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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

和文）学部・大学院教育と連携したサイエンスマスター・メンターの育成 

 

（英文）N ur t u r i n g  o f  s c i e n c e  m a s t er / m e n t o r  s e a m l e s s l y c o op e r a t i n g  wi t h  un d er g r a du a t e       
   a n d  g r a du a t e  e d u c a t i on   
 

【申請大学】 

大学名（和文） 岡山大学                   

 

      (英文)  

Okayama University 
 

大学長氏名                              

            森田 潔 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文）  

     岡山大学 

 

  

（英文）  

     Okayama University 
 

  

専攻等名（和文）  

     大学院医歯薬学総合研究科 

 

 

(英文)  

     Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences 
 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

 

(英文)  

 

 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

機関名 （和文） パリ神経科学大学院 

    （英文） The Paris School of Neuroscience  
専攻等名（和文） 神経科学 

    （英文） Neuroscience  
 
機関名 （和文） ワシントン大学 

    （英文） University of Washington 
専攻等名（和文） 病理学 
    （英文） Department of Pathology  
 
機関名 （和文） ミシガン大学 

    （英文） University of Michigan Medical School   
専攻等名（和文） 病理学 
    （英文） Department of Pathology, The Immunology Program  
 
機関名 （和文） ピッツバーグ大学 

    （英文） University of Pittsburgh School of Medicine   
専攻等名（和文） 革新的再生医療センター 

    （英文） Center for Innovative Regenerative Therapies, Children’s Hospital of Pittsburgh and McGowan 
Institute for Regenerative Medicine, 

 
機関名 （和文） 南フロリダ医科大学 

    （英文） University of South Florida, College of Medicine 
専攻等名（和文） 脳神経外科学 

    （英文） Department of Neurosurgery 
 
機関名 （和文） ミュンスター大学 

    （英文） University Hospital of Münster 
専攻等名（和文） 整形外科学 
    （英文） Department of Orthopedics  
 
機関名 （和文） カリフォルニア大学サンディエゴ校 

    （英文） University of California, San Diego 
専攻等名（和文） 腎臓内科 
    （英文） Translational Research in Kidney Disease, Division of Nephrology-Hypertension, Department of 

Medicine 
機関名 （和文） ベナロヤ研究所 

    （英文） Benaroya Research Institute at Virginia Mason 
専攻等名（和文） 病理学 

    （英文） Department of Pathology  
 
機関名 （和文） カリフォルニア工科大学      

    （英文） California Institute of Technology 
専攻等名（和文） 化学工学 
    （英文） Department of Chemical Engineering 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２３年度の事業目標達成状況 

事業実施期間を通じた事業の目標 

本プログラムでは、医学生命科学領域の基礎と臨床をつなぐ橋渡し研究推進のための人材を育成する。

この目標を達成するために以下を実践する。 

ITP海外派遣：先進的な橋渡し研究を実践している海外パートナー機関に若手研究者を派遣し、研究経

験を通じて国際的スタンダードの理解と英語による自己表現能力を向上させる。派遣は、初期モチベー

ションの向上を目的に博士課程１、２年生を３ヶ月間派遣する『自己啓発型 ITP』と、自身の研究テー

マの遂行発展を目的に博士課程３年生以上、ポスドク、若手教員を長期派遣する『研究遂行型 ITP』の

二種類を行う。ITP派遣研究の内容については、若手研究者と日本側および海外パートナー機関の教員

の話合いにより計画を立て、派遣中の指導は海外パートナー機関の教員が行う。 

ITP基盤整備：ITP推進オフィスが担当教員と協力して ITP派遣を支援する。若手研究者の情報収集、

情報交換の場として、 ITPセミナー（派遣前プレゼン、派遣後報告セミナーを含む）、ITPシンポジウ

ムを開催し、ITP推進オフィスがそれらの企画、開催をサポートする。 

サイエンスクラスターの形成：本 ITPにより、国際共同研究を含めた研究を推進する人材（サイエンス

マスター）と、大学院生や若手研究者の研究指導教育を推進する人材（サイエンスメンター）の育成を

促進する。これらのエキスパートと ITP推進オフィスが一体となりサイエンスクラスターを形成し、海

外パートナーの協力を得て、若手研究者を持続的かつ発展的に育成するシステムを構築する。前述の ITP

セミナー、ITPシンポジウムも、サイエンスクラスターの活性化の一環として行う。 

他の人材育成プログラムとの連携：岡山大学は研究マインドを持つ医師養成を目指した特色 GP、大学院

GPが実施され効果を上げている。これらの既存プログラムと本 ITPプログラムを連携して行なうことに

より、岡山大学の特色である『学部—大学院と連携したシームレスな人材育成』を充実させる。 

 
 

平成２３年度の事業目標達成状況 

ITP海外派遣：自己啓発型 ITP派遣 2名（ミュンスター大学、2名）、研究遂行型 ITP派遣３名（カリ

フォルニア工科大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、ミシガン大学に各１名ずつ）、合計 5名が

ITPにより派遣された。担当教員については、ITP派遣研究や共同研究の打合わせ、共同開催企画や部

局間協定に向けた話合いのために、教員計 4名が海外パートナー機関に派遣された。 

 

ITP 基盤整備：ITP 推進オフィスが中心となって、ITP 派遣準備、ITP セミナー、ITP シンポジウムの企

画、開催を支援した。また、岡山大学 ITPホームページのリニューアル、Student bookの更新、学内の

学術集会における広報活動などにより、ITP関連の情報発信に努めた。 

サイエンスクラスターの形成： ITPセミナーは計 18回開催され、のべ約 500名が参加した。MRI・ART・

ITP国際シンポジウム（１月 27日〜30日、瀬戸内市）には 110名が参加した。これらの数字に表され

るように大学院生や若手研究者のサイエンスに対する興味は高くなりつつあり、それに伴って ITPメー

リングリストへの登録も 123名と増加している。 

他の人材育成プログラムとの連携：医学部学生対象の医学研究インターンシップ（MRI）、大学院対象の

先進医療トレーニング(ART)プログラムとの連携により、MRI・ART・ITP国際シンポジウムを開催した（１

月 27日〜30日、瀬戸内市）。学生、大学院生、若手研究者がそれぞれのプログラムの理念や個々の研究

内容について学ぶとともに、３つのプログラムの連携による『シームレスな人材育成』に対する理解を

深めた。 
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３．平成２３年度 年度事業実施概要 

１．若手研究者の海外派遣 

自己啓発型 ITP 派遣 2 名（ミュンスター大学、2 名）、研究遂行型 ITP 派遣３名（カリフォルニア工科

大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、ミシガン大学に各１名ずつ）、合計 5名が ITPにより派遣さ

れた。 

２．担当教員の派遣 

ITP 派遣研究や共同研究の打合わせ、共同開催企画や部局間協定に向けた話合いのために、教員 4 名を

海外パートナー機関に派遣した。 

３．ITP事業の情報発信 

ITP推進オフィスが主体となり、ITP事業に関する情報発信のために以下を行った。 

・ 岡山大学 ITP 公式ウェブサイト（http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/mdps/itp/index.html）のリニ

ューアルを行い、更なる情報発信に努めた。 

・ メーリングリストを更新した。現在 123名が登録している。 

・ ITP海外派遣準備の支援を行うとともに、ITP派遣に関する依頼状、委任状、感謝状など公式文書を

発行した。 

・ ITPセミナー、ITPシンポジウムの開催を支援すると共に、関連教員、若手研究者、岡山大学内のサ

イエンスコミュニティー全体にこれらのイベントの開催をアナウンスした。 

・ ITP Student Bookを作成し、ITPの概要、ITP派遣若手研究者、ITP派遣研究などをまとめ、ITP派

遣若手研究者と関連教員に配布した。 

 

４．ITP推進ミーティングの実施 

基盤整備、ITP派遣、ITPサロン活動（ITPセミナー、ITPシンポジウム）など、ITP活動の円滑な運営

のために、ITP推進ミーティングを毎月１回（合計 11回）開催した。ミーティングには窓口教員や ITP

若手研究者を適時招集し、種々の要望や問題に迅速に対応した。 

５．ITPセミナーの開催 

若手研究者、学内の教員、学外講師などによるセミナーを合計 18回開催した。また、若手研究者の ITP

派遣前プレゼン、ITP派遣後報告セミナーも ITPセミナーとして行った。 

６．MRI・ART・ITP国際シンポジウムの開催 

岡山大学 ART プログラム（大学院 GP）MRI との共同開催により、MRI・ART・ITP 国際シンポジウムを開

催し、ITPの活動、ITP派遣研究発表、海外パートナー機関教員による講演、若手研究者との意見交換会

を開催した（1月 28 日、29 日：メインシンポジウム、1月 27日に 2回、30日に 1 回、サテライトセミ

ナーを開催、岡山大学）。 

 

  



    若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)       
平成２３年度実施報告書 

（平成２３年度） 

5 

４．平成２３年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

若手研究者の海外派遣：担当教員と海外パートナー教員の連携協力により、当初の計画通り５名が派遣

された。内訳は、自己啓発型 ITP 派遣 2 名（ミュンスター大学、2 名）、研究遂行型 ITP 派遣３名（カ

リフォルニア工科大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、ミシガン大学に各１名ずつ）。 

・ 派遣前準備（研究面）：派遣期間中の研究内容、研究計画については、若手研究者、指導教員、海外

パートナー教員の連携協力、派遣前セミナーの実施等によりおおむね十分な事前準備が出来た。 

・ 派遣前準備（事務手続き）：ITPオフィスが支援協力し、ITP派遣を予定通り実施することが出来た。

具体的には ITPオフィスが ITP派遣に関する書類や公式文書（依頼状、委任状、感謝状、ビザ発行の

ための書類、出張手続き書類など）を作成、発行した 

・ 派遣中：派遣中は海外パートナー機関の受入先教員の指導により研究計画に従って進められた。研究

の進捗状況は若手研究者が自己管理するとともに、随時、受入先教員、学内担当教員に報告された。 

派遣前セミナー、ITP 報告セミナーの実施：全ての ITP 派遣若手研究者が派遣前セミナーを行い、これ

までの研究、ITP 派遣の研究計画とそのための準備状況を報告し、担当教員が確認、アドバイスした。

また派遣後の報告セミナーは平成 24年 4月 26日に実施予定である。 

ITP推進ミーティング：担当教員によるミーティングを月１回、計 11回開催した。ミーティングには窓

口教員や ITP 若手研究者（派遣済みの者、派遣予定者）を適時招集することにより ITP に関する種々の

要望や問題に迅速に対応した。 

情報発信 

ITP事業に関する情報発信のために，ITP推進オフィスが主体となり以下を行った。 

・ ホームページ：岡山大学 ITP 公式ウェブサイトのリニューアルを行い、更なる情報発信に努めた。

（http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/mdps/itp/index.html） 

・ メーリングリスト：メーリングリストへの登録を呼びかけ、更新した。現在 登録数 123名。 

・ ITP Student Bookの更新：新たに平成 23年度若手研究者の ITP派遣研究レポート等を追加した。ITP

派遣若手研究者と関連教員に配布するとともにホームページにアクセスを限定して掲載した。 

・ 大学院 GP との連携：岡山大学 ART プログラム（大学院 GP）との共同開催により、MRI·ART·ITP

国際シンポジウムを開催した（１月 27 日〜30 日、瀬戸内市）。学部学生、大学院生、若手研究者の

参加が増えるとともに連携交流が活性化された。 
 

4-2.海外パートナー機関との協力体制構築状況 

パリ神経科学大学院(ENP)：MRI-ART-ITPシンポジウム（1月 27日～30日、瀬戸内市）に Prof. Patricia 

Gaspar(ENP ディレクター)が参加し、メインシンポジウムおよびサテライトシンポジウムでの講演を行

った。Gaspar博士は参加を通じて岡山大学の学部学生、大学院生、若手研究者の研究能力や意欲を高く

評価するとともに、岡山大学と ENPとのさらなる協力体制強化に意欲的な姿勢を示した。 

南フロリダ大学：脳神経外科学講座（Borlongan教授研究室）に ITPより派遣された者 1名が、ITP派遣

終了後、南フロリダ大学のポスドクとして採用され、研究を継続している。受け入れ先の南フロリダ大

学から Borlongan教授を招聘し、4月 20日に岡山大学でセミナーを行った。 

ベナロヤ研究所：大学院生１名を派遣し、共同研究打ち合せを行った。引き続き共同研究を進行させて

いる。 

ミュンスター大学：大学院生 2名が ITP派遣により整形外科学講座において研究を行い、成果をあげた。 

ミシガン大学：２年連続でポスドク・大学院生を派遣し各々４、５ヶ月間の間、派遣先で研究を行い、

派遣研究の成果を論文に発表した。パートナー機関との人材交流を通して共同研究が活発になり、いく

つかの共同研究が進展している。次年度の派遣もパートナー機関から了解をえている。 

カリフォルニア大学サンディエゴ校：大学院生 1 名 ITP 派遣によりにおいて糖尿病性腎症に関する研究

を行った。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

 

ITP 派遣研究者の研究業績：原著論文 11編（英文 9、和文 2）症例報告 1、学会発表 6 件、以下に抜粋を

記載 

原著論文 

潰瘍性大腸炎に対する Calcineurin inhibitorの限界：平岡佐規子, 鈴木英之, 斉藤俊介, 平川智子, 高

橋索真, 秋田光洋, 加地英輔, 加藤順, 岡田裕之, 山本和秀：日本消化器病学会雑誌 ：108(suppl-2)  

頁: 860-860(2011) 

  
Miyoshi T, Doi M, Hirohata S, Kamikawa S, Usui S, Ogawa H, Sakane K, Izumi R, Ninomiya Y, Kusachi S.: Olmesartan 
reduces arterial stiffness and serum adipocyte fatty acid-binding protein in hypertensive patients.: Heart Vessels: JAPAN: 26(4): 
408-413(2011) 
 
Sasaki T, Tazawa H, Hasei J, Kunisada T, Yoshida A, Hashimoto Y, Yano S, Yoshida R, Uno F, Kagawa S, Morimoto Y, Urata 
Y, Ozaki T, Fujiwara T.: Preclinical evaluation of telomerase-specific oncolytic virotherapy for human bone and soft tissue 
sarcomas: Clinical cancer research: 17(7): 1828～38(2011) 
 
Ivana Antonucci, Liborio Stuppia,Kaneko Y, Seongjin Yu, Tajiri N, Eunkyung C. Bae, Sonia H. Chheda, Nathan L. Weinbren, 
Cesar V. Borlongan: Amniotic fluid as a rich source of mesenchymal stromal cells for transplantation therapy: Cell 
Transplantation: 20(6): 789-795(2011) 
 
症例報告 
横山裕介、阿部信寛、古松毅之、井谷 智、雑賀建太、尾﨑敏文：脛骨顆間隆起骨折に対する関節鏡視下骨接合術 

—Zhao変方によるプルアウト法の 2症例：日本整形外科スポーツ医学会雑誌：31(2)：137-141（2011） 
 

学会発表 
Ito T, Allen RM, Matsukawa A, Kunkel SL：The Critical Role of Notch Ligand Delta-like 1 in Influenza A Virus Infection  
(Selected as top abstract)：Keystone Conference：Hong Kong, China（2011） 

 
Suzuki K, Masumoto T, Ohmori I, Michiue H, Nishiki T, Matsui H: Ca2+-Dependent Dissociation of Synaptotagmin I from 
SNARE Complexes: Neuroscience 2011: 横浜(2011) 

 

Yokoyama Y, Abe N, Furumatsu T, Miyazawa S, Takata N, Okada Y, Ozaki T ：The Advantage of High-Flex Implant for 
TKA：International Society of Arthroscopy, Knee Surgery & Orthopaedic Sports Medicine 8th Biennial Congress：Rio de 
Janeiro, Brazil（2011） 

 
Ito T, Allen RM, Matsukawa A, Kunkel SL：The Critical Role of Notch Ligand Delta-like 1 in Influenza A Virus Infection  
(Selected as top abstract)：Keystone Conference：Hong Kong, China（2011） 

 

４－４．今後の課題・問題点 

 

問題点 

・派遣後の単位取得が行われていない点 

・論文、学会発表が一部の研究者に偏っている傾向がある点 

 

今後の課題 

・海外パートナー機関からの若手研究者の受け入れ、双方向的な交流の推進を図る 

・部局間協定の締結などの連携強化 

・パリ神経科学大学院以外との海外パートナー機関との共同企画開催を行う 

・大学 OB、サイエンスマスター、サイエンスメンターが中心となり、宣伝活動の強化を図る 

 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kunisada%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yoshida%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hashimoto%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yano%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yoshida%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Uno%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kagawa%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Morimoto%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Urata%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Urata%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ozaki%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fujiwara%20T%22%5BAuthor%5D
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５．若手研究者の派遣実績（年度を跨いで引き続いて派遣した場合は、全期間について記載すること） 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

カリフォルニア工科

大学（米国・パサデナ

市） 

 

平成 23年 

6月 19日 

-平成 24年 

3月 24日 

（280日） 

岡山大学・大学院医歯薬学総合研究

科・ 

整形外科学・大学院生 

博士課程 3年次生 

ミュンスター大学 

（ドイツ国・ミュンス

ター市） 

 

平成 23年 

6月 27日 

-平成 23年 

9月 3日 

（69日） 

岡山大学・大学院医歯薬学総合研究

科・ 

整形外科学・大学院生 

博士課程 3年次生 

ミュンスター大学 

（ドイツ国・ミュンス

ター市） 

 

平成 23年 

9月 15日 

-平成 23年 

12月 1日 

（78日） 

岡山大学・大学院医歯薬学総合研究

科・ 

整形外科学・大学院生 

博士課程 3年次生 

ミシガン大学 

（米国・アナーバー

市） 

平成 23年 

8月 30日 

-平成 24年 

1月 26日 

（150日） 

岡山大学・大学院医歯薬学総合研究

科・病理学（免疫病理）・ 

博士課程 3年次生 

カリフォルニア大学

サンディエゴ校（米

国・サンディエゴ市） 

平成 24年 

1月 6日 

-平成 24年 

2月 29日 

 （55日） 

岡山大学・大学院医歯薬学総合研究

科・腎・免疫・内分泌代謝内科学 

博士課程 3年次生  
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６．担当教職員の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

カリフォルニア大学

サンディエゴ校（米

国・サンディエゴ市） 

 

平成 23年 

10月 6日 

-平成 23年 

10月 9日 

（4日） 

岡山大学・大学院医歯薬学総合研究科 

地域医療人材講座 教授 

 

ミシガン大学 

（米国・アナーバー市） 

平成 23年 

9月 30日 

-平成 23年 

10月 7日 

（8日） 

岡山大学・大学院医歯薬学総合研究

科・ 病理学（免疫病理）・教授 

パリ神経科学大学院 

（フランス国・パリ市） 

 

 

平成 23年 

11月 9日 

-平成 23年 

11月 19日 

（11日） 

岡山大学・大学院医歯薬学総合研究

科・ 生化学・教授 

ミュンスター大学 

（ドイツ国・ミュンスタ

ー市） 

 

平成 24年 

3月 19日 

-3月 26日 

（8日） 

岡山大学・大学院医歯薬学総合研究

科・ 分子医化学・准教授 

パリ神経科学大学院 

（フランス国・パリ市） 

 

 

平成 24 

年 3月 23日 

-平成 24年 

3月 30日 

（8日） 

岡山大学・大学院医歯薬学総合研究

科・ 生化学・教授 
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７．海外パートナー機関からの受入実績 

 

 

主たる受入先 

 

受入期間 

 

所属・職名等 
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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 

若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP） 

MRI・ART・ITP国際シンポジウム 

開 催 期 間 平成 24年 1月 27日 ～ 平成 24年 1月 30日（4日間） 

開 催 地 牛窓ホテルリマーニ（岡山県瀬戸内市牛窓町） 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 竹居 孝二、松井秀樹 

所属機関・職名 岡山大学・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

概要及び成果 

【概要】 

岡山大学 ARTプログラム、MRIプログラムとの共同開催により、MRI-ART-ITPシンポジウムを開催した。 

 

１．メインシンポジウム（1月 28日、29日、岡山牛窓ホテルリマーニ） 

ITP代表による ITP活動の紹介、今年度の ITP若手研究者より成果発表が行われた。また、下記の招聘

講演、一般講演（口演およびポスターセッション）を行った。参加人数：約 110名 

招聘講演：パリ神経科学大学院（ENP）ディレクターPatricia Gasper 博士を含めて計３名の講演者を

海外より招聘した。Gasper 博士は ENP の概要説明の他、”Serotonin system: investigating the 
singularities of a diffuse transmitter“のタイトルで研究講演を行った。 

一般講演：ITP2 名、ART5 名、MRI4名の計 11 名が口演を行い、ITP8名、ART13名、MRI14名の計 35 名

がポスター発表を行った。 (学部生：26人、大学院生：18人、教員：2人) 

２．サテライトセミナーⅠ：（1月 27日，岡山大学） 

講演者 Hideaki Nagase タイトル Complexity of Extracellular Matrix Proteolysis:  

An example of collagen fibril degradation 

３．サテライトセミナーⅡ：（1月 27日，岡山大学） 

講演者 Dennis Bruemmer タイトル Nuclear Receptors in Vascular Biology 

4．サテライトセミナーⅢ：（1月 30日，岡山大学） 

講演者 Patricia Gaspar タイトル Genetic investigations on the organization of serotonin systems： 

implications in anxiety disorders 

【成果】 

学生、大学院生、若手研究者、ポスドク、教員がそれぞれのプログラムの理念や個々の研究内容につい

て学ぶとともに、３つのプログラムの連携による『シームレスな人材育成』に対する理解を深める良い

機会であった。また、ENPより参加の Gaspar博士をはじめ、学外からの参加者は岡山大学の学部学生、

大学院生、若手研究者の研究能力や意欲を高く評価するとともに、岡山大学の協力体制強化に意欲的な

姿勢を示した。 

ENPディレクター(Prof. Patricia Gasper)、ENP運営委員、ENPオフィススタッフと別途ミーティング

の機会を設け、両研究機関の今後の交流や機関の運営について意見交換した。この場でも ITP派遣、学

部学生派遣受入れやその際の支援について話合われた 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 
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企 画 名 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 特別講演会 

先端医学研究のトレンド 2012 

開 催 期 間 平成 24年 2月 21日（1日間） 

開 催 地 ホテルグランヴィア岡山 

日
本
側
責
任
者 

氏 名  

所属機関・職名  

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

概要及び成果 

【概要】 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 研究開発委員会、ＩＴＰ共催のシンポジウムである。現在の日本

における医学研究の最前線となる話題を提供し、その最先端をいく独立行政法人理化学研究所筑波研

究所小幡裕一教授、京都大学物質—細胞統合システム拠点長・再生医科学研究所中辻憲夫教授、独

立行政法人理化学研究所生命システム研究センター細胞極性統御研究チーム岡田康志チームリー

ダーの講演をいただき、岡山大学教職員、学生、ＩＴＰに参加する若手研究者の知のボトムアッ

プをはかるシンポジウムである。 
 

参加人数：約９３名 うち学生 ３７名 

 

【成果】 

ＩＴＰ関連の教員及び学生が多数出席した。また、ＩＴＰ派遣学生は、積極的にポスター発表を行い、

自身の研究をアピールした。 

 

研究科長よりＩＴＰを含め、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科での若手研究者育成に関するプログラ

ム、取り組みについての総括的な講演があった。学生、若手教員は、これらの話を吸収し、現在の自身

の研究における立ち位置を再度考える良い機会となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 
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