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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」  
平成２５年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 Ｇ２２１６ 
関連研究分野  

（分科細目コード）  

システムゲノム科学  

（２３０３） 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

システム医学のための国際ステーション構築とその稼動による再生医学と炎症性疾患研究  

（平成２２年度） 

代表研究機関名 独立行政法人国立成育医療研究センター 

代表研究機関以外

の協力機関 
なし 

主担当研究者氏名  淺原  弘嗣  

補助金支出額  

（平成 22年度）  

 

２７，５００，０００円  

（平成 23 年度）  

 

２６，３２５，０００円  

（平成 24 年度）  

 

２０，１１９，０００円  

（合計）  

 

７３，９４４，０００円  

(公募応募当初の「申

請書」に記載の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 22年度）  

         ３人  

 

（平成 23年度）  

          ６人  

（       ３人）  

（平成 24年度）  

            ３人  

（       ３人）  

（合計）  

              ６人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 22年度）  

         １人  

 

（平成 23年度）  

          ５人  

（       １人）  

（平成 24年度）  

            ５人  

（       ５人）  

（合計）  

              ５人  

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が 300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数）  

（平成 22年度）  

         １人  

 

（平成 23年度）  

          １人  

（       １人）  

（平成 24年度）  

            １人  

（       １人）  

（合計）  

              １人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（９－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要）  

本事業において、若手研究者は、海外の教授クラスの研究者を複数交え、医学生物学分野にお

けるバーチャルな国際共同研究ステーションを構築し、それを稼働させることで医学へ直接貢献

することを目標とする。情報は常時接続、共有する環境を想定し、リアルタイムで議論を深めるこ

とが次世代の国際共同研究に必須であるが、そのコアとなる部分においては、他国の研究者と夢

と問題を共有し、信頼しながらも切磋琢磨するための術を身体で覚えた若手の育成が急務である

。特にアメリカのカリフォルニア地区においては、教員が、若手と同じ目線で議論することがよく見

かけられるが、そこにはもちろん国際的なレベルでの礼儀と作法が存在し、それを理解した上で、

積極的かつ対等に海外の優秀あるいはすでに偉大な研究者たちと仕事を進めていくことが必要

となる。この目標がどれだけ派遣された研究者に備わったかは、単なる業績だけでなく、本人が日

本を代表して相手にも利し、双方において相乗的な成果をあげたことを、国際研究会議等におい

て発表させることで検証、指導する。また、こうした国際共同研究ステーションが優れたものとして

構築されれば、本事業の終了後も派遣された若手研究者の次のステップへの基盤となり、持続

的、効果的に、本事業の目的が達成され続けるはずである。 

また、システム医学という世界中で模索され続けている新しい戦略的な学問において、国際的な

研究を通して、“業界の共通基盤”となるような概念、情報、成果をいち早く広く世界に向けて発

信することが期待される。すでに、国立成育医療研究センターにおいて、世界をリードする複数の

システム医学研究のツール、成果は、欧米において注目されており、これをもとにさらなる国際的

な展開を仕掛ける上で、若手研究者は大いなるアドバンテージを持っており、ここに挙げた教科書

に残り得る、あるいは人類の健康に大きく貢献し得るレベルの高い業績を論文として、本事業の

終了までに発表することが十分に期待できる。 

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

 

【理由】  

本プロジェクトに参加した複数の研究者が、海外の複数の施設において共同研究を行い、かつそ

の成果を論文や学会にて発表した。また、今後の研究において重要な人的なネットワークをそれ

ぞれが構築した。国際的な感覚を身につたことで、継続的な国際共同研究に繋がっていくことと

考える。 
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（３－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（９－２）に記載した国際共同研究にお

いて期待される成果概要）  

本プロジェクトにおいて、日本側の我々の研究室は、国際共同研究ステーションの基盤となる2つ

の起点をもつ。1つは、EMBRYSデータベースをもとに、全身の組織、臓器構築の転写クラスターを

世界で初めて4次元的に記載することに成功している点である。今回のプロジェクトの羅針盤とも

なる日本側のEMBRYSデータベースの完成は、発生期における各組織発生分化に必須の転写

因子群を同定するに至り、今後、発生・再生学に大きなインパクトを与えることが期待される。本

プロジェクトにおいては、特に、日本側で先行している運動器の発生・再生研究について、この組

織を軟骨、腱、筋に分解、それぞれの発生および疾患において世界をリードする研究者と共同で

、我々の知見から引き出されつつある、複合組織構築プログラムの解明における基盤研究を行う

。2つ目の点として、タンパクをコードしないマイクロRNA140が骨格の発生段階のみならず、むしろ

関節軟骨の恒常性維持において必須の役割を果たしており、このマイクロRNA140を増やしてや

ると関節炎になりくいという発見である。これにより初めて、加齢疾患や生活習慣病などにもマイク

ロRNAが治療ターゲットとなり得ることが示された。この上流解析は、今まで有効な治療法のなか

った変形性関節症において理想的な治療ターゲットとなる可能性があり、これを現在世界でもっと

も優れた技術、情報を持つ2つの研究室で共同研究する。さらに、発生と創薬の両面からこれら

膨大なデータを俯瞰し、分子ネットワークを解明、記載するための研究を次世代型のシステム研

究によって完成させる。これらの研究は、運動器を構成する各々の組織研究のトップランナーとと

もに、ヒト組織を用いた研究まで完成させ、それらデータを統合し、創薬までつなげる点で、まさに

バーチャルな国際共同研究ステーションとして稼働させ、将来の国際的な資産とすることを目標と

する。 

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

□十分に達成された  

■おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

【理由】  

本事業において、日本とアメリカの双方の、複数のシステム医学基盤研究を発展させることができ

た。ヒト組織サンプルを用いての研究は今後さらに重要となるが、技術面、倫理面において日本

は大きく立ち遅れている。今回の国際共同研究は、複数のヒト組織サンプルを複数の研究機関

において、利用することができ、その中で、今後、日本で同様のシステムを作り、将来的に相互利

用するための方向性を検討できた。 

まだ、多くの研究が完結していないが、今後も継続することによって、さらに本事業の意義を確認

できると考える。 
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。  

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

 

本事業において当初目的としていた基礎的研究から発展し、インシュリン（糖尿病）、ウイルスの

医学に関わる国際共同研究に繋がってきた。この研究は今までの日米の単独あるいは共同研究

で成し得なかったハイレベルかつ大規模の研究となり、本事業を通して完成されつつある。本事

業に関わった研究者の中には、継続的にこの国際共同研究を行っていく計画を立てている方もい

る。 

本事業が基盤となって JST CREST（慢性炎症）に採択されたが、この研究は国際共同研究を含

んでおらず、本事業が追加支援となり研究成果における相乗効果が生まれた。 

このように本事業が契機となり、他の競争的資金等の獲得によって、本事業に関わる国際共同

研究に海外留学として参加する若手研究者が複数現れた。 

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

 

本事業を基盤とする産学連携の共同研究が進み、企業からも研究者が派遣留学するかたちで

国際共同研究に参加していただくという波及効果が生まれた。またアメリカ側からも今回の事業を

基に日本の企業との共同研究を推進していくことが計画されている。まさに国際的な産学研究が

進んでいる。 

一方で、本事業を契機に海外の複数の研究者との連携が高まり、学会、共同研究を通じての相

互的な交流が続いている。 

また、若手研究者においても今回の経験を今後の国際的な活躍の起点として、更なる共同研究

の拡大が期待される。 

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

 

本事業が採択されてから僅かな期間で複数の派遣された若手研究者による論文（First Author、

共著含む）が準備、または発表された。加えて学会などを通じて、本プログラムは広く公平に理解

いただき、日本各地から集結した大学院生、ポスドクが米国で切磋琢磨しながらもアメリカ側と力

を合わせ、バーチャルな国際医学研究ステーションが確立された。 

今回の事業に参加した若手研究者は全員、素晴らしい活躍をしてくださり、今後、この経験を基

に、さらに日本を代表する研究者としての将来性が期待されている。 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ  リ  ガ  ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局  

職名  

（身分）  
専門分野  備考  

主担当研究者  

アサハラ  ヒロシ  

浅原  弘嗣  

 

 

 

 

 

担当研究者  

タカダ  シュウジ  

高田  修治  

 

 

国立成育医療研究

センター  

 

 

 

 

 

 

国立成育医療研究

センター  

 

 

研 究 所  システム発

生・再生医学研究部  

 

 

 

 

 

 

研 究 所  システム発

生・再生医学研究部  

 

 

客 員 研 究

部長  

 

 

 

 

 

 

部長  

 

 

分 子 生 物 学 、

整 形 外 科 学 、

リウマチ学、発

生 生 物 学 、 シ

ステムバイオロ

ジー  

 

 

発 生 遺 伝 学 、

分 子 生 物 学 、

薬学  

 

 

計２名       

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名  相手側研究者氏名  
職名  

（身分）  
備考  

ア メ リ カ 合

衆国  

カリフォルニア大学サンディエゴ校  

(University of California, San Diego: UCSD) 

 

 

 

バーナム研究所  

(Sanford-Burnham Medical Research Institute) 

 

 

 

スクリプス研究所  

(The Scripps Research Institute) 

 

 

計３機関  

Alexander Hoffmann 

 

Koichi Masuda 

 

 

Sumit Chanda 

 

Pier Lorenzo Puri 

 

 

Sheng Ding 

 

Martin Lotz 

教授  

 

教授  

 

 

教授  

 

教授  

 

 

教授  

 

教授  
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

 

本プロジェクトにおいて、若手研究者は、国立成育医療研究センター 研究所  システム発生・再生

医学研究部で当該研究に従事しながら、述べ１年以上を海外にて共同研究を行う。 

本プロジェクトに賛同し、参加を希望する若手研究者を広く国内から広く公募し、アメリカの研究室

においての共同研究をスタートした。 

若手研究者の選抜の基準においては、業績面で国際的な評価を得られ、語学面でほぼ問題のな

い、優秀な研究者であることを派遣における基準とした。 

選考された若手研究者は、単に海外において技術や情報を学ぶことにとどまらず、世界のトップレベ

ルの研究室、教授陣と個人として向かい合い、臆せずサイエンスへの挑戦と貢献を、あらゆるフォー

メーションにおいても行えることを課題とした。 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

 

今回のプロジェクトについては、最近の日本側の我々の研究成果および基盤システムに、アメリカ側

からも強い興味と共同研究の打診をいただいており、本申請のような機会があった場合は、共同研

究ステーションの構築による次世代の国際研究を行おうという機運が高まっていたため、短期間の

間にもかかわらず、確実でハイレベル、かつ挑戦的な研究戦略と体制を打ち立てることができた。 

本プロジェクトの期間が終わった後にも、研究費の継続に関わらず、国際共同研究システムが稼働

し続けるよう、体制を維持し、本プロジェクトを有意義なものとする。 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況 

 

【平成２２年度】 

変更内容：申請書提出時に海外派遣を予定していた若手研究者３名のうち１名を次年度以降に派

遣することとし、初年度の派遣人員を２名に変更とした。 

変更理由 ：本事業の実質的な開始時期の遅れにより、２名については本年度の留学期間が当初

の予定より短くなった。 

事業への影響 ：各研究所への初年度の派遣日数短縮による影響は、次年度以降の派遣日数延

長によって研究計画を遂行することによりなかった。 

 

【平成２４年度】 

変更内容 ：交付申請書提出時に本年度海外派遣を予定していた若手研究者の人員を６名から５

名に変更した。 

変更理由 ：当初計画のとおり６名の海外派遣を行っていたが、うち１名については、最終年度にお

いて事業期間終了後の合計日数が３００日に満たなかった。 

事業への影響 ：派遣先機関への派遣日数短縮による影響は、他の派遣研究者によって研究計画

を遂行することによりなかった。 
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（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。）  

 

今回の派遣においては、各若手研究者が３００日以上海外で研究を行い、それぞれが海外との共

同研究というメリットを十分に生かし大きな成果を上げることができた。 

日本国内では困難なヒト組織を用いた研究を推進し、特に軟骨における miRNA の共同研究（スクリ

プス研究所）、腱の共同研究（UCSD）においては、重要なデータを得ることができた。それらデータを

統合し、創薬までつなげる点で、派遣された若手研究者らと所属の教授陣、日本側の間で情報交

換や議論が深まった。また、受け入れ側の教授陣の指導やサポートに恵まれ、成果を議論し発表す

る能力を鍛えることや、多国籍の研究者と協調的に研究を推進する経験に恵まれたと言える。具体

的な到達点、問題点は、担当の教授陣と Email などで各々につき詳細に検討された。これらの経験

により、海外での論文業績となるよう指導した。これは、今後、各人の海外留学実績として、研究者

としてのステップアップに十分考慮されるものと思われる。国立成育医療研究センターおよび東京医

科歯科大学でのポジションの獲得においても、現在、海外での留学経験及び実績は十分考慮され

ており、また他大学等においても同様であると考えられる。 

本事業に参加した全ての若手研究者が、高い研究能力を発揮、発展させ、国際的な人的ネットワ

ークを構築できたと考える。今後、この経験を生かして日本を牽引する研究者が出てくることが期待

される。 

３００日に満たなかったもう１名の派遣候補者についても、本事業で２５５日の派遣を行っており、事

実上、事業に参加できている。 

 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。）  

 

本事業においては、海外への研究者派遣において必要なシステムの構築を行うことができ、当研究

所としての経験値を高めることができ、また、今後も積極的に若手研究者の留学を鼓舞したいという

機運が生まれた。 

本事業がきっかけとなり、海外の研究者との交流が深まり、国際的な共同研究がより円滑に行われ

るようになった。今後益々、本事業の成果が出てくると考える。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細 

 

 派遣者①： 共同研究員    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

スクリプス研究所、バーナム研究所との共同研究として、我々の見出した筋分化における必須の

転写抑制因子のノックアウトマウス解析とターゲット遺伝子の制御メカニズムについて共同研究を

スタートし、さらに、脊椎において UCSD との共同研究を行い、椎間板ヘルニアの遺伝子レベルで

の病態解明をヒト組織を用いて行った。 

（具体的な成果） 

運動器研究における筋の発生・再生およびヒト疾患の共同研究をスタートさせ、海外派遣先研究

機関の研究者と綿密な研究計画と情報交換を行った。また、関連学会に参加し、当該研究分野

の最新の知見を得ることができた。 

ヒト腱組織における Mkx 遺伝子が関節炎の病態に関わることを見出し、英語論文を発表した。ヒ

ト椎間板において miR-140 が重要であり、ヘルニアにおいて減少することを突き止め、論文作成

の準備中である。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

アメリカ、サンディエゴ  

スクリプス研究所、Lotz 教授  

 

 8 日  

 

349 日  

 

353 日  

    

710 日  

 

 

 派遣者②名： 共同研究員    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

スクリプス研究所に参加し、軟骨の分化を制御する化合物のスクリーニングシステムの検討を行

い、軟骨分化、再生を促す化合物の関節炎への治療効果を解析した。 

（具体的な成果） 

関節炎における病態解明の研究成果につき、米国で開催の学会に参加・発表を行い、スクリプ

ス研究所との共同研究で論文を発表した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

アメリカ、サンディエゴ  

スクリプス研究所、Lotz 教授  

 

0 日  

 

7 日  

   

 333 日  

    

340 日  

 

 

 派遣者③： 共同研究員    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

EMBRYS データベースなど我々の基盤となる研究を発展させるため、 腱の分子レベルの研究を、

UCSD で行った。さらに、次年度は、 軟骨における分子ネットワークの研究をスクリプス研究所で

行った。どちらの研究室においても、ヒト組織を用いた疾患研究まで行い、将来的な、日本の組

織バンクとの相互利用などについて戦略を練る。これらのデータをもとに、帰国後、軟骨と腱が融

合するメカニズムとその損傷治療について解析、検討を行う。 
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（具体的な成果） 

脊椎や靭帯を中心に、ヒトの組織での研究を推進し、新しい外科的治療法に繋がるエビデンスを

積み上げることができ、学会発表を行った。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

アメリカ、サンディエゴ  

UCSD、Masuda 教授  

 

0 日  

 

244 日  

   

 92 日  

    

336 日  

アメリカ、サンディエゴ  

スクリプス研究所、Lotz 教授  

 

0 日  

 

0 日  

 

30 日  

 

30 日  

 

 

 派遣者④： 共同研究員    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

マイクロ RNA による関節炎治療の開発のため、まず、細胞ベースでのハイスループットスクリーニ

ングを用いた共同研究を、スクリプス研究所、バーナム研究所との共同で行った。この研究結果

により、より創薬ターゲットにふさわしい分子、系を抽出しこれらの成果を実際の関節炎モデルマ

ウスにおいて検討した。 

（具体的な成果） 

ヒト組織を使って、幹細胞から再生医療の研究を進め、米国で開催の軟骨の国際学会にて成果

を発表し、論文を準備中である。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

アメリカ、サンディエゴ  

バーナム研究所、Chanda 教授  

 

0 日  

 

20 日  

   

 0 日  

    

20 日  

アメリカ、サンディエゴ  

スクリプス研究所、Lotz 教授  

 

0 日  

 

0 日  

 

365 日  

 

365 日  

 

 

 派遣者⑤： 共同研究員    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

本研究計画で得られた情報を基に、炎症の遷延化メカニズムの解明をシステム医学研究レベル

で解析する。 

（具体的な成果） 

関節炎における新しい遺伝子に注目し、その機能を解析することに成功し、論文を発表すること

ができた。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

アメリカ、サンディエゴ  

スクリプス研究所、Lotz 教授  

 

0 日  

 

39 日  

   

  355 日  

    

 394 日  
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

本プロジェクトにおいては、若手研究者が海外での共同研究においても、複数の研究室を経験し、

複数の教授と議論を重ねながら、経験と実力を蓄えていくことも狙いとした。研究全体の流れとして

は、 

(I)  各組織の発生分化およびヒト疾患レベルでの研究  

(II)  ハイスループットアッセイや化合物スクリーニングなどによる創薬を目指したシステム研究  

(III) 情報の解析と統合におけるシステム研究  

に大きく分けることができる。今回は、国立成育医療研究センターで今までも取り組んできた運動器

の発生と疾患をモデルに研究を行ったが、具体的には、運動器の発生においては、運動器を構成

する主要組織である軟骨、筋、腱に分け、(I)の研究にあたり、また疾患としては運動器の炎症性疾

患である変形性関節症を(II)の戦略によって集中的に研究した。さらに、(I)および(II)の研究に従事

する海外派遣研究員は、アメリカにおいて、定期的に日本側の研究者を含めたグループディスカッ

ションを行った。また、研究システム全体のディスカッションは、初年度に 1 度、次年度と最終年度は

2 度以上、海外共同研究室の教授ら全員が会合する場を設けて行った。初年度においては、(I)の

なかで、軟骨および筋の研究をスタートし、炎症研究と腱の研究については、日本において派遣予

定の研究者が基盤的な研究を行い、次年度においての海外研究につなげた。また、これらの研究を

統合する(III)のシステム研究においては、次年度の後半から最終年度において行った。 

タイムスケジュール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）成果の概要 

アメリカ側においては、ヒト運動組織の健常検体および関節炎などの疾患サンプル、加齢サンプル

を国策レベルでライブラリー化しており、マウスなどを用いたモデル実験の裏打ちとして、あるいは創

薬研究において重要な役割を果たした。これらを用いた研究は日本単独では困難であり、重要な研

究成果と国際的な研究のネットワークを得ることができた。 

日米の共同研究を通じて、人的な交流も含めた共同研究が広がり、かつ研究成果を上げることが

できた。それに基づいた新たな共同研究が進んでいる。 

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

３ ０ 

 
１

 
１ 

 
１

 
１ 

( Ｉ -海外 )運動器構成要素の発生およびヒト

疾患研究  
 

 
１

 
１ 

１年目  

2 年目  

3 年目  

(I I I -海外 ) システム  医学研究の

アメリカ側の３つのパイプライン   

I I I -A. 
ハイス
ループッ
トアッセ
イ  

I I -C. シ
ステムバ

イオロジ
ー  

I I I -B. 
ケミカル
バイオロ

ジー  

I -A.  
筋分化・疾

患   

I -B.   
軟骨・骨の
疾患   

(I I ) 日本におけ

る研究体制   

  
I I -A. 
運動
器発
生お

よび
疾患
研究  

 
I I -B. 
関節
炎の
シス

テム
医学  

I -C.   
腱の再生
・疾患   
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

N 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入

してください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  
・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・若手派遣研究者が著者（又は共著者）となっている場合、当該の著者名に下線を付してください。 

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との共著論文等には、文頭の番号に○印を付して下さい。 

○1  Nakahara H , Hasegawa A, Otabe K , Ayabe F, Matsukawa T , Onizuka N, Ito Y, Ozaki T, Lotz MK, 

Asahara H. Transcription factor mohawk and the pathogenesis of human anterior cruciate l igament 

degradation. Arthrit is Rheum. 2013; 65(8): 2081-2089. 査読有 .  

○2  Matsukawa T , Sakai T, Yonezawa T, Hiraiwa H, Hamada T, Nakashima M, Ono Y, Ishizuka S, 

Nakahara H , Lotz MK, Asahara H, Ishiguro N. MicroRNA-125b regulates the expression of 

aggrecanase-1 (ADAMTS-4) in human osteoarthritic chondrocytes. Arthr itis Res Ther. 2013; 15(1): 

R28. 査読有 .  

３  

４  

５  

６  

７  

８  

９  

10  

11  

12  

13  
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②学会等における発表 

N 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、

発表年月（西暦）について記入してください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  
 
・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場

合は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付して下さい。  
・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  
・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  
・若手派遣研究者が発表者 (又は共同発表者 )となっている場合、当該の発表者名に下線を付してください  
・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との共同発表には、文頭の番号に○印を付して下さい。 

１ ○Otabe K , Sekiya I,  Kawashima N, Tsuji K, Muneta T. Property of mesenchymal stem cells in oral 

tissues. ORS 2012 Annual Meeting, San Francisco, CA, USA. February 4-7, 2012. ポスター発表  審

査有  

○2  ○ Yamaguchi T , Bae WC, Inoue N, Pichika R, Lenz ME, Wil l iams GM, Moseley TA, Masuda K. 

Quantitative assessment of posterolateral lumbar spinal fusion in the rat using a dynamic μCT 

technique. ORS 2012 Annual Meeting, San Francisco, CA, USA. February 4-7, 2012. ポスター発表  

審査有  

○3  ○Nakahara H , Hasegawa A, Ayabe F, Matsukawa T , Otabe K , Yonezawa T, Lotz MK, Asahara H. 

The transcription factor Mohawk plays an important role for maintaining human anterior cruciate 

l igament homeostasis . ACR/ARHP 2012 Annual Scientif ic Meeting, Washington, DC, USA. November 

9-14, 2012. 口頭発表  審査有  

○4  ○Ayabe F, Miyaki S, Brinson D, Yamashita S, Nakahara H , Otabe K , Duffy S, Grogan S, Takada S, 

Lotz MK, Asahara H. Role of microRNA-455 networks in mesenchymal cel l differentiation and 

osteoarthritis .  ACR/ARHP 2012 Annual Scientif ic Meeting, Washington DC, USA. November 9-14, 

2012. ポスター発表  審査有  

○5  ○ Yamaguchi T , Bae WC, He J, Inoue N, Hargens A, Lotz JC, Sah RL, Asahara H, Masuda K. 

Microgravity during 15 days space fl ight induced disc height loss and bone morphological changes 

of the mouse lumber spine. ORS 2013 Annual Meeting, San Antonio, TX, USA. January 26-29, 2013. 

ポスター発表  審査有  

○6  ○ Otabe K , Nakahara H , Hasegawa A, Ayabe F, Matsukawa T , Lotz MK, Asahara H. The 

transcription factor Mohawk plays an important role for maintaining human ACL homeostasis and 

l igament/tendon differentiation of mesenchymal stem cells. OARSI 2013 World Congress on 

Osteoarthritis , Philadelphia , PA, USA. Apri l 18-21, 2013. 口頭発表  審査有  

○7  ○ Akasaki Y , Liu-Bryan R, Terkeltaub R, Lotz M. Dysregulated FoxO transcription factors in 

articular carti lage in aging and osteoarthr itis . OARSI 2013 World Congress on Osteoarthritis , 

Philadelphia , PA, USA. Apri l 18-21, 2013. ポスター発表  審査有  

８  

９  

10  

11  

 


