
研究の異分野融合 ！

がん、老化、免疫、幹細胞、遺伝性疾患、疫学

皮膚、代謝、痛みの科学、新たな細胞機能の探索

大 会 長 : 高田 望 ノースウェスタン大学日本人研究者の会/ U J A

D a t e : E  D  T  （米国東部夏時間）  2 0 2 0 年 7 月1 1 日（土） 1 8 : 0 0 - 2 3 : 0 0
 C E S T  （欧州中央夏時間）  2 0 2 0 年 7 月1 2 日（日）     0 : 0 0 -    5 : 0 0
   J  S  T  （日本時間）  2 0 2 0 年 7 月1 2 日（日）     7 : 0 0 - 1 2 : 0 0

https://www.japanxr-science-forum.org

主催： 一般社団法人/米国NPO 法人 海外日本人研究者ネットワーク （UJA） 

 NPO 法人ケイロン・イニシアチブ

共 催 ： ノースウェスタン大学日本人研究者の会 （NUJRA）、Eureka Science School、日本医療研究開発機構 （AMED） 

後 援 ： 在シカゴ日本国総領事館、アメリカ大使館、科学技術振興機構 （JST） 

XR Partner ： VR 法人HIKKY

協 力 ： MPUF （Microsoft Project Users Forum） 、東京大学バーチャルリアリティ教育研究センター、株式会社メディプロデュース、一般社団法人ASG-Keio

  免疫アレルギー疾患研究10か年戦略次世代タスクフォースENGAGE、国立科学博物館、慶應義塾大学殿町タウンキャンバス、慶應義塾大学医学部体育会ヨット部

連 携 団 体 : ミシガン金曜会、UC-Tomorrow、Indy-Tomorrow

Japan XR Science Forum 2020 in US Midwest
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VR Chatでの参加 Hubsでの参加 ZOOMでの参加 YouTubeでの参加

5:30

6:30
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8:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

メイン会場

VRChat

ZOOM
A

ZOOM
B

ZOOM
C

YouTube1
【中継】

YouTube2
【中継】

ZOOM
ケイロン・

イニシアチブ
チャンネル

UJA
チャンネル

Hubs会場A～E
企業およびポスター展示

Hubs

10:50 ～ 11:40
親子科学教室 

（日本家族向け）
Presented by 
EUREKA & ケイロン

10:50 ～ 13:15
VR 会場をアバ
ターが生中継・
解説

9:20 ～ 10:40
「異分野交流 X 
留学後のキャリア」
Powered by 
Bristol Myers 
Squibb

9:20 ～ 10:40
「異分野融合 X 
HFSP」
Powered by UJA

7:50 ～ 9:10
「細胞 X 最新研究」
Powerd by 大鵬
イノベーションズ

7:50 ～ 9:10
「免疫アレルギー
X 皮膚」
Powered by LEO 
Science & Tech 
Hub

7:00
  ～
13:15

10:50 ～ 11:20
ポスターセッション

9:20 ～ 10:40
「異分野交流 X 
留学後のキャリア」
Powered by 
Bristol Myers 
Squibb

7:50 ～ 9:10
「細胞 X 最新研究」
Powered by 大鵬
イノベーションズ

11:20 ～ 12:00
セレモニー
挨拶・Award

7:00 ～ 13:15
ZOOM B

11:20 ～ 12:00
セレモニー
挨拶・Award

5:30 ～ 6:20
親子科学教室 

（アメリカ家族向け）
Presented by 
EUREKA & ケイロン

7:00 ～ 7:40
セレモニー
挨拶・Award

10:50 ～ 11:20
ポスターセッション

7:00 ～ 7:40
セレモニー
挨拶・Award

7:00 ～ 7:40
VR 会場をアバ
ターが生中継・
解説

12:15 ～ 13:15
「留学のすゝ め X 
JapanXR Science
Forum」
Powered by 
インディアナ日本人会

12:15 ～ 13:15
「留学のすゝ め X 
JapanXR Science
Forum」
Powered by 
インディアナ日本人会

12:15 ～ 13:15
交流会

Ｖ
Ｒ
酔
い
を
感
じ
た
方
向
け
相
談
室

Live 中継
Live 中継

Live 中継

Live 中継

Live 中継

Live 中継

Live 中継

Live 中継

6 : 3 0 　 開 場（上記、親子科学教室を除く）

5:30 ～ 6:20
親子科学教室 

（アメリカ家族向け）
Presented by 
EUREKA & ケイロン

メイン会場・Hubs会場A~Eでは、
開場後、いつでも入室・滞在することが可能
です。
VR空間よりLive中継などを見ることが出来ま
すので、是非お楽しみください。

Program at a Glance

メイン会場:セレモニー
WIN環境でVR ChatをDL
済み・ヘッドマウントギアを
お持ちの方で参加登録済み
の方が入室できます

メイン会場:セレモニー
WIN/MAC 環境で、参加登
録済みの方が参加できます

ポスター会場・
企業展示会場

WIN/MAC 環境で、参加登
録済みの方が参加できます

親子科学教室・
各シンポジウム

WIN/MAC 環境で、参加登
録済みの方が参加できます

全セッションがYoutubeで
視聴できます。
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大会長ご挨拶
第1回 Japan XR Science Forumを令和２年7月12日（日）に
オンライン会場において開催いたします。

　新型コロナウィルスにより当初、在シカゴ日本国総領事館で開催を検討していた本学会は、

キャンセル・延期を避けるため大きく舵を切りました。Japan XR Science Forum 2020 in US 

Midwestと新たに題した本学会では、米国で定期的に開催されている「The Japan-US Science 

Forum」および「Midwest Conference」がオンラインで合同化し、オンラインの為に最適化され

た会場で開かれます。バーチャルリアリティー（VR; 仮想現実）会場では、通常学会とオンライン

学会の良さが交配された空間が実現しました。正に、本学会が目指してきた『With-COVID-19時

代のサイエンスフォーラムの新機軸』を象徴する提案の一つです。

　今後の科学学会の在り方を再考せざるを得ない状況を肌で感じております。時空の垣根を取り

払い、単体学会より規模が拡大化された本会場では、国を超えまた科学分野を超え様々な試みが

実行されます。『with コロナ時代』において、この様なさきがけ的な試みがこれまでの学会のイメー

ジを変え、科学議論・発表の場を良き方向へ導く事を願ってやみません。

　当日は研究者やそのご家族、学生の方も含めて、多数のご来場を期待しています。本フォーラム

では、一般演題（口頭およびポスター発表）・基調講演・協賛企業冠セッション・ノーベル賞受賞者 (大

隅良典 2016受賞/Torsten Wiesel 1981受賞) によるビデオレター上映・親子科学教室が行わ

れます。終了後は、『留学のすヽ め 2020』を開き日本人研究者が世界で活躍するための話し合い

の場を設けます。

　皆様の積極的なご参加と、活発な発言等を期待しております。

第1回 Japan XR Science Forum大会長

高田 望 （たかた のぞむ）

ノースウェスタン大学日本人研究者の会 (NUJRA) 幹事
Japanese Researchers Crossing in Chicago (JRCC) 代表
一般社団法人 海外日本人研究者ネットワーク(UJA) 正会員
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大隅良典
東京工業大学科学技術創成研究院特任教授・栄誉教授
大隅基礎科学創成財団理事長

2016年ノーベル生理学・医学賞
Born: 9 February 1945, Fukuoka, Japan
Affiliation at the time of the award: Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan
Prize motivation: "for his discoveries of mechanisms for autophagy."

Torsten Wiesel
President Emeritus of The Rockefeller University
Former Secretary-General of the International Human Frontier Science Program 
Organization

1981年ノーベル生理学・医学賞
Born: 3 June 1924, Uppsala, Sweden
Affiliation at the time of the award: Harvard Medical School, Boston, MA, USA
Prize motivation: "for their discoveries concerning information processing in the visual 
system."

長田重一
President of the International HFSP Organization 大阪大学免疫学フロンティア研究センター教授

1972年 東京大学理学部生物化学科 卒業 
1977年 東京大学大学院理学系研究科 博士課程修了 
1977年 東京大学医科学研究所 助手 
1977-1981年 チューリッヒ大学分子生物学研究所 研究員 
1982-1987年 東京大学医科学研究所 助手 
1987-1998年 大阪バイオサイエンス研究所 分子生物学部門 部長 
1995-2007年 大阪大学大学院医学系研究科遺伝学 教授 
2002-2007年 大阪大学大学院生命機能研究科時空生物学 教授 
2007-2015年 京都大学大学院医学研究科医化学 教授 
2015- 大阪大学免疫学フロンティア研究センター 教授 
2018- 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構 会長
受賞歴 : ロベルト・コッホ賞、朝日賞、恩賜賞、慶應医学賞、文化功労者顕彰等

 メッセージ 

Japan XR Science Forum 2020 in US Midwestが本年7月12日に開催されますことを、心からお祝い申し上げます。
私は、1977年より４年間スイス・チューリッヒに留学しました。家内ともども初めての海外での生活であり、期待と同時に大きな不
安を感じながらの留学でした。しかし、４０年後この留学を振り返ると、私の５０年近くの研究生活の中で、最も充実した４年間であっ
たと思います。多くのことを学び、多くの友人ができました。
現在、日本では大学院博士課程へ進む学生が減少し、海外へ留学する学生も年々減少しています。４０年前とは違い、様々な情報が
インターネットを通じて瞬時に手に入れることができ、海外の研究者とも簡単に連絡が取れます。それでも、異国の研究室で異な
る文化に接することの重要性はなんら変わっていないと思います。
皆様が、海外日本人研究者ネットワークを通じて世界各地の日本人研究者を結びつける活動をされていること、ケイロン・イニシア
チブを通して、「研究者と家族」、「サイエンスと社会」を繋ぐ活動をされていることに敬意を表します。このような地道な取り組み
が研究者やその家族の不安を取り除くとともに、国民のサイエンスへの理解を深めることになると確信します。
さて、COVID-19は世界で猛威を奮い、国内外の研究に多大な影響を及ぼしています。特に、現在海外で研究を行っている研究者
や海外留学を目指している研究者のなかには、研究や家族の生活で大きな苦難に直面している人も多いのではないかと思います。
今回Japan XR Science Forum 2020が、世界で活躍する日本人研究者や家族を結びつけ、皆様が抱えている課題を討論できる
ことは、とても意義深いことと思います。
本フォーラムが、皆様にとって実り多きものになることを祈念し、また、今後の皆様の益々のご活躍を心より祈念し、挨拶とさせて
いただきます。

応援メッセージ
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VRChat会場

(以下日本時間で記載)

7:00-7:05 開会 モデレーター: 北原秀治 UJA理事

7:05-7:10 来賓挨拶  岡田健一　在シカゴ日本国総領事 

7:10-7:15 企画委員長挨拶  河野龍義　UJA理事/ Indy-Tomorrow 代表 

7:15-7:20 大会長挨拶 高田望　ノースウェスタン大学日本人研究者の会/JRCC/UJA  

7:20-7:40 Award Ceremony for the Cheiron-GIFTS 2020  

 Presenter: 西川朋子ケイロン・イニシアチブ外部顧問/文部科学省トビタテ！留学

 JAPAN  *個人として参加

11:30-11:40 Award Ceremony 

 大鵬イノベーションズBest Presenter Award − 細胞 X 最新研究

 Bristol-Myers Squibb K.K. Best Presenter Award 

 − 異分野交流 X 留学後のキャリア

 インディアナ日本人会 Best Presenter Award 

 − 留学のすゝ め X Japan XR Science Forum

 LEO Science & Tech Hubs  Best Presenter Award − 免疫・アレルギー X 皮膚

 UJA Best Presenter Award − 異分野融合 X HFSP

 Poster Award

11:40-11:42 閉会 モデレーター: 北原秀治 UJA理事

11:42-11:50 来賓挨拶 (ビデオメッセージ)

 大隅良典 東京工業大学科学技術創成研究院特任教授・栄誉教授/大隅基礎科学創成

財団理事長 

 Torsten Wiesel, President Emeritus of The Rockefeller University/Former 

Secretary-General of the International Human Frontier Science Program 

Organization 

 長田重一　President of the International Human Frontier Science Program 

Organization/大阪大学免疫学フロンティア研究センター教授

11:50-11:55 実行委員長挨拶  北原秀治　UJA理事 

11:55-12:00 主催者挨拶  足立剛也　UJA次期会長/ケイロン・イニシアチブ副理事長 

12:00 エンドロール

Program
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Zoom会場A

5:30-6:20 親子科学教室 (アメリカ家族向け) presented by EUREKA & ケイ
ロン・イニシアチブ(K-01)    

                                         

7:50-9:10 「細胞 X 最新研究」 Powered by 大鵬イノベーションズ (S-01)  

 座長-    

高田望  Northwestern University Feinberg School of Medicine

冨田祐介 Northwestern University

小島敬史 Northwestern University

 Keynote 

幹細胞が非対称に分裂する際に見られる非ランダムな染色体分配

渡瀬成治 University of Michigan/HHMI

 Speaker 1 

Jumonji-C Domain Containing Histone Demethylases are Cellular 
Iron Sensors That Control mTORC1

ジェイソン シャピーロ Northwestern University

 Speaker 2 

伸展刺激に対する細胞の応答機構を解明し、運動不足による疾患の予防を目
指す

早崎沙彩 東京農工大学/ Northwestern University

 Speaker 3 

がん幹細胞の作り方
妹尾彬正 Wayne State University

 Speaker 4  

Filaggrin遺伝子変異が気管支喘息に与える影響
正木克宜 慶應義塾大学

 Speaker 5  

統合的ストレス応答を標的とした肺線維症新規治療の可能性

渡辺知志 Northwestern University

 Speaker 6 

遺伝性難聴原因遺伝子KCNQ4のin vitro病態解析と治療薬スクリーニング

小島敬史 Northwestern University
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9:20-10:40 「異分野交流 X 留学後のキャリア 」 
 Powered by Bristol-Myers Squibb K.K  (S-02)

 座長- 

北郷明成 University of California Los Angeles

田中仁啓 Northwestern University

 Keynote 

Blood pressure management in an ecosystem context
矢野裕一朗 Duke University

 Speaker 1 

スマートフォン・アプリを使った3か月間の術後遷延痛の瞬間評価〜経皮的内
視鏡下腰椎椎間板摘出術の前向きコホート研究〜

若泉謙太 Shirley Ryan AbilityLab

 Speaker 2  

植物の種子形成メカニズムから食糧増産を考える

河島友和 University of Kentucky

 Speaker 3 

心筋梗塞におけるmicroRNA-150の心保護効果

青沼達也 Indiana University 

 Speaker 4 

モバイルヘルスを用いたP4 Medicineの実現

猪俣武範 順天堂大学

10:50-11:40 親子科学教室 (日本家族向け) 
 presented by EUREKA & ケイロン (K-02)

12:15-13:15　    「留学のすゝ め X Japan XR Science Forum 」
 Powered by インディアナ日本人会  (S-03)

 座長- 

赤木紀之 福岡工業大学

本間耕平 慶應義塾大学

 Speaker 1 

国際都市ロンドンでのアレルギー科臨床研修と研修先への入院

正木克宜 慶應義塾大学

 Speaker 2 

家族留学のすゝ め

若泉謙太 Shirley Ryan AbilityLab
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 Speaker 3 

研究者にはコミュニケーション力が大切！研究は共同作業ということを学びま
した

坂下雅文 福井大学

 Speaker 4 

留学する準備のための準備とは

水田勝利 University of Florida

 Speaker 5 

世界で活躍する女性医療者・研究者育成に向けて〜新しい留学の仕組み〜

北原秀治 東京女子医科大学

Zoom会場B

7:50–9:10 「免疫・アレルギー X 皮膚」 
 Powered by LEO Science & Tech Hubs  (S-04)

 座長- 

貝沼圭吾 医療法人悟りの会貝沼内科

黒田垂歩 LEO Science & Tech Hub

 Keynote 

共生細菌特異的なT細胞の分化誘導と活性化のメカニズム
佐野晃之 University of Illinois at Chicago

 Speaker 1 

食物アレルギーの治療戦略
佐藤さくら 国立病院機構相模原病院臨床研究センター

 Speaker 2 

皮膚科医が支えるスポーツ医学
大森俊 産業医科大学

 Speaker 3 

”かぶれ”の可視化への挑戦
夏秋洋平 Skin Research Institute of Singapore

 Speaker 4  

Immunity to commensal skin fungi promotes psoriasiform skin 
inflammation
中島沙恵子 京都大学
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 Speaker 5 

In situ antibody selection in lupus nephritis.
浅野裕太 University of Chicago

 Speaker 6 

癌免疫療法の副作用を下げて、薬効をあげる
石原純 University of Chicago/Imperial College London

9:20-10:40 「異分野融合 X HFSP」 Powered by UJA  (S-05)

 座長- 

矢澤和明 Purdue University

河野龍義 Indiana University

 Keynote 

人との繋がりで老化の基礎研究を社会に届ける
早野元詞 慶應義塾大学

 Speaker 1 

細胞内でのゲノム編集イメージング
川又理樹 九州大学

 Speaker 2 

水素結合を利用した分子配向制御と高効率有機EL素子
渡邊雄一郎 Purdue University

 Speaker 3 

近代土壌研究
水田勝利 University of Florida

 Speaker 4 

位置情報を用いた都市の災害復興モデリング
矢部貴大 Purdue University

 Speaker 5 

タイムトラベルエージェンシーについて
伊藤有輝 University of Michigan
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シンポジウム抄録

　Zoom会場A  7:50-9:10（日本時間）

「細胞 X 最新研究」 Powered by 大鵬イノベーションズ (S-01)  

生体は進化的に獲得した複雑かつ巧妙なシステムにより、体内外の情報処理を適切に行っている。この

システムは臓器形成・再生、恒常性維持の要であるが故、その異常や関連分子装置の破綻は先天性異常

や深刻な病気を引き起こす。

　　細胞は我々の体の構成単位であり、細胞種ごとに特異的な役割がある。細胞を扱う技術は、複雑な

構成成分をパーツに分解して調べることで全体を理解しようとする、還元的アプローチを可能にした。

その結果、この小さな細胞の中には驚くほど複雑な、外界への反応機構、細胞内処理能力が備わっている

事がわかってきた。更に、これらの機能が組織・臓器レベルで統合される事で、細胞単位では果たせなかっ

た高度な機能が達成される。今後の細胞生物学はこれら知見と疾患との関連を解析し、より広い視野で

考察する事が求められる。

　　本セッションでは、細胞の若返りに必要な分子メカニズム、鉄代謝による遺伝子発現制御から、老化、

癌化、疾患モデル(呼吸器疾患、遺伝性難聴)などの細胞研究から浮き彫りになったホットトピックを取り

上げる。またマクロ・ミクロな視点から、細胞の持つ可能性を探り、新たな側面や活用法の可能性を討論

したい。古典的な解釈から脱却し、病態の新しい解釈を通して創薬研究、臨床応用ヘの橋渡しとなる様

なセッションになればと願っている。

小島敬史 

Northwestern University

冨田祐介 

Northwestern University

高田望  

Northwestern University 
Feinberg School of Medicine

座長
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 Keynote 

幹細胞が非対称に分裂する際に見られる非ランダムな染色体分配
渡瀬成治 University of Michigan/HHMI

　細胞周期において、細胞は自己の遺伝情報であるDNAを正確に複製し、均等に二つの娘細胞に受け継ぐ。DNA複製は非常に厳
密なプロセスであるため、複製の結果作られる染色体のペア、姉妹染色分体は全く同じ情報を持つと考えられる。その一方で、幹
細胞の研究分野では、何らかの形で区別された姉妹染色分体が、非ランダムに幹細胞と分化細胞に受け継がれる可能性がこれま
で長い間議論がなされてきた。しかし、その詳細は明らかになっていない。私たちは以前、雄ショウジョウバエの生殖幹細胞が非対
称に分裂する際に、XY染色体の姉妹染色分体のみ非ランダムに幹細胞と分化細胞に受け継がれることを報告した。私は最近、XY
染色体の姉妹染色分体の非ランダムな分配が、リボソームDNA (rDNA) とrDNAに特異的に結合するタンパク質CG2199 (イン
ドラと命名) によってコントロールされていることを発見した。rDNAは約200コピーからなる反復配列であり、老化とともにコピー
数が減少する。その一方で、生殖細胞ではコピー数の回復が起きることでrDNAコピー数が安定に保たれていると考えられている。
インドラを欠損した生殖細胞ではrDNAコピー数の減少が起きることから、生殖幹細胞における姉妹染色分体の非ランダムな分配
がrDNAコピー数の回復に必要であり、それによって生殖細胞の不死化が獲得されている可能性について紹介する。

 Speaker 1 

Jumonji-C Domain Containing Histone Demethylases are 
Cellular Iron Sensors That Control mTORC1

ジェイソン シャピーロ Northwestern University

 Speaker 2 

伸展刺激に対する細胞の応答機構を解明し、運動不足による疾患の予防を目指す

早崎沙彩 東京農工大学/ Northwestern University 

　人類は超高齢社会への道を歩んでおり日本はその先頭を走っている。寿命が伸びること自体は喜ばしいことであるが健康に過
ごせる寿命が伴わねば問題なしとは言えない。運動不足は死亡に関する危険因子の3番目に位置するが、動機付けの困難さから
か運動をする人口は増えていない。
　不活動状態に置かれた筋肉で早期に激減するクリスタリンというタンパク質があり、それに着目した。接着を保ったまま細胞に
大きな伸展刺激を加えられる実験系を確立したことで、このタンパク質は細胞骨格と接着班を維持する役割を担い、伸展刺激を受
けることで細胞接着を強化するということを見出した。
　健康寿命を伸ばすために効果的な運動とは、クリスタリンの増加を促進する刺激を作り出すことにあると考える。この所見は新
たな運動方法の開発に応用できる可能性が高い。

 Speaker 3 

がん幹細胞の作り方
妹尾彬正 Wayne State University 

　がんは昔から多くの人々を苦しめているにも関わらず、未だ完全には理解されておらず根治療法も見つかっていない重大な疾
患である。遺伝子解析技術の進歩によりいくつかのがんは遺伝子変異により生じることが明らかとなったが、多くのがんは原因不
明のままである。近年「がん幹細胞」と呼ばれる細胞ががん組織中に存在していることが明らかとなってきた。これらの細胞はが
んの薬剤耐性や転移・再発に大きく関与していることが分かってきている。しかしながら、がん幹細胞はがん組織中にわずかに存
在するのみでその解析は他の大部分を占めるがん細胞のようには行われていないのが現状である。
　このがん幹細胞を作成することにより、その解析を進めようとする動きがある。がん細胞を初期化したり、iPS細胞にがん化を起
こすような遺伝子変異を加えたりすることでがん幹細胞を作製する技術も見いだされている。だが、これらは生体内で必ずしも起
こっているとは考えられにくい。そこで我々は幹細胞の培養環境を変えることによりがん幹細胞を誘導するという手法を見出した。
この手法により誘導されたがん幹細胞を用いることで、これまで明らかにされていなかったがん幹細胞の性質が明らかにしつつあ
る。ポスター発表にてそれらの性質を紹介させていただくのに対し、このショートトークではがん幹細胞の誘導方法や、誘導したが
ん幹細胞を用いたドラッグスクリーニングについて紹介する。
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 Speaker 4  

Filaggrin遺伝子変異が気管支喘息に与える影響
正木克宜 慶應義塾大学 

【背景】近年、同一個体に複数のアレルギー疾患が発症する病態である「アレルギーマーチ」において、抗原の経皮的な感作がその
原因となることが明らかとなった。そして、皮膚バリア機能を担うタンパク質であるFilaggrinをコードする遺伝子の異常はアトピー
性皮膚炎の発症と難治化に関連するだけでなく、喘息の発症リスクとなることも知られている。

【目的】Filaggrin遺伝子異常が喘息に与える影響を経皮感作喘息モデルマウスおよび重症喘息コホート（Keio-SARP）登録患者デー
タを用いて検証する。

【方法①】WTおよびFilaggrin KOマウスの耳介にダニ抗原を複数回塗布し、ダニ抗原の2回の点鼻チャレンジを行った4日後に気
道炎症や気道過敏性を測定した。

【方法②】重症喘息患者121人を対象にFilaggrin遺伝子変異の有無とその臨床的特徴の関連を後ろ向きに解析した。
【結果①】Filaggrin KOマウスはWTマウスよりも血清IgE値とBAL中の好酸球数が高値であり、気道過敏性が亢進した。
【結果②】Filaggrin遺伝子変異陽性者は11人（9%）であり、うち3人にアトピー性皮膚炎の合併があり、また7人にダニをはじめと
する複数の吸入抗原への感作があった。陽性者は陰性者に比較して若年発症者の割合が多く（64％vs 32%）、喘息コントロール
スコアの点数が低く（15.7 vs 19.1）、致死的な発作の既往のある割合が高かった（36% vs 13%）。

【結語】Filaggrin遺伝子の異常は抗原の経皮的感作の促進を通じて喘息の発症や症状コントロール悪化に寄与することが示唆された。

 Speaker 5 

統合的ストレス応答を標的とした肺線維症新規治療の可能性
渡辺知志 Northwestern University 

　肺は常に外界に接しており、喫煙、粉塵、病原微生物などの影響を受けやすい臓器である。軽度の炎症や傷害であれば修復され
るが、重度の傷害や修復機転の破綻が起こると、持続的な上皮傷害および慢性炎症が起こり、不可逆的な線維化（肺線維症）に至る。
様々な外的刺激に対する応答や組織修復の細胞分子学的メカニズムを解明することは、肺線維症の病態を明らかにする上で重要
な課題である。そこで我々は、肺胞上皮細胞における統合的ストレス応答に注目し、肺胞上皮障害・修復機構および肺線維症との
関連を検討した。マウス線維症モデルから分取した肺胞上皮細胞のRNAシークエンス解析では、統合的ストレス応答遺伝子の発
現亢進を認めた。統合的ストレス応答を阻害する低分子化合物ISRIBは、2型肺胞上皮細胞における分子シャペロンの発現亢進お
よびアポトーシスを低下させ、肺の線維化を抑制した。またgenetic lineage tracingにて2型肺胞上皮細胞を標識・追跡したところ、
ISRIBは2型から1型肺胞上皮細胞への分化を促進させることを見出した。以上より、肺線維症において統合的ストレス応答は、2
型肺胞上皮細胞のアポトーシスと1型肺胞上皮細胞への分化制御に関与していることを明らかにした。ISRIBは肺胞上皮の修復を
促進し、肺線維症に対する新たな治療薬となる可能性が示された。

 Speaker 6 

遺伝性難聴原因遺伝子KCNQ4のin vitro病態解析と治療薬スクリーニング
小島敬史 Northwestern University 

　先天性難聴は出生児1000人に1人と高頻度に発生し、半数以上は遺伝子変異に起因する。大規模な遺伝子解析により原因候補
は続々と報告されるが、基礎生物学的裏付けを欠いている物が多い。このデータと実臨床の間をつなぐ高効率な機能解析が急務と
されている。
　KCNQ4遺伝子は内耳においては外有毛細胞底部に豊富に発現する電位依存性カリウムチャネルKv7.4を翻訳し、聴覚の周波
数選択性に重要な役割を果たしていると考えられている。本遺伝子は常染色体優性遺伝形式をとる非症候群性遺伝性感音難聴
DFNA2の原因遺伝子であり、優性遺伝形式をとる遺伝性難聴では最も頻度が高い。優性阻害効果もしくはハプロ不全によるチャ
ネル機能異常が病態であると考えられていた。
　今回我々はKCNQ4の短縮型バリアントに着目し、ドキシサイクリン濃度依存的に目的蛋白を発現させるStable cell lineを構築
した。プレートリーダーを用いてリアルタイムに細胞死を観察し、HEK293T細胞や野生型と比較し、短縮型バリアントではドキシ
サイクリンの濃度依存的な強さで細胞毒性を発揮していた。さらに、上記の系を用いて既存の化合物ライブラリーを用いて、どの
ような薬物が病態を制御できる可能性があるかについてスクリーニングを行った。
　我々の系は蛋白機能解析のみならず、その結果を臨床への応用へと繋げうる発展性の高い研究であると言える。
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　Zoom会場A  9:20-10:40（日本時間）

「異分野交流 X 留学後のキャリア 」 Powered by Bristol-Myers Squibb K.K. (S-02)

研究で新たな知見・アイデアを得るのに必要なことは何か？

　この問いに対する正解はなく、答えは人それぞれであるが、広い視野を持って異分野で利用されてい

る技術・知識を取り入れ、自身の分野に応用することも重要な要素であることは疑いようがない。実際、

異分野の研究者が交わることで、それまで考えもつかなかった新たなアイデアが生まれ、共同研究に発

展するケースも存在する。

　そこで、本セッションは、できるだけ異なる分野の研究者を採択することで、聴衆に一つのセッション

内で様々な分野の研究に触れてもらうことを目的としている。また、異なるキャリアパスを歩いてきた研

究者が、留学前後で何を考え、どう行動したのかということを共有し、議論することで、現在留学中の方

が留学後のキャリア選択する上での一助となれば幸いである。

田中仁啓 

Northwestern University 

北郷明成  

University of California Los Angeles

座長

 Keynote 

Blood pressure management in an ecosystem context
矢野裕一朗 Duke University 

　 The Hippocratic text On Airs, Waters, Places advises physicians to attend to all aspects of the environment — the 
seasons, the wind direction, and the soil and water quality, i.e., the ecosystem—when addressing people’s health. 
Hippocrates emphasizes that the ecosystem influences health, disease, and therapeutic choices. Now is the time to 
consider how this
　10 medical wisdom can be integrated into healthcare systems and utilized for people’s health. This review discusses 
how the ecosystem can affect blood pressure (BP) in humans and provides a synthesis of the related resources 
available in the literature to inform the actions of healthcare providers
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Speaker 1

スマートフォン・アプリを使った3か月間の術後遷延痛の瞬間評価
〜経皮的内視鏡下腰椎椎間板摘出術の前向きコホート研究〜
若泉謙太 Shirley Ryan AbilityLab

【背景】痛みの強さはその時の心理状態や活動度に影響されて変動する。痛みの診療では来院時に痛みが評価されることが多いが、
その評価は普段の痛みを反映していない可能性がある。近年、スマートフォンの普及に伴い、日常生活における健康状態の評価と
記録が簡単に行えるようになってきた。そこで、本研究はスマートフォンのアプリを使ってその時点での痛みの強さを3か月間にわたっ
て記録し、術後遷延痛の評価をした。

【方法】腰椎椎間板ヘルニア（LDH）に対して経皮的内視鏡下腰椎椎間板摘出術（PELD）が行われた167人と、保存的治療を選択し
た34人を対象とした。痛みの変動データに指数関数モデルを適合させ、痛みの低減指数と残存する遷延痛を推定した。手術群と
コントロール群の背景因子の差は傾向スコアによる逆確率重み付け法により調整した。

【結果】遷延痛が術前の30％以下になる場合を「痛みの改善」と定義したところ、手術群で有意に痛みが改善した患者が多かった（オッ
ズ比＝2.35、p<0.001）。手術群では痛みの低減指数も有意に高く（p=0.001）、コックス比例ハザードモデルで有意な早期の改
善が示された（ハザード比＝1.75、p<0.001）。また、術後早期の痛みの改善は、術前の痛みの強さ（p=0.003）と不安の少なさ（p
＝0.036）に関連があった（F(7,120)=2.51、p=0.019）。

【結論】スマートフォンを使った痛みの瞬間評価は術後遷延痛の評価に有用であり、PELDはLDHの痛みを早期に改善させる。

Speaker 2

植物の種子形成メカニズムから食糧増産を考える
河島友和 University of Kentucky

　私たちは７０%以上のカロリーを植物の種からとっています。環境変化や世界人口の増加により、安定した食糧供給は喫緊の課
題であり、様々な面から研究が進められています。種子は初期発生時のほんの数ミリの大きさの時に、どのくらいの大きさになれ
るかを既に決定していることが示唆されており、種子内の胚乳と呼ばれる組織が、胚の大きさの決定に大きく関わっていることわ
かってきました。大きな種は、育つ植物が強く大きくなり、その後の収穫量が増えるだけでなく、大きな種そのものが穀物等の収穫
量増大へつながります。私の研究室では、分子細胞遺伝学とライブイメージングの手法を用いて、この種子初期発生時の胚と胚乳、
そして最終的な種の大きさの関係を調べています。胚乳は、細胞分裂を伴わない核分裂を行い、多核の大きな胚乳細胞を形成します。
胚乳のある部分では核が一斉に移動しはじめ多核凝集体を作ります。これらのダイナミックな動きは細胞骨格の一つであるアクチ
ン繊維が担っており、アクチン繊維の動態を変えてやることで種子の大きさが変わることがわかりました。現在、どのようにアクチ
ン繊維が核ダイナミクスを制御しているのか、またこのダイナミクスがなぜ種子サイズに影響を及ぼすのかを調べています。

Speaker 3

心筋梗塞におけるmicroRNA-150の心保護効果
青沼達也 Indiana University

　心疾患は米国において死因の第１位を占めており、７人に1人は心筋梗塞などの冠動脈疾患により命を落としている。心臓の自
己再生能は非常に限られているため、心疾患の治療法が進歩した現在においても心疾患に対する新規治療法の開発が切望されて
いる。心疾患によって非翻訳RNAの発現が大幅に変化する事が知られており、非翻訳RNAは蛋白には翻訳されないが特定の遺
伝子発現を抑制して様々な病態に寄与する。我々の研究室では心疾患において特定のmicroRNA(miR)等の非翻訳RNAが関与す
る心保護シグナルについて研究を行っている。我々は複数のmicroRNAが有する心保護効果を報告しており、その中でも心疾患患
者の予後と相関する事が報告されているmiR-150の研究を進めている。我々は以前にグローバルmiR-150欠損マウスを用いて
miR-150が心臓細胞のアポトーシスを抑制して心保護効果を有する事を報告した。しかしながら、心筋細胞におけるmiR-150が
心保護に寄与する詳細なメカニズムは未だ明らかになっていない。そこで我々は心筋細胞特異的なmiR-150欠損マウスを作成し、
心筋梗塞モデルにおいて心筋細胞のmiR-150が特定の新規標的遺伝子を抑制して心保護に寄与する事を確認した。非翻訳RNA
は心疾患の新規治療ターゲットとして臨床応用に向けて研究が進められている研究分野である。miR-150は心疾患患者で発現レ
ベルが変化する事が報告されており、miR-150は将来の心疾患治療のターゲットとなる可能性を秘めている。

Speaker 4 

モバイルヘルスを用いたP4 Medicineの実現
猪俣武範 順天堂大学
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　Zoom会場A  12:15-13:15（日本時間）

「留学のすゝ め X Japan XR Science Forum 」
Powered by インディアナ日本人会  (S-03)

海外日本人研究者ネットワーク（United Japanese researchers Around the world, UJA）が2013年に

行ったアンケートでは、多くの研究者は海外留学への興味を持っているものの、留学への不安とリスクを

感じていることが明らかとなっています。この不安とリスクの正体は、留学への情報不足であると我々は

考えています。本セッションでは、留学経験者及び現在留学中の方々にご登壇頂き、何に悩み何に苦しん

だかを紹介頂き、留学を目指す若手研究者へ熱いエールを送って頂きます。これから留学を考えている

研究者はもちろん、私たちと研究・留学・日本の研究力推進について議論を深めたいと思っている全ての

方々の参加を期待します。研究者以外の方、そして高校生の参加も大歓迎！

本間耕平 

慶應義塾大学

赤木紀之 

福岡工業大学

座長

 Speaker 1 

国際都市ロンドンでのアレルギー科臨床研修と研修先への入院
正木克宜 慶應義塾大学

【留学先】慶應義塾大学医学部を卒業した11年後に、英国・ロンドンにあるGuy's & St Thomas' Hospitalに留学し、臓器別診療体
制が主体の国内では学べない成人アレルギー科の臨床研修をした。欧州アレルギー学会のメーリングリストで研修プログラムを目
にし、留学先と交渉後に留学助成を獲得して渡英した。

【生活】大英博物館、アレクサンダー・フレミング博物館、グリニッジ天文台、サイエンス・ミュージアムなど、自然科学に携わるものと
して興奮度高めのスポットがいくつもある。大きな公園や無料で入れる博物館・美術館が至るところにあり、東京並みに地下鉄とバ
ス路線網が発達していることから、家族で時間を過ごすにも適していた。しばしば酷評される食事も中心部では和食を含め各国料
理のレストランが立ち並び、物価が高いことを除けば生活に不自由はなかった。また、病院のあるKings College Londonキャン
パス内で学生たちと一緒に剣道で汗を流し、一緒に大会に出場したりした他、市内の道場での稽古を通じて多くの交流が生まれた。

【苦労話】突然の高熱に見舞われて研修先の病院に入院となり、ひどく不安な思いもしたが、異国で医療を受けた体験は今では良い
思い出となっている。なお、英国では医療費は無料である。

【現在】留学で学んだ知識や得た経験を元に、大学病院に新設されたアレルギーセンターでの活動を通じて、診療科の垣根を越えた

総合アレルギー診療の臨床・研究・教育に力を入れている。
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 Speaker 2 

家族留学のすゝ め
若泉謙太 Shirley Ryan AbilityLab

　米国シカゴのノースウェスタン大学へ留学して３年が経とうとしている。医学部のキャンパスはシカゴの都市の中心部に位置し
ており、留学者の多くがその近くに住んでいる一方で、我々はダウンタウンから少し離れた、周囲に日本人が住んでいないエリアで、
この３年間を過ごしてきた。
　先日、妻と留学生活について振り返って話をする機会があった。この抄録を書くにあたって、留学生活を成功させる秘訣みたい
なものがあれば良いと思ったのだ。留学を考えているほとんどの人にとって、家族との折り合いをどうつけるかは重要な問題の一
つである。家族構成や価値観の違いにより、それぞれの家庭にとって重視するポイントは様々であり、一概に何が最適かを結論づ
けるのは難しい。
　妻との会話で浮かび上がってきたポイントは以下の３つだった。「無理をしないこと」、「焦らないこと」、そして「家族と向き合うこと」
である。私は自分たちのペースで、生活を楽しめればそれで良いと思う。「隣の芝生は常に青く見えるもの」である。よくある留学
体験の美談を聞いて、ハードルを上げすぎることに警鐘を鳴らしたいと思っている。家族と向き合い、生活の中で優先すべきことを

決め、焦らずにそれらを一つ一つ遂行していく。それが、留学生活を成功させる秘訣なのではないかと感じている。

 Speaker 3 

研究者にはコミュニケーション力が大切！研究は共同作業ということを学びました
坂下雅文 福井大学

　私は2013年の2月からおよそ2年、米国シカゴ、ノースウェスタン大学、アレルギー・免疫学、ロバート・シュライマー博士のラボ
に留学しました。慢性副鼻腔炎の病態解明がテーマです。妻と生まれたばかりの娘と共に過ごしました。日本を出発する際に「1に
家族、2に家族、3，4がなくて5に研究」が大切と、仕事優先で働きすぎる日本のスタイルにくぎを刺されましたが、欧米の友人から
も家族と過ごす時間を大切にすることを学びました。
　ラボでは研究の進捗を披露する機会が定期的にあり、その発表の場が自前のラボ内、同じ分野のラボの集まりの会、違う分野の
ラボの集まりの会などとメンバーや数の違った人の会がありました。そこでは大学院生から、若手、大物研究者までが活発に意見
交換をするので、その意見を書き留めておくことで論文のディスカッションが自然と出来上がっていきます。ラボのボスは「早く研
究者を独立させること」が自分の仕事と、研究内容の指導以外に、仕事仲間を作りやすい環境を整えていました。ラボで新しいテー
マに取り組む際にはその分野のエキスパートを招待して日中に講演をしてもらい、その後は大学院生や若手研究者らが個別に短
時間自分の研究内容をその人に披露し、アドバイスを受ける。共同研究や、その後の就職先としてコンタクトを取っていく。そんな

ことが日常的に行われており、研究者の態度として人と話すということが重要だと改めて学びました。

 Speaker 4 

留学する準備のための準備とは
水田勝利 University of Florida

　留学を志した頃から第二言語の習得に非常に苦労してきた。他人より劣る部分が数字で示されたとき、それを理由に留学を諦め
ることはできなかった。留学は自分にとって最高の投資であり、訓練であり、人生の選択肢を増やしてくれるように思えた。ただ留
学への壁はあまりにも高く、向こう見ずに留学の準備をしていたことがある。その時に一人のメンターから「留学する準備に対す

る準備」が必要であると指導された経験がある。今回はその一部を紹介したい。

 Speaker 5 

世界で活躍する女性医療者・研究者育成に向けて〜新しい留学の仕組み〜
北原秀治 東京女子医科大学

　21世紀に入り高度経済成長期が終焉を迎え、日本人の欧米への海外留学者数が減少傾向となり、昨今日本の世界におけるプレ
ゼンス低下が著しい。一方、他アジア諸国の発展は目覚ましく、グローバル化においても加速する一方である。この問題を打破す
るため、文部科学省による外国語教育、国際交流を含め、大学等の国際化を含めたグローバル人材育成に向けた取組の強化が始まっ
ている。しかしながらパブリックディプロマシーの点からみても、現状は世界のグローバル化には決して追いついておらず、人材
育成を担う大学の課された仕事として、教育現場の中軸となって、留学プログラムのさらなる強化に努めなければならない。
　女性医療者・研究者の育成を担う東京女子医科大学は、全学的な国際交流委員会を設立している。特に医学部は、1997 年から
国際交流協定を開始し、現在その数は世界10か国・地域の16校にまで拡充し、他大学医学部と比較しても非常に多いと言える。昨
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年度から、米国コロンビア大学主導で世界12カ国の医学部（医科大学）とともに開始した学生主導によるインターネットと実際の
交換留学を交えた新しい留学プログラム（ICEプログラム）を開始し、医学教育の国際化、ICT化を目指している。本フォーラムでは、
本学独自の国際交流の取り組みやICEプログラムの詳細について報告する。

　Zoom会場B  7:50–9:10（日本時間）

「免疫・アレルギー X 皮膚」 Powered by LEO Science & Tech Hubs  (S-04)

　日本において国民の約２人に１人がなんらかの免疫アレルギー疾患を有しているとされ、その対策は

急務となっている。そうした中、平成26年に成立したアレルギー疾患対策基本法に基づいて、平成31年

には厚生労働省から『免疫アレルギー疾患研究10か年戦略』が発出され、この内容に沿って、疾患克服

に向けた研究を推進しているところである。この研究戦略は、『本態解明・社会の構築・疾患特性』という

３つの戦略を柱として、免疫アレルギー疾患の発症予防・重症化予防・防ぎ得る死の根絶に向け、産学官

民の連携と患者参画の重要性を示している。この中で、本態解明の一つとして、『皮膚』の果たす役割は

極めて大きく、研究戦略にも、宿主因子と外的因子の関係を研究する重要性も明記された。そこで、本セッ

ションでは、 “今できること”・“これからできていくこと”・“見てわかりやすいこと”を中心に、この免疫ア

レルギー・皮膚に関するトピックを紹介いただき、本領域の有する可能性について議論する時間となるこ

とを期待している。

黒田垂歩 

LEO Science & Tech Hub 

貝沼圭吾 

医療法人悟りの会貝沼内科

座長

 Keynote 

共生細菌特異的なT細胞の分化誘導と活性化のメカニズム

佐野晃之 University of Illinois at Chicago 

　T細胞を中心とする獲得免疫反応は、異物の体内への侵入から体を守るのに中心的な役割を果たす。体外の異物が体内へと侵
入すると、異物の一端をペプチド鎖レベルで非自己と認識され、侵入した異物に特異的なT細胞が作り出される。この抗原特異的
なT細胞は、侵入した異物が排除されると、速やかに減少し、その後、一部がメモリー細胞として保持される。近年、腸内に生息す
る共生細菌が、共生細菌特異的なT細胞を作り出し、体内の恒常性の維持に重要な役割を果たすことが見出されてきた。一方で、 
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この一部の共生細菌特異的なT細胞が自己免疫疾患にも関与することが示唆されている。本公演は、回腸に生息するSegmented 
Filamentous Bacteria (SFB)が、どのようにマウスの体内でSFB特異的なT細胞を誘導するかの細胞学及び分子生物学的なメカ
ニズムの一端を紹介し、SFB特異的なT細胞がどのようにし遠位の組織で自己免疫反応に関与するかを考察する。

 Speaker 1 

食物アレルギーの治療戦略
佐藤さくら 国立病院機構相模原病院臨床研究センター 

　食物アレルギーは小児の5～10％、成人の2％程度に存在し、ここ十数年で約1.7倍に増えている。食物アレルギーの治療の基
本は「原因食物の除去」であり、乳幼児期に発症した患者の7～8割は成長とともに寛解する（食べられるようになること）。このた
め定期的に「食べられる量」を評価し、寛解の有無を確認する。
治療戦略①：アレルゲンコンポーネントを用いた診断法が進歩し、不要な食物経口負荷試験（負荷試験）を回避することで患者の負
担を軽減する。
治療戦略②：負荷試験で確認した「症状が出ずに食べられる量」を日常的に食べさせることでより早期に寛解を得られる可能性が
ある。
治療戦略③：免疫療法により「食べられる量」を増やし、最終的には寛解を目指す。昨年、米国ではピーナッツアレルギー用の経口
免疫療法の治療薬がFDAに承認され、日本では臨床研究として経口免疫療法を実施している。安全性の問題が指摘されているため、
投与する抗原量や生物学的製剤の併用などにより、より安全な方法の開発を目指している。
　原因抗原を体内に取り込むことが食物アレルギーの予後に影響すると考えられるが、重篤なアレルギー症状の誘発リスクは回避

できず治療に難渋する例もいる。患者の層別化と個々に適した治療の選択、重症例に対する治療法の確立が今後の課題である。

 Speaker 2 

皮膚科医が支えるスポーツ医学
大森俊 産業医科大学 

　スポーツに対する医師の関わりというと筋骨格系を専門とする整形外科医をイメージしがちであるが、実は皮膚科医だからこそ
関われる場面も少なくない。スポーツによる皮膚トラブルあるいはスポーツ活動に影響を及ぼす皮膚疾患に対する治療について
は異論のないところだろう。予防医学という観点でみると、特に屋外スポーツについては長年にわたる紫外線曝露の蓄積が光老化
や皮膚癌の発症に繋がるため、皮膚科医による教育や啓発活動は意義がある。また、接触によって蔓延する可能性のある皮膚感染
症は、個に対する治療やケアはもちろんのこと、時に集団を対象としたアプローチも必要になるという疫学・公衆衛生学的な側面
を持つ。スポーツイベントの救護スタッフとして皮膚科医の知識・技術を活かすことは競技者に対してのみならず、スムーズな運営
にも貢献することができる。さらに、スポーツ医学には健康維持・増進を目的とした医療という概念が含まれるため、肥満や代謝
異常などに関連した皮膚疾患については運動療法や運動指導が重要となる。このように、皮膚科医は様々な場面でスポーツ医学を

支えることができる。

 Speaker 3 

”かぶれ”の可視化への挑戦
夏秋洋平 Skin Research Institute of Singapore 

　かぶれ（疾患名：接触皮膚炎）は皮膚科疾患の中でもっとも身近なアレルギー疾患の一つである。かぶれは大きく分けて「感作相」
と「惹起相」という二つの異なる免疫反応から成り立っている。感作相とは、皮膚から浸入した外来異物（抗原）を認識して、その抗
原に速やかに対応するための特殊部隊（抗原特異的リンパ球）を教育する過程である。一方、惹起相とは、同一抗原が再侵入した際に、
事前に侵入に備えていた抗原特異的リンパ球が速やかにこれに対応し、抗原を排除するために炎症という免疫反応を起こし、その
結果、二日以内に皮膚に発疹が生じる過程である。これらの一連の過程は、これまでの研究成果により、分子および細胞レベルで
の説明が可能になってきている。しかしながら、そこには一つのジレンマがある。それは何か。これまでの研究報告において、かぶ
れ発症の一部始終を観察した研究者は、皆無である。実は、上述の免疫反応は、過去の多くの研究報告から揺るぎないものではあ
るが、かぶれ発症を断片的に観察、解析した故に得られた結果である。従って、それらは、感作から惹起というかぶれ発症におけ
る一連の免疫反応を完全に証明したとはいえない。今回私たちは、生体内で起こる細胞の挙動をリアルタイムで観察することを可
能にするライブイメージング法という最新の研究手法を用い、世界に先駆けてかぶれ発症の過程を可視化することに成功したので

報告する。
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 Speaker 4 

Immunity to commensal skin fungi promotes psoriasiform 
skin inflammation
中島沙恵子 京都大学 

　 Under steady-state conditions, the immune system is poised to sense and respond to the microbiota. As such, 
immunity to the microbiota, including T cell responses, is expected to precede any inflammatory trigger. How this 
pool of preformed microbiota-specific T cells contributes to tissue pathologies remains unclear. Here, using an 
experimental model of psoriasis, we show that recall responses to commensal skin fungi can significantly aggravate 
tissue inflammation. Enhanced pathology caused by fungi preexposure depends on Th17 responses and neutrophil 
extracellular traps and recapitulates features of the transcriptional landscape of human lesional psoriatic skin. Together, 
our results propose that recall responses directed to skin fungi can directly promote skin inflammation and that 

exploration of tissue inflammation should be assessed in the context of recall responses to the microbiota.

 Speaker 5 

In situ antibody selection in lupus nephritis.
浅野裕太 University of Chicago 

　 B cells normally become activated in germinal centers in secondary lymphoid organs. They affinity-mature their B 
cell receptors for target antigens to neutralize pathogens. However, in tissue inflammation, B cells infiltrate afflicted 
tissues and become activated in situ. Although their tissue infiltration is associated with poor clinical outcomes in lupus 
nephritis (LN), their phenotype and mode of antibody selection and affinity maturation remain largely unknown.
　 To understand the mechanism of in situ antibody selection in LN, we cloned and recombinantly expressed 25 
antibodies from tissue-infiltrating B cells in renal biopsies of 8 LN patients. 10 antibodies cloned from 6 patients 
directly bound to a cytoskeletal antigen vimentin. On the other hand, none of the cloned antibodies reacted to double-
stranded DNA, a frequently targeted antigen in serum. Furthermore, those anti-vimentin antibodies were highly 
somatically mutated. The vimentin reactivity was diminished by reverting the mutations to their germline sequences. 
Finally, tissue expression of vimentin is robustly upregulated upon inflammation. These results indicate that antibody 
repertoire of tissue-infiltrating B cells is shaped in a mechanism distinct from that of circulating B cells: B cells are 

selected to locally abundant antigens in the inflammatory milieu of LN.

 Speaker 6 

癌免疫療法の副作用を下げて、薬効をあげる
石原純 University of Chicago/Imperial College London 

　癌免疫療法は今、最も期待されている癌の治療法である。多くの癌種に対して効果が報告されている一方で、現在使用が承認さ
れているオブジーボなどの免疫チェックポイント阻害薬でさえ、薬効が認められる患者が全体の10-20%である。また副作用も高
く、ほぼ全員が何らかの副作用を訴え、35％以上の患者が副作用で治療を断念している。我々は、癌血管に特異的に露出するコラー
ゲンを発見し、そのコラーゲンに癌免疫療法薬を結合させればこれらの問題が解決できると仮説をたてた。そこで我々は簡単なタ
ンパク質配列の組み替えによって、癌免疫療法の治療薬を送達する技術を開発した。これはバイオマテリアルなどを使わず、生体
内由来配列だけを用いて改変をしたので、簡易で免疫拒絶のリスクが少ない。また、臨床で用いられている静脈注射から癌を狙う
ことができる。我々はこの技術によりチェックポイント阻害抗体の副作用を下げ、薬効をあげることに成功した。免疫細胞は癌周囲
において特異的に活性化され、正常組織においては活性化されていなかった。さらに従来の癌免疫療法が効かない癌モデルに対
しても高い薬効を認めた。この技術は高い臨床応用可能性があると信じ、起業して臨床開発を始めている。
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　Zoom会場B  9:20-10:40（日本時間）

「異分野融合 X HFSP」 Powered by UJA  (S-05)

　セッションの背景として：国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム（HFSP）推進機構

は人類に貢献する先端研究を目的に、年間約60億円規模で研究費の助成をしています。助成を受けた

“世界を変える研究者”からノーベル賞の受賞者は1年にほぼ一人という驚異的なペースとなっていま

す。HFSPが推進する挑戦的な研究はintercontinental（異なる大陸）、interdisciplinary（異なる領域）、

innovative（革新的）、という３つの要素で構成され、これらは日本のノーベル賞受賞者の方にもよく当て

はまる重要な要素でもあります。残念ながら、日本が提唱して誕生したHFSPですが現実には日本人の

HFSPへの応募数・採択者数共に減っています。

　このセッションでは、「人類に貢献する先端研究」を基軸にinterdisciplinary（異なる領域）とinnovative

（革新的）な視点で考えてみましょう。多岐に渡る分野で活躍する工学、医学、生物学、有機化学、土壌数

理学、都市情報学、ビジネスを専門とする７名の方にライトニング・トークをお願いし、加えて異分野間の

融合と専門領域の革新について会場のみなさんとの意見交換（パネルディスカッション形式）をしていた

だくための８０分です。

河野龍義 

Indiana University

矢澤和明 

Purdue University

座長

 Keynote 

人との繋がりで老化の基礎研究を社会に届ける
早野元詞 慶應義塾大学

　老化現象の中でもウェルナー症候群などの早老症で生じる老化速度や老化開始タイミング変化の分子機序に興味を持っている。
2020年において生命科学と医学が飛躍的に連動し、研究室での発見から臨床へ届くまでのパスが確立されてきている。 我々が
用いているICEマウスは、DNA損傷がゲノムにヒストンやDNAへエピゲノム変化として記憶され、老化が加速するモデルである。
I-PpoIと呼ばれるエンドヌクレースによってDNA損傷が一過的に誘導され、様々な老化様表現系が加速されると共にエピゲノム
変化が誘導される。自然老化マウスにおいても同様の変化が観察されるため、エピゲノム編集は一つのアプローチ手法である一方
で、加齢と共に変化する臓器の弾性変化に興味を持っている。これまで組織弾性に関する薬剤投与によって筋力及び記憶の改善
が見られている。さらに非侵襲的老化制御法として、非視覚系光受容体に着目している。OPN5は380nmによって活性化される
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GPCRであり加齢マウスにおいて、光刺激によって記憶が改善される。今後は植物や海洋生物なども加え、老化の多様性から応用
までを考える必要があるだろう。

　

 Speaker 1 

細胞内でのゲノム編集イメージング

川又理樹 九州大学

　ゲノム編集はゲノムの狙った場所に傷（変異）をつけて遺伝子の機能を失わせたり、逆に自分でデザインした配列をそこに組み込む（編
集する）ことで個々の遺伝子の機能を調べたり、遺伝性疾患の治療などに応用できます。しかし、染色体は父親と母親由来の２対あ
るため、CRISPRは各染色体に作用するチャンスがあるわけですが、CRSIPR活性と父・母染色体への作用効率の関係は明らかに
されていません。この謎を調べるため、今回は各染色体におけるCRISPRの作用をリアルタイム且つ1細胞レベルで見える化させ
る技術と、将来への応用性について発表します。

 Speaker 2 

水素結合を利用した分子配向制御と高効率有機EL素子
渡邊雄一郎 Purdue University

　有機エレクトロルミネッセンス(有機EL)は、薄い・軽い・面状自発光・透明化フレキシブル化が可能など、他の発光デバイスには

無い際立った特徴を有し、次世代のディスプレイや照明用光源に革命を起こす可能性を秘めている。しかしながら、一般に有機EL

を構成する有機半導体分子は、デバイス内部でランダムに配向しており、電子移動度が著しく低い問題があった。省電力化と飛躍

的な高性能化に向けて、分子の配向を制御する手法の確立が求められる。本研究では、分子の形状の異方性と分子間に働く水素結

合にを利用した能動的な分子配向制御を試みた。その結果、ピリジン環の結合様式を適切に調節することにより、基板に対して際立っ

て水平配向を示す材料の開発に成功した。開発した材料は、汎用材料に比べて約10倍の高移動度化を実現し、有機ELへ応用した

結果、0.5 Vの低消費電力化と1.3倍の高電力効率化を達成した。

 Speaker 3 

近代土壌研究
水田勝利 University of Florida

　土壌学が研究され始めてから約160年近くが経過しようとしている。様々な研究が行われる中で地球の薄い陸地表面（土壌圏）
が地球の生態系システムを維持することに寄与しているという認識が高まっている。ただ未だに農学の一部として考えられている
ことも事実で、他分野の研究者が近代土壌学研究に対して具体的にイメージを抱くことができる方も少ないだろう。一方2015年
に国際土壌年を迎え、土壌資源を保全・保護する重要性に対する関心が国際的に高まってきている。近年では分析・解析技術が進
歩する中で、他分野と融合した学際的な研究も行われている。例えば近年開発された土壌数理経済学は、経済数理学的手法を用い
て土壌機能を指数化する研究がある。他分野との融合によって今までとは異なる土壌資源の評価や分析が可能になることがある。
ゆえに本発表では著者の知見から土壌研究の今を浅く広くお伝えすることで、共同研究の可能性を広げることを目的とする。

 Speaker 4 

位置情報を用いた都市の災害復興モデリング
矢部貴大 Purdue University

　Despite the rising importance of enhancing community resilience to disasters, our understandings on when, how and 
why communities are able to recover from such extreme events are limited. Here, we study the macroscopic population 
recovery patterns in disaster affected regions, by observing human mobility trajectories of over 1.9 million mobile 
phone users across three countries before, during and after five major disasters. We find that, despite the diversity in 
socio-economic characteristics among the affected regions and the types of hazards, population recovery trends after 
significant displacement resemble similar patterns after all five disasters. Moreover, the heterogeneity in initial and long-
term displacement rates across communities in the three countries were explained by a set of key common factors, 
including the community’s median income level, population, housing damage rates and the connectedness to other 
cities. Such insights discovered from large-scale empirical data could assist policymaking in various disciplines for 

developing community resilience to disasters.
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 Speaker 5  

タイムトラベルエージェンシーについて
伊藤有輝 University of Michigan

　大学という学術機関の中では異色の存在とも言える「経営学」について、研究者との接点や共通点を交えながら紹介する。
　経営学では様々な分野を取り扱うが、中でもリスクを恐れず新しい事業に挑戦していく「アントレプレナー」という分野は、研究
によって未知の世界を解き明かしていく研究者と非常に近いものがある。ビジネス畑の人間によるアントレプレナーの発揮の仕方
を、演者自身の事例を踏まえて取り上げる。その中でも今回は、現在企画している、タイムトラベルエージェンシー事業について説
明させて頂く。
　実際に歴史上の出来事が起こった同日同時間に、同じ場所に行き、実際の出来事の流れを当時の一次資料（新聞・地図・手紙等）
を用いながら追体験する。これがタイムトラベルエージェンシーの事業である。
　今回は1872年10月14日にあった、鉄道開通式典を題材として、実際のイベントの流れを追いかけてみたいと思う。具体的には
新橋駅の旧駅舎後を出発地として、当日の式典の流れや、鉄道開設に至った経緯、一般民衆の印象等を振り返る。
　自身の事例を通じて、研究とビジネスの共通点について感じてもらい、異分野交流のきっかけになれば幸いである。
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　Zoom会場A  5:30-6:20（アメリカ家族向け）/  10:50-11:40 (日本家族向け)

親子科学教室presented by EUREKA & ケイロン・イニシアチブ (K-01)
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P01

ポスタータイトル:  がん幹細胞の作り方
会場: 

Hubs会場A所属: 岡山大学/Wayne State University
氏名: 妹尾彬正

P02

ポスタータイトル:  
個体の運動を模した伸展刺激に対する細胞の応答機構を解明して、
運動不足による疾患の予防を目指す 会場: 

Hubs会場C
所属: 東京農工大学
氏名: 早崎沙彩

P03

ポスタータイトル:  脳 残り半分の正体：アストロサイト
会場: 

Hubs会場B所属: カリフォルニア大学ロサンゼルス校医学部生理学科
氏名: 長井淳

P04

ポスタータイトル:  
水相パッシブサンプラーのネオニコチノイド系農薬への最適化 会場: 

Hubs会場D所属: 大阪府立環境農林水産総合研究所
氏名: 野呂和嗣

P05

ポスタータイトル:  概念変容を促すワークシートの実証的研究
会場:

 Hubs会場E所属: 神戸市立塩屋中学校
氏名: 河合信之

P06

ポスタータイトル:  
人工的に創り出した網膜・内皮オルガノイド：
Bioengineering the Retina and Endothelial Organoid 会場: 

Hubs会場A
所属: ノースウェスタン大学
氏名: 高田望

P07

ポスタータイトル:  
芳香族エステルの脱カルボニル型炭素ーヘテロ原子結合形成反応
の開発 会場: 

Hubs会場D
所属: 早稲田大学先進理工学研究科
氏名: 一色遼大

P08

ポスタータイトル:  
ヒトiPS細胞由来内耳オルガノイドを用いた蝸牛神経薬剤傷害モデル 会場: 

Hubs会場A所属: 東京慈恵会医科大学
氏名: 栗原渉

P09

ポスタータイトル:  HFSPフェローシップの紹介 
会場: 

Hubs会場E所属: 日本医療研究開発機構(AMED)
氏名: 古川修平

P10

ポスタータイトル: 
Geroscience From Cell-Body Dynamics and Proteostasis 
Cooperation Supported by αB-Crystallin and Human Will ~ A 
Proposal of “Body-Mind Integrative Science” 

会場: 
Hubs会場C

所属: 東京農工大学
氏名: 跡見順子

ポスターセッション



26

P11

ポスタータイトル:  
Association of Albuminuria with Incident Atrial Fibrillation: the 
Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) 会場: 

Hubs会場C
所属: Northwestern University Feinberg School of Medicine
氏名: 田中仁啓

P12

ポスタータイトル: 
水素結合を利用した分子配向制御と高効率有機EL 会場: 

Hubs会場D所属: パデュー大学
氏名: 渡邊雄一郎

P13

ポスタータイトル: 
mRNA Binding Protein ZFP36L2 Regulates Cardiac DNA 
Damage Response Through Regulation of p53 and Helicase  会場: 

Hubs会場B所属: Feinberg Cardiovascular and Renal Research Institute, Northwestern 
University
氏名: 舘越勇輝

P14

ポスタータイトル:医薬品開発にもっと医師の視点を 
会場: 

Hubs会場E所属: 医薬品開発能力促進機構（DDCP)
氏名: 中鉢知子

P15

ポスタータイトル: NUJRAコミュニティの紹介 
会場: 

Hubs会場E所属: Northwestern University Feinberg School of Medicine
氏名: 片木宏昭

P16

ポスタータイトル: 
Activation of DNA Damage Repair Factors and APOBECs in 
HPV positive oropharyngeal cancers 会場: 

Hubs会場B
所属: Northwestern University 
氏名: 甲能武幸

P17

ポスタータイトル:  
会場: 

Hubs会場D所属: 東京大学連携研究機構バーチャルリアリティ教育研究センター
氏名: 小柳陽光

P18

ポスタータイトル: 
Clinical Efficacy of Telemedicine Compared to Face-to-Face 
Clinic Visits for Smoking Cessation: Multicenter Open-Label 
Randomized Controlled Noninferiority Trial 

会場: 
Hubs会場C

所属: Innovative Clinical Research Center, Kanazawa University
氏名: 野村章洋

P19

ポスタータイトル: 
難治性角膜疾患に対するダイレクトリプグラミングによるアプローチ 会場: 

Hubs会場A所属: 京都府立医科大学
氏名: 北澤耕司

P20

ポスタータイトル: 
サイエンスバーが促進する科学コミュニケーション 会場: 

Hubs会場D所属: science bar INCUBATOR
氏名: 野村卓史

ポスターセッション
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P01 Hubs会場A

ポスタータイトル: 

がん幹細胞の作り方 

発表者氏名: 妹尾彬正1,2、 妹尾昌治1

所属: 1 岡山大学, 2 Wayne State University

　がんは人類を古くから苦しめているにも関わらず、未だに解
決していない疾患である。遺伝子解析技術の進歩によりいくつ
かのがんは遺伝子変異により生じることが明らかとなったが、
多くのがんは原因が不明である。近年「がん幹細胞」という細
胞集団ががん組織中に存在していることが明らかとなり、がん
の薬剤耐性や再発に大きく関与していることが分かってきてい
る。これらの細胞はがん組織中にわずかに存在するのみで、そ
の解析は他の大部分を占めるがん細胞のようには行われてい
ない。
　体細胞に初期化因子を導入することによるiPS細胞作成技
術を用いることで、いくつかのがん幹細胞作製技術も見いださ
れている。しかしながら、これらは生体内で必ずしも起こって
いるとは考えにくい。そこで幹細胞の培養環境を変えることに
より、がん幹細胞を誘導するという手法を見出した。この手法
により誘導されたがん幹細胞を用いることで、これまで明らか
にされていなかったがん幹細胞の性質が明らかにされつつある。

P02 Hubs会場C

ポスタータイトル: 

個体の運動を模した伸展刺激に対する細
胞の応答機構を解明して、運動不足による
疾患の予防を目指す

発表者氏名: 早崎沙彩 1) 、笹井康臣 
2) 、清水美穂 1) 、成瀬恵治 3) 、渡
辺敏行 1) 、跡見順子 1)

所属: 1)東京農工大学 工学府、2)株式会社メ
ニコン、3)岡山大学 医歯薬学総合研究科

　人類は超高齢社会への道を歩んでおり日本はその先頭を走っ
ている。寿命が伸びること自体は喜ばしいことであるが健康に
過ごせる寿命が伴わねば問題なしとは言えない。
　運動不足は死亡に関する危険因子の3番目に位置するが、動
機付けの困難さからか運動をする人口は増えていない。
　不活動状態に置かれた筋肉で早期に激減するクリスタリン
というタンパク質があり、それに着目した。このタンパク質は
細胞骨格と接着班を維持する役割を担い、伸展刺激を受けるこ
とで細胞接着を強化するということを見出した。
　健康寿命を伸ばすために効果的な運動とは、クリスタリンの
増加を促進する刺激を作り出すことにある。この所見は新たな
運動方法の開発に応用できる可能性が高い。

P03 Hubs会場B

ポスタータイトル: 

脳 残り半分の正体：アストロサイト

発表者氏名: 長井淳

所属: カリフォルニア大学ロサンゼルス校医学
部生理学科

　生物が「感じ、考え、動く」。脳がこの全てのプロセスを司り、
私たちを体外の「世界」と関わらせてくれています。同時に、脳
のわずかな破綻は治療の難しい疾病を引き起こしてしまいま
す。他の薬剤と比べ、脳を狙った薬剤は全般的に治験・臨床に
おいて成功率が高くありません（Gribkoff & Kaczmarek 2017 
Neuropharm）。これは、脳機能のしくみを理解するうえで、わ
れわれが新たな視点に立脚して研究する必要があることを示
唆しているかもしれません。脳の半分以上を構成する細胞が、
神経細胞（ニューロン）ではないことをご存じでしょうか？私は
ニューロンではない脳細胞― アストロサイトの研究を行って
います。140年以上前、ニューロンとほぼ同時に発見されたこ
の細胞は、脳組織の隙間を埋める“糊付け細胞”と見なされて
いましたが、研究技術の進歩により機能が明かされつつありま
す。遺伝学、バイオイメージング、分子網羅解析、生体内脳細胞
操作、マウス行動解析を用いて行ってきた研究成果を発表しま
す。アストロサイトの過活動が脳回路のつなぎ目を増やし、注
意欠陥多動性障害（ADHD）様の症状を引き起こしてしまうこと、
またそのメカニズム解明によって薬剤投与によるADHD様症
状を正常化できた結果（Nagai et al., 2019 Cell）を中心に報
告します。

P04 Hubs会場D

ポスタータイトル: 

水相パッシブサンプラーのネオニコチノイ
ド系農薬への最適化

発表者氏名: 1野呂和嗣、２遠藤智司、
１伴野有彩、１矢吹芳教

所属: 1)東京農工大学 工学府、2)株式会社メ
ニコン、3)岡山大学 医歯薬学総合研究科

高親水性農薬であるネオニコチノイド系農薬は広く使用されて
おり、その水環境中でのリスクを評価するために、濃度を観測し
なければならない。水相パッシブサンプラーの一種である極性
有機化合物積算サンプラー(POCIS)は多くの親水性有機化合物
のモニタリングに適しているが、ネオニコチノイド系農薬につい
てはサンプリング可能日数が短いという問題が指摘されている。
我々は、POCISを構成する吸着剤とフィルターを選定し、POCIS
をネオニコチノイド系農薬に最適化した。活性炭ベースのENVI-
Carbを吸着剤として用いると、強い吸着力と高い回収率が得ら
れた。校正試験の結果、このENVI-Carbを用いたPOCISは、市販
のPOCIS(1–14 d)よりも長いサンプリング可能日数(3–28 d)
を持つことがわかった。また、フィルターにテフロン膜を用いた
POCISは、市販のPOCISよりも低濃度で測定可能であることが
示唆された。大阪府内の河川でネオニコチノイド系農薬を14日間
観測した結果、採水サンプリングとの誤差は30%以内だった。ま
た、長期のサンプリングによって化学物質がサンプラー内に蓄積
された結果、採水サンプリングでは検出されなかったネオニコチ
ノイド系農薬がPOCISから検出された。これらの結果から、我々
の開発したPOCISはネオニコチノイド系農薬観測に適したパッシ
ブサンプラーであることが確認された。
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P05 Hubs会場E

ポスタータイトル: 

概念変容を促すワークシートの実証的研究 

発表者氏名: 河合信之

所属: 神戸市立塩屋中学校

現行の学習指導要領（理科）　に改善の柱として示されている
科学的概念の理解・定着・活用を、学校現場における構成主義
的教授方法への転換を迫るものであると捉えた。また増加す
る若い教員の指導力不足が課題となっていることを踏まえ、教
員の技量に関係なく前概念を科学的概念へ変換する教授・学習
法として質問紙を考案して検証した。その結果、次の二つのこ
とが明らかになった。
・質問紙を使った学習は科学的な概念への変換に一定の効果
がある。
・科学的概念を活用する子どもは前概念を優先する子どもより
光の学習内容をよく理解できた。

P06 Hubs会場A

ポスタータイトル: 

人工的に創り出した網膜・内皮オルガノイド：
Bioengineering the Retina and Endothelial 
Organoid

発表者氏名: 高田望 

所属: ノースウェスタン大学

　臓器は様々な細胞や組織で構成されている。臓器として機能するためには、
適切な細胞分化（個々の細胞の個性）や組織形態（形作り）が必須である。こ
れらの崩壊は多くの場合、先天性異常や重篤な病気を引き起こす。
　オルガノイドは、幹細胞から人工的に創り出した臓器であり、複雑な解剖学
的構造と様々な個性を持った細胞から成る。遺伝子発現や細胞機能も本物
の臓器と近い特徴を示すことから、体の形作りの法則、病気の原因、再生メカ
ニズム、薬物の毒性試験などの幅広い目的のために活用できる。 
　眼は様々な機能を備えた、複雑な臓器である。網膜、色素上皮、水晶体、角
膜などの主な構成要素に加えて、眼はそれらを支える細胞に囲まれている。
特に内皮細胞はガス交換、栄養供給、眼球内液の圧力調整など眼の恒常性に
必須の役割を果たす。これらの機能的役割を達成するため、成体の眼では多
種類の内皮細胞が存在する。しかしながら、これらをモデル化する簡便な培
養系がないため、詳細な形作りの法則や病態の解析が困難であった。
　本研究では、生体におけるボディープラン（設計図）を基盤にする事で、光
を感知する網膜（神経組織）と内皮細胞で構成されたマウスオルガノイドの作
製に成功した。驚いた事に、このオルガノイドは生体と同じ様な細胞構成およ
び形態学的特徴を示した。この新技術の創出により、ヒトの眼の形成メカニ
ズムや病態解明、再生医療技術の進歩が期待される。

P07 Hubs会場D

ポスタータイトル: 

芳香族エステルの脱カルボニル型炭素ー
ヘテロ原子結合形成反応の開発

発表者氏名: 一色遼大、 稲山奈保実、  
武藤慶、 山口潤一郎

所属: 早稲田大学先進理工学研究科

　芳香族エステルやアミド等の芳香族カルボン酸誘導体をアリー
ル化剤に用いた脱カルボニル型カップリング反応が近年様々
な研究グループにより報告されている。入手容易な芳香族カ
ルボン酸誘導体を直接アリール化剤に用いる基本的方法論の
開拓のもたらすインパクトは大きい。
　今回、我々はニッケルまたはパラジウム触媒による二種類の
脱カルボニル型炭素－ヘテロ原子結合形成反応を見出した。
独自の嵩高い二座ホスフィン配位子をもつニッケルもしくはパ
ラジウム触媒を芳香族アリールエステルに対し作用させること
で分子内脱カルボニル化が進行しジアリールエーテルが合成
できることを見出した。本反応はグラムスケール合成や天然
物の誘導化を行うことも可能である。さらに、同様の配位子を
もつニッケル触媒存在下、種々の二置換ホスフィンオキシドと
芳香族エステルが脱カルボニル型C–P結合形成反応すること
も明らかになった。また、Ni触媒存在下、芳香族エステル(Ar1–
COOR)がエステル化剤として働き、アレノール類(Ar2–OR)を
芳香族エステル(Ar2–COOR)へと変換できることを見出した。
独自に開発した嵩高く電子豊富な二座ホスフィン配位子の使
用が決定的に重要であり、他の配位子では反応は進行しない。
無保護のアレノール(Ar2–OH)を直接芳香族エステルへと変換
することにも成功した。

P08 Hubs会場A

ポスタータイトル: 

ヒトiPS細胞由来内耳オルガノイドを用い
た蝸牛神経薬剤傷害モデル

発表者氏名: 栗原 渉(1,2)、 小島博己
(1)、 岡野James洋尚(2)

所属: 1. 東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外
科　2. 東京慈恵会医科大学　再生医学研究部

　背景：空気の振動である「音」は、内耳の有毛細胞により神経活
動へと変換され、蝸牛神経により中枢へと投射される。感音難聴
の主な原因はこれら２種の細胞「有毛細胞」と「蝸牛神経節細胞」
の傷害に起因することが知られている。これまで、難聴の病態解
析や治療法開発には主に齧歯類などの実験動物が使用されてき
たが、齧歯類と哺乳類には種差が大きいことが知られている。こ
うした状況に対し、近年ヒト幹細胞を用いて内耳細胞を作製する
プロトコールが報告されている。我々の研究グループでも、新規
プロトコールにより内耳オルガノイドを作製し、特に蝸牛神経節細
胞に着目し解析を行ってきた。今回、内耳オルガノイドを用いた薬
剤性蝸牛神経傷害モデルを作製し、ライブセルイメージングによ
る病態解析を行ったので報告する。
　方法：ヒトiPS細胞より２次元培養と３次元培養を組み合わせ、
内耳オルガノイドを作製した。続いて、Na-K-ATPase阻害薬のウ
アバインと、白金製剤のシスプラチンを投与して薬剤傷害モデル
を作製した。
　結果：オルガノイド表面に局在する蝸牛神経節細胞用細胞を
AAV Synapsin promoter :: EGFPにより標識することで、ライ
ブセルイメージングが可能であった。ウイルス標識オルガノイドに
薬剤投与を行ったところ、２種の薬剤に対して異なる細胞傷害作
用を観察可能であった。今後、薬剤障害モデルの病態解析と、治
療法開発に活用していく予定である。
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P09 Hubs会場E

ポスタータイトル: 

HFSPフェローシップの紹介 

発表者氏名: 古川修平

所属: 日本医療研究開発機構（AMED）

HFSP Postdoctoral Fellowships は若手研究者が海外で新たな研究分野に挑戦
することを支援します。
- 長期フェローシップ Long-Term Fellowships（LTF）
生命科学分野で博士号を取得し、海外の優れた研究室で、博士課程とは異なる研
究領域を対象とした幅広い経験を積みたいと考えている研究者を支援します。
- 学際的フェローシップ Cross-Disciplinary Fellowships（CDF）
生命科学以外の分野（物理科学、化学、数学、工学、コンピューターサイエンス等）
で博士号を取得し、生命科学の分野で研鑽を積みたいと考えている研究者を支援
します。
■応募資格（日本人の場合）：
①日本以外の国のhost labへの留学であること
②申請者が主筆執筆者となっている論文が1報以上、 査読が行われる国際的な学
術誌に発表あるいは掲載受理されていること
③申請締切時に博士号取得から3年以内であること
④応募翌年4/1の時点でhost lab/国の在籍期間が12ヶ月以内であること
■助成期間：3年
※３年目（最終年）には出身国へ帰るか、引き続き、受入れ先で研究を続けるかを
選択できます。
また、３年目は最大２年先まで延期可能です。さらに育児休暇（手当付）のサポー
トもあります。
■助成額：生活手当14万ドル＋研究費1.5万ドル
※上記助成額に加え、育児手当1.4万ドル、引越費2.5千ドルの助成があります。
なお、助成額は留学先の国によって異なります。

P10 Hubs会場C

ポスタータイトル: 

Geroscience From Cell-Body Dynamics and 
Proteostasis Cooperation Supported by α
B-Crystallin and Human Will ~ A Proposal 
of “Body-Mind Integrative Science”

発表者氏名: 跡見順子 (1)、 清水美穂
(1)、 藤田恵理(1)、 跡見綾(1)、 早崎
沙彩(1)、 東芳一(1)、 跡見友章(2)

所属: 1. 東京農工大学, 2. 杏林大学

The importance of small heat shock protein (sHSP) in geroscience is 
increasing. We believe that research progress from life science should 
contribute to well-being. Molecular chaperone studies are considered superior 
when performed on model substrates and model animals. However, by itself, 
concrete measures for extending the healthy life of human beings are not 
provided. It is important to analyze the cell-animal-human results, interpret 
the relationship, and promote comprehensively studied HSP research. α
B-crystallin was identified for key molecule to explain the mechanism of 
exercise adaptation of slow-twitch muscle for a long ago (Atomi et al., 1991). 
It is only human beings that stand up against gravity and move all day in 
their standing position. With α t crystallin and tubulin/microtubule as a key 
word, we will introduce the principle of clarifying not only cells but also how to 
control the human body. Mechanistically fiber structure produced after protein 
assembly has not only multifunction but also is available as materials to make 

“body” and can sustain body weight by tension development at both micro- 
and macro levels. This links cell’s autonomous regulating ability and human 
will to keep standing. Our proposal (Atomi Y et al., 2018) may contribute to 
develop a new direction of HSP Geroscience research (Kennedy BK et al., 
2014) proposing real program to healthy aging and mature human world.

P12 Hubs会場D

ポスタータイトル: 

水素結合を利用した分子配向制御と高効
率有機EL

発表者氏名: 渡邊雄一郎、 笹部久宏、 
横山大輔、 小金澤智之、 別部輝
生、 片桐洋史、 城戸淳二

所属: 1パデュー大学, 2山形大学大学院理工学研
究科, 3 財団法人高輝度光科学研究センター

有機エレクトロルミネッセンス(有機EL)は、薄い・軽い・面状
自発光・透明化フレキシブル化が可能など、他の発光デバイス
には無い際立った特徴を有し、次世代のディスプレイや照明用
光源に革命を起こす可能性を秘めている。しかしながら、一般
に有機ELを構成する有機半導体分子は、デバイス内部でラン
ダムに配向しており、電子移動度が著しく低い問題があった。
省電力化と飛躍的な高性能化に向けて、分子の配向を制御す
る手法の確立が求められる。本研究では、分子の形状の異方性
と分子間に働く水素結合にを利用した能動的な分子配向制御
を試みた。その結果、ピリジン環の結合様式を適切に調節する
ことにより、基板に対して際立って水平配向を示す材料の開発
に成功した。開発した材料は、汎用材料に比べて約10倍の高
移動度化を実現し、有機ELへ応用した結果、0.5 Vの低消費
電力化と1.3倍の高電力効率化を達成した。

P11 Hubs会場C

ポスタータイトル: 

Association of Albuminuria with Incident 
Atrial Fibrillation: the Multi-Ethnic Study 
of Atherosclerosis (MESA)

発表者氏名: Yoshihiro Tanaka,1 Ravi 
Patel,1 Erin Michos,2 Moyses 
Szklo,2 Philip Greenland.1
所 属 : 1. Department of Preventive Medicine, 
Northwestern University Feinberg School 
of Medicine  2. Ciccarone Center for the 
Prevention of Cardiovascular Disease, Johns 
Hopkins University School of Medicine

Background:Albuminuria (AU) is an established predictor for renal failure 
and cardiovascular disease (CVD). However, the association of AU 
with incident atrial fibrillation (AF) and its effect modifiers are not fully 
understood.

Purpose: To assess the association of AU with incident AF and to identify 
its effect modifiers.

Methods: We studied MESA participants, free of clinical CVD and AF at 
baseline, with urine samples at exam 1. Participants were compared by 
the presence or absence of AU (albumin-creatine ratio of ≥30). Kaplan-
Meier curves were used to estimate the cumulative incidence of AF and 
log-rank test to evaluate statistical significance. Hazard ratio (HR) and 
95% confidence interval (CI) were computed by Cox proportional hazard 
models. Final adjusted model included CHARGE-AF risk score covariates 
with socioeconomic variables, current alcohol use, renal function, and lipid 
lowering medication use.
.Results: A total of 6376 participants were analyzed (median age 62 
years, male 47.4%, White race 38.8%). During median follow-up of 13.9 
years, 924 AF events were observed. Participants with AU had a higher 
incidence of AF than those without AU at 10 years (23.9% vs 10.4%, 
p<0.05). In fully adjusted model, AU was significantly associated with 
incident AF [HR 1.53 (95% CI 1.27 - 1.85, p<0.01). Low high-density 
lipoprotein cholesterol (<40 mg/dL) and high triglyceride (≥150 mg/dL) 
augmented the association between AU and incident AF (p-interaction 
<0.05, respectively).

Conclusion: AU was significantly associated with incident AF, and lipid 
markers were identified as effect modifiers in the association of AU with AF.
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P13 Hubs会場B

ポスタータイトル: 

mRNA Binding Protein ZFP36L2 Regulates 
Cardiac DNA Damage Response Through 
Regulation of p53 and Helicase 

発表者氏名: Yuki Tatekoshi, Hidemichi 
Kouzu, Hsiang-Chun Chang, Jason 
Shapiro, Adam De Jesus, Meng 
Shang, Hossein Ardehali

所 属 : Feinberg Cardiovascular and Renal 
Research Institute, Northwestern University

Introduction: ZFP36L2 is an mRNA binding protein that has been shown 
to regulate cell proliferation in blood cells, but its role in cardiomyocytes is 
unknown. Since p53 is suggested to be involved in ZFP36L2 expression in 
blood cells, we hypothesized that ZFP36L2 has a role in cardiomyocyte fate 
decision through modulation of DNA damage response.
Results: ZFP36L2 expression is up-regulated by H2O2 treatment in neonatal 
rat cardiomyocytes. In p53 knockout MEFs, ZFP36L2 expression was down-
regulated both at baseline and in response to H2O2, indicating that ZFP36L2 
expression is dependent on p53. Cardiac-specific ZFP36L2 knockout mice 
had significantly fewer mitotic cardiomyocytes during postnatal proliferative 
window and developed spontaneous systolic dysfunction by 8 weeks of age 
with ANP/BNP up-regulation. In H9c2 cells, H2O2 treatment induced p53 
activation with ZFP36L2 induction. However, ZFP36L2 knockdown resulted 
in blunted p53 response against H2O2 and increased apoptosis, indicating 
a protective role of ZFP36L2 and/or p53 against oxidative stress. Next, we 
sought the target gene mRNAs that are destabilized by ZFP36L2. Consistent 
with the p53 down-regulation by ZFP36L2 knockdown, ZFP36L2 was found 
to preferentially bind to 3’UTR of MDM2 mRNA, a negative regulator of p53, 
and to stabilize p53 through inhibiting its ubiquitination. Furthermore, in 
silico analysis revealed that DNA/RNA helicases were enriched in ZFP36L2-
associated mRNAs. Among them, we found that ZFP36L2 destabilized mRNA 
of RNA helicase eIF4A. 
Conclusions: Our studies show that ZFP36L2 plays a role in DNA damage 
response in cardiomyocytes through fine-tuning the p53-MDM2 feedback 
loop, and possibly through translation reprograming through RNA helicase.

P14 Hubs会場E

ポスタータイトル: 

医薬品開発にもっと医師の視点を

発表者氏名: 中鉢知子

所属: 医薬品開発能力促進機構（DDCP)  

　世界の売り上げトップ100にランキングされる医薬品が創出された国
を調べたデータによると、約70％が米国発で、２位が日本の５％、３位が
EU４％となっています。この米国との大きな違いはどこから来るのでしょ
うか？一つには企業で開発の仕事に従事している医師の数に大きな違
いがあります。米国のトップ医薬品企業ではひとつの開発部門で100名
近い医師たちが活躍していることが稀ではありませんが、日本では多く
ても数名程度です。 
 　私は日本でこの仕事につき、その後アメリカに来て多くの医師が企業
や行政の医薬品開発に携わり、新しい薬を世に出すためにこの分野でリー
ダーシップをとっていることを目の当たりにしました。医薬品開発の潮
流は変化しつつあり、患者さんの視点がより重要視されています。患者
さんが苦しんでいること、問題に感じていることをじかに経験した医師
の視点が医薬品開発にもっと生かされるべきだとずっと考えてきました。
日本でももっと多くの若い医師、医学生に医薬品開発のことを知っても
らいたい、そして日本発の医薬品を世界に出してもらいたい、活躍の場
を世界に広げてほしいという思いを込めてDDCPを立ち上げました。
 　医師としての将来の選択肢の一つとして企業での医薬品開発という重
要かつエキサイティングな役割があることを知っていただきたいのです。
医薬品開発はグローバル化しています。医薬品の承認申請に用いる臨床
試験はグローバル規模で行われることが大半です。医薬品開発に携わる
医師の活躍の場はグローバルに広がっています。そして留学を経験され
た医師の方はこのグローバル環境に順応しやすい場合が多いのです。 

P15 Hubs会場E

ポスタータイトル: 

NUJRAコミュニティの紹介

発 表 者 氏 名 : Hiroaki Katagi、 
Yoshihiro Tanaka、 Yusuke 
Tomita、 Nozomu Takata

所 属 : Northwestern University Feinberg 
School of Medicine

NUJRAの活動内容について紹介する。

P16 Hubs会場B

ポスタータイトル: 

Activation of DNA Damage Repair 
Factors and APOBECs in HPV positive 
oropharyngeal cancers

発表者氏名 : Takeyuki Kono、 Paul 
Hoover、 Laimonis Laimins

所 属 : Northwestern University, Department of 
Microbiology Immunology 

Objective: The incidence of human papillomavirus (HPV) associated 
oropharyngeal squamous cell carcinomas (OPSCC) is rapidly 
increasing but the mechanisms regulating viral pathogenesis are 
still not well understood. In the cervix, activation of DNA damage 
repair (DDR) pathways is critical for viral replication but little is known 
about its role in OPSCC. APOBEC3A and B have been shown to be 
increased in OPSCC but their effects are unclear. Our studies examine 
activation of DNA damage and APOBEC factors in HPV-positive and 
negative OPSCC. 
Materials and Methods: Forty patient biopsy OPSCC samples were 
characterized for p16 positivity and presence of HPV16. Samples 
were examined by immunofluorescence for DDR factors FANCD2, 
pCHK1, pCHK2, BRCA1, RAD51, pSMC1 and γ H2AX as well as 
APOBEC3A and 3B. Both HPV-positive and negative OPSCC cell 
lines were examined by Western blot analysis for levels of DDR and 
APOBEC proteins and complemented with image analysis of foci.
Results: Significant increased levels of pCHK1, FANCD2, BRCA1, 
RAD51, pSMC1 and γ H2AX foci were detected in HPV-positive 
samples as compared to HPV-negative while the ATM effector 
kinase, pCHK2, was not increased. Similar differences were observed 
when total levels of proteins were examined in cell lines. Cells with 
increased levels of APOBEC3B also exhibited elevated activation of 
ATR pathway members and FANCD2.
Conclusions: Increased activation of ATR pathway along with 
enhanced levels of APOBEC 3A and 3B was observed in HPV-positive 
OPSCC. Our studies suggest that members of ATR pathway and 
FANCD2 may be important in HPV induced disease in the oropharynx.
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P17 Hubs会場D

ポスタータイトル: 

　 

発表者氏名: 小柳陽光

所属: 東京大学連携研究機構バーチャルリアリ
ティ教育研究センター

　VR心理学では、プレイヤ自身の運動と同期してVR空間上のキャ
ラクタ(アバタ)を動作させると、そのアバタを自己の身体として認
知することが報告されている。
　さらに、アバタの外見に応じて、ヒトの振舞いや態度、心理的状態
を変化させることを報告している。例えば、Yeeらの研究では、背の
高いアバタを操作することで交渉事への積極性を高めることを報告
している。このアバタによる心理的効果をプロテウス効果と呼ぶ。
　アバタは様々な外見をとらせることが可能であり、それらに対して
身体認知の現象を働かせることが可能であることが多く報告されて
いる。既存研究では主にヒト型のアバタを対象とした研究が多く進め
られている。他方、動物には飛行能力など、固有の能力を有しており、
動物アバタでは動物固有のプロテウス効果の発現が期待できる。本
研究では、飛行能力と強靭な身体を持つドラゴンアバタのプロテウス
効果として高所に対する恐怖感の減少が可能である仮説を立て、そ
の検証を行った。実験では、ヒトアバタあるいはドラゴンアバタのい
ずれかを操作する2条件を設定し、各条件下で一定時間アバタを操作
した後に高所に曝される課題を行った。実験の結果、ヒトアバタと比
較してドラゴンアバタでは有意に高所に対する恐怖感が改善された
ことを示した。

P18 Hubs会場C

ポスタータイトル: 
Clinical Efficacy of Telemedicine Compared 
to Face-to-Face Clinic Visits for Smoking 
Ce s sa t i o n :  Mu l t i c en t e r  Open -Labe l 
Randomized Controlled Noninferiority Trial

発表者氏名: Akihiro Nomura

所 属 : 1, Innovative Clinical Research Center, 
Kanazawa University 2, CureApp Institute

Background: Tobacco is a major public health concern. A 12-week standard smoking 
cessation program is available in Japan; however, it requires face-to-face clinic visits, 
which has been one of the key obstacles to completing the program. Telemedicine 
using internet-based video counseling could address this obstacle. Here, we evaluated 
the efficacy and feasibility of an internet-based remote smoking cessation support 
program compared with the standard face-to-face clinical visit program among patients 
with nicotine dependence.

Methods: This study was a randomized, controlled, open-label, multicenter, 
noninferiority trial. Participants randomized to the telemedicine arm received internet-
based video counseling, whereas control participants received standard face-to-face 
clinic visits at each time point in the smoking cessation program. Both arms received a 
CureApp Smoking Cessation smartphone app with a mobile exhaled carbon monoxide 
checker. The primary outcome was a continuous abstinence rate from weeks 9 to 12 
(CAR 9-12).

Results: We randomized 115 participants with nicotine dependence from March to 
June 2018 (telemedicine n=58; control n=57). We analyzed all 115 participants for 
the primary outcome. Both telemedicine and control groups had similar CARs 9-12 
(81.0% vs 78.9%; absolute difference, 2.1%; 95% confidence interval –12.8 to 
17.0), and the lower limit of the difference between groups (–12.8%) was greater than 
the prespecified limit (–15%).

Conclusions: The application of telemedicine using internet-based video counseling as 
a smoking cessation program had a similar CAR 9-12 as that of the standard face-to-
face clinical visit program. The efficacy of the telemedicine-based smoking cessation 
program was not inferior to that of the standard visit–based smoking cessation program.

P19 Hubs会場A

ポスタータイトル: 

難治性角膜疾患に対するダイレクトリプグ
ラミングによるアプローチ

発表者氏名: 北澤耕司

所属: 1. 京都府立医科大学、 ２、Buck Insititute 
for Research on Aging

　再生医療の研究が進む中、特定の細胞を適切に誘導する技術が必
要となってきている。スティーブンス・ジョンソン症候群、眼類天疱瘡、
熱および化学外傷によって生じる重度の眼表面疾患では、角膜上皮
幹細胞が消失しており新たな細胞ソースの開発が必要とされている。
iPS細胞を用いた分化誘導法は培養期間が長期になることで医療コ
ストも膨大になる。一方で、目的誘導細胞のコア転写因子を用いる事
で、体細胞から多能性幹細胞を経ずに特異的な分化細胞に直接誘導
する”ダイレクトリプログラミング法”では、より短期間での分化誘導
が可能であることが近年報告されている。
　我々は角膜上皮細胞におけるコア転写因子ネットワークを解明す
るために、マイクロアレイによる網羅的な発現解析のあと、iPS干渉
法(Hikichi, et al, PNAS, 2013)という新しい手法を用いて、転写因
子のスクリーニングを行なった。その結果、PAX6、OVOL2、KLF4、
SOX9、TP63、MYCの6つの転写因子を用いてヒト皮膚線維芽細胞
を角膜上皮様の細胞に直接分化転換を行うことができた。転写因子
導入10日後には、角膜上皮特異的タンパクであるケラチン３および
ケラチン１２を発現する角膜上皮様細胞が誘導された。またPAX6、
OVOL2、KLF4の発現が低下すると、角膜上皮細胞の特異的転写因
子プロファイルが消失した。このことは、PAX6、OVOL2、KLF4がコ
ア転写因子ネットワークを形成して角膜上皮遺伝子プロファイルを
維持していることを示す。

P20 Hubs会場D

ポスタータイトル: 

サイエンスバーが促進する科学コミュニケー
ション

発表者氏名: 野村卓史

所属: science bar INCUBATOR

　“科学コミュニケーション”とは，科学を一般市民に伝える活動のこ
とで，研究アウトリーチ活動はその代表例である．科学コミュニケーショ
ンは一般市民の科学リテラシー獲得に寄与するもので，日本国の科
学技術白書においてその重要性が記されるなど，社会の発展に欠か
せぬ活動である．しかし, アウトリーチ活動を専門としない科学者に
とって，その準備や実施の労力は日頃の研究活動の足かせになりか
ねないという課題があった．
  science bar INCUBATOR（以下, INCUBATOR）は2014年に東京
都で開業した飲食店である．科学を肴に楽しむことをテーマとしてお
り，実験器具を使って飲むだけでなく，DNAエタノール沈殿の実演を
伴うものなど内容にも凝ったメニュー構成となっている．店主は発生
生物学を専門とするソムリエであり，科学者と一般市民を繋ぐ科学コ
ミュニケーターでもある．
　INCUBATOR はトークイベント形式で研究アウトリーチ活動
の場を提供している．そのようなイベント自体は珍しくないが，
INCUBATORの場合，講演準備を丸投げせず，内容やタイトル，スラ
イド構成など，演者と共に準備を進めていく点に特徴がある．店主は
開業前からこのスタイルでイベント主催しており，実施回数は54回
を数える（2020年6月末現在）．丸投げしないことで科学者の負担を
軽減するだけでなく，研究の価値や面白さを余す事なく伝えることで，
科学者とイベント参加者両者の利益の最大化を図っている．最近は
リモート形式での実施をいち早く導入するなど，新しい生活様式を取
り入れてつつ科学コミュニケーションを促進している.
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2020 年 6 ⽉ 
科学技術振興機構 

国際部ワシントン事務所 
 
JST Roundtable @Japan-XR Science Forum in US Midwest 2020 
 
JST は、世界各地で活躍する⽇本⼈研究者や有識者との意⾒交換の場を定期的に作り、彼ら
／彼⼥らとの距離を縮め、相互の視野を補完し、意⾒交換で得られた知⾒を JST および⽇
本の科学コミュニティの新しい⽬標設定に活⽤します。 
今回、Japan-XR Science Forum in US Midwest 2020 の場をお借りして、⽶国中⻄部の
⼤学で研究や教育に従事されている⽇本⼈研究者や関係者の皆様と、「⽔・⾷・資源」と
いう切り⼝で意⾒交換をしてみたいと思います。 
JST では、昨年度から未来社会デザインオープンプラットフォーム構想の⼀環として、⽔・
⾷・資源に関する将来像を描き始めました。 
https://www.jst.go.jp/report/2020/200525.html 
この社会像を実現させていくために、⽇本国内はもとより、世界で進められている具体的
な活動の事例を発掘し、学び合い、連携を作り出したいと考えております。また、その事
例の中で、リーダーシップを発揮している⽅のスキルについても聞かせていただこうと思
います。 
今、アメリカの中⻄部からは何が⾒えるでしょうか？ 
 
⽇時 7/13（⽉）9:00-10:30（⽇本時間）＊フォーラムの翌⽇ 
   ＊東部時間 7/12（⽇）20:00-21:30／中部時間 19:00-20:30 
場所 ZOOM によるオンラインミーティング 
 ・参加者による意⾒交換 
 ・傍聴歓迎（参加者を含めて 100 名まで） 
参加費 無料 
テーマ 科学と社会の New Wave：⽔・⾷・資源から 
アジェンダ 

9:00-9:20（20 分） JST から趣旨説明およびご利⽤いただきたい研究制度の PR 
9:20-9:30（10 分） 質疑・意⾒交換 
9:30-10:00（30 分） 話題提供（⽶国中⻄部からご参加の皆様から） 
最近私が注⽬している、⽔・⾷・資源の未来に影響を与えそうな「○○」 
10:00-10:25（25 分） 意⾒交換（事例から得られる implication） 
10:25-10:30（5 分） まとめ 

 
[参加者] （五⼗⾳順：敬称略） 
• 岡⽥健⼀ 在シカゴ⽇本国総領事館 総領事 
• 河島友和 ケンタッキー⼤学 
• 河野ゆりか インディアナ⼤学講師（⾔語学） Eureka Science School 代表 
• 河野⿓義 UJA 理事 インディアナ⼤学医学部教員 
• 北原秀治 UJA 理事 東京⼥⼦医科⼤学・早稲⽥⼤学 

JST Roundtable @Japan-XR Science Forum in US Midwest 2020
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• ⾼⽥望  ノースウェスタン大学 NUJRA幹事 JRCC代表 

• ⽥中仁啓ノースウェスタン大学 NUJRA幹事 

 
• 速⾒基弘 在シカゴ⽇本国総領事館 領事 
 
[司会進⾏] 嶋⽥⼀義 JST 国際部 ワシントン事務所⻑ 
 
[参加登録]  
傍聴をご希望の⽅は、メールアドレスの登録をお願いします。 
https://bit.ly/JSTRTatXR2020 
ご登録いただいたメールアドレスに、前⽇までに参加に必要な URL をお送りいたします。 
 
その他、ご不明点がございましたら、下記嶋⽥宛にお知らせください。 
嶋⽥⼀義 
国⽴研究開発法⼈科学技術振興機構国際部 ワシントン事務所 
携帯電話（業務⽤） 090-1031-6518 
電⼦メール kshimada@jst.go.jp 
 
 
（参考） 
Japan XR Science Forum 2020 in US Midwest 学術集会開催概要 

⽇時 2020 年 7 ⽉ 12 ⽇（⽇）7:00-12:00（⽇本時間） 
場所 Web（バーチャル学会） ＊VR を活⽤したこれまでにない形式です 
https://www.japanxr-science-forum.org/ 
主催 ⼀般社団法⼈/⽶国 501(c)(3)NPO 法⼈海外⽇本⼈研究者ネットワーク (UJA)、
NPO 法⼈ケイロン・イニシアチブ 
共催 ノースウェスタン⼤学⽇本⼈研究者の会 (NUJRA)、EUREKA Science School、
⽇本医療研究開発機構 (AMED) 
協賛 インディアナ⽇本⼈会 
後援 在シカゴ⽇本国総領事館、アメリカ⼤使館、科学技術振興機構（JST） 

 
 

以上 
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以上 

JST Roundtable @Japan-XR Science Forum in US Midwest 2020
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WEB 広告
アステラス製薬株式会社、大鵬薬品工業株式会社、Beyond Next Ventures 株式会社、近畿大学経営戦略本部、

株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ

抄録集広告
サンファーマ株式会社、イミュニティリサーチ株式会社、株式会社羊土社、株式会社クァンタリオン、科研製薬株式会社、

非営利一般社団法人医薬品開発能力促進機構、アークレイ マーケティング株式会社

寄附
小原公認会計士事務所、エーザイ株式会社

主催・協賛・展示・寄付企業・団体のご紹介
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日本人研究者のための 
グローバルプラットフォーム

海外日本人研究者 
ネットワークUJA

日本 一般社団法人 海外日本人研究者ネットワーク 
米国 501(c)(3) NPO United Japanese-researchers 

　Around the World (UJAW), Inc.

https://www.uja-info.org

https://www.facebook.com/UJAW2015/

https://twitter.com/uja_info

https://www.linkedin.com/company/uja/

OPEN PRESENTATION

海外日本人研究者ネットワークUJA*

世界で活躍する 

6000人の 

日本人研究者を結ぶ

 

海外の日本人研究者のキャリアにおける相互支援の場として、 
留学を検討する方への情報提供や支援の場として、 

そして、教育・科学技術行政機関との情報交換および連携の場として、
海外日本人研究者ネットワークUJAは、2012年より活動しています。

*United Japanese researchers Around the world 

私たちUJAは世界で活躍する⽇本⼈研究者を結んでいます。

UJA紹介
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多様なイベント開催： 
日本の科学技術のプレゼンス向上と次世代人材育成

		留学		
“デザイン” 
		Program

・在外公館や助成機関と 
連携し、世界各国で 
科学フォーラムを開催

・海外日本人研究者による
中高生向けオンライン 
ワークショップ

・国内学会と連携し、 

研究留学経験者の生の声を
届けるイベントを開催

・海外で活躍する若手 
研究者の優れた成果を 
表彰するUJA論文賞

https://
www.uja
-info.org

https://
www.uja
-info.org

・UJAだよりを 
隔月定期連載

・朝日新聞DIGITALなど 
オンライン発信を展開

・ニューズレター 
UJA GAZETTE発刊

・研究留学のすゝめなど 
留学推進書籍を発刊

幅広い情報発信： 
世界の最先端研究と現場の生の声を届ける

私たちUJAは⽇本のサイエンスを応援しています。

UJA紹介
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UJAを主導するメンバー
現在海外で活躍する, もしくは帰国後も国際的に 

活動を進めるPI, ポスドク, 大学院生, 学部生が, 

地域・研究分野・年代の垣根を超えて, UJAの 

活動を主導しています

Akishige HOKUGOYuta MISHIMA
広報部 Chair  

京都大学iPS研究所/ 
ハーバード大学医学部留学

財務・運営部 Chair  
UCLA

Akinori KAWAKAMI
外務部 Chair 

マサチューセッツ総合病院 
・ハーバード大学医学部

Takeya ADACHI
President Elect 

ストラスブール大学 
・CNRS

Kazuhito MORIOKA
Operating Committee 

Vice Chair 
UCSF整形外科

Aya MATSUI
戦略推進部 Vice Chair 

マサチューセッツ総合病院

Motoshi HAYANO
キャリアディベロップメント部 Chair  

慶應義塾大学/ 
ハーバード大学医学部留学

Tatsuyoshi KONO
論文賞部 Chair 
インディアナ大学

Tadayuki AKAGI
編集部 Chair  
福岡工業大学/

UCLAシーダスサイナイ 
医療センター留学

Kohei Homma
学術企画部 Chair  
慶應義塾大学/

National Eye Institute,  
NIH留学

Shuji KITAHARA
戦略推進部 Chair  
東京女子医科大学/ 

ハーバード大学医学部留学

Midori ITO
論文賞部 アウトリーチ担当  

ボンド大学 
MBA

ウェブサイト・Twitter 
・Facebook・Youtube

ワーキンググループ (WG) 1  
アウトリーチ部

GAZETTE 
・センサス

広報部 外務部

WG2 
財務・運営部 活動報告・収支報告・Fundraising

General Assembly 
(日本+海外正会員による総会)

Steering Committee 
(日本・米国役員＋WG Chair/Vice Chair)

Operating 
Committee 
(WG1+2)

適宜WGを超えた 
タスクフォース 
 (TF) を構築 
 (例. クラウド 
ファンディング,  
アンケート)

体制図

WG4 
編集部

WG6 
学術企画部

留学体験記 留学のすゝめ

WG3 
戦略推進部

WG5 
キャリアディベ
ロップメント部

WG7 
論文賞部

JapanXSF UJA論文賞インタビュー

監事アドバイザ
リーボード

私たちUJAは研究者で作られた組織です。

UJA紹介
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あなたも 
未来を動かすメンバー 
に加わりませんか？
海外日本人研究者ネットワークUJAは、海外への挑戦するマインドセットを

共有する日本人研究者をつなげ、お互いの研究キャリアを高め合うことを活
動の根幹においています。個人として、また日本としてグローバル競争を勝
ち抜くことを考えた時、日本人であることを活かした広範で戦略的なネット

ワーキングは不可欠であり、我々UJAは、未来の科学技術に貢献すべくグロ

ーバルで多様な活動を展開していきます。 

 

ビジョンを共有する新しい仲間、次世代を担う学生の方を募集しています。
また、当法人の目的に賛同し、活動を支援してくださる個人・団体・企業の
皆さまの参加・協賛・寄付をお待ちしております。

https://www.uja-info.org/contact
 

12

UJAコミュニティの構成

UJAサポーター UJAの活動に連携・賛同する海外日本人研究者会や団体の関係者が、 
我々のコミュニティをサポートして下さっています。

ワーキンググループ
メンバー

UJAのワーキンググループに参加するメンバーが正会員として、 
General Assemlby (総会 : 年2回程度開催) に参加します。

UJAの各ワーキンググループに所属する役職付きメンバーが、 
Operating Committee (年4回開催) を構成し、UJA事業を主導します。

各WGの 
アウトリーチ,  
財務・運営 

担当

UJAの各ワーキンググループのChair/Vice Chairが、 
General Assembly (理事会) を構成し、UJAの方向性を示します。

各WGの 
Chair・ 

Vice Chair

私たちと⼀緒に未来をつくりましょう。

UJA紹介
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従来の仕組みを補完する新しいサイエンス推進の取り組みとして、我々は焦点を当てるのは、社会の中でもっとも研究に近いところにいる
「研究者の家族」です。さらに、サイエンス全体を推進するために、サイエンスに関わるステークホルダーの枠を変えていく、広げていく必要
があり、その第一歩が研究者にとっての一番の理解者たる家族であると考えます。 
 
また、インターネット、SNSを通じて、個と個が直接結ばれるPeer to Peerの時代においては、所属する団体や国・専門とする分野や職業の垣
根を越えた連携が求められています。しかし、言語の壁があったり、今置かれた状況がそれを許さなかったりしますし、Covid-19の感染拡大
も拍車をかけています。「挑戦を諦めない」そのためには研究者個人だけでなく家族を含めた環境を包括的に支援する土壌が必要なのです。

Science Society

Researcher’s 
Family

サイエンスと社会をつなぐ 
研究者の家族

研究者と家族の想いを 世界の未来とつなぐ

OPEN PRESENTATION

https://www.cheiron.jp

https://www.facebook.com/cheironjp

https://www.linkedin.com/company/cheironjp

https://twitter.com/cheironjp

info@cheiron.jp

ケイロン・イニシアティブ紹介
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研究者の家族に向けた 
情報プラットフォーム

研究者の家族に向けた 
助成金制度

研究者の家族に向けた 
連携推進

- 健康・医療・保険 
- 育児・出産　等 
- 実体験に基づく解決策！

- 課題解決に資する助成金  
- 家族が応募し、家族が受給 
- 重複受給の問題もクリア！

- 既存の家族支援の取り組みと連携 
- 配偶者のキャリアから 
子どもの教育まで！

ケイロンが進める3つの解決策

　研究者の家族 
　200万人と 
「家族ブロック」

2016年現在日本の研究者数は84万7100人。1世帯あたり約2.38人。 
単純計算で約200万人の研究者家族が日本にいることとなります。 

この中には、研究を続ける配偶者を支える妻・夫、サイエンスと身近に接する
子どもたちやそのおじいちゃん、おばあちゃんなどがいます。 
 
しかし、研究者を支える家族にも各々事情があり、研究キャリアの継続・留学
への挑戦がむしろ家族によって妨げられる残念なケースも少なくありません。

ケイロン・イニシアチブはこんな研究者の家族が抱える問題を見える化し、課
題解決のためのサステナブルなプラットフォームを構築していきます。 3

ケイロン・イニシアティブ紹介
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研究者の家族に向けた 

助成金制度
フェローシップ、研究費では賄い切れない家族のライフをサポートする

ため、研究者の家族自身が応募できる助成金制度を立ち上げました。 

- 日本国外の大学や研究機関に所属 or 所属しようとしている研究者に

帯同する家族を対象とします。
- 基礎科学、先端科学、思想・芸術等の分野で、世界で活躍することを
目指す研究者を家族とともに支援します。

- 2020年の支援テーマは「研究者の家族の海外でのキャリアパス問題」

で、2-4家族に最大40万円を助成します。

Cheiron-GIFTS https://www.cheiron.jp/grant

研究者の家族に向けた 

情報プラットフォーム
国内外でさまざまな問題に直面し、解決してきた家族の実体験を配信
実際にとても役に立った国別・課題別リンク集。オススメ機能付き。

- 家族の課題: 健康・医療、ビザ・保険等手続き、引越・移転、外国での生活（全般）

- 夫婦の課題: 研究に対する理解、夫婦の時間の確保

- 研究者の課題: 帰国後のポジション、給料・研究費、研究関連イベント

- 配偶者の課題: キャリアプラン、語学

- 子供の課題: 出産、育児、教育　等

5

ケイロン・イニシアティブ紹介
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読売新聞 (4月2日夕刊) 日経新聞 (3月24日)

4月号 (無料特集記事)

日経ビジネス 
(3月27日)

世界で初めてのユニークな 
取り組みに対する期待

NHK News Web (12月14日)

研究者の家族に向けた 

外部連携
[研究者側との連携]

- 40カ国5500人の海外日本人研究者ネットワーク（UJA）
- 免疫アレルギー疾患研究次世代タスクフォース ENGAGE

- 発明塾®

- 各種民間の研究助成機関
- 各種学会　等
[家族・配偶者・子供・コミュニティ向けサービスとの連携]

- 海外・帰国子女向けオンライン家庭教師TCK

- 決済プラットフォーム MJCプロジェクト
- 各地域の日本人学校・補習校　等
今後、これらの取り組みを有機的につなげるだけでなく、連携に基づく様々なイベントも開催し、
研究者の家族をもっともっと応援していきます。 7

ケイロン・イニシアティブ紹介
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ケイロン  Cheirōn  Χείρων 
　女神ピリュラーと、馬に姿を変えたクロノスとの子。 
　世界に知を広めた半人半馬のケンタウロス族の賢者。 

ケイロン・イニシアチブ  
Cheiron Initiative 
　人と馬、異質なものが合わさることで、生み出された 
　ケイロンの知にinspireされ、「研究者の家族」とともに、 
　もともと研究を主体的に扱っていたもの-研究者、行政、 
　産業-と、これまで研究に主体的でなかったもの-家族、 
　市民、社会-をつなぎ、全ての人が一丸となって、研究の 
　知‒イノベーションを世界の未来とつなげたい。 

　ケイロン・イニシアチブは、 
　そんな思いを込めて名付けられました。

10

NPO法人ケイロン・ 
イニシアチブの始動

あなたも 
研究者のカゾクの一員
になりませんか？
NPO法人ケイロン・イニシアチブは、2030年に向けて世界が取り組む持続

可能な開発目標 (SDGs) の達成に向けて、将来的にサイエンス (SDG3,9)・

家族支援 (SDG4,5)・市民参画 (SDG8,17) 等に関する様々な事業を国内外に

わたって展開することで、広く日本を含めた国際社会に貢献していきます。
ビジョンを共有する新しい仲間、次世代を担う学生の方を募集しています。
また、当法人の目的に賛同し、活動を支援してくださる個人・団体・企業
の皆さまの参加・協賛・寄付をお待ちしております。

www.cheiron.jp

info@cheiron.jp 9
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UJAと活動を共にするアメリカ中⻄部の研究者団体の紹介 
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UJAと活動を共にするアメリカ中⻄部の研究者団体の紹介 

 
Indy Tomorrow はインディアナ在住の⽇

本⼈研究者により 2014 年に設⽴された研

究者組織です。会員はインディアナ⼤学、

パデュー⼤学、イーライ・リリー社などに

所属している研究者および学⽣であり、現

在の会員数は約 50 名で組織されています。

最⾼顧問は 2015 年よりノーベル化学賞受

賞者である根岸英⼀先⽣が就任されていま

す。 

 アメリカで国際的な研究競争に⽴ち向か

う⽇本⼈研究者をサポートするために研

究交流と情報交換に役⽴つイベントを企

画運営しています。 

  
 
 
 
 
 
 

コミュニティ紹介 
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UJAと活動を共にするアメリカ中⻄部の研究者団体の紹介 

 

UC-Tomorrow は、UJA 理事兼会⻑の

佐々⽊敦朗さんを中⼼に、シンシナテ

ィ⼤学およびシンシナティ⼩児病院医

療センターに所属する⽇本⼈研究者に

よって 2012 年 10 ⽉に結成されまし

た。活動の内容は、研究・⽣活など何

でも気軽にディスカッションや質問が

できるメーリングリストの運営のほか、

年数回の勉強会を開催したり、ソフト

ボール部やシンシナティ界隈のクラフ

トビールを楽しむ会など、メンバー内

の結びつきを強くするための課外活動

も⾏われてきました。シンシナティは

コンパクトな街ではありますが、現メンバーそして OB、OG あわせて 100 名近い⽅々

がこれまで会員として参加し、OB、OG の⽅々は⽇本、⽶国などで現在も活躍されて

います。年齢や肩書きを超えた、垣根のない繋がりの場を築き、みんなでシナジーを発

揮して、⽂化、スポーツの両⾯で歴史のあるシンシナティでの研究、⽣活をより実りの

多きものにすることをモットーとしています。 

  

コミュニティ紹介 
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UJAと活動を共にするアメリカ中⻄部の研究者団体の紹介 

 

ノースウエスタン⼤学⽇本⼈研究者の会について 
 

ノースウエスタン⼤学⽇本⼈研究者の会は 2018 年に海外⽇本⼈研究者ネットワーク

（UJA）に加盟いたしました。シカゴダウンタウンにあるノースウエスタン⼤学で研

究・仕事・学⽣をしている主に⽇本⼈から構成される会です。研究者のみならず、ロー

スクールの⽅々にも参加いただいています。また、最近では近隣のラッシュ⼤学やイリ

ノイ⼤学シカゴ校の⽅にも参加いただいています。⽉に 1 回程度集まり、⾃⼰紹介や

⾃⾝の研究等の発表をしていただき、その後の懇親会を通して情報交換をしています。

会を契機としてコラボレーション研究に⾄ることもあります。

https://www.facebook.com/groups/1077750522375096/?ref=bookmarks 
 
 
 
 
 
 

コミュニティ紹介 

https://nujra2020.wixsite.com//home
https://www.facebook.com/groups/1077750522375096/?ref=bookmarks
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過去の アメリカ中⻄部 Midwest Conference と優秀論⽂賞から注⽬されている研究紹介 

コミュニティ紹介 
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Japan	XR	Science	Forum	2020	in	US	Midwest	

〜Executive	Committee〜	

足立	剛也（Takeya	Adachi)	

フランス国立科学研究センター・ストラスブール大学/UJA 次期代表理事/Cheiron	Initiative 副理事長

貝沼	圭吾（Keigo	Kainuma）	

開業医院長/国立病院機構三重病院/元厚生労働省医系技官/Cheiron	Initiative 専務理事	

河野	龍義	 (Tatsuyoshi	Kono)	

インディアナ大学/UJA 理事/Eureka	Science	School 理事

北原	秀治（Shuji	Kitahara）	

東京女子医科大学/早稲田大学/UJA 理事/稲門医師会・稲門医学会理事	

久保田	恵里（Eri	Kubota）	

株式会社メディプロデュース/Cheiron	Initiative 外部顧問	

高田	望	(Nozomu	Takata)	

ノースウェスタン大学/UJA 会員/

ノースウェスタン大学日本人研究者の会	幹事/Japanese	Researchers	Crossing	in	Chicago	代表

枷場	博文	(Hirofumi	Hasaba)	

MPUF 代表/VR 法人 Hikky 顧問	

主催	

一般社団法人/米国 NPO 法人海外日本人研究者ネットワーク、NPO 法人ケイロン・イニシアチブ	

共催	

ノースウェスタン大学日本人研究者の会、Eureka	Science	School、日本医療研究開発機構

後援	

在シカゴ日本国総領事館、在日アメリカ大使館、科学技術振興機構	

XR	Partner	

VR 法人 HIKKY	

協力	

MPUF、株式会社メディプロデュース、一般社団法人 ASG-Keio、免疫アレルギー疾患研究 10 か年戦略次世代

タスクフォース ENGAGE、東京大学バーチャルリアリティ教育研究センター、

慶應義塾大学殿町タウンキャンパス、慶應義塾大学医学部体育会ヨット部、国立科学博物館	

連携団体	

ミシガン金曜会、UC-Tomorrow、Indy-Tomorrow

～Executive Committee～

足立 剛也 （Takeya Adachi）

フランス国立科学研究センター・ストラスブール大学/UJA次期代表理事/Cheiron Initiative副理事長

貝沼 圭吾 （Keigo Kainuma）

開業医院長/国立病院機構三重病院/元厚生労働省医系技官/Cheiron Initiative専務理事

河野 龍義 （Tatsuyoshi Kono）

インディアナ大学/UJA理事/Eureka Science School理事

北原 秀治 （Shuji Kitahara）

東京女子医科大学/早稲田大学/UJA理事/稲門医師会・稲門医学会理事

久保田 恵里 （Eri Kubota）

株式会社メディプロデュース/Cheiron Initiative外部顧問

高田 望 （Nozomu Takata）

ノースウェスタン大学/UJA会員/ノースウェスタン大学日本人研究者の会 幹事/Japanese Researchers Crossing in Chicago 代表

枷場 博文 （Hirofumi Hasaba）

MPUF代表/VR法人Hikky顧問

主催
一般社団法人/米国NPO法人海外日本人研究者ネットワーク、NPO法人ケイロン・イニシアチブ

共催
ノースウェスタン大学日本人研究者の会、Eureka Science School、日本医療研究開発機構

後援
在シカゴ日本国総領事館、在日アメリカ大使館、科学技術振興機構

XR Partner
VR法人HIKKY

協力
MPUF、株式会社メディプロデュース、一般社団法人ASG-Keio、免疫アレルギー疾患研究10か年戦略次世代

タスクフォースENGAGE、東京大学バーチャルリアリティ教育研究センター、
慶應義塾大学殿町タウンキャンパス、慶應義塾大学医学部体育会ヨット部、国立科学博物館

連携団体
ミシガン金曜会、UC-Tomorrow、Indy-Tomorrow

運営スタッフ
 ポスター責任者 : 渡邊雄一郎
 Hubs会場A : 片木宏昭、Taichi Yoshida
 Hubs会場B : 舘越勇輝、星野聡介
 Hubs会場C : 後藤昌英、金秀珉
 Hubs会場D : 渡邊雄一郎、畑本真吾
 Hubs会場E : 赤木紀之、藤田和奈
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                    Obara Accounting Office
       小原公認会計士事務所

                  小原万志 Kazushi (Yogi) Obara

CGMA グローバル勅許管理会計士 Chartered Global Management Accountant 
CPA 米国公認会計士 Certified Public Accountant 
CISA 公認情報システム監査人 Certified Information Systems Auditor 
CITP 公認情報技術プロフェッショナル Certified Information Technology Professional 

                          ＜総合サービス＞
世界第５位のBDO監査法人のアライアンス会計事務所（インディアナポリスに約２００人）と一緒にサービスを提供 

１ 監査、レビュー、コンピレーション　２ 法人・個人税務サービス　３ 経理事務サポート・コンサルティングサービス

 　                     Tel: 812-230-1067  
　                   E-mail: obaracpacisa@gmail.com

                  7089 Halifax Court, Avon, IN 46123
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Japan XR Science Forum 2020開催おめでとうございます

新型コロナウィルス（ＣＯＶＩＤ１９）によるパンデミックに伴い、これまでと全く異な
る生活様式に激変します。在宅勤務（テレワーク）、オンライン学習、行政サービスの電
子署名化などの利用が拡大します。実現するための必須条件はセキュリティの確保です。
情報通信セキュリティの根幹技術は暗号化と認証であり、両者に必要な乱数生成技術はア
ンカーとなる基盤技術です。

クァンタリオンは原子核の自然崩壊を利用した「物理的で人的制御が出来ない」、「管理
不要」、「重複しない鍵」の瞬時発行できるICを開発しました。遠隔で使用するIoT端末に
組込めば、End to Endの機器認証が強化でき、これまでの通信インフラにおいても安全・
安心なＩＣＴセキュリティ環境を構築できます。医療データやゲノムデータをUSBで安全
に保管できます。

株式会社 クァンタリオン
〒104-0042 東京都中央区入船1-6-3-105

電話番号 03-6280-8389
ホームページ https://www.quantaglion.com/     e-mail: tsuyuzaki.n@quantaglion.com
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   「人類がもつ免疫の力に貢献します。」

  私たちは免疫の力を数値化し
世界中に残されている健康問題の解決を目指します

イミュニティリサーチ株式会社
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館6階 goodoffice有楽町

http://imtr.jp/index.html

免疫チェック阻害剤関連の臨床効果判定に関する研究及びキット等の開発

免疫療法に関わる遺伝子解析等

新規免疫療法に関わる研究

医学研究受託・データベース事業

治療薬開発
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まだないくすりを

創るしごと。

世界には、まだ治せない病気があります。

世界には、まだ治せない病気とたたかう人たちがいます。

明日を変える－ 錠を創る。

アステラスの、しごとです。

明日は変えられる。
www.astellas.com/jp/ 

astellas 
アステラス製薬株式会社




