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1. ジョージア工科大学での研究活動 

本留学では、がん治療・がん予防に期待される物質について研究させて頂きました。背景として、

世界的にがん患者数は年々増加し治療法が探究されていますが、根本からの予防法は確立されておら

ず今後も開拓していく必要があります。そこで本研究では、図 1 のように中国の伝統的ハーブである

モクレンの樹皮から分離・精製されたホノキオール(C18H18O2)という天然化合物を用いた化学療法に

注目しました。ホノキオールは抗酸化作用、抗アポトーシス作用、抗炎症作用などの生理活性があり

炎症性疾患の治療に有効と報告されており、副作用や毒性も認められていないため、抗がん剤の臨床

候補として期待されます。作用機序は、炎症やがんの増殖、転移に関与するアポトーシス関連の分子

やサイトカイン、誘導性酵素、接着分子を阻害することにより NFkβ、STAT3、EGFR の転写因子経路

を間接的に標的とし阻害することが明らかにされています。また、抽出されたホノキオールの入手方

法は、モクレンから化学合成を行ってホノキオールを抽出する過程はジョージア工科大学では行えな

いためこの実験は不可能であるとされてきましたが、エモリー大学が提供して頂けるという話が進み、

抽出物と癌細胞に添加し培養する過程をジョージア工科大学にて今回実施することが出来ました。 

 

 

図 1. ホノキオールの抽出方法 

 

ここで本研究の目的は、白血病細胞株である K562 株に対する 3 次元培養下でのホノキオールの影響

を明らかにすることです。2 次元培養ではなく、3 次元培養下で実施することでよりヒト組織に近い

3D 白血病モデルを用いてホノキオールの影響を調べることができます。骨髄に近い材質でありミク

ロ相分離構造と抗血栓性を有する、ポリウレタンの scaffolds を well-plates に置き 3 次元培養を実施し

ました。実験方法は、培養のセットアップと培養後の実験を繰り返し行いました。3 日かけて K562 株

が 20 億個以上になるまで培養し、その後 scaffolds を足場に K562 株を撒き、ホノキオールを 10mM

添加し、培地は 10%の FBS を含む RPMI 培地を用いて培養しました。ホノキオールを添加したもの

と K562 株のみの二つの well-plates を用意して、3 日に 1 回培地の交換を行うと同時に ATP 量の測定

と細胞数のカウントを行いました。これらの実験を、メンターは方針を話し合った後、全ての過程を



信頼し任せて頂いたことで、自分

から提案することができました。

発案したものの一つとして、3 次

元培養を行うことが出来るとい

うことで、白血病モデルに近い点

だけでなく、今まで未解明であっ

たものを解明出来ればより説得

力のある結果が得られるのでは

ないか、と以下のような仮説をメ

ンターに提案しました。図 2 に示

すように、これまで解明されたが

ん細胞におけるホノキオールの

分子メカニズムでは、乳がんにお

いてEGFRの発現またはリン酸化

のいずれかを阻害することにより、EGFR 経路を阻害することが既に実証されています。また、STAT3

は肺癌や肝細胞癌におけるホノキオールの標的と示唆されていて、ホノキオールが STAT3 のリン酸

化を阻害し、STAT3 のノックダウンが肺癌細胞におけるホノキオールの抗がん作用や抗転移作用を無

効化すると報告されています。一方、癌細胞の増殖や転移に起因する ROS はミトコンドリアの好機

呼吸の副産物として生成され、ホノキオールを用いたミトコンドリア機能及び細胞内生体エネルギー

のターゲティングは進行性や転移癌の予防や治療に有効な方法であると考えられます。しかし、ミト

コンドリア機能におけるホノキオールの影響は未だ明らかにされていないと報告されています。従っ

て、本研究ではホノキオールがミトコンドリア機能を阻害し STAT3 依存的にアポトーシスを誘導す

ることを仮定し、ホノキオールの影響を明らかにしました。 

ここで、ホノキオールを K562 細胞に添加したものをHonokiol + K562と称します。培養開始から 0

日、3 日後、6 日後、9 日後のHonokiol + K562、K562 細胞単体のそれぞれの ATP 測定量、A/D の細

胞数を比較しました。これらの実験結果から、ATP 量は、Honokiol + K562が K562 細胞単体と比較し

て、低い値を示し、日数の経過に対する低下率が大きく見られました。また、A/D の細胞数は、K562

細胞単体と比較して、Honokiol + K562の方が細胞数全体に対する細胞死量が高い値を示しました。

また、ATP 量、A/D の細胞数ともに、Honokiol + K562と K562 の間に有意差が見られました。従っ

て、ホノキオール添加により、がん細胞数の生存率は減少する傾向にあり、ATP 量は低下したといえ

ます。このように 3 次元培養下による実験から、ホノキオールはがん細胞の生存率に影響を与えたこ

とが明らかにされたため、抗がん剤の臨床候補として期待されます。しかし、癌細胞の増殖や転移過

程においてのホノキオールの影響については未だ明らかではないため、今後の課題であると示唆され

ます。 

 

図 2. 癌細胞の増殖・転移に対するホノキオール添加の影響 



2. 研究活動における日米の違い 

 私は留学時、学部 4 年生だったので卒業論文等を終えてすぐの渡米でした。本来は学部 2、3 年生

向けのプログラムであるため、研究というものを初めて学べる魅力的な機会であると思います。です

が、この時期の留学でしか得られなかったものがあると強く信じています。学部 4 年生で研究経験を

得た後でのこのリサーチインターンだからこそ、日常生活や専門的な研究の会話等を通じて、海外の

研究、そして学生の姿勢や価値観の違いをより身に染みて感じることが出来ました。 

アメリカのラボに入って研究をさせてもらえたことで、留学前と比べて、二つの意味で私の中で今

後の進路や長期的目標へ視野が確実に広がったと実感しています。一つ目に、やはりアメリカの研究

と日本の研究の違いを、留学開始から常に考えて過ごせたということです。まず、目に見える違いは、

ラボ同士の距離です。Sakis lab は PI と Ph.D. student 2 人、学部生 1 人というかなり人数の少ないラボ

でした。けれど、ラボのある EBB building が青い壁のみでラボ同士が仕切られているため、ラボ間の

行き来のしやすい環境だったことが私には幸運に働きました。となりの Roy lab の Ph.D. student の

方々と、日本からのお土産としておにぎりせんべいを持って行ったことをきっかけに、毎日何気ない

会話からラボ事情や進路に関する話まで話すようになりました。私の研究について、“私も抗がん作

用のある物質の研究をしているから今度実験を見てもいい？”、“以前はジョージア工科大学ではその

実験は不可能とされていて僕は諦めた研究だったから是非今後の進捗を教えてほしい”、などのやり

取りが生まれ、ラボ間を超えて研究を共に進められている実感した瞬間でした。 

 

二つ目に、PI と Ph.D. student の間で、研究指針について話す機会は日本の私の研究室に比べると少

なく感じました。ラボディナーの予定を私のために計画して頂いたとても気さくな PI でしたが、研

究に関しては Ph.D. student 各自で進め、大学院卒業後の進路に向け着々と準備していました。日本の

大学院とは異なり、海外の大学院では PI が院生に給料を支払う制度が一般的です。院生にとって有

難い制度ではありますが、私のメンター含め、給料に見合った研究をしなければという強い意志と責

任感をラボメンバーから感じました。そのおかげか、Ph.D. student 同士では、ラボ間を超えて奨学金

の話や就職先について情報交換を頻繁にしていて、戦友のような雰囲気が漂っていて、私は個人的に

居心地が良く感じられました。 

 

図 3. Lab menber 

左から Alejandro, 私, PJ(mentor) 図 4. Roy lab menber 



3. 米国の文化・生活面での発見・苦労等 

 まず、留学で感じた発見についてです。 

 

私が留学に行く際にお世話になった教授の言葉で、心に響いたものがあります。教授に、“君はな

ぜ留学に行きたいと思うの？なぜ海外である必要があるの？”と問われました。そして、教授は“私は

海外にいたことがあるからこその一意見だけれど、海外と日本の違いなど人から聞いた話なら調べれ

ば分かる。けれど、現地に自分の身を置くことでしか肌で感じられない何かがあった”と仰っていま

した。そこで、現地で感じ取る何かを自分で知りたいと思い、その言葉を念頭に渡米しました。ここ

では、調べても本やネットには載っていない、私が現地で感じ取ったものについて大学、観光に分け

て書きます。以下、ジョージア工科大学を Georgia Tech と称します。 

大学では、様々なイベントに参加して数多くの Georgia Tech 日本人

留学生と知り合うことができました。そこで現地の学生と親しくな

り、Aerospace のラボ案内をしてもらう機会がありました。その際、

アメリカの航空系ラボと国籍との深い結び付きを目の当たりにしま

した。図 5 のような紙がいたるところに張られていました。軍事機密

のため、たとえ現地の学生であってもアメリカ国籍でないとラボに立

ち入ることもできない、という意味の張り紙です。Georgia Tech は航

空部門で米国 2 位とされるため、多くの海外留学生がアメリカのラボ

に入ることを夢見て留学します。けれど現状、日本人を含め、その他

アメリカ国籍のない留学生は入ることのできるラボは非常に限られ

ていました。アメリカは銃社会で治安が悪いため大学内に警察がいる

ように、こういった知的財産や軍事機密へのリスク管理も非常に厳重

である、と知りました。 

 

観光では、到着翌日にアトランタの人権に関わる博物館に訪れまし

た(図 6)。黒人への人権を守り、人種差別撤廃を目的として設立され

たものでした。けれど、博物館を回るにつれて見えてきたのは、私た

ちを除いて黒人以外の人に出会わなかった、ということです。また、

私自身も、同じようなことをレストランで経験しました。日本人 5 人

でレストランに行った際、もう満席だと入店を断られた後、5 人の白

人客は予約なしに入店できていました。やはり、国際色豊かなアメリ

カでも、人種問題は根強く残っているのだなと実感しました。改めて、

日本を振り返ってみると、日本にも歴史からくる人種差別は未だ少な

からず残っています。 

これから若い世代の私たちが、少しでも芸術やスポーツを始め技術

をも尊重し合えることで、この根強く残る人種や国籍問題を改善して

いけたらと思いました。 

 

図 5. US 国籍 only の張り紙 

図 6. National Center for Civil 

and Human Rights museum 



次に、この留学で経験した苦労、そこから得られたものを述べさせて頂きます。 

 

学部 4 年生であったため、卒論を終えた Team2 として 2 人での渡米予定でした。けれど、ビザ発行

遅延など諸事情により 1 週間遅れ、Team1 の 1 カ月経過時点に 1 人で渡米となりました。結果、渡米

後直ぐ、研究成果報告を兼ねた中谷 Symposium のポスターセッションに向け、通常 1 カ月で作り上

げるポスターを、渡米後 1 週間で完成させるという状況下に置かれました。現地に慣れる間もなく次

の日からラボに通い、その上専攻とは異なる生物分野の研究計画を立てるという、怒涛のような日々

が始まりました。けれど、この機会は、米国人、在アトランタの日本人、学生・研究者・経営者、自

分の専門の人・それ以外の人(文系の方も含め)と様々な方から質問を受け、交流のできる非常に貴重

な場であり、是非参加したいと自ら希望し、その場に相応しいポスターを仕上げたいと決意しました。 

 

そこで、私の常に人生の軸としている、“何事も最後まで諦めない”を貫くことを決意しました。短

期間で作り上げるものは、通常 1 カ月で作るものと同等のものなど作れるはずがない、と妥協するこ

とが自分の中で納得出来ず、まず生物・医学知識を論文、医学書等々を借りて基礎知識を身に付けま

した。同時に、研究内容・計画、何が新規性となり、どのような結果を得ることで何が明らかにされ

るのかをメンターと議論し合いながら、ポスター作成を進めました。これらは、メンターとの信頼関

係があったからこそ成し遂げられた結果であると思います。去年の夏から、メンターが忙しい時間を

割いてくれ、頻繁に連絡をとり、blue jeans 等でリモートリサーチを行いました。期間が短くなったこ

とにより研究内容は変更になりましたが、様々な個人的相談にも載って頂き支えてもらい、私にとっ

ては最高のメンターでした。渡米前から築かれた関係があったからこそ、現地でも同じ目標に向かっ

て諦めず突き進めたと、確信しています。そして無事、納得のいくポスターを完成させ、Georgia Tech

の方からそれらの過程と成果が評価され、幸運にもインタビューに推薦して頂きました。 

これは、メンター、Soojung をはじめ Georgia Tech からのサポート、中谷財団の小川さん、中谷の

仲間、全ての方々なくしては成し遂げられなかったものでした。多くの障壁を前に、心が折れそうな

時も中谷の仲間がいつも親身になって、支えてくれたことにも心から感謝しています。今後も様々な

局面で支え合える、かけがえのない仲間が出来たと私は思っています。 

 

図 7. Interview 

Home Page | Coulter Department of Biomedical Engineering (gatech.edu)より 

https://bme.gatech.edu/bme/


4. 本プログラムに参加の成果・意義 

この留学の意義は、将来への展望、人との繋がりそしてアメリカで過ごす日常の全てです。 

 

私の長期的目標は、有人宇宙探査、主に火星移住計画に携わることです。15 歳の頃に、フロリダの

ケネディースペースセンターを訪れたことをきっかけに、アメリカでの研究開発に深く興味がありま

した。未だ、日本では宇宙開発の人類へのリターンがすぐ返ってくるものではないという考えから、

宇宙開発関連のモノ作りを行っている多くの企業は、主な売り上げを別のモノで供給しながら、宇宙

探査はコストに余裕があればという存在になっています。けれど、宇宙探査というのは、未知の世界

を知ること自体が目的ではなく、いずれ人間が住む世界のための宇宙開発だと私は考えています。故

に、火星移住などを含む有人での宇宙探査こそが、より宇宙を身近な未来の存在として認識できると

思います。火星を含む有人宇宙滞在では、火星から帰還する際の燃料と人体が問題となります。ロケ

ット自体では、機体構造の簡略化や部品点数の削減、燃料等工学的な課題があります。一方、重力環

境が地球と異なるため、人体には宇宙放射線による影響や筋委縮の問題があります。 

これらに対する解決策を理学・工学の双方を融合

して考えることは地上での研究開発、有人宇宙滞在

技術を前進させます。幸いなことに、この留学で、生

物系のラボで研究をさせて頂く機会に恵まれまし

た。日本の大学での専攻は機械工学であり、私の研究

室は炭素繊維の強度評価や月面ローバーの研究をし

ている工学系の研究室です。そのため、留学先の tissue 

engineering を扱うラボでの wet な研究経験は初めて

でした。そこで、最も実感したことは、工学と理学の

プロジェクトの立て方の方向性の違いでした。これ

は国の違いによるものではありませんが、私の中で

は大きく考え方が変わった、是非今後に活かしていきたいと思える経験でした。工学はモノ作りから

遡っていま何が必要か、いまある技術をどう改善し何が実用性のあるものなのか選択します。それに

対し、理学は基礎研究が先にあり、ほしいデータであれ、そうでないデータであれ、いずれ応用や臨

床へと繋がるという可能性に向けて準備を重ねます。ラボメンバーと宇宙生体医工学について話す中

で、“環境がヒトに与える影響は medical science でもかなり未知な分野だから、宇宙環境がヒトに与

える影響を調べることは、地球人のための宇宙医学にもなるね”、などと面白い視点も得られました。 

人が生きやすい環境を作るために、理学・工学がプロジェクトの方向性は異なったとしても同じ有

人宇宙探査実現という目標のために、共同で研究開発が出来るようになれば飛躍的に進歩すると私は

思います。今回の留学を通して、理学の研究を学べたからこそ工学分野にいる自分にとって、二つを

繋げられる立場になりたいと強く思いました。留学前と比べ、進路や展望への視野が想像していた以

上に広がり、国籍を超え、有人宇宙探査のため工学・理学の架け橋となるグローバルエンジニアを志

す糧となった、素晴らしい留学でした。 

 

 

図 8. 火星移住計画 



もう一つの意義は、アメリカでの日常と、何ものにもかえがたい人との繋がりです。アメリカとい

う非日常の環境で、朝から夜まで研究室に通い、ホテルに帰り友達と晩御飯を作ることが日常でした。

その何気ない日常の日々が、今でも心に残る記憶となっていて、ホテルや街、レストランで出会う人

との会話や雰囲気は、次第にアメリカでの居心地の良さへと変わり、慣れない環境に順応していく自

信になっていました。その日常の中で、得た最も貴重なものは、5. この留学を終えてで述べることと

なりますが、人との出会いであったと思います。この留学での出会いは、今後どのような楽しい観光

をしたとしても得られないだろう。そして大学から大学院へと移行していくこの時期だからこそ得ら

れた、その出会いは私の人生を変えるものの一つとなると信じています。 

 

 

5. この留学を終えて 

 私は RIES2020 として 2020 年夏渡米予定でしたが、コロナ渦による延期を重ね、二年の時を経て、

今春 RIES2021 のメンバーと共に渡米することができました。この二年間という期間は決して短いも

のではありませんでしたが、だからこそ出会えた人との繋がりがありました。今でも、夢について語

り合い、度々集まりたいと話す、RIES2020 メンバーとの素晴らしい出会いに恵まれました。同じ志

をもつメンバーが一人、また一人と留学メンバーが減っていくことは、寂しく心細くもありました。

けれど、本来 12 人と知り合えたものが、留学を経て新しい RIES2021 メンバーが増え、人生において

より多くの大切な仲間に出会うことができました。 

 この留学は、中谷財団、ジョージア工科大学、同志社大学、ジャパンスタディツアーの全ての方々

に支えられてこそ実現したものだと、深く感謝しています。特に、イレギュラーな状況下にも関わら

ず、2 年にわたりサポートして頂いた、中谷財団の小川さん、ジョージア工科大学の高山先生、Soojung、

Nicole、お世話になったラボメンターや PI、プログラム関係者の全ての方々に、厚く感謝申し上げま

す。私の進路や展望に大きく影響を与えた、本当に貴重な経験をさせて頂きました。 

 この留学を終えて、様々な意味で充実した留学だったと感じられるのは、まぎれもなく、中谷 RIES

メンバー、現地で出会った日本人、ラボメンバー含むジョージア工科大学の学生のおかげであり、こ

れらの出会いには感謝してもしきれません。次の今後の展望へと、かけがえのない人との繋がりを大

切にして、留学で得た視野を糧に私が目指す長期的目標に近づいていきたいと強く願っています。 

図 9. 中谷メンバーがしてくれた卒業祝い 

この上なく嬉しかったです 

図 10. MLB (Atlanta Braves) 

写真左から Team2 メンバー、現地の Aerospace 学生 


