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プログラム

7:50 オンライン開場
8:00 開会

来賓メッセージ読み上げ
来賓祝辞
記念写真撮影など
論文賞受賞者による講演 (前半)

Speaker 1：長井 淳 (南カリフォルニア) 分野005
Speaker 2：苅郷友美 (南カリフォルニア) 分野005
Speaker 3：宮川和晃 (インディアナ) 分野001
Speaker 4：田村 光 (インディアナ) 分野006
Speaker 5：武藤朋也 (シンシナティ) 分野002

9:00 10分休憩
9:10 特別賞の紹介

論文賞受賞者による講演 (後半)
Speaker 6：小野 和也 (イリノイ) 分野003
Speaker 7：塚本翔大 (イリノイ) 分野006
Speaker 8：今里和樹 (イリノイ) 分野007
Speaker 9：北本 祥 (ミシガン) 分野004

9:52 閉会の挨拶
Zoomによる打ち上げ

●開催日時
アメリカ 東部時間2021/4/10(土) 19:00-21:00
中部時間 18:00-20:00
西部時間 16:00-18:00
日本時間 2021/4/11(日) 08:00-10:00
ヨーロッパ時間 2021/4/11(日) 02:00-04:00

●オンライン開催
※開始 10 分前から接続が可能です。
※Zoom 接続後に表記名を「お名前(所属)」へ変更をお願い
致します。



受賞講演
演者紹介

主催
海外日本人研究者ネットワーク(UJA)

共催

NPO法人 Cheiron Initiative

スポンサー

インディアナ州日本人会(IJC)
小原会計士事務所

Eureka Science School

協力

在日本国シカゴ総領事館
国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 

実験医学(羊土社)
デトロイト商工会

株式会社メディプロデュース
Indy Tomorrow 

NUJRA
ミシガン金曜会
UC-Tomorrow
コミュニティ連絡会



長井 淳

Hyperactivity with disrupted attention 
by activation of an astrocyte 

synaptogenic cue. 

論文の概要：
アストロサイトによる精神・神経疾
患の制御機構の解明

受賞コメント：

このような素晴らしい賞をいただき光栄です。私が情熱を傾ける脳科学は己を知る科学で
あり、もたらすインパクトは基礎科学、創薬、臨床のみならず、哲学、教育、社会、法規制

にまで及びます。私個人としては基礎メカニズムを明かして疾患診断・治療に貢献すること
が目的です。しかし少し人とは違った視点で研究をしていきたいと思い、留学で新しい技
術かつ新しい研究対象に挑戦しました。脳の半分以上は神経細胞ではないグリアという細

胞種で占められ、そのうち一番数が多いのがアストロサイトです。今回の研究はアストロサ
イトがニューロンをコントロールしていること、そのコントロールがひとたび異常をきたすと
ADHD様の行動異常がマウスにあらわれること、さらにはそのアストロサイトシグナルを標
的とした薬剤治療の方法を提案したことが大きな新規性と考えております。アストロサイト
をはじめとしたグリアは、生物の進化と共に生まれ、増えてきた細胞です。今後は、「私た

ちはなぜグリアをもつ脳をもつに至ったか」をコアの課題として、研究を進めていきます。ひ
いては人工知能や医療に貢献できることが目標です。本受賞を励みにして、私の研究室
でメンバーと共に研究に取り組んでいきます。

論文に関するエピソード：

留学して半年、当初メインとしていたプロジェクトは、煮詰まっていました。毎週のミーティン
グで、同僚がエキサイティングなデータを発表する中、半年間これといったデータがないと

いうのは非常にプレッシャーでした。この留学は、失敗なのか？ロサンゼルスの上空に交
錯して残る多くの飛行機雲を眺めながら、あのどれかに乗ってしまえば、家族の居る日本
に帰れるんだ…なんどそう思ったか分かりません。そんな頃に、PIの指示を待っていては
いけないと実験アイデアを練り、同僚のサンプルを貰って、とりあえずやってみよう、から始
まったプロジェクトが、（続きはWebサイトをご覧ください）

所属：理化学研究所

Cell

研究分野：生物学



苅郷 友美

Distinct hypothalamic control of 
same- and opposite-sex mounting 

behaviour in mice

論文の概要：
攻撃と交尾－相反する情動状態
を制御する神経回路の解明

受賞コメント：
この度はUJA論文賞を頂き大変光栄です。この研究は留学開始からアクセプトまで5年半
という長い時間を費やした仕事であり、本論文にこのような評価を頂き大変嬉しく思ってお
ります。 情動は我々の日々を彩る無くてはならない現象ですが、その制御機構の全貌は

未だ明らかではありません。本論文では、情動が脳内で制御される仕組みの一端を明ら
かにしました。さらに、私の小さなころからの夢「動物が何を考えているのかを知りたい」に

少し近づくことができました。本研究が、さらなる情動を制御する脳内機構の解明や、将来
的に情動制御障害を伴う精神疾患等の理解に繋がることを願っています。 留学をする際、
大学院時代に用いていた魚からマウスへと実験動物を変え、神経科学分野内での分野も
少し変え、マウスの扱い方や基本的な手法を学ぶところからスタートすることとなりました。
留学開始当初は学ぶべきことの多さに圧倒されていましたが、研究の過程で多くの人に出

会い、彼らを通して幅広いトピックについて学ぶことができ、非常に充実した日々でした。
本研究は彼らとの出会いや共同研究なくしては実現不可能であり、素晴らしい仕事仲間・
環境に恵まれていると実感しています。論文賞の運営に携わる皆様、サポートしてくださっ
たDr. Anderson、共著者の皆様ならびにAnderson Labメンバーに心から感謝申し上げま
す。

論文に関するエピソード：

本論文のキーになったのは、視覚的には同じに見えるマウスの行動が、行動中の音声コ
ミュニケーションの有無で２つの異なる情動を反映する行動へと分離することができるとい
う発見でした。 マウスが超音波領域の発声を用いてコミュニケーションをとることは以前か
ら知られていますが、我々人間には聞こえない、 、（続きはWebサイトをご覧ください）

所属：カリフォルニア工科大学

Nature

研究分野：生物学



宮川 和晃

Osteoclast-derived IGF1 is required 
for pagetic lesion formation in vivo

論文の概要：
破骨細胞由来IGF1はPaget’s病
の骨病変形成や成人の骨量維持
に必要であることを発見

受賞コメント：
この度は栄誉あるUJA論文賞を私に授与してくださり、大変嬉しく思っており
ます。UJAのDirector・審査員の先生方には感謝申し上げます。この論文が
Electronic publicationされた頃に帰国となりましたが、留学で得た知識・経験
が大きな糧になっていることは日本で研究活動をしていても常々深く感じてい
ます。懇切丁寧にご指導くださりました栗原徳善教授・G.D.Roodman教授、
そして苦しい時にはいつも助けてくれたラボメンバーやIUPUIの仲間には心よ
り感謝申し上げます。

論文に関するエピソード：
骨パジェット病は中年以降において局所性に骨病変の出現を認める疾患で、
これは病態モデルであるMVNPマウスも同様です。本論文はMVNPマウスの
病的な破骨細胞からIGF1をノックアウトした場合に骨病変が出現するかどう
かを明らかにすることが主たる目的だったので、12ヶ月齢以上のマウスを用
いて解析しないといけないという苦労がありました。幸いな事に、留学して１
年半を経過した頃よりマウスの表現型を確定させることができたことが今回
の論文発表に繋がりました。

所属：インディアナ大学

JCI insight

研究分野：医歯薬学



田村 光

Phase Matching in Lower Dimensions

論文の概要：
冷却単一原子アレーからの集団
放射

受賞コメント：
この度は論文賞をいただき大変嬉しく思います。賞について教えて下さった
古屋圭一朗さんをはじめ、審査等を行っていただいた先生方に感謝申し上げ
ます。この受賞を励みにより一層精進して参ります。

論文に関するエピソード：
本研究での実験構成や成果は、実験開始当初に予想していたもの以上とな
りました。これも毎日のミィーティングや、夜遅くまで実験を共に行っていた共
著者の苦労があったからだと思います。渡米してから結果が出るまで不安な
気持ちではあったため、実験結果が見えた時には非常に嬉しかったのを覚え
ています。実験結果を得てからも予想外の結果を説明するモデルの構築や
論文の執筆に興奮しながら取り組んでいたのは今となっては良い思い出です。

所属：パデュー大学

Physical Review Letters

研究分野：物理学（実験）



武藤 朋也

Adaptive response to inflammation contributes to 
sustained myelopoiesis and confers a competitive 

advantage in myelodysplastic syndrome HSCs

論文の概要：
炎症性微小環境から迫った骨髄
異形成症候群幹細胞増殖におけ
る新規メカニズムの発見

受賞コメント：
留学の思い出がまた一つ増えて嬉しく思います。

論文に関するエピソード：
実験を進める最中、施設内でマウス肝炎ウイルスの感染が拡がってしまい、
マウスを大量にsacrificeしなくてはならなくなりました。頑張って仕込んだ実験
もおじゃんになり絶望的な状態でした。起きてしまったものは仕方ないと気持
ちを無理矢理切り替え、他のプロジェクトにその分集中するなど、なんとか時
間を有効に使おうと思いました。感染したマウスのlineはRederivationを行わ
なくてはならなかったため、もとの状態に戻るまで1年半程度時間がかかりま
した。少しずつ実験を再開し、なんとか帰国3か月前にNat Immunolに論文投
稿できましたが、「5年留学して、論文なしで帰国か、、、」とやや沈んでいまし
た。すると投稿わずか3週で返信が来て、Reviewerの要求も非常にmildでし
た。その3週後には再投稿し、最終的には初回投稿から2カ月程度で論文受
理の知らせを受け取ることができました。Journalのrankを考えるとラッキー
だったと思います。ただ振り返ってみると、マウス肝炎ウイルスが出た時に、
途中で実験を投げ出さなかったことが最後には身を結んだわけです。自分に
できることを粛々と進める大切さを学んだ留学の5年間でした。

所属：
シンシナティ小児病院医療センター

Nature Immunology

研究分野：医歯薬学



小野和也

Retinoic acid degradation shapes zonal 
development of vestibular organs and 

sensitivity to transient linear accelerations

論文の概要：
レチノイン酸の分解による内耳前
庭器官の局所パターニングと加
加速度への感受性の形成

受賞コメント：
今回の論文は現在の所属先であるシカゴ大学における成果ではなく、メリー
ランド州にあるNIHで6年間研究を続けて得られたものになります。この論文
を書くのに苦労の連続でしたが、優秀賞という名誉ある賞を頂くことができ、
非常に光栄で報われた思いです。また、自分の研究内容を日本の研究者や
一般の方に知ってもらう機会がなかったため、この賞が良いきっかけになれ
ばと思っております。これを機に初心に帰り、シカゴでも良い成果をあげれる
よう頑張ろうという気持ちです。

論文に関するエピソード：
前任のポスドクが論文の種となる表現系を既に確認していたのだが、何故か
再現性がなく、後任の私がプロジェクトの一つとして調べてみることになった。
その結果、表現系が問題なく出て、大きなプロジェクトへと発展していった経
緯がある。恐らくマウスのstrainにより変わってくるものと考えられるが、良い
プロジェクトに携われるかの運も非常に重要であると感じた瞬間である。実際、
ボスは研究者として成功するには１）hardworking、２）smart、３）luckの内2
つが必要と言っていたのを良く覚えており、私はhardworkingとluckでこの論
文を仕上げられたと実感している。

所属：シカゴ大学

Nature Communications

研究分野：医歯薬学



塚本 翔大

Catalytic Dehydrogenative Cyclization of 
o-Teraryls under pH-Neutral and 

Oxidant-Free Conditions

論文の概要：
酸・酸化剤フリーで進行する脱水
素環化触媒反応の開発

受賞コメント：
この度はUJA論文賞を賜りまして、大変光栄です。博士研究を支えてくれた
指導教官には感謝の念に耐えません。これからも良い成果を出せるように、
今回の受賞を励みにして引き続き精進します。

論文に関するエピソード：
良い結果が出るまでに1000回くらいは実験したので、根気強さはとても重要
でした。また、最終的に論文は指導教官と共に共責任著者として発表したの
ですが、最初は責任著者については断られていました。私の場合は研究の
構想から実験まで一人で行ったので、研究に対する自分の貢献度が高いこと
を指導教員に冷静に伝えることで、何とかOKをもらいました。責任著者として
の実績は研究者としての独立性をアピールする良い材料になるので、交渉す
る価値はあると思います。

所属：シカゴ大学

Angewandte Chemie International Edition

研究分野：化学



今里 和樹

Exceptional thermoelectric 
performance in Mg3Sb0.6Bi1.4 for 

low-grade waste heat recovery

論文の概要：
高効率N型熱電材料Mg3Sb0.6Bi1.4
の発見

受賞コメント：
この度は論文賞をいただきたいへん光栄です。今回のUJA論文賞を運営、審
査いただいた先生方に感謝を申し上げます。今回の論文は私がアメリカで博
士号取得を目指す過程で大きな一歩となった論文です。まだまだ熱電材料の
実用化にはやらなければならないことがたくさんあります。その中でも非常に
注目されている材料系で高い性能を実現できたのは研究を行う中で非常に
Excitingな経験でした。この論文の内容も含めて今年の１月には無事博士号
を取得することができました。これからも支えてくださった皆さんへの感謝を忘
れずに精進していきたいと思います。

論文に関するエピソード：
今回の論文のもともとのアイデアは教授とランチライムにしていた何気ない
ディスカッションから生まれたものでした。人とのかかわり合いから新しいもの
を生み出せる研究の楽しさを改めて感じました。反対に論文の発表後すぐに
似た内容の論文が有名雑誌に掲載されたので、最先端を行く研究者の激し
い競争も身をもって教えてもらいました。

所属：ノースウェスタン大学

Energy & Environmental Science

研究分野：材料工学



北本 祥

The Intermucosal Connection between 
the Mouth and Gut in Commensal 

Pathobiont-Driven Colitis

論文の概要：
口-腸粘膜免疫のクロストークから
紐解く腸炎増悪メカニズム

受賞コメント：
この度は、優秀論文賞という栄誉ある賞を授与していただき誠に有難うございます。複雑
に絡み合う全身性の粘膜免疫機構の新たな一面を明らかでき、今後の臨床応用にも繋が

る重要な研究成果を挙げられたことを嬉しく思っております。ご指導いただいた鎌田先生
や各方面からサポートいただいた共同研究者、及びスタッフの皆様、そして論文を高く評
価してくださった審査員やUJAの運営委員の先生方には、この場をお借りして御礼申し上
げます。この受賞を励みにして、引き続き研究に邁進していきたいと思います。

論文に関するエピソード：
本研究は渡米1年目に開始したプロジェクトの一つです。口と腸の臓器連関に着目した
チャレンジングな研究で、それまで膵臓などの消化器を中心に研究をしてきた私には当初

は分からないことばかりでした。使用する研究手技も特殊なもので実験器具を自作すると
ころから始まりました。不安だらけのスタートでしたが、素晴らしい共同研究者の先生方や
優秀なスタッフのサポートのおかげで、一歩ずつ着実に研究を進めることができました。最

後のリバイス実験の段階では、コロナ禍による大学閉鎖や各種規制が重なり、最後まで心
配事はつきませんでしたが、6年の歳月を費やした本研究がCell誌に正式にアクセプトさ
れた時は、嬉しさと共に安堵したのを覚えています。本研究を通して、新たな研究領域を
切り拓くような挑戦的な研究をする上で、分野を異にする研究者達が協力することが如何
に重要であるかを学びました。引き続き、病に苦しむ患者を救う一助になれるよう、様々な

専門性をもつ研究者の先生方と協力し合いながら、サイエンスを楽しんでいきたいと思い
ます。

所属：
University of Michigan Medical School

Cell

研究分野：医歯薬学



インディアナ日本人会として２０１５年から微力ではありますが、支援させていただいている論文賞も
今回で６回目となりました。
論文賞を受賞される皆様に心よりお祝い申し上げます。誠におめでとうございます。
私も共著者として論文掲載した経験がありますが、非常に大変でした。そのようなことを、第一著者と
して、しかも環境や文化が異なる海外で成し遂げたことは非常に素晴らしいと思います。
本来は毎年３月に実施している、インディアナ日本人会の総会で、表彰式をさせて頂く予定でしたが、
残念ながらコロナ禍の中、今年も昨年に続き中止となってしまいました。
今回、リモートでの表彰式を開催いただき、関係者の皆様に感謝いたします。
最後に、サイエンスに携わっている皆様の成果の一つである論文がこのような形で評価され、今回の
論文賞を受賞されたことを励みに、今後益々ご活躍されることを祈念いたしましてお祝いの言葉とさ
せていただきます。

2021 年UJA論⽂賞を受賞されました研究者の皆様、おめでとうございます。日本デトロイト

商工会基金は、ミシガン州所在の教育団体をはじめとする非営利団体の活動を20年以上
に亘って支援してきておりますが、この度はミシガン金曜会も論⽂賞を受賞されたことを大

変嬉しく思います。留学中の研究者の成果に光を当て情報発信をされているUJA関係者の
ご尽力に敬意を表しますと共に、当基金のミシガン金曜会への支援がUJAの活動にも寄与
することを願っております。

UJA論文賞授賞式の開催と、栄えあるUJA論文賞を受賞される皆さまに、心よりお祝いを
申し上げます。世界を舞台に活躍する研究者の皆さまにおかれましては、物理的移動が制
限される昨今の状況は強い逆風かと存じます。そのような条件にも関わらず、独創的かつ
有益な研究成果を挙げられたことに深く敬意を表します。
受賞者のみなさまには、この度の受賞を誇りとしてさらに邁進されることをお祈り申し上げ
ます。またこのようなオンラインで、論文賞という形で若手研究者を応援できるプラット
フォームが備えられていることは、科学の進展にとってたいへん重要なことと存じます。
UJA論文賞のますますのご発展を期待しております。

インディアナ日本人会
城口 信之 様

デトロイト日本
商工会基金
岩附龍矢 様

実験医学編集部 様

祝辞

受賞者の皆様、この度は誠におめでとうございます。
日本とは異なる研究・生活環境や昨年からのコロナによる様々な制約にも拘わらず、研究に打ち込ま
れたことに心から敬意を表するとともに、その日々の成果がこのような形で認められたことに、心から
お喜び申し上げます。
また、昨年に続くオンラインでの論文賞実現に尽力されたUJA及びケイロン・イニシアティブ関係者と
審査員の皆様の熱意，インディアナ日本人会の貴重な協力に深く御礼申し上げます。
今日(こんにち)、コロナ禍を経験した我々は、科学の進歩に向けた不断の努力と国境を越えた叡智の
結集の大切さについて、改めて認識を深めています。
海外で活躍する若手研究者の皆様が，今回の栄えある受賞を励みとして，それぞれの分野で益々研
究に邁進され、一層の飛躍を遂げられるよう心から応援しています。

在シカゴ日本国総領事
岡田健一 様

UJA論文賞受賞者の皆さま、おめでとうございます。それぞれの分野で最前線の研究に携わっておら
れる皆さまの研究成果を拝見して、とても元気づけられました。
今回は臨床に関わる研究や応用技術に関する論文が大半を占めていましたが、これらの研究結果
が今後各分野での新たな治療法やテクノロジーに発展することを楽しみにしています。また将来、基
礎研究やより幅広い分野の論文が対象になることも期待しています。

UJA論文賞は若手研究者のキャリア支援に大変有意義だと思います。今後とも是非このような活動
を継続、拡張していただければと思います。

最後に。受賞者そして審査員の先生方の中にもう少し女性が多く含まれてほしかったと思います。残
念ながら日本は女性プロフェッショナルの姿がなかなか見えてこない社会です。UJA が率先してこの
風潮を変えていってくれることを期待しています。

受賞者の皆さま、誠に御目出度う御座います。２年、３−５年、６年以上。それぞれの留学期間で成し
遂げられた素晴らしい成果。研究内容の記載からドラマが伝わってきて、読みながら感動致しました。
留学で論文を出すことは、当たり前のようでいて、そこには困難や思わぬ学びなど様々なドラマがあ
ると思います。本アワードへ応募された方全てに心から祝福をお贈り致します。海外諸国とくらべます
と日本人はアワードを得る機会が少ないと思います。こうしたアワードは、CVを強化することになりま
すし、日本の研究者がより国際的な舞台で活躍していく力になると思います。審査を務められた先生
方、そして運営に携わる皆様、サポートしてくださる皆様に深く感謝申し上げます。あらためまして、こ
の度はUJA論文賞のご受賞、御目出度う御座います。

外部顧問

シンシナティ大学
佐々木敦朗 様

外部顧問
NIH NICHD
外山玲子 様



各分野受賞者一覧

特別賞受賞者一覧
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2021年 審査員一覧

運営メンバー

運営メンバー 氏名 所属(English) 氏名 所属(English)

Chair 河野龍義
Indiana University School of
Medicine

Vice Chair 古屋圭一朗 Purdue university

Finance 伊藤有輝
University of Michigan Ross
School of business

Outreach 伊藤みどり Bond University

Outreach 久保田穣
University of Illinois Urbana
Champaign

Director 北郷明成 UCLA

Director 松井理司
Cincinnati Children's Hospital
Medical Center

Director 吉本哲也 Indiana University

Director 冨田祐介 Northwestern University Director 斧 正一郎 Emory University

Director 佐原聡甫 University of Michigan Director 太田 壮美 The University of Chicago

Award
Ceremony

高田望 Northwestern University Award
Ceremony

奥村 玲 MediProduce, Inc.

Award
Ceremony

岩月猛泰
The Pennsylvania State
University

Award
Ceremony

深谷透 MediProduce, Inc.

Award
Ceremony

久保田恵里 MediProduce, Inc.



                    Obara Accounting Office
       小原公認会計士事務所
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CGMA d{~ny�'���&�) Chartered Global Management Accountant 
CPA  �
(�&�) Certified Public Accountant 
CISA 
(��ghjt���) Certified Information Systems Auditor 
CITP 
(���%r{qcigvmy) Certified Information Technology Professional 
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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 



 未来に向けたVision & Goals

「信頼の⾒える化」によって、「研究者のウェルビーイング」を育み、 
すべての⽇本⼈研究者が安⼼して、国際的に活躍するサイエンスの未来を創る

Goals

Vision

社会組織メンバー

・キャリアアップ 
 
・ネットワーク

・多様性 
 
・新陳代謝

・現場の声を届ける 
 
・世界最先端を伝える



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



Japan XR Science Forum 2020 in US Midwest

アメリカ 
大使館

世界で初めて研究者と家族が参加する仮想現実学会

2020年7月12日 (日) 日本時間7:00-12:00　バーチャルリアリティ空間で開催



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



YouTube [公式] UJAチャンネル：研究者インタビュー 
海外で活躍する研究者 X 留学をしたい学生

× ×



省庁や研究助成機関への提言

・2016年 文部科学省主催 科研費における 
意見交換会 (ボストン、ハーバード大学)

・2015年 海外在留研究者意見交換会  
(ボストン、ハーバード大学) 
・2018年 JSPS研究者国際交流における意見
交換会 (JSPS本部)

・2018年 JST理事長及び理事との 
意見交換会 (JST本部)

・2018年 AMED国際事業部にてUJA活動及び
科学技術における意見交換会 (AMED本部) 
・2020年 HFSP国内連絡委員会の活動にUJA
から委員として参画

https://
www.uja
-info.org

国立研究開発法人 
科学技術振興機構

国立研究開発法人 
日本医療研究開発機構AMED

文部科学省MEXT

日本学術振興会JSPS



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



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



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、 
Steering Committee (理事会) を構成し、UJAの方向性を示します。

各WGの 
Chair・ 

Vice Chair



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
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