
平成 22年度学術動向等に関する調査研究報告（医歯薬学専門調査班） 
 
微生物学･免疫学分野に関する学術動向の調査研

究 

小安 重夫（慶應義塾大学医学部 教授） 

 

１． 調査研究活動の概要等 

 基礎免疫学から、個体レベルでの感染現象、自己免疫現象

の理解へ向けた研究において、ますます分子レベルから個体

レベルでの研究手法に移行しつつあることが強く感じられた。

昨年までにも増して、イメージングの手法を用いた個体内での

細胞や感染体の動態をリアルタイムで解析する研究が広がり

つつある。また、炎症に関する研究が進んだ。特にインフラマ

ソームと名付けられた分子群の機能解析が進んだことにより、

多くの炎症性疾患の理解が進むと期待される。さらに、ナチュ

ラルヘルパー細胞をはじめとする、Th2 サイトカインを高発現

する自然リンパ球の発見により、アレルギー性炎症のメカニズ

ムの理解が大きく進むと期待される。 

 多くの会合に出席する中で、若手の研究者、特に大学院生

やポストドクの研究者からの情報収集に努めた。その結果、奨

学金の返還の負担がかなり大きく、これによって大学院への進

学を逡巡する学生が増えていることが分かり、以前のような免

除職の必要性を痛感した。 

 

２． その他 

 内閣府総合科学技術会議基本政策推進専門調査会ライフ

サイエンス PT の委員として、第三期科学技術基本計画に基

づく我が国のライフサイエンスの成果の評価と第四期科学技

術基本計画に関する議論に参加した。また、文部科学省科学

技術・学術審議会の臨時委員として、学術分科会、研究費部

会、科学研究費補助金審査部会、ライフサイエンス委員会に

出席し、研究費のあり方や審査のあり方に関する議論に参加

した。 

 日本学術振興会においては引き続き先端科学シンポジウム

（Fos）事業委員として先端科学シンポジウムの企画や遂行に

関する助言を行った。また，国際事業のあり方タスクフォース

ならびに特別研究員ワーキングの主査を務め、これらの事業

のあり方に関する議論を主導した。 

 

血液・腫瘍内科学分野に関する学術動向の調査研究 

金倉 譲（大阪大学大学院医学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 本年度は血液内科学ならびに腫瘍学の調査研究のため国内

で開催された日本血液学会（平成22年9月24〜26日、横浜）、

日本癌学会（平成 22年 9月 22〜24日、大阪）や日本内科学会

（平成 22年 4月 9〜11日、東京）などに出席した。国外では、ヨ

ーロッパ血液学会（平成 22年 6月 10〜13日、スペイン バルセ

ロナ）と米国血液学会（平成 22 年 12 月 3〜7 日、米国 オーラ

ンド）に出席した。これらの学会にて、血液内科学と腫瘍学の学

術動向を調査するとともに、自らも座長、口演、ポスター発表を

行い関連分野の研究者との議論や情報交換を行った。  

 日本血液学会（Japan Society of Hematology: JSH）への参加

者は約 5000 名であり、参加者は毎年増加傾向を示している。

米国血液学会や欧州血液学会の会長が特別講演を行った。

海外から 20 名を超える著明なスピーカーが来日し、特別講演

やシンポジウムにおいて最新の知見が紹介された。特に進歩

の著しい領域である「白血病幹細胞の特性と分子標的療法の

試み」、「悪性リンパ腫の網羅的遺伝子解析とその応用」、「骨

髄異形成症候群の病態と治療」、「白血病やリンパ系腫瘍を対

象とした免疫療法」、「エピゲノム解析と治療への応用」などに

関する活発な議論が行われた。 

 第 15 回ヨーロッパ血液学会の参加者数は約 9000 人で、日

本 か らの 参 加 者 も 増 加 して い た 。 education session, 

symposium, workshop, plenary session などの内容は充実して

おり最新の情報を取得することができた。例えば、初発慢性骨

髄性白血病患者の治療において、第 2世代のチロシンキナー

ゼ阻害薬（dasatinib や nilotinib）の imatinib に対する優位性が

報告され、これらの報告は後に New England Journal of 

Medicine に掲載された。また、白血病の新規薬剤の臨床成績

が紹介された。 

 第 52 回米国血液学会（American Society of Hematology:ＡＳ

Ｈ）は 2 万人以上が参加するマンモス学会であった。 ASH と 

JSH の Leadership Meeting を開催し意見交換を行った。白血

病などの遺伝子解析（FLT3 変異、NPM1 変異、CEBPA 変異

の意義、さらに、MLL、RAS、WT1、TET2、IDH1/2、TP53、

DNMT3A）と予後との関係など多くの興味深い成績が紹介さ

れた。本学会は、日本からの参加者も多く、また、中国や韓国

などアジアからの参加者も増加している印象であった。 

 

医歯薬分野に関する学術振興方策及び学術動向の

調査研究 

原 寿郎（九州大学大学院医学研究院 教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

１）．小児科学研究動向 

日本の乳児の死亡率は出生千対 2.6 とアメリカ 6.6、イギリス

5.0に比較しても低く、小児の死亡率の低さも世界のトップクラス

である。2000 年と 2009 年の 5-14 歳の小児の死亡数、原因を

比較すると悪性腫瘍、自殺が増加し、事故、先天奇形による死

亡が減少している。全国の研究機関の小児科サブスぺシャル

ティーごとのスタッフの数は、血液腫瘍、神経、新生児が多く、

2006 年から 2010 年の JSPS グラントの獲得数もほぼ比例してい

た。次につづく循環器はスタッフ数に比し JSPS グラントの獲得

数は多くなかった。 

 

2）. 小児科学研究：欧米との比較 

最新の日本、アメリカ、イギリスの小児科医数を一般人口との

比率で比較すると、日本は欧米の半分弱である。小児科の中

のサブスぺシャルティー医師数を両者比較すると小児神経医
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師数は日本が多かったが、思春期医学の医師数が極めて少な

く、さらなる充実が必要である。 

 

3）.小児科サブスぺシャルティー研究の優先順の日韓の比較 

日本 49 人と韓国 35 人の大学教授への小児科サブスぺシャ

ルティー研究優先分野のアンケート調査を 2011 年 2 月（3.11

の大震災以前）に行った所、韓国では社会的影響(80.0%)、患

者数 (65.7%)、疾患重症度 (54.3%)を研究優先の理由として挙

げ、日本では疾患重症度  (81.6%)、社会的影響(79.6%)、患者

数(54.3%) の順であった。研究優先分野は自分自身の研究分

野に大きく影響され、それを補正すると日本では新生児分野、

神経分野、悪性腫瘍分野の順で高かったが、韓国ではアレル

ギー免疫分野、新生児分野、感染症であり、日韓で異なってい

た。  

4）.アジアの学会における情報交換を通じての小児科学に関す

る学術動向調査 

 5年前と比較して近年特に中国の演題の数、質の向上が目覚

ましい。 

5）.欧米の国際学会における情報交換を通じての医歯薬分野

に関する学術動向調査 

最近は再生医療の演題が増加し、とくに iPS 細胞を用いた研

究が増えている。 

 

医歯薬学分野に関する学術動向の調査研究 

佐々木 茂貴（九州大学大学院薬学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 (関連分野における注目すべき研

究例を含む) 

医薬や核酸化学などに関連するシンポジウムでは siRNA核

酸医薬および効果的な薬物輸送技術に関する研究発表が多

い。また、miRNA に関しては新規の機能発見や制御に関する

報告例が増えている。核酸医薬の送達システムの開発研究も

活発化しており、多糖キャリア（北九州大学）や短鎖のカチオ

ン性ポリアミノ酸キャリア（東京大学）など臨床試験への展開が

期待される優れた送達システムが報告され、核酸医薬の実用

化に向けた研究が着実に進展している。データベースによる

文献調査では、アンチセンスに関する報告数が昨年に比べて

顕著に減少し、臨床研究が siRNAなどの新しい核酸医薬に移

行したことが明らかに示されている。また、siRNA の報告数は

昨年より2件増えているもののほぼ同程度で、研究のブームが

落ち着いたことが分かる。一方、miRNA を用いた報告数は急

速に増加しており、核酸医薬としての注目度が上昇している。

核酸医薬のこのような動向は今後も継続されるものと考えられ

る。 

 miRNA は複数のｍRNA の発現制御に関係し、発生や分化

に重要な役割を果たしている。その異常は癌や糖尿病などと

も関連性が見出され、新しいメカニズムの核酸医薬として注目

されているものである。最近の研究では miRNA が血液中にも

見出され、癌のバイオマーカーとなりえるとして注目されている。

2010年には細胞外への分泌機構が明らかになり、またmiRNA

は細胞間で輸送されるなど重要な知見が明らかになった。こ

れらは miRNA 研究が核酸医薬および診断マーカーとして広く

展開する可能性を示している。データベースによる調査は

miRNA 研究が臨床応用に向けて活発化していることを裏付け

ている。 

 

３． その他 

新聞報道によると、日本の素材メーカーが、アメリカの臨床

試験用の核酸医薬の製造メーカーを買収した。核酸医薬の実

現が近づいてくるに従い、核酸医薬の製造コストの高さが課題

になっており、今後は、核酸医薬研究は、低コスト化技術など

周辺領域にも波及するものと思われる。 

 

環境系薬学および生物系薬学分野に関する学術動

向の調査研究 

齊藤 和季（千葉大学 大学院薬学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 各種の学術会合に出席し、同時に文献調査、データベース

調査および他の研究者から聴取により当該及び関連分野の調

査研究を行った。 

 その中で、特に注目されるのは次世代 DNA シークエンサー

やメタボロミクス解析の技術進展により、統合オミクスを駆使した

システムゲノム機能科学が大きく進展している点である。特に、

植物の有する化学的多様性のゲノム基盤解明とその応用は、

人口の爆発的増加とそれに伴う感染症の拡大、食料不足、地

球温暖化など地球規模での喫緊の諸問題解決のために極め

て重要なテーマであると認識されている。植物化学的多様性の

ゲノム基盤解明と応用（ファンクショナルファイトケミカルゲノミク

ス）は、植物遺伝子資源の有効利用にとって重要かつ急務であ

る。 

 多様な二次代謝産物を生産する薬用植物について次世代シ

ークエンシングとメタボロミクスを用いたゲノム機能科学のプロジ

ェクトが、米国 NIH のプロジェクト、ゲノムカナダプロジェクト、欧

州 EU-FP7 プロジェクトで一挙に開始されている。また、中国の

北京ゲノム研究所とカナダアルバータ大学では、次世代シーク

エンサを用いて 1000 種の植物のトランスクリプトームおよびゲノ

ム解析を行おうとする挑戦的なプロジェクトも開始された。我が

国においてもこの分野に力を入れる事が急務である。 

 また、当該分野での人材育成は特に重要であり、欧米先進国

は厳しい財政状況の中でも国際的に優秀な人材を確保して科

学技術を強固にした国家基盤を作ろうとしている。また、中国を

はじめとするアジアの経済急成長中の諸国も科学技術振興に

は大きな投資をしている。その中で我が国もより一層科学技術

に対する政策的な先行投資を行わなければならない。 

 

基礎医学分科 生化学一般、病態生化学、人類遺伝

学(細目)に関する学術動向の調査研究 
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古川 鋼一（名古屋大学大学院医学系研究科・教授） 

１．調査研究活動の概要等 

○ 学術会合等を通して入手した学術研究動向に関する調査

研究の概要 

専門分野である生化学・分子生物学会の合同大会、癌学会に

おける調査研究： 

生化学・分子生物学会の合同大会は、BMB2010 として 4 日間

にわたり神戸で開催され、11,000 名が参加した。シンポジウム

の内容別には、分子機能解析、ゲノム/核酸の機能ダイナミク

ス、疾患メカニズムの３つに大別された。しかし、相互の境界が

不明瞭な場合も多く、総合科学の様相を呈していた。ポスター

演題別では、セッションの数で、糖（5.0%）、脂質（6.2%）、タンパ

ク質（6.2%）と、物質中心のグループはやや少なく、細胞応答

（10.9%）、細胞の構造と機能（11.6%）、ゲノムと遺伝情報

（13.2%）、疾患生物学（11.6%）等、細胞、組織、個体など複雑系

の研究が増えている。 

日本癌学会総会は、大阪にて３日間開催された。20 のシンポ

ジウム、12の国際シンポジウム等が実施された。口頭発表、ポス

ターともに、epigenetics、microRNA、癌幹細胞、癌の免疫、なら

びにヒト癌研究における応用研究が広範に展開されている。 

 

国際的学術的集会として、GLYCO-2010、国際糖質シンポジウ

ムで得られた情報の概要： 

国際糖質シンポジウム(ICS2010) は、8月 1日から 6日間、幕張

で開催され、世界 39 カ国から 886 名が参加。98 講演、528 ポス

ター発表がなされた。国内からは 525 名の参加あり。５つのカテ

ゴリーに分けて、化学合成、糖鎖生物学、informatics、medical 

application、材料科学など、糖質科学全体を網羅して行われ、

とくに産業応用、境界領域の進展が目についた。 

 

GLYCO-2010 に関して：この集会の元来の趣旨は糖転移酵素

とその遺伝子機能の解析であった。本年で７年目を迎え、全体

的に機能の詳細な解析が中心となり、内容がdiverse している。 

 

○文献、データベース等に基づきまとめた学術研究動向に関

する調査研究の概要:  

・ガングリオシドの研究は、日本癌学会、BMB2010 では低調で

あったが、PubMed による検索でガングリオシドの件数は、403 

(2008 年)、405 (2009 年) 440 (2010 年)と、むしろ増加傾向を示

し、総合的な観点から機能に迫るという本来のスタンスへの復帰

が見られる。 

 

○学術研究動向に関する情報について： 

・ゲノム研究の進展後、一つの重要な課題として、エピジェネテ

イクス研究があり、癌研究でも、生化学・分子生物学研究でも、

横断的な形で重要性を増している。（科学技術動向 No.111） 

・肺癌による死亡は、国内外で第 1 位となり癌死全体の約 20%を

占める。また、5 年生存率は約 30%と難治癌となっている。分子

標的治療への期待が高まっている。（科学技術動向 No.112） 

 

4.その他 

科学研究費の現況と応募に関する講演のため、旭川医科大学

を訪問し、科研費に対する取り組み状況と現地の研究者の意見

を聞く機会を持ち、地域の特徴を生かした産学連携研究の推進

により、着実な前進を勝ち取っている状況が分かった。 

 

解剖学、人体病理学、実験病理学分野に関する学

術動向の調査研究 

北本 哲之（東北大学医学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

神経病理学会が私の出席する中心的な学会である。本学

会は、神経病理学教室のメンバーだけな神経内科学教室、脳

外科教室、精神・神経学教室とその出身が多彩なことで知られ

る学会であるが、学会の規模としては参加人数 300 名～400 名

程度の中規模なものである。年に 1 度の学会と地方会があり、

病理切片を見ながら議論するという特異な学会でもある。ご多

分にもれず、近年の参加者は中国からの留学生が１０％程度に

認められる。学会での中心的な話題は、神経変性疾患であるこ

とが多く臨床病理だけでなく、実験病理の発表も多い。また、最

近は、ブレインバンクというセッションが設けられ神経病理解剖

で取得したブレインバンクを用いた発表も徐々に増えてきてい

る。 

神経病理学会に加えて、もう少し私の専門分野であるプリオ

ン病に関しては、年 1 回のプリオン研究会が、また世界的には

Neuroprion（ザルツブルグ）が開かれている。プリオン研究会

が、120 名程度の参加者で、20 名程度が外国からの参加者で

ある。今回は、韓国からとオーストラリアからの一般演題が多く

みられたほか、米国・英国からの招待者も参加した。一方、

Neuroprion はヨーロッパを中心に世界中から 400 名～500 名の

参加者を集めている。それぞれ、プリオン病に関するトピックス

が挙げられるが、BSE を始めとする動物のプリオン病（獣医が中

心）とヒトのプリオン病が同じ学会に参加する興味ある学会であ

る。 

さらに、最近は神経疾患のなかで、タンパク質のミスフォー

ルディング病がプリオン病のように感染するというのが話題にな

ってきており、プリオン病とアミロイドーシス、プリオン病と神経変

性疾患の共通性が積極的に議論され、学会の中心的テーマと

なりつつある。 

情報収集として、もちいたのは主に科学誌である。その中

でも、ネイチャー誌のNews & Viewsは科学全般の先端的研究

はもとより神経科学の動向を把握するのに非常に役立った。 

 

真核細胞とウイルスのゲノム機能発現分野に関する

学術動向の調査研究 

永田 恭介（筑波大学・大学院人間総合科学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 
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本調査研究では、真核細胞とウイルスのゲノム機能発現研究

を中心に、これらの研究分野に関連した研究・学術集会に出席

し、学術発表の場で出席者との討論、情報交換を通じて、研究

分野の動向を調査した。 

 まず、iPS 細胞の医療への応用を含めて、細胞の脱分化と再

分化のメカニズムに関して、これらの研究分野の課題認識は、

「これらの過程に関わるエピジェネティック制御の分子レベルで

の詳細（各種機能性 RNA の役割も含めて）が不明であり、今

後、集中的に研究をすすめていかなければならない」というもの

であった。一方、新興・再興ウイルス感染症が大きな問題となっ

ている中、新たなワクチン開発を含めて、ウイルスの制御方法

の開発に向けて、国内外で懸命な努力が続けられている。その

根幹であるウイルスの複製機構と病原性発現機構の解明研究

では、「ウイルス複製に関わる宿主因子の同定と機能解析」が

重要視されており、実際、HIV やインフルエンザウイルス関連研

究ではこの話題が討論の中心課題のひとつとなっている。これ

らの２つのポイントについては、国外の先端研究組織（エディン

バラ大学、ボルドー大学 II、国立台湾大学など）でも、基礎、応

用の両面において重視されており、ヒトも資金もかなりの程度で

つぎ込まれている。 

以上に加えて、研究環境整備に関しても、国内学会の運営

委員などの活動調査を通じて情報収集を行ったその結果、これ

らの学会等は、（１）科学研究への恒常的な、さらには拡充した

公財支出による支援の必要性を要望しており、また（２）若手人

材育成に関して、大学院博士後期課程への進学が伸び悩み、

一部では減少傾向が顕著であることを危惧している。一方で、

これらの学会等は、前者については研究者、科学者の社会へ

の貢献の必要性を認識しており、知識および知識に基づく技術

の還元、およびそれらに関する情報発信につとめること、また後

者については博士課程修了者に対する多様なキャリアパス形

成についても今後考える必要があるとしている。 

 

2.その他 

 独立行政法人日本学術振興会における学術システム研究

センターの文部科学省科学研究費補助金をはじめとする各種

の研究支援システムの運用、運用評価、システム評価などの

役割は、他省庁の研究支援システムには相当するものがない、

極めて有用なものであると研究者の間では一般的に認識され

ている。 

 

基礎医学分科・薬理学に関する学術動向の調査研

究 

野田 政樹（東京医科歯科大学 難治疾患研究所・教授） 

 

1.調査研究活動の概要等  

急激な高齢化の進行する我が国においては、加齢に伴う疾

患はその社会的な重要性は急激に高まりつつある。これらの

疾患群は、加齢に伴う疾患として、我が国の人口の約一割が

罹患する骨粗鬆症を始めとし、その罹患数の急激な増加並び

にQOLの低下の両面からも社会における重要な問題となって

いる。また重症例における生命予後の不良も課題であり研究

の進展が強く望まれている。これらの疾患に対する薬物療法

は、治療の主体となるものであるが、現在用いられる薬剤は一

定の効果は認めるものの、その負の側面も明らかとなり特に重

度の病態においては、新規のメカニズムに基づいて薬物療法

の必要性が高まっている。即ち、現在得られる薬物はそれぞ

れ経済性や安全性の側面において限界を伴い、従って今後

の新たな研究の展開が望まれている。このような加齢に伴う疾

患を対象とする薬理学、生理学の研究システムに関しては、そ

の評価体制を含め、必ずしも十分とは言えないのが実情であ

る。以上の状況を踏まえ本研究では、運動器疾患をモデルと

して薬理学、生理学及び分子生物学に関わる学術動向の調

査分析を行った。 

2010 年度についての特筆すべき展開は、これまでの低分

子化合物を主体とした薬物療法から生物学的製剤を加えた広

範な応用により、我が国における成果と問題点並びにこの結

果判明しつつある症例の経験に基づく今後への方針が検証さ

れたことであり、特に現行の低分子化合物における治療法の

臨床的知見に基づく限界や、これまでには明らかではなかっ

た中長期単位の薬物治療の経験に基づく副作用や危険因子

など新たな視点が示された。更には薬物をはじめとする治療

法において大規模臨床試験に基づくエビデンスがその信頼

度とともに明確な指針の元に適応の基準が示され、これに基

づく薬物療法の選択並びに現時点で得られる低分子化合物

の限界に基づく新たな治療法に向けた薬理学、病態生理学

研究の方向性が示された。 

 

２.その他 

本調査研究を施行することにより薬理学・生理学を中心とする

基礎医学分野並びに関連臨床領域に関わる最新の学術動向

の情報を集積することが可能となった。加齢性疾患の急激な

増大により基礎系の研究並びに臨床的な研究共にこれまでに

ない新たな課題がその解決を必要としており、加齢に関わる

疾患の薬理学、病態生理学さらには高齢者における薬理学

的な動態、また複合的な病的条件下における薬理学など多く

の問題が存在し今後のさらなる研究進展が期待される。 

 

 

医歯薬学分野に関する学術動向の調査研究 

松田 道行（京都大学生命科学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等  

米国細胞生物学会において、世界の生物学研究の潮流を

調査した。ライブイメージング、超解像度イメージング、次世代

シーケンサー等の新技術が注目を集めている。いずれの分野

もいわゆるバイオインフォマティクスの研究手法と生物学の融

合がその核となるが、実際に行う研究者は全く異なる人材であ

り、かつ、いずれの研究領域においても研究者の養成が急務
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と叫ばれている。とくに次世代シーケンサーのデータマイニン

グを行う人材は米国においてすら非常に不足しており、本邦

ではさらに少ない。中国で急速に人材育成を進めているとい

われ、生物学の力関係が一変する可能性を秘めている。超解

像度イメージングは、米国とドイツが抜きんでており、複数のモ

ダリティのものがそれぞれ異なる特色を生かして研究に用いら

れている。今後、どのように応用性が広がるのか、興味が持た

れる。ライブイメージングは、本邦と米国とが進んでいる。宮脇

らの開発した細胞周期センサーFucchi が世界中で使われるよ

うになりつつあり、蛍光タンパク質が単なるマーカーから、バイ

オセンサーへと発展しつつあることがわかる。日本は強力な顕

微鏡メーカーを有しているので、その利点を生かした研究を展

開すべきであろう。システム生物学は多くの研究者が興味をも

っており、勃興期にあると思われた。 

 科研費細目の変更に関して、病理学分野の調査を行った。

科研費採択状況の調査ならびに病理学会員への聞き込み調

査を行った。病理学は、大学での基礎研究と、病院で病理診

断という臨床研究の二つの側面を持つ。科研費の申請におい

て、現在は、この両者が同一の細目で審査されている。大学

関係者に聞き込み調査を行う限りでは、現状維持を望む声が

大きいが、附属病院等にて研究を行う研究者からは、基礎系

と臨床系とに分けて審査を望む声が大きい。 

 

医歯医学分野に関する学術動向の調査研究 

小室 一成（大阪大学大学院医学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

循環器内科学分野を中心に、最近の研究動向と現在の研究

状況等について調査研究を行った。 

具体的には、国内外の研究機関を訪問し、研究者からの意

見聴取などを行い、循環器内 

科学分野に関する最新の学術動向の情報を得た。循環器内

科学分野においては、新しい診断・治療デバイスが数多く登

場しており、臨床の進歩が著しい。疾患では、心不全患者の

増加が顕著であり、その研究の必要性が叫ばれている。一方

研究においては、再生医療に関する注目度が高いが、基礎

的研究の重要性が感じられた。  

また種々の学会、研究会等に出席し、最新の情報を入手し、

理解を深めた。国内の学会の参加者は、増加している。国外

からの参加者もふえ、国内学会の国際化が進んでいる。一方

海外の学会への日本人の参加は有意に減少している。留学

する人も減少しており、海外における日本人研究者のプレゼ

ンスが低下しており、大きな問題である。 

  さらにインターネット等を駆使し、多くの論文を読解すること

によって、最新の研究の動向やわが国の循環器分野を中

心とした研究者の研究領域、業績を理解した。循環器内科

学分野の論文数であるが、国際誌への投稿数が減少して

いる。採択率は諸外国と比較しても上位にあるが、絶対的

な数が減少しており、国際的にも問題視されている。大学病

院における臨床の占める割合が高くなり、研究に避ける時

間が減少している。 

 

内分泌学・代謝学・栄養学分野に関する学術動向の

調査研究 

山田 祐一郎（秋田大学大学院医学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

内分泌・代謝学・栄養学分野における新たな研究領域の発

展性を探るため、第 43 回日本糖尿病学会年次学術集会、第

14回日本病態栄養学会年次学術集会、第 70回米国糖尿病学

会年次学術集会、第 46 回欧州糖尿病学会年次学術集会等に

出席し、調査研究を行った。 

内分泌・代謝学・栄養学分野において、外界の刺激を受けて

生体内の代謝を調節する消化管ホルモン（インクレチン）に関

連する糖尿病の治療薬が日本でも上市された。クラスとしては、

DPP IV 阻害薬と GLP-1 受容体作動薬の２つであり、DPP IV 阻

害薬として 2009 年 12 月からすでに 3 種類、GLP-1 受容体作

動薬としては 2010年 6月から 2種類が発売されている。海外で

はすでに承認され臨床で使われていたこともあり、米国や欧州

の学会では大きな話題となっていた。また、その効果が優れて

いることから、インクレチンの基礎研究が精力的に行われ、活発

は発表と議論が行われていた。わが国ではまだ実際の使用経

験としては短いものの多くの臨床・基礎研究の成果が発表され

た。 

インクレチンの概念は 20 世紀当初よりあるが、疾患の治療薬

としては臨床応用されていなかったこともあり、基礎研究に従事

する研究者も少なく、発表された演題やそのセッションへの参

加者も少なかった。本年度に参加した学会ではすべてインクレ

チンが大々的に取り上げられ、聴衆に溢れていた。膵β細胞

への作用だけではなく、膵外組織への作用など多くの基礎研

究が報告され、インクレチンが今後の代謝研究の一つの柱にな

るものと思われた。 

 

医歯薬学分野に関する学術動向の調査研究（放射

線科学） 

柏倉 幾郎（弘前大学大学院保健学研究科・教授） 

 

１． 調査研究活動の概要等 

第 49 回日本医学放射線学会生物部会学術大会（平成 22

年 7 月 9 日，札幌市）及び日本放射線影響学会第 53 回大会

（平成 22 年 10 月 20 日～22 日，京都市）での研究動向調査

並びに学術発表を行った． 

・ 日本放射線影響学会第 53 回大会では，学会プログラムに

「科学研究費の最近の動向」と題したセミナーを企画開催

し，東京工業大学・松本義久准教授と共に座長を務めた．

セミナーでは，学術振興会システム研究センター・山口英

幸企画官から「科学研究費補助金の最近の動向」という講

演に加え，柏倉も「日本学術振興会システム研究センター
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の役割」と題した講演も行い，学会会員への科学研究費補

助金制度及び学術振興会システム研究センターの理解向

上を図った． 

・ ガンの放射線診断・治療分野では，放射線医学総合研究所

の重粒子線加速装置による治療成果を受け，整備医療機

関が増える一方，設備投資や維持管理が容易な強度変調

放射線治療（IMRT）の普及・向上も進み，それに伴い放射

線科医に加えて放射線治療分野での医学物理士の果たす

役割も重要になっている． 

・ 胎児への放射線影響に関しては不明な点が多く，特に先進

諸外国に比べて医療分野における医療被ばくの状況は十

分把握されていない．文献やデータベースに基づいて日本

国内での現状を調査研究し，現在投稿準備中である． 

・ スペイン・バルセロナ自治大学・J.F. Barquinero 教授による

染色体による線量評価研究及び米国・Armed Forces 

Radiobiology Research Institute における緊急被ばく医療に

関する国際的動向や新規放射線防護剤に関する調査から

多くの知見を得ることが出来た． 

 

２．その他 

・ 放射線科学研究の今後の展開について：東日本大震災に

伴う東京電力・福島第一原子力発電所からの核分裂生成

物の環境への漏洩に伴う放射能汚染や放射線の影響に

関しては，今後長期に渡る調査研究が求められる．放射線

防護剤の開発研究，低線量放射線の生体への影響評価

研究及び染色体による線量評価研究は極めて重要になる

と推察される．放射線科学分野において，特に放射線計測

学，放射線生物学，放射線管理学，線量評価及び疫学調

査研究等英知を結集し被ばく医療に対処すると共に，国

民の安心・安全に向けた努力が必要である． 

 

呼吸器内科学分野に関する学術動向の調査研究 

長瀬 隆英（東京大学医学部附属病院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

２１世紀を迎えた現在、呼吸器領域疾患の社会的重要性は

急増しつつある。気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患や肺癌など

の患者数、死亡者数は年々増加しつつあり、増勢に歯止めが

かからない状況にある。世界的にも、ＷＨＯによる予測では、２

０２０年の死亡要因の第３位が慢性閉塞性肺疾患、第４位が下

部呼吸器感染症（肺炎など）、第５位が肺癌、さらに第７位が

結核と予想されるなど、呼吸器領域疾患による死亡者数の急

増が予見されている。このように呼吸器領域疾患の社会的重

要性は国内・国外で十分に認識されつつあるが、呼吸器疾患

を対象とする研究システムに関しては、その評価体制をふくめ

て、必ずしも十分とはいえないのが実状である。以上の状況を

ふまえて、本研究では、呼吸器内科学分野に関する学術動向

の調査・分析を行った。 

  2010 年度における呼吸器内科学分野に関する研究成果と

して特筆されるのは、進行肺癌治療に関する臨床研究発表で

ある。2010 年 6 月、医学誌 New England Journal of Medicine 

において、本邦の研究グループより「EGFR 変異を伴う非小細

胞性肺癌に対する gefitinib または化学療法」という論文が発表

された (Maemondo et al. N Engl J Med 2010; 362: 2380-8)。本

論文では、EGFR 変異を伴う非小細胞性肺癌に対して、初回治

療から gefitinib を投与することにより progression-free survival 

を改善させることを提示したものである。 本論文は、進行肺癌

治療に関する画期的な成果とされ、国内外に大きな反響を呼

んだものであり、既に臨床現場に反映されつつある。 

 

２．その他 

本調査研究を施行することにより、呼吸器内科学分野に関

する最新の学術動向の情報を集積することが可能となった。

一方、呼吸器内科学分野においては、未だに基礎・臨床研究

とも課題が山積していることが伺われた。今後の飛躍的な研究

進展が期待される。 

 

医歯薬学分野に関する学術動向の調査研究 

天谷 雅行（慶應義塾大学医学部皮膚科学教室・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等  

 皮膚科学、免疫学において、国内、国外の関連学会に参加

し、学術動向を調査した。グローバル化があらゆる分野で進行

しているが､医学会においても例外ではない。とくに、アジアに

おけるグローバル化の中で､日本の役割、貢献をどのように示

すか重要である。皮膚科学の中で、従来日本-韓国、日本-中

国との共同開催の学会を過去それぞれ 20 年間行っていたが、

本年度初めて、日本-中国-韓国を含めたアジアの学会が The 

First Eastern Asia Dermatology Congress として、福岡で開催さ

れた。中国の台頭は目覚ましく、質疑応答を含めた議論に積極

的に参加しており、若手医師の成長の勢いを感じた。日本にお

いては、医師不足の傾向からか、若手医師の研究離れが加速

しており、対称的であった。日本の臨床医学における学術を維

持、発展させるために､若手の研究意欲を高める仕組みを今後

も積極的に構築する必要があると思われた。 

 本年度特筆すべき研究例としては、皮膚バリア機構の解明に

おいて大きな進展が見られた。皮膚バリアとしては､従来角層に

よるバリアの存在が知られていたが、角層の下にある顆粒層に

タイトジャンクションが存在し、一部の隙もなく全表皮に張り巡ら

されていることが明らかにされた。さらに、外来抗原を捕捉する

抗原提示細胞であるランゲルハンス細胞は、その細胞突起をタ

イトジャンクションの外側に出し、角化細胞との間にタイトジャン

クションを形成していることが示された。皮膚バリア障害が、経

皮感作を促進することにより、アレルギー疾患発症における要

因野ひとつとなっていることが示された意義深い研究成果であ

る。 

医歯薬学分野に関する学術動向の調査研究 

公文 裕巳（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・教授） 
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１．調査研究活動の概要等 

泌尿器科を中心に外科系医療、感染症、化学療法関連に

関する専門領域学会の全般的動向を調査するとともに、特に、

固形がんに対する遺伝子治療をテーマとして『遺伝子治療を

基盤技術とした医療産業集積による地域再生モデルの可能

性』について調査研究を実施した。 

専門領域学会の動向として特筆すべきは、泌尿器科学領

域としては、欧米から遅れること 10年、平成 21年 11月に薬事

承認された手術用ロボット・ダビンチによる手術が開始され、

前立腺 全 摘除術 （RALP）を基本に応用展開が期待されてい

る。現状医療保険の適応ではないが、今後の取り扱いが日本

の先端医療全般の開発・普及促進と国民皆保険体制の堅持

というある種相反する課題として浮上している。感染症・化学

療法学会関連では、新興再興感染症対策として関連学会間

での連携体制が構築されている。平成 21～22 年にかけての

新型インフルエンザに関して、米国では推計で約 1万 2000人

が死亡したとされるのに対して日本では 200 人強にとどまった。

日本の人口 10 万人当たりの死亡率は 0.16 であり、欧米先進

国（米国の 3.96、カナダ 1.32、イギリス 0.76）と比較して著しい

低値であった。最大の要因は、「インフルエンザ治療薬を早期

かつ適切に使用したこと」と解釈されており、「医療にすぐアク

セス出来る国民皆保険の体制」がその背景にあると考えられ

ている。さらに、抗インフルエンザ薬に関して、日本発の新薬２

剤が上市され、治験中の薬剤を加えて日本が創薬の底力を

発揮している誇らしい事例である。 

一方、遺伝子治療、がんワクチン・樹状細胞免疫療法、再生

医療が次代の治療として期待され、学術研究や臨床研究の成

果が現れつつあるものの、医療そのものの先進性から既存の

製薬事業のモデルに合致し難いだけでなく、国レベルでの推

進体制が必ずしも明確でない。岡山発の画期的癌抑制遺伝子

REIC/Dkk-3 発現アデノウイルス製剤が昨年３月米国 FDA の

IND が承認され、日本においても前立腺癌を対象に本年１月

25 日より臨床研究が開始されたことを背景に、遺伝子治療を基

盤技術とした医療産業集積による地域再生モデルとして、東ア

ジアでの拠点化構想の可能性とその課題について検証した。 

 

外科系臨床医学分野における学術動向および女性

研究者の動向調査研究 

寺崎 浩子（名古屋大学大学院医学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

本邦の医学領域では、研究環境の悪化から論文数の低下

が懸念されている。特に女性医師においては、研究へのハー

ドルは高いと考えられる。本年では、昨年に引き続き

Investigative Ophthalmology Visual Science (IOVS), American 

Journal of Ophthalmology (AJO), British Journal of 

Ophthalmology, Experimental Eye Research, Archives of 

Ophthalmology, Ophthalmology の計 5 誌を調査対象にし、各

雑誌の本邦からの論文数を調査し、女性割合を調べた。女性

の筆頭著者に、職名、施設の種類、臨床活動時間、研究時間、

卒後年数、専門分野、専門医の有無、生活時間の調査を行

い、調査結果を解析した。海外の女性研究者へ同様のインタ

ビュー行った。 

その結果、本年の眼科主要 5 誌の総論文数は１９８報、うち

筆頭著者が女性であるものは 3６報 (1８%) であった。臨床系

雑誌である AJO では、やや割合が多かった。 

筆頭筆者の状態は大学准教授から大学院生まで存在し、臨

床医の割合が多かった。 

 

臓器移植分野における学術動向の調査研究 

上本 伸二（京都大学大学院医学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

分割脳死肝移植に関しての国際的な現状調査の結果、特定

の施設では積極的に分割脳死肝移植が行われるようになり、こ

れまでの分割肝移植の常道であった小児患者と成人患者の 2

人のレシピエントに分割移植することからさらに一歩進んで、2

人の成人患者に分割して移植を行うチャレンジもなされ、“１人

のドナーから 2 人のレシピエントに”という、再生する臓器である

肝臓の能力を利用した画期的な移植方法の普及が進んでいる

ことがわかった。しかし、これらのチャレンジはごく一部の施設で

のことであり、多くの欧米の施設においては、昔ながらの全肝移

植、あるいは移植する肝臓が大き過ぎる場合には余分な肝臓

の一部を破棄して行う reduced-size liver transplantation（縮小

肝移植）が行われていて、ある意味では大切な臓器の有効利

用が行われていないことも現実である。また、アジアの諸国にお

いては分割脳死肝移植の実施は極めてまれであることを確認し

た。 

一方、わが国においては、２０１０年７月１６日から国際標準とな

った改正臓器移植法の下で脳死臓器移植が行われるようにな

り、２０１０年８月から２０１１年１月までの６ヶ月の間に３２例の脳

死下での臓器提供があった。この数字は、これまでのわが国で

の脳死臓器移植の件数から比較すると約１０倍の増加であり、

年間６０件〜８０件の脳死臓器移植が見込まれるが、国際的に

比較すると、まだまだ最低レベルの低い件数である。一方、同

時期には４件の分割肝移植が行われ、４人の脳死ドナーから８

人の患者に肝移植が行われた。この分割脳死肝移植にはすべ

て京都大学が関係しており、肝移植に精通した施設でなけれ

ば分割脳死肝移植の実施が困難である現状であることも改め

て判明した。わが国においても分割脳死肝移植を標準肝移植

とするにはまだ次期尚早であり、特定の施設での分割肝移植の

成績の積み重ねを評価しながら、標準治療を目指していく方向

性が妥当であると考えられた。 

 

脳神経外科学分野に関する学術動向の調査研究 

冨永 悌二（東北大学大学院医学系研究科・教授） 
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１．調査研究活動の概要等 

国内の様々な脳神経外科関連の学会では、基礎研究で得

たシーズを臨床の場にまで応用する様々な translational 
research が注目を集めている。一例として、脳梗塞や脊髄

損傷に対する間質・神経幹細胞の移植研究、ヒト脳に電極

を留置して電気活動（脳波）のパターンから想起するだけ

でロボット化した人工肢を動かす研究、悪性脳腫瘍に対し

て脳内に直接カテーテルを留置して持続陽圧下に薬剤を

投与する CED 法の研究などがある。今後も脳神経外科医

だけではなく、他分野の医師、工学系研究者、企業などが

参画した研究プラットフォームにより学際的研究が展開

するものと思われる。 
最近我が国の脳神経外科医の学術的貢献を包括的に検

証した論文が報告された（Sasaki T et al, NMC, 2011）。
1973 年以降世界のトップ 9 ヶ国から掲載された脳神経外

科医による英語論文数の経時変化をみると、現在に至るま

で日本の脳外科医の論文数は米国に次いで世界第二位で

ある。しかし、2000 年頃を頂点として以後漸減している。

この原因は脳神経外科の人的不足から臨床が多忙なため

学術貢献が減少したことや、この頃より学位より専門医資

格という臨床志向が強くなったことなどが一因かもしれ

ない。また、中国や韓国が最近急激に論文数を増やしてお

り、それぞれ世界第四位、六位と躍進しているのも注目さ

れる。今後我が国の脳神経外科学会においても、学術的貢

献を促進する何らかの対応が必要であると考えられる。 
海外の学会にて得られた情報として、てんかん外科の分

野では optogenetics を用いたてんかん研究、悪性脳腫瘍

治 療 の 分 野 で は 、 新 た な 薬 剤 送 達 法 で あ る

convection-enhanced delivery (CED)を用いた脳腫瘍の治

療などがトピックとしてあげられている。 
 

 

歯学（基礎歯科学分野）に関する学術動向の調査

研究 

山口 朗（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科・教

授） 

 

１． 調査研究活動の概要等 

 歯学基礎歯科学分野および病態科学系歯学では、全体

的な研究レベルは昨年と同様に必ずしも高いとはいえなか

ったが、若手で優れた研究を推進している分野があること

が明らかとなった。特に、生化学、生理学、病理学などの分

野で将来的に希望のもてる若手研究者が育っていた。全

体的にはトランスレーショナルリサーチの推進が遅れている

と感じた。 

 国内の各大学歯学部、歯科大学における科学研究費の

獲得状況を「科学研究費補助金データベース」で調査した。

その結果は、昨年と同様に科学研究費補助金の獲得は国

立大学の方が私立大学より高い傾向があったが、一部の

私立大学でも特定の研究分野で多くの科学研究費を獲得

している大学があった。また、科学研究費の獲得と文献的

に調査した研究業績は概ねパラレルになる傾向が窺えた

が、この点に関しては平成２３年度もさらに検討を続ける必

要があると考えられた。 

 さらに、今回の調査で示唆された重要な点は、中国、韓国な

どのアジア諸国の台頭である。現在、中国、韓国などの多くの

歯学部出身者が欧米で留学生またはポスドクとして研究を行

っている。そして、優れた研究業績をあげた者が帰国し、母国

で研究を始めている。今後、さらに多くの者が帰国して母国で

ポジションを獲得し、先端的な研究を推進することが予想され

る。一方、我が国では留学する者の数が減少傾向にあり、そ

の一因として帰国後のポジションの確保ができない点があげら

れる。また、現在、欧米で極めて優れた研究成果をあげ、帰国

して研究の継続を望んでいる者もいるが、留学中の教育歴が

ないなどの理由により、我が国での研究の場を獲得しにくい場

合も多いようである。そのため、これから台頭すると思われる中

国、韓国などで実践しているように、海外で活躍している卓越

した歯学研究者を我が国に戻す方策を検討することが必要と

考えられた。 

 

医歯薬学分野（歯学）に関する学術動向の調査研究 

村上 伸也（大阪大学 大学院歯学研究科・教授） 

 

１． 調査研究活動の概要等 

 歯学、特に歯周治療学分野における学術動向について、以

下の通り報告する。歯周病と全身疾患との双方向的な関連を

研究する歯周医学（Periodontal Medicine）に対する関心が依

然として高い。歯周病を microinflammation の一つととらえ、ど

のような機序で歯周病が全身に悪影響を及ぼす可能性がある

のか等についての in vitro解析や小動物を用いた in vivo解析

に注目が集まっている。文献的にも、歯周病と全身状態の関

連性を評価する臨床研究（ systematic review および

meta-analysis を含む）に注目が集まっている。しかしながら、

両者の関係を明確に示す日本人を対象としたエビデンスはま

だ十分に得られておらず、必要に応じて医科と連携した良質

の疫学研究を展開していくことが、今後の重要な学術研究の

テーマになっていくであろうと思われる。また、新規の診断法

（疾病活動度や疾患感受性の評価を目指したもの）や治療法

（レーザーの応用、新規の再生療法）の開発を目指した研究も、

積極的に展開されており、日本発の医療機器や治療薬の開

発を推進していく意味においても、重要な学術研究分野であ

ると考えられる。歯周組織再生医学の分野に関しては、幹細

胞移植による歯周組織再生医療確立に向けた橋渡し研究に

関するシンポジウムが開催され、注目を集めた（第 10 回日本

再生医療学会総会）。歯根膜細胞、骨膜由来細胞、骨髄由来

間葉系幹細胞、脂肪組織由来間葉系幹細胞を歯周組織欠損

部に足場材と共に移植することにより歯周組織の再生誘導を

図ろうとする試みであるが、歯周治療学分野におけるこのよう
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な検討は、日本の研究が世界の最先端にあり、今後も国際的

な注目を集める学術分野の一つとして期待される。 

 

医歯薬学分野に関する学術動向の調査・研究 

橋爪 誠（医学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

国際コンピュータ支援放射線・外科学会、（CARS2010、平

成 22 年 6 月、開催地ジュネーブ）は、世界中から工学部、一

般外科、脳外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻科など多領域か

ら専門の研究者が 1000 人近く参加し最先端の医療技術が発

表される学会である。従来工学系研究者の出席が 2/3 近くを

占め、より基礎的演題が多く、実用化に遠い印象があったが、

今年度は、臨床系研究者の割合が半数近くに増えていた。こ

れには、学会のテーマが手術ナビゲーションや、ロボット手術、

低侵襲治療、NOTES (natural orifice translumenal endoscopic 

surgery)、SPS (Single port surgery)など医工連携による研究開

発なくしては実現不可能なテーマが増え、セッションも surgical 

week day など新しいワークショップがあり、演者や司会者の構

成が医学部と工学部出身者以外に、企業研究者の出席もあ

ったことが主な理由と考えられ、患者や臨床現場において必

要なものは何かに重点を置いた深いディスカッションができて

いた。 

 日本生体医工学会や、日本コンピュータ外科学会などの我

が国の医工学を代表する学会においても、最新の先端技術

の発表演題数が増え、テーマも上記に加え、循環器系、情報

系、病院設備など幅広い分野での医工連携、産学連携の成

果が発表されており、医工学が新しい学問領域として受け入

れられ我が国においても全国に広がってきていることを感じる

ことができた。 

医工学系学会誌や内視鏡外科関連学会誌では、低侵襲治

療を目指した内視鏡外科手術関連の発表が多く、特に欧米で

は手術ロボットや手術トレーニング機器の研究開発に関する

報告が多くなってきている。 

米国外科学会の教育担当医師や欧州の大学教授からの聴

取では、外科医の訓練制度の中に VR シミュレータを取り入れ

た訓練や、トレーニングセンターでの訓練を義務化していくこ

とが検討されていた。 

 

医歯薬学分野に関する学術動向の調査研究 

水嶋 春朔（横浜市立大学医学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

科学研究費補助金データベース（http://kaken.nii.ac.jp/）

を活用して、社会医学の研究分野「公衆衛生学・健康学」、

「衛生学」、「法医学」について 2001 年から 2010 年の 10 年間

における基盤研究S、A、B、Cの採択件数の動向について検

討した。 

「公衆衛生学・健康学」は、2001 年から 2010 年の 10 年間に

基盤研究S、A、B、C に合計697件採択されて、内訳は基盤研

究 S１件、A22 件、B193 件、C481 件であった。年度別の動向で

は、基盤研究 S は 2006 年に 1 件のみで、A は 0～４件を推移

し、B は 14～32 件で 20 件以上採択されたのは 2001 年 22 件、

2002 年 32 件、2003 年 23 件、2009 年 20 件の４年だけであっ

た。C は 2001 年 67 件、2002 年 63 件であったが、以降 37～50

件を推移している。 

「衛生学」は、2001 年から 2010 年の 10 年間に基盤研究 S、

A、B、C に合計 470 件採択されて、内訳は基盤研究 S１件、

A23 件、B161 件、C285 件であった。年度別の動向では、基盤

研究 S は 2005 年に 1 件のみで、A は毎年 2～3 件で、B は 13

～21 件で 20 件以上採択されたのは 2003 年 20 件のみであっ

た。C は 21～38 件を推移し、30 件以上採択されたのは 2003

年 31件、2006年 36件、2007年 38件、2008年 30件であった。 

 「法医学」は、2001年から2010年の10年間に基盤研究S、A、

B、C に合計 294 件採択されて、内訳は基盤研究 S0 件、A11

件、B61 件、C222 件であった。年度別の動向では、基盤研究 S

は 0 件で、A は毎年 1～2 件で、B は 3～9 件でやや減少傾向

にあった。C は 19～29 件を推移し、2001 年 29 件であったが、

以降 19～24 件とほぼ同数の傾向にあった。 

 

臨床看護学分野に関する学術動向の調査研究 

高見沢 恵美子（大阪府立大学 看護学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

①集中治療室における多臓器不全患者の家族への看護援助

に対する看護師の認識と看護実践 

 【目的】 

  多臓器不全の病態は複雑であり家族には病状が理解し難

く、危機的状態となるため早期から看護介入が必要であること

が指摘されている。本研究の目的は、集中治療中における多

臓器不全患者の家族への看護援助に対する看護師の認識、

及び多臓器不全患者の家族への看護実践内容を明らかにす

ることである。 

 【方法】 

   ICU看護師13名を対象に、研究目的を基に独自に作成し

た半構成的質問紙を使用し面接調査を実施した。面接内容

の逐語録を作成し、研究目的を表現している部分を抽出

し、Berelson B の主題を分析単位とする内容分析を行った。

倫理的配慮として、A 大学研究倫理委員会の承認を得た。 

 【結果】 

   研究参加者は 13 名(27.2±4.4 歳)、ICU 看護経験年数は

4.2±3.6 年であった。集中治療室における多臓器不全患者

の家族への看護援助に対する看護師の認識は、[家族に患

者の回復は困難かもしれない状態を伝える][家族の危機的

な心理段階に応じた接し方を考え実践する][家族がサポー

トを活用しコーピングがとれ自分の役割を果たせるように支

援する][家族が後悔を抱かないように家族にできるケアを伝

え患者の死の予期悲嘆を促す]など 15 カテゴリーであった。

http://kaken.nii.ac.jp/
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看護実践内容は、[患者が回復することは困難かもしれない

状態を家族に説明する][家族のサポートやコーピングにつ

いて情報を得る][動揺している家族の心理状態に応じた援

助を模索しながら接する][家族が後悔を抱かないように家族

ができるケアを一緒に行い患者の死の予期悲嘆を促す][患

者の身体機能をアセスメントして患者の状態悪化を防ぐケア

を行い家族の希望を繋ぐ]など 16 カテゴリーであった。 

 【考察】 

   集中治療室において看護師は患者の回復は困難かもし

れないことを視野に入れ、心理的危機段階に応じた援助を

考え、家族が役割を果たせるように支援し、患者の死の予期

悲嘆を促す援助を認識していると考える。看護実践は、患

者の回復は困難かもしれないことを視野に入れ、家族のサ

ポートやコーピングの情報を得て、心理的危機状態に応じ

た援助を模索しながら家族に患者の死の予期悲嘆を促す

一方で、患者の状態悪化を防ぐケアを行い家族の希望を繋

ぐ援助を実践しており、生と死の両側面のケアを行っている

と考える。しかし、看護師は患者の状態悪化を防ぐ援助を行

い家族の希望を繋ぐ援助を実践していることは認識してい

なかった。また、家族が役割を果たせるように支援する援助

は認識しているが、実践では家族のサポートやコーピングの

情報を得ることに留まっていたことから、多臓器不全患者の

家族への看護援助を深めるためには、認識と実践を連動さ

せ、認識し実践できる継続教育が必要であると考えられる。 

 

②来院時心肺停止患者の家族の悲嘆への援助に関する看護

師の認識及び実践 

 【目的】 

   本研究の目的は、来院時心肺停止（以下 CPAOA）患者の

家族の悲嘆への援助に関する看護師の認識及び実践を明

らかにすることである。 

 【方法】 

三次救急医療機関の初期治療室でCPAOA患者の家族

に援助を行った経験のある看護師を対象に、研究目的を基

に独自に作成したインタビューガイドを用い半構成的面接を

行った。面接内容の逐語録から、調査内容を表す部分を抽

出・コード化し、更に類似するものを集めてサブカテゴリー・

カテゴリー化した。倫理的配慮として、本研究は A 大学研究

倫理委員会の承認後に実施した。 

 【結果】 

 研究参加者は 16人（平均年齢 30.8歳）、平均看護経験年

数は 9.4年、平均初期治療（以下初療）経験年数は 2.4年で

あった。CPAOA 患者の家族の悲嘆への援助に関する看護

師の認識は、『初療過程から家族を疎外しない』、『突然で

状況のわからない家族が、患者が蘇生されている状況を認

識できるよう援助する』、『蘇生中から患者が危機的状況を

避けられないことを伝え、対面できるよう援助する』、『突然の

死別で動揺する家族が死を受け入れていけるよう援助す

る』、『突然の死別に衝撃を受ける家族とともにいる』などの 9

カテゴリーであった。CPAOA 患者の家族の悲嘆への援助

に関する看護師の実践は、『家族に対して支援の姿勢を示

し、関係性を築く』、『患者の蘇生困難を伝え、たび重なる衝

撃を受ける家族を受け止める』、『突然の死別に自責感を持

つ家族が死を受け入れていけるよう援助する』、『患者の死

に衝撃を受けている家族の虚脱に備える』、『患者への思い

や精神的援助へのニードを掴む』などの 13 カテゴリーであ

った。 

 【考察】 

   看護師は、初療過程から疎外しないよう留意しながら、突

然で状況のわからない家族が患者が蘇生され危機的状況

を避けられないと認識して患者と対面できる援助、突然の死

別で動揺する家族が死を受け入れていけるよう、家族ととも

にいる援助を認識していたと考える。また、看護師は、家族

に支援の姿勢を示して関係性を築き、患者の蘇生困難を伝

えつつたび重なる衝撃を受ける家族を受け止め、自責感を

持つ家族が死を受け入れていける援助、患者の死に衝撃を

受けている家族の虚脱に備え、患者への思いや精神的援

助へのニードを掴む援助を実践していたと考える。看護師

が認識した援助は全て実践されていたが、家族の虚脱への

備え、患者への思いや精神的援助へのニードの把握は、認

識されずに実践されていたと考えられる。これより、看護師

が、患者の死に衝撃を受けている家族の虚脱に備え、患者

への思いや精神的援助へのニードを把握する援助を認識し

た上で実践できるよう継続教育を行う必要があることが示唆

された。 


	2T科学研究費補助金データベース（2T0TUhttp://kaken.nii.ac.jp/U0T2T）を活用して、2T社会医学の研究分野「公衆衛生学・健康学」、「衛生学」、「法医学」について2001年から2010年の10年間における基盤研究S、A、B、Cの採択件数の動向について検討した。

