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医歯薬学分野 
松本 昌泰（広島大学大学院医歯薬保健学研究院・教授） 

 

本年度は、国内で開催された神経内科学領域の多くの学

会に参加するとともに、国外ではヨーロッパ脳卒中学会

2014、アジア—パシフィック脳卒中学会 2014、世界脳卒中

会議 2014、アメリカ国際脳卒中学会 2015 に参加し、現在

遂行している大規模臨床研究の経過を報告するとともに、

医歯薬学分野における最新の動向を調査した。ヨーロッパ

脳卒中学会 2014 では 12 のシンポジウム、アジア—パシフ

ィック脳卒中学会 2014 では 28 のシンポジウム、世界脳卒

中会議 2014 では 39 のシンポジウム、アメリカ国際脳卒中

学会 2015 では 2 つのディベートセッションを含む 34 の

シンポジウムが開催され、日本からの報告を含めた大規模

臨床研究の結果が報告された。なかでも、今回の米国で開

催された国際脳卒中学会では、脳梗塞急性期の新しい血管

内治療法に関する報告が注目され、脳梗塞急性期治療が新

時代を迎えることが確実視されている。また、新たな診

断・治療上の指標となる分子レベルでのバイオマーカーに

ついての網羅的なプロテオームやトランスクリプトーム

解析、炎症・免疫関連の新規の分子マーカーに関する研究

も注目を集めていた。いずれの学会においても、日本から

も多くの研究者が参加し、活発な議論が行われていた。最

近の動向としては、中国を含むアジア諸国からの学会参加

者が全ての国際学会において増えてきており、香港、シン

ガポールなどのセンター化された病院を中心とした大規

模臨床研究を欧米との共同研究として推進している点が

注目された。欧米ではトランスレーショナル研究としての

大規模臨床研究のみならず希少疾患や難病を対象とした

研究も精力的に実施されており、この点において、基盤整

備の不十分な日本での研究は立ち遅れているといわざる

を得ない。 

国内外で開催の 24 学会に参加、そのうち日本脳卒中学

会を主催しその動向を調査したが、大学などの教育機関に

おいても、基礎的研究の発表数が相対的に減ってきている。

トランスレーショナルな臨床研究に不可欠なサポート体

制を充実するとともに、それと平行して卒前・卒後の教育

において研究マインドを涵養することにより、大学院進学

者を増加させるなど、基礎的・臨床的研究に携わる若手研

究者の育成を進める必要性が痛感された。 

 

医歯薬領域および耳鼻咽喉科学分野 

山岨 達也（東京大学大学院医学系研究科・教授） 

 

 主に耳鼻咽喉科領域を中心として国内外の主要な医学

会に参加し、また主要な国際および国内学術雑誌を網羅し、

医学、特に耳鼻咽喉科領域の学術動向を調査した。また抗

加齢医学会を介して、医師、歯科医、メディカルスタッフ、

基礎研究者と交流を深め、分子レベルから生活習慣に至る

領域での老化医学および抗加齢医学について情報を収集

した。 

医学の学術動向として、主要大学からは依然として質の

高い基礎研究が発表されているが、基礎的研究の発表数が

相対的に減る傾向は続いている。また臨床論文も大規模な

介入試験は少なく、発表数の減少は継続している。トラン

スレーショナルな研究も含め、基礎および臨床研究のサポ

ート体制を充実するとともに、基礎的・臨床的研究に携わ

る若手研究者の育成を進める必要性が求められている。な

お臨床では多くの分野でガイドラインが設定され、国際的

に発信かつ評価を得るために英文誌での公表も進んでい

る。 

耳鼻咽喉科の臨床では、耳科領域では内視鏡下耳科手術

の普及、人工内耳適応基準の改正（若年齢化）、低音域に

実用聴力の残存する感音難聴症例に対する，従来の電気刺

激機能に加え音響刺激機能も兼ね備えたハイブリッド型

人工内耳の保険収載などがあり、低侵襲性電極の開発など

が課題となっている。また人工感覚器ではさらに、人工中

耳や全埋め込み型骨導補聴器の開発・臨床研究が進んでい

る。神経耳科領域では前庭誘発筋電位検査や head impulse 

test の出現により詳細な機能評価が可能となっている。ま

た両側前庭機能低下患者や高齢者では身体のバランスを

崩して転倒しやすいことが問題となっているが、知覚閾値

以下の電気ノイズを前庭神経に刺激として入れることで

身体のバランスが安定することが報告され、治験が組まれ

ている。鼻科領域ではスギ花粉アレルギーに対する舌下免

疫療法が開始され、ダニ（ハウスダスト）に対するアレル
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ギー性鼻炎に対する舌下免疫療法エキスの開発も進めら

れている。嚥下機能検査法には嚥下造影検査と内視鏡下嚥

下機能検査が保険収載されているが，2014 年 4 月の診療

報酬改定で「胃瘻造設時嚥下機能評価加算」が新設された

際，医師がこのどちらかを実施することが算定に必要とさ

れ、胃瘻造設の適応基準が厳格化されている。頭頸部癌で

は，化学放射線治療の成績向上が得られてきており，従来

は手術適応とされていた症例でも臓器温存できる機会が

増えている一方で，化学放射線治療後の嚥下障害が問題と

なっている。乳頭腫ウイルスが発癌に関与する中咽頭はわ

が国でも増加してきており，予後は関与しない症例に比べ

て良好であることから，治療戦略が見直されてきている。

また甲状腺癌に対する分子標的薬の効果が報告されてき

ており、特にこれまで治療効果のある治療法がなかった未

分化癌に対しても一定の効果が報告されている。 

 

医歯薬分野 
鍋倉 淳一（自然科学研究機構生理学研究所・教授） 

 

医歯薬分野では、ヒトの理解と疾患の解明および治療が

最終的な目標であるため、原因要素の探索がこれまでの研

究戦略の主流であった。しかし、これらの因子単独では必

ずしも疾病が発症するものではなく、多くの因子が疾病発

症に複雑に関与している。しかし、医学領域においてはま

だ原因遺伝子などの要素同定が主流である。疾病発症を考

えるにあたり、多くの因子を総合的に考えることが必要で

ある。そのため、多様な要因について多角的な視点から得

られた情報を計算論やシミュレーションなどを含めた解

析を行う手法の導入が必要である。また、臨床医療の現場

において得られる健常者や疾病罹患者の生体情報などの

大規模データから疾病の発症や予後の予測などを行う試

みが欧米やわが国で開始されている。しかし、これらのデ

ータから目的とする情報を抽出する技術の開発について

は、わが国では、人材も含めて、欧米と比較し遅れている

のが現状である。医学と工学・情報など異分野交流の推進

が奨励されているか、いまだ成熟しているとは言いがたい。

医学における大規模データについて十分に議論する場を

設定することが必要と思われる。また、該当分野の人材育

成という視点からは、データ解析を主軸とする研究者の医

学・生物学領域におけるキャリアパスなどの問題があり、

有機的な方策を打ち出すことが望まれる。 

大学等での基盤校費が削減されるなか、研究の継続のた

めの研究支援体制の充実が必要である。共同利用機関・共

同研究拠点等による組織としての支援体制の充実ととも

に、大型機器を必要としない生命科学においても実験技術

やリソースの共有などの研究支援をより充実することで、

限られた研究費による効率的な研究遂行を支援する仕組

みを整備することが必要である。 

 

健康科学分野・地域連携〜地域住民の健康度を高

める方策に関する調査と今後の方向性について〜 
平井 みどり（神戸大学大学院医学研究科・教授） 

 

 平成 26 年は、健康食品の機能性表示について規制が緩

和されたことに従って、企業対象の勉強会あるいは情報提

供が増加した。しかし規制緩和によって国民の健康度が高

まるかについては、いまだ不明な点が多い。現時点では安

全性と、一部の有効性について実験的手法を用いて明らか

にすることは可能であるが、ヒトに使用した場合の効果に

ついては、適切な評価方法が未だ確立されていない。この

ような現状を打破するための情報収集や意見交換を今年

度は行い、複雑系に関する評価指標の候補を探索するとと

もに、具体的な製品の安全性評価について小規模の研究を

行った。さらに今年度は、オランダより食品関連の専門家

を招いて、欧州の現状を把握することに努めた。また、全

く違った観点から、緩和医療における種々の補完医療的手

法を健康増進と結びつける可能性をさぐる目的で、カナダ

の McGill 大学主催の緩和ケアシンポジウムおよび医学教

育カリキュラムに関するセミナーに参加し、意見交換と情

報収集を行った。これらの活動を通じ、健康科学に関する

「教育」の重要性を改めて確認するとともに、「マインド

フルネス」というキーワードを得た。今後は教育の成果を

評価手法（短期的・長期的）についても研究すべきと考え

る。 

昨年度からの課題であった「産学連携」とは異なる形で

の、地域連携をベースとした国民の健康度を高める活動に



平成 26 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（医歯薬学専門調査班） 

ついては、市民講座の開催に加えて兵庫県や神戸市の健康

担当部署との意見交換や、共同研究の打合せなども行った。

神戸市はポートアイランドにある医療産業都市構想の市

民向けチャネルとして、我々の健康科学評価センターの活

動に注目しており、また兵庫県は健康福祉部からのコンサ

ルテーション依頼があって、特定健診の結果の活用や受診

者の拡大の方策について検討を行った。さらに、遺伝子情

報を健康増進に生かすための担い手として、ゲノム情報の

活用に精通した薬剤師を養成するべく「日本ゲノム薬理学

会」の活動を進めている。 

 

生物系薬学および医療系薬学分野 
～アカデミア発創薬研究の動向～ 
土井 健史（大阪大学大学院薬学研究科・教授） 

 

 平成２７年４月からの日本医療研究開発機構のスター

トを目前にして、アカデミア創薬関連の情報の発信、シン

ポジウムの開催などが活発になされたが、研究動向として

は、基盤研究ではエピジェネティックな遺伝子発現機構に

関する研究やシグナル伝達、翻訳後修飾、細胞内輸送など

が、臨床系では薬物代謝、薬物輸送の研究が依然として盛

んに行われていた。薬学系では、６年制の設置により、学

生の研究時間が少なくなっており、研究力の低下傾向がみ

られ、学会への学生参加数、発表演題数の減少に連動して

いた。 

 創薬研究の動向としては、ハイスループットスクリーニ

ングによる低分子医薬の開発研究に加え、抗体医薬、核酸

医薬の開発に関わる技術開発研究が活発に行われるよう

になってきている。一方、スーパーコンピュータが使用で

きるようになってきている事から、IT 創薬に対する期待も

高まっており、立体構造からの相互作用の解明、薬の設計

に加え、分子の動きをシミュレーションし、多段階変化に

おける途中の構造を標的にした薬物の設計などが新たな

動向となることが予想される。タンパク質の立体構造解析

については、電子顕微鏡による解析にブレークスルーが起

り、X 線結晶構造解析を超える技術になりつつあり、特に

複合体の解析については、これが今後の主流になると考え

られる。 

 我が国におけるこれからの創薬開発においては、アカデ

ミアの果たす役割は大きく、基礎研究から生み出される創

薬シーズを如何に効率よく創薬開発に結びつけるかが一

つのポイントであり、日本医療研究開発機構との連携に加

え、産業界との連携も視野に入れた新たな仕組みを考えて

いく必要があると思われる。またアカデミアとしては、創

薬シーズの提供に加え、創薬を進める上での技術の提供、

さらに新たな技術を開発していく事が求められていると

考えられる。 

 

生理学分野―我が国の研究の在り方への考察― 

石川 義弘（横浜市立大学大学院医学研究科・教授） 

 

学術システム研究センター研究員として、3 年間にわた

って専門調査班会議に参加し、様々な学術および評価活動

を通じて我が国の研究水準の向上に努力させていただい

た。とりわけ、学術研究の向上に重要と考えられたのは、

医学研究の進め方とその評価である。かねてより欧州心臓

病学会の Cardiovascular Research、 近年 Nature 社が

創設した Scientific Reports、さらにアメリカ薬理学会の

Pharmacological Reviews など、国際的に高評価の学術

雑誌の編集委員を務めている。同時に日本生理学会の

Journal of Physiological Sciences 主任編集長として、我

が国における生理学学術研究の発表と研究倫理のあり方

についても、国際比較を行った。研究データと論文発表、

そして科研費獲得は三位一体である。この三者それぞれが、

公正にかつ的確に行われる必要があり、それをサポートす

るのが学会（あるいは学術雑誌）と、科研費支出機関（学

振など）である。 

 また学術振興会が進めている分科細目の再検討課題や、

若手研究者の育成方法など、我が国の知識だけでは不十分

なものについては、諸外国でどのように問題解決にあたっ

ているのかの情報収集が有益であった。学会大会に付随し

て開催された国際シンポジウムやセミナーにおいても、単

に講演者との研究内容の討論にとどまらず、研究の評価シ

ステムや、助成金の判定方法など、国家レベルにおける制

度の在り方について貴重な情報を得ることができた。 

 学術振興会は、米国では NIH に相当する機関であり、
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我が国の基礎研究をサポートする最大の組織である。近年

では基礎研究よりも実用化研究に目が向きがちであるが、

諸外国、特に米国の研究動向を編集者の立場からみても、

基礎研究があって初めて実用化研究が成り立つことが明

らかである。今後も、制度見直しを続けつつも世界の技術

立国を目指すべく基礎研究のサポートを切望する。 

 

病態医科学・神経科学・分子生物学分野 

中別府 雄作（九州大学生体防御医学研究所・主幹教授） 

 

１）国内外での学会等への参加や研究者との交流を通して、

最新の研究動向や注目すべき研究例などの動向を調査し

た。 

 

（１）「環境と生体ゲノムの相互作用の破綻の分子病態」

に関する新たな研究の展開の必要性 

 我が国を含めた多くの先進諸国における人類未曾有の

レベルまでの平均寿命の延長は、一個体が生涯のあいだに

経験する内的、外的環境の変化の影響を否応もなく重大化

し、その累積効果は指数関数的に増加すると考えられる。

現代社会では、加齢・老化という内的微小環境の変化に加

えて、生活習慣による常在細菌叢の変化、そして環境及び

医療放射線への被ばくの問題やがん治療への抗がん剤、喘

息・アレルギーなど慢性疾患における長期投薬、さらに食

品添加物や残留農薬などの化学物質の摂取量の増加など、

多くの国民の健康への影響が懸念されるようになり、解決

すべき問題が山積している。しかしながら、これらの多様

なリアルライフの環境要因が長期間にわたって個体に作

用した場合に、そのゲノムはどのような影響を受けるのか、

そして生体はどのように応答するのか、個体レベルにおい

て明らかにする研究は行われていない。 

 近年の「ゲノム安定性の維持」に関する研究成果を、『環

境と生体ゲノムの相互作用』という重要課題に結集し、『そ

のホメオスタシスの破綻がもたらす病態』の解明という新

しい研究領域の確立と展開を通して、超高齢社会における

喫緊の課題の解決を図る必要性がある。すなわち、生体を

取り巻く環境をその起源から、①細胞内の代謝反応などに

よって規定される「生体内微小環境」、②常在微生物や病

原体などの「非自己生物環境」、そして、③外的な「物理・

化学環境」として捉え、「環境と生体ゲノムの相互作用の

原理」を追求し、「その相互作用の変化がもたらす生体ホ

メオスタシスの破綻とその分子病態」の解明を進める必要

がある。 

 

（２）DNA 中に取込まれたリボヌクレオチドによるゲノ

ム不安定性の発見 

 従来、ゲノム不安定性を誘発する DNA 損傷の原因とし

て、環境変異原や放射線などの生体外から作用する環境因

子と生体がその代謝過程で生成する活性酸素などに注目

した研究が主流であったが、最近酵母を用いた研究から細

胞が RNA 合成の前駆体として常備しているリボヌクレオ

チドの DNA ヘの取込みが DNA 中に存在する異常ヌクレ

オチドとして大きな比重を占めることが報告された。ゲノ

ムの安定な維持を理解する上で、リボヌクレオチドの

DNA ヘの取込みがもたらす影響とその取込みと修復制御

機構の解明がゲノム安定性の理解に不可欠となってきた。 

 

（３）活性イオウ分子による新たなシグナル制御系の研究

展開 

 近年、酸化ストレスは生体内で生成された活性酸素によ

るシグナル制御異常として理解されている。最近、このよ

うな活性酸素シグナルのセカンド・メッセンジャーの代謝

制御に、アミノ酸のシステイン・イオウ付加体であるシス

テインパースルフィド（Cystein-persulfide）などの新規

なイオウ代謝物が関わることが報告された。さらに、活性

イオウ分子種が、高い求核性と強力な抗酸化能を有してい

ることも示され、活性イオウ分子が、活性酸素のみならず

酸素に対してもレドックスセンサー・メディエーターとし

て機能する可能性が示唆されている。今後、酸化ストレス

や活性酸素シグナル制御における活性イオウ分子の関与

を解明することで、新たなシグナル制御機構の存在が明ら

かにされる可能性が出てきた。 

 

（４）共生細菌叢と生体ホメオスタシスに関する新たな研

究の展開 

 ヒトを含む哺乳動物の生体には 100 兆個、1000 種類以
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上もの多種多様な腸内細菌を始めとして多種多様な細菌

が共生しており、哺乳動物はそれら共生細菌をうまく利用

することで生命活動を効率的に行っている。一方、最近の

研究により食生活を含めた生活習慣や生活環境の変化に

よりこれら共生細菌叢が変化することが生体の恒常性を

破綻させ、様々な疾患が発症する原因になっていることが

国内外の研究から明らかになりつつある。 

 最近、肥満に伴い腸管にグラム陽性菌である二次胆汁酸

産生菌が爆発的に増加することが、飲酒やウイルス感染を

伴わずに肝臓に発症する脂肪性肝炎 (NASH) から肝がん

への移行を促進することが報告された。一方、NASH から

肝がんへ移行する約 6 割の症例が肝硬変を伴うが、その場

合には二次胆汁酸産生菌ではなくグラム陰性菌が肝がん

への移行を促進することが明らかになってきている。具体

的にどのようなメカニズムでこのような共生細菌が発が

んの促進に関わるのか、今後の研究が待たれる。 

 最近、宿主免疫系の中でも獲得免疫系が腸内細菌叢のバ

ランス維持に重要であること、逆に、バランスのとれた腸

内細菌叢が腸管のみならず全身免疫系の恒常性維持に寄

与していることが明らかにされた。すなわち、宿主免疫系

と腸内細菌叢の相互作用が宿主の生体ホメオスタシスを

維持する上で重要であり、宿主もしくは腸内細菌叢のどち

らか一方の因子の変化も全身免疫系の過剰な活性化など

を誘導し生体ホメオスタシスの破綻へとつながることが

報告されている。宿主側の因子として免疫系や代謝系は加

齢とともに変化する一方で、腸内細菌叢も加齢とともに多

様性と構成に変化が生じることが知られている。このよう

な変化が加齢に伴う生体ホメオスタシスの破綻につなが

ると考えられており、加齢とともに宿主側の因子と腸内細

菌叢がどのように相互に影響を及ぼしあい、互いの機能不

全さらには生体ホメオスタシスの破綻につながるのかは

今後の課題である。 

 

２）専門分野における科学研究費助成事業の系・分野・分

科・細目、キーワード等に関連した調査分析 

 

 平成 30 年度公募より適用する「系・分野・分科・細目

表」について，医歯薬学分野の分科「基礎医学」，総合領

域、総合生物分野の分科「脳科学」と「神経科学」，総合

生物分野の分科「腫瘍学」に関して、過去の基盤研究(S) (A)、

若手研究(A)、基盤研究 (B) (C)への応募状況、キーワード

等を調査分析し、中区分への再編成の可能性を検討した． 

 

細胞生物学、機能生物化学、医科学、薬理学分野 

金保 安則（筑波大学医学医療系・教授） 

 

 本年度は、我が国の生命科学研究領域における分野横断

的・融合的な研究から新たに生まれつつある研究分野等の

動向について重点的に調査を行なった。これまで、癌細胞

内のシグナル伝達系は詳細に解析され、癌を理解する上で

重要な知見が得られており、多種多様な抗癌剤が開発され

ているものの、予想通りの効果が得られている抗癌剤は非

常に稀である。その理由の一つとして、細胞内伝達シグナ

ル伝達系は単に上流から下流に情報を伝達することに加

えて、下流から上流へのフィードバック制御や異なる情報

伝達系のクロストーク制御など、極めて複雑なネットワー

クを構成している点を考慮せずに抗癌剤の開発が行なわ

れてきたことが挙げられる。 

 この問題を解決するためには、生命科学と数理物質科学

との融合によるシミュレーションモデルを構築すること

が必要となる。その一例としては、癌遺伝子情報伝達系の

中核をなす MEK-ERK シグナル伝達系における数多くの

パラメーター値を定量的に実測し、数値シミュレーション

モデルを構築することである。この融合科学解析は現在盛

んになりつつあり、シグナル伝達系において、フィードフ

ォワード制御とネガティブフィードバック制御が生化学

的な結果を説明する上で重要なものとして同定されつつ

ある。さらに、シミュレーションモデルに遺伝子変異と分

子標的薬を導入し、異なる遺伝子変異を持つ細胞内の分子

活性が分子標的薬によってどのように抑制されるのかを

シミュレーションすることも行なわれている。 

 このような融合研究は、癌細胞において、どのような薬

剤を投与した際にどのシグナルがどのように活性化ある

いは不活性化されるかを、シグナル伝達系の全体像から理

解することに大きく貢献できると考えられる。今後、どの

ようなゲノム変異がある患者にどのような薬を投与する
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のがよいのか、またどのシグナルをターゲットとした創薬

をしていくかとういう、真のコンパニオン治療へ応用でき

るようになることが期待される。 

 このような分子生物学と数理物質科学とが融合した新

たな学問分野は、今後、より複雑な細胞現象を理解し、複

雑なメカニズムに起因する疾病を治療していくうえで、非

常に価値ある研究分野であると思われる。 

 

免疫学分野 
高浜 洋介（徳島大学疾患プロテオゲノム研究センター・

教授） 

 

 日本学術振興会学術システム研究センターの医歯薬学

専門調査班にて基礎医学とりわけ免疫学を専門とする専

門研究員として、今年度は次の２つの調査研究を行った。 

 まず、免疫システムの統御に中心的な役割を果たすＴリ

ンパ球の分化・機能・再生に関して、世界的に最大の国際

会議ネットワーク Global Thymus Network の学術集会が

オーストラリアで平成２６年４月に開催されるため出席

し、当該研究分野における国内外の最新の研究動向や注目

すべき研究例などを調査するとともに、学会参加者の数や

構成などの推移などを調査した。 

 また、免疫学領域では日本で最大の学術集会である日本

免疫学会学術集会が平成２６年１２月に京都で開催され、

そのなかで企画される国際シンポジウムのひとつを担当

したため、免疫学と血液学ならびに数理生物学の新たな融

合領域を指向しつつ当該融合領域にて国際的先駆者とし

て 活 躍 し て い る ド イ ツ 癌 研 究 所 の Hans-Reimer 

Rodewald 教授を招聘することで、新しい学術領域の創成

を展望しつつ、基礎医学における新たな研究領域の動向調

査を行った。 

 

神経発生学分野 
宮田 卓樹（名古屋大学大学院医学系研究科・教授） 

 

「神経発生学」という学術分野は、本邦では「7901 解

剖学（含む組織学・発生学）」、「6202 神経解剖学・神経病

理学」、「6706 発生生物学」などと密接な関わりを有し、

各関連学会において毎年一定の発表演題を数える状況に

ある。欧米においては「Developmental Neurobiology」、

「Developmental Neuroscience」、「Neural Development」

などの教科書や学術誌が古くから出版され、ゴードン会議

のひとつのテーマとして「Neural Development」が伝統

的に掲げられているなど、本邦に比べて、「独り立ち」気

味とも感じられるが、それでも、さまざまな背景、経験、

手法に裏打ちされた研究者が学際的な取り組みを推進す

る傾向が比較的高く、専門横断性に富む分野であると見な

すことができる、このような「神経発生学」分野の最新の

動向を探ることを目的として、本年度の調査研究を推進し

た。 

 まず、当該分野の医学的意義の調査の一環として、疾患

の病態解明や予防・治療の基盤としての貢献の可能性、ま

たを再生医療的な貢献の可能性について各種教科書・参考

書を入手して調査した。一方、最近注目が高まりつつある

「脳進化のメカニズム」、「神経幹細胞の確率論的不均一

性」、「発生現象の力学的な制御」などについて学術誌での

発表動向を見定めるとともに、専門的学術集会（ゴードン

会議、神経科学会など）への参加を通じて最新のとりくみ

を調査した。また「新しい方法・技術」の調査として、「数

理モデル化による説明」、「画像等のビッグデータを利用し

た解析」などについて学際性の高い集会・研究会（数理生

物学会、バイオイメージインフォマティクスワークショッ

プ）からの情報収集、あるいは関連研究所の訪問を通じて

の調査を行った。さらに「若手」研究者における当分野に

対する意識の調査も、小集会参加、あるいは研究所への訪

問などを通じて実施した。 

 

病態検査学分野：臨床検査の精度管理・標準化の

進歩と技術開発の展望 
岩谷 良則（大阪大学大学院医学系研究科・教授） 

 

病態検査学分野では、臨床検査の信頼性を高めるための

精度管理や標準化を推進しているが、近年内部精度管理に

加えて外部精度管理事業も広がり定着してきたため、日本

の臨床検査データの施設間差は確実に小さくなってきた。

また血清パネルを用いた基準範囲設定のプロジェクトも
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進行しており、これらをうけて、これまで施設でまちまち

であった基準範囲を全国で共用化する動きが一段と強ま

ってきている。さらに検査室を標準化するため、その国際

規格である ISO15189の取得が大学病院を皮切りに全国の

基幹病院で進み始めた。 

病態検査学分野の測定技術における新たな動向として、

DNA、RNA、蛋白、代謝物を網羅的に解析する技術開発

がかなり進み、安価にかつ迅速にゲノム、トランスクリプ

トーム、プロテオーム、メタボロームの解析できる時代が

近づきつつある。近い将来、生誕時に全ゲノム解析を行い、

そこで得られる遺伝子多型情報を参考にして、オミックス

解析が定期検診や日常診療が実施されるようになり、疾病

の発症予測や診断、治療効果の判定等が極めて正確に実施

できる時代が近い将来到来すると思われる。 

最近のトピックスとしては、質量分析の解析対象が大き

く広がり、従来の薬物、毒物からホルモンやペプチド、蛋

白まで拡大している。初期投資に費用がかかり、測定系全

体がまだコマーシャル化されていないため専門的知識と

技術を要するが、高感度で特異性が高いため、イムノアッ

セイ法で測定されている項目の多くが質量分析で測定さ

れる時代が来ると推定される。また、菌体の蛋白成分のマ

ススペクトルを測定して一般細菌の同定が実施されてい

るが、それとともに細菌酵素による抗生物質の分解産物を

解析して細菌の薬剤感受性を測定する試みも始まってい

る。 

また腫瘍マーカーとして、特定の遺伝子変異を測定する

以外に、DNA のメチル化異常や特定の遺伝子発現の亢進、

さらに代謝物を解析するオミックス解析の研究が精力的

に実施されており、将来有望な腫瘍マーカーの発見が期待

される。 

 

法医学分野―法医学分野における DNA 多型医学

研究の学術研究動向 
安田 年博（福井大学医学部・教授） 

 

本年度は、法医学分野における中心的研究課題の一つで

ある「DNA 多型医学に特化した学術研究」の本邦におけ

る動向について調査研究を実施した。 

法医学分野における学術研究の動向を調査する上で、関

連する学術集会等における研究発表の動向等は良い指標

となる。報告者が所属している日本法医学会では国際学会

“ International Symposium on Advances in Legal 

Medicine”を 3 年ごとに本邦とドイツ国で交互に開催して

おり、その研究発表内容は本邦のみならず世界の法医学領

域研究の動向を反映したものとなっている。そこで、2007

年度及び 2014 年度に本邦で開催された当該学会の研究発

表内容等を調査した。 

当該国際学会で開催されるシンポジウムは直近の主流

となる学術研究内容を反映しており、「DNA 多型医学の法

医学領域への応用」と「Autopsy imaging」に関するシン

ポジウムが両年度とも行われていることは、両研究内容の

法医学学術における重要性を示している。 

「法医学分野における DNA 多型医学」における具体的

な研究内容ごとの研究発表数を鳥瞰すると、近年の分子遺

伝学関連機材の急速なイノベーションに対応するよう、法

医学分野における DNA 多型解析にも様々な新規の解析機

材の導入が図られている。特に、次世代シークエンサー

(NGS)の導入に関する研究発表がなされるなど、“new 

technologies in forensic genetics”に係る発表数が増加し

ている。また、近年、体液からの RNA が容易に分析でき

ること、さらに miRNA を含め体液特異的な RNA 分子種

の存在が明らかにされ、RNA 解析を利用した体液の種類

判定に係る研究が増加している。さらに、法医病理学にお

ける死因や死後経過等の鑑別に miRNA を応用する研究も

進められている。これらを反映して、“ body fluid 

identification and RNA testing”に係る研究公表が増加し

ている。このように、DNA 多型医学の法医学への応用研

究では「NGS の法医学的 DNA 多型解析への応用」及び

「RNA 解析の法医学実務への応用」が今後の注目すべき

研究課題となっている。また、DNA 多型による“個人識

別”では、検査試料からの検査結果と“該当者”と想定さ

れる関係者からの検査結果との異同識別が不可欠であり、

“該当者”と推定される関係者を限定・特定することが検

査の前提として必須である。そこで、ヒトの外見（身体的

特徴）決定に関与する様々な遺伝子を“外見推定マーカー”

として活用することを目的とした研究が、本邦は若干遅れ



平成 26 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（医歯薬学専門調査班） 

ているものの、諸外国では進められている。なお、これら

の学術動向は、法医学関連学術雑誌における相当する公表

論文数の増加にも反映されている。 

以上、昨年度実施した学術研究動向調査の結果と合わせ、

法医学分野における中心的研究課題の一つである「DNA

多型医学に特化した学術研究」の今後の動向について、①

NGS の法医学的 DNA 多型解析への応用、②体液判定の開

発を含め、RNA 解析の法医学実務への応用、③“外見推

定マーカー”等を利用した“関係者絞り込みマーカー”の

開発、が今後の研究課題として推進されるものと推察され

る。 

 

うつ病 
神庭 重信（九州大学大学院医学研究院・教授） 

 

障害調整生存年数（Disability Adjusted Life Years, 

DALY 疾病や障害により失われた年数）における精神疾患

の社会的影響をみると、先進国ではうつ病が全疾患中第 1 

位であり、トップテンの半分を精神神経疾患が占める。わ

が国では、脳とこころの健康大国実現プロジェクトが立ち

上がり、日本発の認知症、うつ病等の精神疾患の早期診断、

バイオマーカー、根本治療薬の開発を目指すことになった。 

うつ病・双極性障害の研究では欧米に大きな遅れを取っ

ている。海外では、精神医学分野についても、STAR*D（う

つ病）、CATIE（統合失調症）、STEP-BD（双極性障害）

AGRE（自閉症）など大規模な臨床研究が行われており、

死後脳の集積を行うブレインバンク活動も盛んに行われ

てきた。わが国には、これらに匹敵する研究が行われてい

ない。 

画像研究や脳生理学的研究を中心とした報告ではトッ

プレベルの報告も行われている。しかし、欧米に比べると

臨床系研究者の数が少ない。さらに、ゲノム研究では全体

に大きな遅れを取ってきたが、自閉症、双極性障害などで

は国のプロジェクトによりサンプルの収集と解析が進み、

欧米に追いつこうとの機運の高まりが見られる。 

ヒト、モデル動物で共通に計測できる「トランスレータ

ブル中間表現型」の開発が急務である。例えば、MRI に

よる voxel-based morphometry、resting-state fMRI、神

経生理計測による mismatch negativity、 gamma-band 

oscillation などが期待される。  

疾患特異的 iPS 細胞、iMG（誘導ミクログリア）、iN（誘

導ニューロン）の作製技術が精神疾患のトランスレータブ

ルなマーカーとして臨床研究に導入されつつある。 

ブレイン-マシン・インターフェイス技術を用いた次世代

臨床ツールとして、うつ病治療への応用が期待されている。 

動物モデル研究では、ゲノム解析の知見をふまえたモデ

ルマウスなど国内で多数作製され、それぞれうつ病、統合

失調症、自閉症スペクトラム障害研究に利用されている。

我が国では霊長類マーモセットの遺伝子改変技術が世界

に先駆けて開発され、構成的妥当性が高い疾患モデル動物

の作出が注目されている。 

 

血液内科学分野 
張替 秀郎（東北大学大学院医学系研究科・教授） 

 

血液内科学においては、次世代シークエンサーによる全

エクソン、全ゲノム解析が加速化しており、造血器腫瘍に

おいては、疾患の進展とともに蓄積する遺伝子変異が明ら

かにされ癌化の分子メカニズムが明らかになりつつある。

また、従来形態や染色体異常、悪性細胞比率などで分類さ

れていた診断基準や予後分類が、次世代シークエンスによ

る遺伝子変異パターンに基づいた、もしくは遺伝子変異パ

ターンを加味した分類法に変わりつつある。悪性リンパ腫

などではトランスクリプトーム解析による遺伝子の発現

プロファイルにより、薬剤に対する反応性が異なることが

明らかとなり、今後同じ組織型であっても発現プロファイ

ルにより選択する治療薬を変えていく治療戦略がとられ

ていく可能性がある。すなわち、治療プロトコールが遺伝

子解析の結果によりオーダーメード化されていく時代が

近づきつつあるというのが実感である。 

治療については、エピゲノム、シグナル伝達をはじめと

した様々な分子に対する分子標的薬の開発が依然として

活発に進められている。分子標的薬はその名の通り、特定

の分子を標的とした薬剤であり投与前に標的分子の発現

や変異を確認することで、理論的には有効性が予測可能で

ある。従って、前述のゲノム、トランスクリプトーム解析
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等を利用することにより、今後同一疾患においても適応、

非適応が分かれる可能性がある。このように投与前に適応

症例を絞ることで、より有効性が高まるとともに無用の副

作用を避けることができる。また、高額な分子標的薬にか

かる薬剤費を削減することが可能であり、医療経済上も必

須であると思われる。 

造血器腫瘍に対する免疫療法も新たな展開を見せてい

る。免疫チェックポイントのカギとなる分子である PD1

や CTLA4 をターゲットとした抗体薬が開発され、抗腫瘍

免疫を賦活化する新しい治療戦略が確立された。造血器腫

瘍だけでなく難治性腫瘍である悪性黒色腫や肺がんに対

しても治療効果を発揮しており、今後幅広い腫瘍に適応と

なる可能性がある。 

 

消化器内科学分野 
渡辺 守（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科・教

授） 

 

消化器内科分野を中心に、最近の研究動向の調査を行っ

た。国内外の研究者と議論を行い、最新の学術動向の情報

交換と将来戦略を検討した。消化管領域では炎症性腸疾患

の新規分子標的治療臨床試験の結果が多く報告された。肝

臓領域では C 型肝炎に対する新しい抗ウイルス療法の劇

的な有効性が報告された。将来の注目課題として、腸内細

菌と肥満を含めた生活習慣病との関連性が分野横断的・融

合的な研究領域になるという報告が続いた。また国内外の

関連学会に参加し、国内外の研究者と議論を行い、最新の

学術動向の情報交換を行った。消化器領域で世界最大の規

模を誇る全米消化器病週間がシカゴで 5 月 4 日—6 日に行

われた。自身は学会最大の session である「ASGE/AGA 

Presidential Plenary Session」において講演する機会を得

た。ヨーロッパ消化器病週間がウィーンで 10 月 18 日—22

日に行われた。学会中、米国、EU、アジアの専門家協議

が行われた。臨床試験、大規模臨床研究の中心が、米国か

ら EU に移っていることが、あらためて実感された。アジ

ア太平洋消化器病週間がバリで 11 月 22 日—25 日に行われ

アジア連携協力体制の整備による共同基礎研究と大規模

臨床試験の可能性が論じられた点が注目される。消化器領

域は、感染、炎症、腫瘍、代謝と極めて広範な分野に関わ

る学問領域であり、その研究成果に対する社会的要請の高

い領域である。領域の広範さのゆえに、各研究分野や各研

究者に関する研究動向の把握・評価が容易でない可能性が

あったが、本調査研究により、消化器内科分野に関する最

新の学術動向の情報を集積することが可能となった。その

中で、大型予算が適正かつ厳格に運用されることが肝要で

あり、審査委員の選考方法を含めて、学術振興会専門調査

班が、その在り方を更にチェックするシステムを作るべき

であると、あらためて強調したい。 

 

放射線科学分野―とくに新しい放射線増感剤の研

究開発動向について 
小川 恭弘（兵庫県立加古川医療センター・院長） 

 

放射線科学・放射線医学・放射線腫瘍学・放射線治療学

分野を中心に、国内、国外の関連学会に参加し、さらには、

日本乳癌学会の理事として、診療ガイドライン委員会には、

放射線療法小委員会の副委員長として参加し、最近の研究

動向の調査を行った。 

今年度、診療ガイドライン委員会は、乳癌診療ガイドラ

イン 2013 年版の英文論文化を行い  (2013 clinical 

practice guidelines (The Japanese Breast Cancer 

Society): history, policy and mission. Mukai H, Noguchi 

S, Akiyama F, Inaji H, Iwase H, Horiguchi J, 

Kurebayashi J, Hirata K, Toi M, Kurosumi M, Kohno N, 

Nishimura R, Nakamura S, Imoto S, Iwase T, Endo T, 

Saeki T, Ogawa Y, Ito Y, Tokuda Y, Ikeda T. Breast 

Cancer. 2015 Jan;22(1):1-4. doi: 

10.1007/s12282-014-0550-2. Epub 2014 Jul 24.)、それに

伴って放射線治療の項目も英文化され、学会誌である

「Breast Cancer」に掲載された (The Japanese Breast 

Cancer Society clinical practice guideline for 

radiotherapy of breast cancer. Sekiguchi K, Ogawa Y, 

Sanuki N, Arahira S, Ogo E, Yoshimura M, Yamauchi C, 

Oguchi M, Ohsumi S, Mukai H. Breast Cancer. 2015 

Jan;22(1):49-58. doi: 10.1007/s12282-014-0548-9. Epub 

2014 Jul 15.)。 
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最近、米国の放射線腫瘍学会(ASTRO)から、寡分割照射

法に関するガイドラインが出され、この分野におけるわが

国の臨床研究の成果とも相俟って、わが国の乳房温存療法

後の温存乳房照射の最新のガイドラインにもこれらが反

映されることとなった。さらに、3 週間法（16 回の寡分割

照射法）の温存乳房照射でも、従来通りの 5 週間法（25

回の分割照射法）とほとんど遜色のない診療報酬を受ける

ことができるようになり、漫然と従来通りの 5 週間法（25

回の分割照射法）を継続してきた病院も、放射線治療回数

が約 3 分の 2 で済み、患者さんに優しい 3 週間法（16 回

の寡分割照射法）に切り替えるところが増加するものと期

待される。 

以上のように、この 3 週間法（16 回の寡分割照射法）

での温存乳房照射が、欧米とわが国の研究の進展に基づい

てエビデンスレベルのグレード B へと昇格し、さらに、こ

れが迅速に健康保険の診療報酬点数にも反映されたこと

は、真に時宜を得たことであり、研究成果の社会へ還元の

モデルとしても賞賛に値するものと高く評価できる。 

平成 26年 12月の日本放射線腫瘍学会学術大会等に出席し

て強く感じたことは、近年の欧米の大きな放射線治療の学

会では、発表者の約 3分の 1が、medical physicistであり、

わが国でいえば、医学物理士や放射線治療品質管理士にあ

たる職種の人々の発表であり、わが国においても、早急に

こういった資格を、より重要視する必要があるという点で

ある。すなわち、最近の癌・放射線治療は、高精度化が急

速に進展してきており、小さい脳転移や末梢型の非小細胞

肺がん等の病巣にピンポイントで集中して放射線治療を

行うという定位放射線治療(SRT)や、前立腺癌や頸部食道

がん、頭頸部がんなどに、周囲の正常組織に対する線量を、

より減少させて放射線治療を行う強度変調放射線治療

(IMRT)など、主に物理的側面での支援を得てはじめて、

放射線治療医（放射線腫瘍医）がフルに活動できるという

状況にある。そういった意味で、現代の放射線治療は、治

療医と医学物理士、放射線治療品質管理士、看護師等との

チームワークによって成立しており、このように医師以外

の他職種の研究推進も含めた養成強化が、今後のわが国の

大きな課題となるものと思われる。 

 また、「新しい酵素標的・増感放射線療法 KORTUC の

基礎と臨床」という題の本を篠原出版新社から編著者とし

て、平成 27 年 2 月 20 日付けで出版した。A4 版で全 184

ページにわたるものであり、「癌放射線療法のイノベーシ

ョン、KORTUC の全てがわかる一冊」また「KORTUC

療法は今、進化から成熟の時へ」というキャッチフレーズ

となっている。また、この本に関する神戸大学副学長・理

事で前日本医学放射線学会理事長の杉村和朗教授の書評

では、増感放射線療法 KORTUC について絶賛されている。 

平成 26 年 6 月 7 日には、高知県高知市の高知県立県民文

化ホールにおいて、第 20 回癌治療増感度研究会を大会長

として開催した。その中で、「わが国における増感放射線

療法の現状」というタイトルでシンポジウムを企画し、事

前に演題・シンポジストの公募も行った。合計で 5 題の応

募があったが、そのうち 1 題は、京都大学原子炉研究所の

増永慎一郎教授による放射線増感の基礎研究の概要を主

体とした発表であり、他の 4 題は、各施設からの増感放射

線療法 KORTUC の現状についての発表で、それぞれ、長

崎県島原病院、大阪医科大学、東京放射線クリニック、な

らびに高知大学からのものであった。すなわち、わが国で

は、増感放射線療法 KORTUC 以外には、実際の臨床的に

増感放射線療法は行われていない、また、使用可能な放射

線増感剤は KORTUC 以外にはないという現実が明らかと

なった。また、この研究会における一般演題 16 題のうち、

増感放射線療法 KORTUC に関する演題が 5 題を占め、他

の 11 題はすべて放射線増感に関する基礎的な検討にとど

まった。このようなわが国の増感放射線療法研究の現状は、

米国の放射線腫瘍学会(ASTRO)や欧州の放射線腫瘍学会

(ESTRO)においてもほぼ同様であり、世界的にみても増感

放射線療法ないし放射線増感剤の研究は遅れているとい

うか進歩がないことが明らかである。すなわち、わが国で

も世界でも、近い将来、製剤化されて使えそうな増感放射

線療法ないし放射線増感剤は、KORTUC 以外には存在し

ない可能性が非常に高い。 

また、先端技術開発エンタープライズ(ASTEC)の若林 

拓朗氏ならびに東京大学先端技術開発センターの Robert 

Kneller 教授とともに米国での放射線増感剤の開発の現状

を調査するとともに、米国 FDA（食品医薬局）への

KORTUC の臨床試験の申請を模索した。 
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さらに、第 17 回癌治療増感研究シンポジウム（平成 27

年 2 月 6 日～7 日）に出席したところ、この会合でなされ

た約 50 題の研究発表のうち実際、臨床的な癌治療増感の

発表は、わずかに 2 題であった。そのうちの 1 題は、長崎

県島原病院の小幡らによる「KORTUC による放射線増感」

の発表であり、他の 1 題は、京都府立医大の山崎らによる

「サナゾールによる放射線増感」の発表であった。サナゾ

ールに関しては、すでにその特許も期限切れとなっており、

かなり以前に開発途上国を主体として行われた国際臨床

比較試験のデータも、すでに意味をなさなくなっている現

状であることが理解できた。したがって現在から近い将来

にわたって、実際に癌患者さんに使用可能な放射線増感剤

は、KORTUC 以外には存在しないことが明らかとなった。 

上記のような理由から、増感放射線療法 KORTUC に使用

する薬剤であるヒアルロン酸ナトリウムと過酸化水素水

（オキシドール）の少なくともいずれかを製造ないし販売

している製薬会社に、増感放射線療法 KORTUC の製剤化

にご協力戴けるかどうかの文書を郵送し、協力の可否に関

する調査研究を行った。対象としては、ヒアルロン酸ナト

リウムを製造ないし販売している製薬会社 14 社、ならび

に、オキシドールを製造ないし販売している製薬会社 6 社

である。文書の郵送は、本年 3 月 15 日であり、約 1 ヶ月

半経過した現在、約半数以上の企業からの回答を得たが、

そのすべてで、増感放射線療法 KORTUC の製剤化への協

力は困難とのことであった。 

また、一方では、米国ならびに欧州での増感放射線療法

KORTUC の臨床試験～製剤化の可能性について、米国

Oxigene 社の CEO である Dr. D.Chaplin らを介して調

査・研究を行ったが、米国では、やはり分子標的薬の開発

に製薬会社の主力が注がれており、放射線増感剤ならびに

KORTUC のような安価な酵素標的薬の製剤化への関心は、

比較的低いとのことであった。このような米国の状況を目

の当たりにして、続いて、欧州に目を向けることとし、英

国の著名な放射線治療医である Dr. J.Yarnold らに増感放

射線療法 KORTUC に関して照会を行ったところ、同氏は

すでに KORTUC についてよくご存知であり、その独創

性・有用性を高く評価されており、同氏の所属する英国王

立の有名病院での KORTUC の臨床試験の企画・立案に積

極的に取り組んで戴けることとなった。この日英合同プロ

ジェクトの推進に関して、日本側はもちろん英国側のファ

シリテータ―の人選も終わり、今後、このプロジェクトを

加速させていく段階となった。 

 

循環器内科学分野：日米主要循環器学会における

若手研究者の育成プログラムの比較 
室原 豊明（名古屋大学大学院医学系研究科・教授） 

 

１ 日本循環器学会 2014（JCS2014）における若手支援

プログラムについて 

若手研究者を支援あるいは高揚させると思われるプロ

グラムとして、Young Investigator’s Award（YIA）審査

講演、国際留学生 YIA 審査講演、ミート・ザ・エキスパ

ート、海外留学生セミナーなどが組まれていた。YIA は若

手研究者でその研究内容を発表し、書類審査、発表及び質

疑応答を審査員１０名程度で評価し、１位を決める。JCS 

の YIA では、臨床部門と基礎部門の２部門が設定されてい

た。国際留学生 YIA 審査講演は、海外から日本国内に留

学している外国人の若手研究者から１位を決める。YIA は

まさに若手研究者の発奮材料となるため、若手の研究モチ

ベーションの高揚に作用すると思われる。ミート・ザ・エ

キスパートは、臨床手技などを解説する内容となっており、

若手研究者育成の目的ではなかった。 

２ アメリカ心臓協会年次集会 2014（AHA 2014）におけ

る若手支援プログラムについて 

 １５以上の若手研究者のキャリアアップを指導するよ

うなセッションが学会初日から組まれていた。また YIA 

は１５部門以上に分かれて発表と審査が行われており、そ

れぞれの部門で１位が決定されていた。これらは日本の約

７倍の規模で開催されていた。 

日米比較 

 以上のように、AHA では非常に多くの YIA が設定され

ていること、さらに若手研究者の啓発に特化したプログラ

ムである Early Career Development プログラムも多数

学会初日から設定されていることなどから、AHA が循環

器部門の若手研究者の育成に大きな力を注いでいること

が判明した。日本循環器学会（JCS）は学会の規模も予算
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も AHA とは比較に出来ないくらい小規模であるが、参加

人数は近年ほぼ同じ数字をたどっている。AHA に比較す

ると、若手の Career 育成を目的にした講演会が JCS では

ほぼ皆無と言ってよい。また、YIA 講演会の数も非常に少

ないため、今後 YIA を細分野毎に設定する、あるいは熟成

研究者を対象とした賞を減らし、代わりに YIA を増設す

る等の努力が必要であろう。 

 

心臓血管外科学分野－心臓血管外科学におけるロ

ボット手術の現状と動向調査－ 
渡邊 剛（ニューハート・ワタナベ国際病院・総長） 

 

2014 年 12 月現在、世界において 3267 台の da Vinci 

surgical system（以下 da Vinci）が導入され臨床で稼働し

ている。da Vinci を用いたロボット手術は、全世界で年間

50 万件以上（2014 年）が施行されている。具体的には米

国で 449000 件、症例数は婦人科、消化器外科、泌尿器科

の順であった。一方、本国内では 9736 件、症例数は泌尿

器科、消化器外科、婦人科、呼吸器外科であった。 

 心臓外科では、冠動脈疾患に対しては左内胸動脈剥離と

小切開の CABG を組み合わせた ThoraCAB や吻合までも

ロボット支援下に行う TECAB が行われている。今後はカ

テーテルインターベンションの発達と共にロボット手術

とカテーテルインターベンションのハイブリット手術が

増加するものと考えている。心内手術では、特に僧帽弁形

成術や心房中隔欠損症閉鎖術においては、da Vinci を用い

た手術は極めて有効であり、心停止下の心内手術ではある

が従来の正中切開よりもより良好な視野のもと、しかも拡

大視が出来ることや、生理的なポジションで観察ができる

ことなど大きな利点を有している。 

2012 年 4 月には前立腺癌に対する根治的前立腺全的術

が保険収載され、飛躍的に導入数が伸びてきており、国内

での術式を比較すると泌尿器科の割合が突出している。  

 現在、日本は米国に次いで世界第二のロボット保有国と

なった。これは、やはり前立腺手術の保険収載が契機とな

ったものである。2014 年には内視鏡下手術用ロボットを

用いた腹腔鏡下腎部分切除術、内視鏡下手術用ロボットを

用いた腹腔鏡下胃切除術、咽喉頭癌に対する経口的ロボッ

ト支援手術の 3 術式について先進医療が認められ、今後は

婦人科、大腸外科、呼吸器外科での先進医療申請が成され

ていくものと思われる。da Vinci においては第四世代の

Xi System が約承認を受け 2015 年 5 月には国内での販売

が開始されることとなった。 

 

麻酔科学分野 
川真田 樹人（信州大学医学部・教授） 

 

 麻酔科学分野における世界の公表論文数から評価する

と、研究全般に関する論文数は横ばいであり、研究が著し

く進展しているとは言い難い。その中にあって、患者安全

や（長期）予後に関する論文数は増加しており、周術期の

安全をより一層担保するための研究や、周術期の管理が患

者の長期予後に及ぼす影響に関する研究が求められてい

ると推察された。研究領域としては、循環系や呼吸器系の

研究論文数は横ばいであるのに対し、痛みに関連する論文

数は増加傾向であった。これは、循環・呼吸管理がすでに

かなり進歩したが、周術期の痛みがまだ患者の満足が得ら

れるまでには管理できていないことや、術後の長期に遷延

する痛みに対する対策が遅れているためと思われた。実際

に日本麻酔科学会への応募演題数も、循環系や呼吸器系を

超えて、一分野としてはもっとも疼痛・局所麻酔に関する

研究が多かった。このような研究動向から、今後は麻酔科

学の研究のなかで、社会から求められている患者安全、長

期予後、痛み対策といった領域における大型プロジェクト

を策定し、多施設共同研究などにより、本邦の麻酔科学分

野から世界へと発信する研究成果を上げることが求めら

れていると考えられた。 

 

泌尿器科分野：尿路生殖器癌における先端治療及

びその萌芽的研究に関する調査研究 
近藤 幸尋（日本医科大学大学院医学研究科・教授） 

 

本年度は国内で開催された日本泌尿器科学会、日本癌治

療学会、日本泌尿器内視鏡学会、日本内視鏡外科学会に参

加するとともに、米国泌尿器科学会、欧州泌尿器科学会、

世界泌尿器内視鏡学会、アジア泌尿器科学会に参加し、現
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在遂行している研究経過を報告するとともに、医歯薬分野

における最新の動向を調査した。 

 尿路生殖器癌における治療は、近年分子標的薬の出現と

ロボット支援手術による外科的治療により大きく変化し

てきている。特に分子標的治療薬は、数多く臨床で使用で

きるものの大きく患者予後の延長に貢献しているとは言

えない。つまり２－３０年前に研究室で行われてきた実験

は、創薬という意味では開花したものの人類の生命予後延

長に関しては、小さな進歩と言える。これには分子標的治

療が致死的な治療でないことが挙げられる。In vitro にお

いてどんなに細胞増殖を抑制する薬であっても、殺細胞作

用が無いと癌組織を根治することは不可能である。そこで

以前インターフェロンやインターロイキン２で効奏率が

低く分子標的治療薬に治療の中心を譲っていた免疫療法

に根治性を求めることで再び注目が集まっている。 

 現在開発が進んでいる癌免疫療法としては癌ワクチン

療法・T リンパ球養子免疫療法・免疫チェックポイント阻

害剤の３つが注目されている。癌免疫療法の戦略には抗腫

瘍免疫反応における免疫活性化反応を増強する方法

（enhancing the enhancers）と免疫抑制反応を遮断する

方法(inhibiting the inhibitors)の２つあり、癌ワクチン療

法と T リンパ球養子免疫療法は前者に、免疫チェックポイ

ント阻害剤は後者に該当する。いずれの癌免疫療法におい

ても抗腫瘍効果の中心にあるのは腫瘍特異抗原を認識す

る T リンパ球の存在であり、肺癌や悪性黒色腫で腫瘍内

CD8+T リンパ球浸潤が高い症例は免疫チェックポイント

が効きやすいことが報告されている。 

 現在臨床治験が行われたものとしては PD-1 抗体の腎細

胞癌および悪性黒色腫に対するものであり、その他 PDL-1

抗体の肺癌および膀胱癌のグローバル治験が開始しよう

としている。特に膀胱癌に関してはここ１０年以上新規の

薬剤や治療法が報告されていない中、大変注目されている

臨 床治験 である 。また抗 体の組 み合わ せとして

PD-1+CTLA-4 抗体の治験も開始準備されている。 

 これから有望視されているものが、制御性 T 細胞(Treg)

であり抗腫瘍免疫の抑制に関与する要因の中で近年最も

注目されている。CD4+CD25+Foxp3+T 細胞集団で、

cytotoxic T lymphocyte-associated molecule-4(CTLA-4)、

Glucocorticoid-induced TNF-receptor (GITR)等の分子を

高発現している。Treg は抑制性サイトカイン(IL-10、TGF-

βなど)の産生を介して抗腫瘍免疫を抑制すると考えられ

ているが、その詳細な作用機序は解明されていない。Treg

の除去やその作用を阻害することで抗腫瘍効果を増強さ

せる試みがなされている。 

Treg は抑制性サイトカイン（IL-10、TGF-βなど）の産

生などを介して、抗腫瘍免疫を抑制すると考えられますが、

その詳細な作用機構の多くは解明されていないのが現状

です。Treg の除去やその作用を阻害することで抗腫瘍効果

を増強させる試みなど、様々な検討がなされています。 

 一方手術療法はロボット支援手術で手術手技が大きく

変化している。前立腺癌の治療が中心を成して来たロボッ

トも現在では世界的にみると婦人科領域の治療が最も多

く、腹部外科に限らず胸部外科においてもその使用頻度は

増加している。またロボットに接続する機器に関しても進

化している。泌尿器科領域でも、腎細胞癌に関する腎部分

切除術の先進医療が開始されており腹部外科の胃切除と

ともに先進医療として底辺の広がりを見せている。このよ

うなロボットもより小型化が計られており、単孔式にも使

用できる機器が臨床試験されている。 

 このように泌尿器科癌治療領域では今後期待される治

療の治験がなされており、近い将来の実臨床での治療効果

が期待される。 

 

外科一般、消化器外科、癌治療分野 
松原 久裕（千葉大学大学院医学研究院・教授） 

 

 消化器外科並びに癌治療研究における新たな研究分野

として癌幹細胞(cancer stem cell)が近年注目され、その研

究活動が活発化している。抗がん剤に耐性を示す癌細胞の

研究からその中心的役割を担う癌幹細胞が見いだされ、そ

の研究が注目されている。一方において分子標的薬剤の治

療開発に重点がおかれ、その新たな治療標的分子の同定、

また治療抵抗性を示す細胞の分子、遺伝子に関する研究が

新たなバイオマーカー検索として活発に行われている。こ

れらの研究は近年、急速に発展した次世代シーケンサーを

用いてのゲノム解析の手法が応用されるようになってき
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ている。抗がん作用を有する分子標的をコードする遺伝子

の変異による薬剤感受性の相違が研究されている。さらに

バイオマーカーに関連して血中の DNA あるいはエクソソ

ームもその有用性が報告され、非常に注目され始めている。

また、腫瘍細胞への直接効果でなく、腫瘍免疫を利用した

免疫チェックポイントに関する分子治療の有用性が示さ

れ、非常に注目されてきている。 

 消化器外科の分野としては日本でのすばらしい手術成

績をいかに世界展開するかという点に注目されている。特

にアジア地域での指導的立場をいかに確立していくかと

いう点から種々の取り組みがなされている。また、治療成

績を比較する上でも非常に重要な手術のデータベースが

日本においても整備され (national clinical database, 

NCD)、このデータによる国際比較の試みも行われ始めて

いる。このデータベースを利用してそれぞれの症例のリス

ク評価を行うリスクカリキュレーターとしての試みも始

まっている。高齢者の増加にともない高齢者に対する外科

治療の研究も重要な課題となってきている。NCD のデー

タ解析によるリスク評価も今後非常に注目される。 

 希少疾患ではあるが神経内分泌腫瘍も注目される分野

となり、今年度全国の悉皆登録が開始された。このような

全国登録による解析研究が非常に重要であり、今後の展開

が期待される。 

 種々のビッグデータを活用した研究が着目され始めた。

まだ、具体的な進展は乏しいが今後の展開が非常に注目さ

れている。 

 

歯学分野：我が国の歯学研究の国際評価、ならび

に課題と展望 
丹沢 秀樹（千葉大学大学院医学研究院・教授） 

 

本調査研究では、我が国の歯学における国際的研究レベ

ルの現状を、文献、関連学会からの情報収集などに基づき

解析し、今後の課題を検討した。 

1）研究体制 

我が国では、すべての歯科大学・歯学部に基礎系教室が

設置され、歯学部出身研究者・教員も多く、基礎医学・歯

学に立脚した研究体制が構築されている。このため、欧米

に比べて歯学研究のできる歯科医師（Physician Scientist）

が多数育成され、歯学以外からの研究者も加わっている。

一方、欧米における歯科大学・歯学部では基礎系分野が少

なく、その教員も歯学部の出身者でない Ph.D.が多いため、

歯学研究に関わる歯科医師は極めて少ない。 

以上の点から、我が国の歯科医学はライフサイエンスや

マテリアルサイエンスの知識・技術を応用した先端的歯科

医学を構築するのに極めて有利な環境を保持していると

考えられる。 

2）研究水準 

我が国の「研究水準」が高いことは、歯科医学の国際的

トップジャーナルへの掲載論文数が欧米諸国に伍して多

いことからも窺える。特に、骨代謝制御機構、味覚生理機

構、歯の再生技術、唾液腺の発生と病態、免疫・感染 な

どの分野は注目に値する。また、癌研究、疼痛研究などの

ように歯学分野に限らず広く基礎医学・生命科学の発展に

寄与する研究成果も得られている。 

3）技術開発・産業化 

優れた研究成果を有効活用するには技術開発や産業化

などが重要である。我が国で独自に開発され産業化された

技術としては齲蝕検知液、根管長測定器、歯科用接着レジ

ンなどがあるが、それ以後、産業化という観点からは大き

な技術は出てきていない。この意味から、技術開発力や産

業化力が弱いのではないかと懸念される。 

4）今後の課題・展望 

我が国の歯科医学の研究水準は国際的にも高い。これを

維持するためには、歯科大学・歯学部の基礎系教室の充実

と、歯学部出身研究者・教員の育成を今後も維持する必要

がある。また、研究成果を応用するための技術開発・産業

化が我が国は諸外国に比較して弱い。研究成果を技術開発、

産業化に応用する一貫した体制と環境の整備が喫緊の課

題と考えられる。 

 

歯学分野（病態科学系歯学・歯科放射線学） 
東 みゆき（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科・

教授） 

 

 研究員の専門分野である免疫学と歯学分野を中心とし



平成 26 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（医歯薬学専門調査班） 

て、国内外の関連学会に参加し、最新情報を収集すると共

に参加者らと意見交換を行い、関連国際誌を検索し、歯学

研究分野、特に微生物学・免疫学分野における学術動向調

査を実施した。 

免疫学、特に腸管免疫研究に大きな新しい潮流がおこっ

ていることを昨年度の報告でも記載したが、この１年間で

さ ら に そ の 研 究 発 展 は 目 覚 ま し く 、

Gut/Microbiota/Human の３単語で PubMed 検索を実施

すると、3615 のヒットがあり、そのうち約 300 件が 2015

年(4 ヶ月分)に、約 800 件の論文が 2014 年に公開されて

いる。偏食、過度なダイエット、加齢、ストレス、抗生物

質などによる腸内細菌叢の構成の変化が、癌、代謝性疾患

（肥満、糖尿病）、肝・腎疾患、自己免疫疾患、アレルギ

ー性疾患、神経疾患などを含むヒトの様々な疾患に影響を

与えているという dysbiosis の概念が定着し、実際の研究

から疾患と dysbiosis との関係が明らかになりつつある。

腸内細菌の代謝産物である短鎖脂肪酸（プロピオン酸、酪

酸、酢酸）は、受容体等を介して宿主の脂肪代謝や自律神

経系および免疫系に影響を与える。免疫系への影響では、

バランスの崩れた細菌の代謝産物が、 異なる機能をもつ T 

細胞の分化に影響を与えることで、病態発症に関わってい

ることが実験的に示されてきている。また、新規治療法と

して、潰瘍性大腸炎やクローン病患者への健康人の糞便移

植療法の臨床試験が各国で開始されている。腸内細菌研究

に遅れて、皮膚や呼吸器粘膜における同様の研究も動き出

している。歯学研究分野では、歯周炎患者における 16S 

rRNA 遺伝子解析の報告等がみられるようになったが、研

究規模が限られている。この流れの研究は、個々の大学の

研究室レベルではなく、大型のプロジェクトとしての支援

が必要ではないかと思う。 

 

基礎看護学・学校保健分野―国内外における CNS、
NP の教育と看護学における研究動向― 
西沢 義子（弘前大学大学院保健学研究科・教授） 

 

日本看護系大学協議会（JANPU）は 2015（平成 27）

年 2 月 16 日の臨時総会において、高度実践看護師

（ APN;Advanced Practice Nurse ） を 専 門 看 護 師

（CNS;Certified Nurse Specalist）とナースプラクティシ

ョナー (NP ;Nurse Practitoner)の２種類として提案し、

承認された。日本におけるこれまでの CNS 教育は大学院

（修士）レベルで行われ、26 単位教育課程が主流であった

が、さらに高度な専門性と実践力のある看護師を必要とす

る社会情勢から、現在は38単位教育課程に移行している。

長年検討してきたプライマリケア NP 教育課程（46 単位）

の申請は平成 27 年度から開始となる。JANPU ではプラ

イマリケア NP を「保健・医療・福祉現場において病院・

診療所等と連携して、現にまたは潜在的に健康問題を有す

る患者にケアとキュアを統合し、一定の範囲で自律的に治

療的もしくは予防的介入を行い、卓越した直接ケアを提供

する高度実践看護師」と定義している。 

一方、2010 年から厚生労働省「チーム医療推進会議」

等で検討されてきた特定看護師（旧名称）に関しては、修

士課程・研修課程調査試行事業や養成課程情報収集事業等

を経た後に「地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するための関係法律の整備等に関する法律案の概要」

（医療・介護関連一括法案）として、2014 年 6 月 17 日に

参議院厚生労働委員会で可決された。看護師の特定行為に

関して賛否両論はあるものの、今後は研修制度が明確化さ

れることとなる。 

また、視察した米国、ポートランド市内の高等学校には

隣接した“Teen Health Clinic”があり、健康問題を有す

る生徒がすぐに受診できるシステムとなっていた。特に貧

困層の対象者には適切な医療ケアを早期に受けられるよ

うな体制が進んでいることも特徴であった。このクリニッ

クには NP が勤務しており、受診した生徒の健康問題につ

いて、必要であればすぐに検査を行い、アセスメントし処

置することができる。校内にもクリニックの利用時間を掲

示板等で周知し、必要時受診できるような体制であった。

スクールナースと NP との連携も行われていた。米国での

NP はあらゆる場で活動を展開しており、ヘルスケアの身

近な提供者とも言える。 

日本では社会情勢の変化に伴い、看護職には大きな期待

が寄せられている。実践の科学と言われてきた看護学領域

においては、EBP（Evidence-Based Practice）を確立す

るためにも高度実践看護に関する研究活動が期待される。



平成 26 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（医歯薬学専門調査班） 

例えば、今後の研究として「高度実践看護、CNS、NP、

在宅看護・医療、特定行為、チーム医療」等がキーワード

としてあげられるであろう。 


