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医歯薬学（とくに医学）の分野にかかる学術研究動

向に関する調査研究及び学術振興方策に関する調査

研究 
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。2014年

末に文部科学省と厚生労働省の連盟で公布された「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」（施行は平成 27 

年４月１日から）の影響は大きく、臨床研究をめぐる不正

事象に歯止めをかけるために導入されたもので臨床研究

推進にブレーキをかけるものではないが、研究者側にこの

指針への対応をサポートする体制が脆弱であり、結果的に

臨床研究が遅れることが危惧される。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

実することが重要であり、同時に基礎的・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。 

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、人工中耳の認可、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head impulse 

testの導入による機能評価法の確立が進められ、両側前庭

機能低下患者や高齢者に対する知覚閾値以下の電気ノイ

ズ前庭神経刺激の有効性が確認され、機器開発の治験が予

定されている。鼻科領域ではスギに続きダニ（ハウスダス

ト）に対するアレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法エキ

スが認可された。頭頸部癌は，ウイルス性発癌に関する知

見、特に EB ウイルスに加え、乳頭腫ウイルスの知見が増

え、乳頭腫ウイルスに関与する中咽頭がんの疫学、治療効

果、予後に関して本邦でのデータも集積されてきている。

また進行癌での化学放射線治療の成績向上、新しい分子標

的薬の登場により，従来手術適応とされていた症例での臓

器温存機会が増え、生命予後も改善してきている一方、

heavy な化学放射線治療後の嚥下障害が問題となっており、

それに関与する因子や治療が検討されている。切除不能な

甲状腺癌に対する分子標的薬は 2014 年のソラフェニブ認

可に続き、2015 年にレンバチニブメシル酸塩が認可され、

治療戦略の見直しが検討されている。 

 

 

医歯薬分野にかかる学術研究動向に関する調査研究

及び学術振興方策に関する調査研究 

鍋倉 淳一（自然科学研究機構・生理学研究所・教授） 

 

 日本学術振興会が関わる研究者養成・学術研究助成のよ

り効率的・有効な支援の方策の確立のため、国内外の学会

参加・大学訪問、および個人研究者とからの聞き取り調査、

学会運営担当者としての関連コミュニティーからの意見、

および各種学術公開情報をもとに医歯薬分野における学

術動向調査を行ない、科研費改革 2018 における医歯薬研

究および脳科学の再編、特設分野の設定などの基礎資料の

取得を行った。 

医歯薬分野では、疾患の原因候補遺伝子や内外環境要因

が多く明らかになってきた。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、多くの因子を総

合的に多面的に考えることが必要であることが改めて認

識されつつある。そのため、多様な要因について多角的な

視点からの情報をもとに計算論やシミュレーションなど

を含めた解析の導入が必要である。一方、臨床医療の現場

における健常者や疾患罹患者から得られる生化学・生理学

的なデータばかりでなく、メタゲノム解析や各種イメージ

ングによる大規模データがこれまで蓄積されてきている。

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、発症・予後を予測する取り組みについては、日本では、

人材も含めて、欧米と比較し遅れているのが現状である。 

同分野の国際動向として、日本学術振興会バンコク研究

連絡センターの協力を得て、日本学術振興会の海外学術交

流事業の紹介とともに、アジアにおける生理学を中心とす
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る学術動向調査を行った。日本・中国・韓国は脳や分子・

遺伝子関連の研究課題が中心で類似しているが、東南アジ

アでは天然活性物質などの生理活性に関するものが中心

である。一方、オーストラリアは欧米型研究課題も見受け

られるが、バイオフィジックスによる生命現象の解析など、

理論を用いた研究戦略をとっているものも多く見受けら

れ、同国の伝統的な戦略が維持されていることが判明した。 

 

 

医歯薬学分野に関する学術研究動向及び学術振興方

策ー医歯薬学分野における網羅的かつ定量的生命科

学研究および他分野との融合的研究の探索ー 

伊藤 裕（慶應義塾大学医学部・教授） 

 

 本年度、我々は、学術研究動向調査により、幾つかの研

究の大きな潮流を認めた。一つは、国家レベルおよび国際

レベルでのプロジェクトでもある個別の網羅的解析研究

を統合的に捉えようという動きであり、"interactome"と

も称されている。具体的には、"1000 Genome Project"(The 

1000 Genomes Project Consortium)、 "Gene Regulated 

Cataloged"(FANTOM5, NIH Genotype Tissue Expression, 

BLUEPRINT, NIH Roadmap Epigenomics Project, ENCODE)、 

"Human Protein Atlas"などである。これらの動きは、一

つには、近年、アメリカで掲げられている"Precision 

Medicine"の実現をその目標とし、勧められている。もう

一つの潮流として、単一細胞での解析を重視した解析を、

特集する一流学術専門誌が散見され、今後の学術研究動向

の方向性の一つであると考えられた。主任研究員の専門領

域における学術研究領域のトレンドとして、腸内環境の代

謝・寿命への影響の報告および特集が多く見受けられたが、

国内での腸内環境に関する発表の多くは、基礎医学、すな

わち、医歯薬学領域以外からの発表が多く、医歯薬学領域

の研究者の腸内環境の宿主の様々な病態への関与につい

ての意識の低さが、感じられた。医歯薬学分野における国

内の研究助成に関しては、欧米においては大規模な国家

的・国際的プロジェクトが開始され、我が国の再生医学な

どの特化された領域への助成と対照的な動向が認められ

た。学術研究の若手研究者の参入に関しては、医歯薬学領

域、特に、医学領域での若手医師の研究開始年齢の上昇が

懸念された。学術研究の国際交流に関しては、主任研究員

自らが第 88回日本内分泌学会学術総会、「臓器の記憶」国

際シンポジウム 2015-臓器の記憶と血管代謝ニッシェ-、

Jeffrey I. Gordon博士と語らう夕べ 「A microbial view 

of human nutrition; opportunities and challenges.」

の３つを開催し、内分泌学、血管生物学、腸内フローラの

世界的権威の研究者を多く招聘し、国内の研究者、特に、

若手研究者が、討論に参加できる場を多く作り、彼らの研

究モチベーションを上げたと考えられる。 

 

 

生物系薬学および医療系薬学分野に関する学術研究

動向 ―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） 

 

 現在、製薬企業等では分子標的薬の開発が精力的に進め

られているが、標的とされている分子は限られており、同

じ標的にいくつもの企業が注目して開発に取り組んでい

る。国内の企業には新たな標的を一から探索する体力が無

くなってきているのが状況である。そのような中、それを

補うためにアカデミアが新たな治療標的となる分子を提

供していく事が重要と考えられ、アカデミア発創薬に注目

が集まっている。以前から文部科学省による化合物ライブ

ラリー事業、創薬プラットフォーム事業が展開されている

が、平成２７年４月から日本医療研究開発機構（AMED）が

スタートして、アカデミア創薬支援が本格的に動き出して

いる。それに伴い、生物系薬学、医療系薬学領域における

基盤研究も、創薬を一つのゴールと見据えた動きが見られ

る。 

 また最近では、特定の遺伝子配列の違い、変異によって

薬の処方を変える必要がある事がわかってきた。薬物代謝

酵素や薬物の標的となる分子の性質、量等の違い、遺伝子

変異を調べる事が適切な治療効果を得るために重要であ

るなど、治療前の遺伝子診断の必要性が認識されている。

このように個別化医療の実現に向けた動きもみられ、個々

の患者の病態に応じた医薬品の創製が求められることが

予想される。さらに、疾病の診断法、診断技術も求められ
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ており、今後、この方向に研究開発が進むと思われる。 

この診断法について、最近精神疾患の診断が可能になって

きている。うつや統合失調症などの精神疾患については、

医師の診察による診断が必要であったが、血液検査によっ

てマーカータンパク質の発現をみる事による診断が行わ

れようとしている。この方法により、病気の症状を診断で

きるのみならず、処方した薬物の効果や処方の適切性、投

与中止の判断を客観的に決定でき、これらの治療に大きく

役立つ事が期待できる。またこれらの研究は予防医療に結

びつく事が考えられ、この方面での研究が今後重要となっ

てくるであろう。 

 さらに、今後、ビッグデータの活用により、種々の疾患

について上記のような診断、予防医療に結びつく研究が展

開されると期待される。 

 

 

化学系薬学分野に係る学術研究動向に関する調査研

究 −化学系薬学分野と他分野との融合的展開− 

樋口 恒彦（名古屋市立大学大学院薬学研究科・教授） 

 

化学系薬学分野は、明治時代より日本の薬学の基礎とな

って発展に中心的役割を果たしてきた。海外の薬学分野と

比較して日本の薬学分野の化学系の占める割合が多いが、

このことは歴史的背景の反映と考えられる。このため現在

も研究者の多い活発な分野である。ただし、伝統的に有機

合成化学とその関連分野に偏っており、薬学の他の分野と

関連性の希薄な研究が多い。化学系薬学分野の、今後の薬

学分野全体や医学分野の発展への寄与を考えると、新たな

分野への転換も必要ではないかと考えられる。 

  薬学の他分野や医学の大部分は生物系であり、化学と

生物が融合した分野への展開が、全体の発展にとっては理

にかなっていると思われる。そのような分野として近年発

展著しい若い分野であるケミカルバイオロジーがある。ケ

ミカルバイオロジーに関する学会や国際シンポジウムの

多くは、2010年前後から開始されていることが調べて分か

り、発展まもない分野であることが改めてうかがえた。 

  化学系薬学分野の研究者が 2000 年頃から現在に至る

間にどの程度ケミカルバイオロジー分野に進出してきて

いるかを動向調査した。中心的な発表の場として「反応と

合成の進歩シンポジウム」があり、その研究発表演題につ

いて分析を行った。その結果、医薬化学を含めたケミカル

バイオロジー研究が全体の研究に占める比率は、2000年頃

では６％前後であったのに対し、その後すぐに比率は倍増

し、2015年には 15％を占め、増加傾向は明らかであった。

それでも 80％以上は、旧来の反応開発や天然物の全合成研

究が依然として占めている。 

  また、ケミカルバイオロジーの専門誌及び、化学総合

誌のトップの 2誌中の、薬系大学研究者からの論文数の年

次推移も調査した。こちらでも増加傾向が明確に見られは

したが、その寄与は、一部の研究者に偏っている傾向も見

られた。このことより、研究室単位で考えると、ケミカル

バイオロジー分野への進出を果たしている研究者はまだ

少数に留まっていることがわかった。今後、研究者の意識

改革も含め、医歯薬学分野全体の発展に貢献する、学術的

に価値の高い研究のさらなる増加が望まれる。 

 

 

医科学一般、薬理学一般分野にかかる学術研究動向 

ー医科学、薬理学の新たな潮流と展開ー 

金保 安則（筑波大学医学医療系・教授） 

 

 生命科学研究領域に関係する多くの学会、シンポジウム

に参加して理解したことは、オートファジー、エクソソー

ム、細胞競合の研究分野に多くの研究者が興味を示したこ

とである。このうち、特に今後重要性をますと考えられる

研究分野は「細胞競合」である。この研究分野は、癌との

関係において興味深い研究分野である。 

 細胞競合とは、生物個体において、異なる性質を持った

同種あるいは異種の細胞の間で「競合」を行う現象である。

具体的には、個体発生における組織構築過程、優良な幹細

胞の選別、正常細胞による前癌細胞の排除、および癌細胞

による正常細胞の排除などの現象をいう。 

 特に興味深い細胞競合は、正常上皮組織からの前癌細胞

排除や前癌細胞逸脱である。正常上皮細胞と、Ras や Src

の恒常活性型変異体を高発現した前癌細胞を混合培養す

ると、前癌細胞が周囲の正常細胞によって押し出されて、
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apical側へ排除される。排除された前癌細胞はアポトーシ

スやアノイキスによって死に至ることから、この細胞競合

は正常細胞が前癌細胞を排除する仕組みとして認識され

ている。一方で、頻度は低いものの、周囲の正常細胞から

の押し出しによって basal側へ逸脱する前癌細胞も存在し、

逸脱した前癌細胞は浸潤を行う形質を獲得していること

が明らかになってきている。 

 これまでの癌細胞浸潤の概念は、癌細胞は上皮間葉移行

（Epithelial-Mesenchymal Transition : EMT）によって

細胞間接着を抑制することにより癌細胞自身が浸潤能を

獲得すると考えられていた。しかしながら、上記のモデル

をふまえると、正常細胞が癌細胞に働きかけて癌細胞浸潤

が駆動されるという新しい概念を提唱できる可能性が考

えられる。この分子メカニズムを解明することにより、新

たな革新的抗癌剤の開発が期待される。また、癌細胞が

apical側へ排除される際には dorsal ruffleが形成される

が、basal 側へ逸脱する際には invadopodia の形成が主要

な役割を果たすということも考えられ、今まで明らかにな

っていなかった、方向特異的な膜ダイナミクスの生理学的

意義を見出せる可能性がある。このように、細胞競合とい

う新たな研究分野は、個体の発生や病態生理において新た

な概念を生み出す可能性が高い研究分野として注目され

ることは間違いない。 

 

 

免疫学分野に係る学術研究動向 

髙濵 洋介（徳島大学疾患プロテオゲノム研究センター・

教授） 

 

 日本学術振興会の学術システム研究センター医歯薬学

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、任期最終年度の今年度は次の調査研究を

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の学術集会がイ

タリアにて開催されたため出席し、当該免疫学分野におけ

る国内外の最新の研究動向や注目すべき研究例を調査す

るとともに、従来開催されてきた Global Thymus Network

の学術集会との比較で学会参加者の数や構成の推移など

を調査した。 

 また、昨年度に本研究センターの用務にて招聘したドイ

ツ国立がん研究所の Hans-Reimer Rodewald教授を訪問し、

免疫学研究領域に関する情報収集を進めるとともに、新し

い学術領域の創成を展望しつつ基礎医学分野における新

たな研究領域の動向調査を行った。引き続き、セルビアで

開催された第３回欧州免疫学会連合免疫制御会議に出席

するとともにベルクラード大学医学部を訪問し、バルカン

半島における基礎医学と免疫学の動向について調査した。 

 更に、米国国立衛生研究所国立癌研究所実験免疫学部門

部長の Alfred Singer博士を訪問し、基礎医学分野におけ

る最新の研究動向や米国における研究費配分審査状況に

ついて調査するとともに、日本学術振興会ワシントンセン

ターを訪問し、同センターの活動状況について調査した。 

 

 

神経発生学分野に係る学術研究動向に関する調査研

究 

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」は，現在の科研費「細目表」には直接の

該当項目はないが「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す．欧米では「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．本邦における

「神経発生学」との分野名呼称の実例として「脳の発生・

発達----神経発生学入門（大隅典子 著，朝倉書店 2010年）」

がある． 

＜担当者のこれまでの活動＞ 

 宮田は，「脳の発生学」（化学同人 2013 年）の編集（山

本亘彦博士と共に）および分担執筆，「脳の発生と発達（岡

本 仁 編，東京大学出版 2008年）」の分担執筆などで当該

分野の国内における学術普及に関わってきた．また，「神



平成 27 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） 
 
経発生討論会」という若手研究者の議論の機会を念頭に毎

年開催される専門集会の世話人を務める． 

＜研究計画の柱＞ 

 平成 27年度の「研究計画」として，（１）「神経発生学」

研究で得られた基礎的知見の医学的応用の可能性，（２）

近年の国内外での「神経発生学」研究に意識され始めてい

る新しい問題点・課題，（３）「神経発生学」におけるブレ

イクスルーのためにいかなる方法論や技術が求められ，開

発されているか，また，（４）将来的に「神経発生学」に

とって参考になる可能性を秘めた「異分野」における研究，

（５）学生や若手研究者に対する意識調査と，分野の歩み

や展望の紹介，を柱とした調査を計画し，平成 26 年度の

結果を踏まえて継続し，学術集会等への参加，研究室訪問，

書籍購入，講師招聘などの方法によって実施した． 

 

 

医化学一般分野に関する学術研究動向－疾患発症に

関わる細胞内動態の学際的研究における新たな展開

－ 

井上 純一郎（東京大学医科学研究所・教授） 

 

 細胞内シグナル伝達含む細胞内動態の時空間的な制御

の破綻は疾患発症に関与する。細胞内シグナル伝達の研究

を革新的に推進するには、従来の分子細胞生物学的研究に

加えて、構造学生物的研究やプロテオミクス研究、細胞内

動態をリアルタイムで可視化するイメージング研究、シグ

ナル伝達を計算式として捉えモデル化を図る数理科学・生

物物理学的研究など、近年進歩の著しい異分野との連携が

必須である。このような連携に関して学会・シンポジウム

参加や研究機関訪問による調査を実施したので報告する。

構造生物学とプロテオミクスとの連携については最早常

套手段になっている。ただし、いずれも高額な機器が必要

であるため若手を含めた多くの研究者がこれらの機器を

利用できるような制度の確立は重要と考えられる。イメー

ジング研究は、増加する一途であるが、実験系に適したプ

ローブの選定や顕微鏡の条件設定等は高度な専門的な知

識と経験を必要としており、きめ細かいサポートが必須で

ある。イメージングを軸とした新学術領域研究が 2010 年

度から二期連続で採択されており大きなサポートになる。

また、2016年度から新学術領域研究「学術研究支援基盤形

成」がスタートする。この支援研究組織は先端バイオイメ

ージング支援を含む４つのプラットホームで構成され科

研費採択者はこの支援を受けるために申請することがで

きる。一方で一番ハードルの高いのが数理科学・生物物理

学的研究との連携であろう。最近では、このような連携に

基づく素晴らしい成果が日本国内から発表されているが、

全体的に見ると今後の発展拡大が期待される分野である。

数学や物理を学び始める中学校あたりから生命現象を数

学や物理の立場から理解する教育を実施することで両分

野を理解する人材育成を促進できるように思う。また、科

研費の特設分野研究、中でも特に連携探索型数理科学や構

成的システム生物学は理想とする異分野の連携の追い風

となるであろう。今後も異分野連携が駆動する生物学にお

ける新たな領域の創造について注目して行きたい。 

 

 

ケミカルバイオロジー分野に関する学術研究動向―

ケミカルバイオロジーから創薬への展開― 

萩原 正敏（京都大学大学院医研究科・教授） 

 

 ケミカルバイオロジーおよび創薬関連の学術発表論文

や関連特許の調査・解析等を行い、ケミカルバイオロジー

分野の動向調査を実施したが、RNA などの化学修飾など注

目すべきケミカルバイオロジー分野の発展があった。国際

ケミカルバイオロー学会、インドケミカルバイオロジー学

会、日本ケミカルバイオロジー学会、日本薬理学会、日本

薬学会など、国内外のケミカルバイオロジーおよび創薬関

連の学術会合の参加し、ケミカルバイオロジー研究の動向

調査を行った。2014年にインドケミカルバイオロジー学会

が発足するなど、特にアジア圏でケミカルバイオロジー分

野の研究の発展が顕著であった。また“NEA & ASIAHORCs 

Joint Symposium on Chemical Biology”など、ケミカル

バイオロジー分野のシンポジウムなどを開催するなどし

て、内外の先端的研究者を招聘し意見交換を行い、今後の

ケミカルバイオロジーの展開に関して動向調査を実施し

た。日本とオーストリアのケミカルバイオロジー分野の研
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究者の交流を促すため、日本ケミカルバイオロジー学会年

会において、日豪共同シンポジウムを企画し、豪州側の快

諾が得られたため、2016年の京都での年会で開催すること

となった。ケミカルバイオロジー分野の研究者と、他分野

の研究者の交流を促進するため、日本ケミカルバイオロジ

ー学会と日本細胞生物学会の合同開催を企画し、2016年の

京都での年会で、実現の運びとなった。2016 年から Cell 

Pressの Chemistry & Biology誌が Cell Chemical Biology

と改称したが、同誌の Editorial Boardのメンバーとして

招聘されたので、編集者とメールでケミカルバイオロジー

分野の動向に関し意見交換を行い、本分野の研究領域を拡

大させていく必要があることを確認した。 

 

 

疼痛学・病態検査学分野に関する学術研究動向-神経

障害性疼痛関連の創薬研究の現状と展望- 

植田 正（九州大学大学院薬学研究院・教授） 

 

 「疼痛学」「病態検査学」に関連した国内外の学会への

参加等を通じて、これらの領域の学術動向調査を実施した。

「疼痛学」で活発に研究されている疾患は神経障害性疼

痛・慢性疼痛であり、病態メカニズムの解明と治療法を模

索する目的で、それらの発症機構が動物モデルを用いて多

角的に研究が実施されている。種々の疾患モデル動物（ラ

ットなど）を用いて、薬物投与による効果評価する動物レ

ベルの研究から、疾患の原因蛋白質に絞って microRNA レ

ベルでの研究など多階層での研究が実施されている。この

ような基礎研究から創薬ターゲット分子候補が提案され

ている。「病態検査学」では、個々の疾患（各種ガン、腎

臓病）のバイオマーカーとしての蛋白質、低分子の微量分

析法の開発・質量分析を用いたメタボロミクスの研究が実

施されている。また、来るべき超高齢者医療に向けて、

Point of Care の重要性が、種々の関連学会で議論されて

いる。一方、科研費データベースを基に 2013〜2015 年度

の境界医学分科の細目の新規採択課題について調査した。

「疼痛学」細目では採択課題 118課題のうち、神経障害性

疼痛（13件）、慢性疼痛（9件）（重複なし）が２割弱を占

め、これらが「疼痛学」領域において優先的な解決すべき

研究課題であることを示唆している。「病態検査学」細目

では、312 課題のうち、癌/がん（46 件）が対象疾患とし

て断然多く、ついで、白血病（13件）、糖尿病（12件）で

あった。研究の目的は、診断法（29件）の確立、バイオマ

ーカー（20件）の探索が多数を占めた。バイオマーカーの

中でも RNA(21件)（バイオマーカーと重複なし）が研究対

象となっていることがわかった。少数ではあるが、質量分

析/MS（10 件）があり、LC-MS を用いた定量的かつ微量分

析診断法に関する研究も採択されている。 

 

 

疫学・予防医学および衛生学・公衆衛生学分野に関

する学術研究動向 —グローバル化を見据えた疫学

の新たな潮流と応用展開— 

田中 純子（広島大学 大学院医歯薬保健学研究院・教授） 

 

 社会医学に属する「疫学・予防医学および衛生学・公衆

衛生学分野」は、基礎医学、臨床医学だけでなく、農学、

薬学、理学、工学、経済学、社会学等、多岐にわたる分野

の研究と深く関わるが、ヒト個人ではなく、最終的に、ヒ

ト集団を対象とした疾病予防、対策、施策構築をめざす研

究分野である。すなわち研究の推進だけでなく、社会の変

化に応じて、その成果を有効かつ効果的、迅速に社会へ還

元することも求められている。近年、少子高齢化に伴う疾

病構造の変化だけでなく、経済状況や世界規模の気候変動

に伴う新たな感染症の新興や再興、また、グローバル化に

伴う異なる文化背景を持つ人口移動等を背景に、「疫学・

予防医学および衛生学・公衆衛生学分野」の学術研究の動

向はめまぐるしく変化しており、迅速な対応が必要である。 

平成 27 年度は、日本公衆衛生学会、日本衛生学会、日

本疫学会、日本消化器関連学会週間（JDDW）等への参加、

国内外の社会医学分野の journalの査読や編集作業を通じ

て、注目すべき研究成果や最新の研究のトレンド、異分野

融合研究の発展性、行政や施策との関連性についての把握

および情報収集を行った。国外では、第 50回欧州/国際肝

臓学会議（EASL）に参加し、臨床分野の中での社会医学的

に注目すべき新たな研究領域等について情報収集や研究

者との意見交換を行った。また、WHO 西太平洋地域事務所
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（WPRO）および、London School of Hygiene and Tropical 

Medicineにおいて、専門家会議の出席や衛生学・公衆衛生

学分野に関する視察を通じて専門家との意見交換を行い、

研究成果の社会への還元方策や国際保健の最前線分野の

情報収集を行った。 

個人情報管理を含む近年のめざましい IT 技術の進歩と

インフラ整備の加速は、ビックデータを生み、これまで以

上に健康保持増進と予防に関する有益な evidence が in 

silico,いわゆる DRY 領域研究から得られる可能性が増大

している。しかし一方で、内的・外的（環境）要因の変化

に伴う健康への影響が世界規模で懸念される中、in vivo, 

in vitroのいわゆる WET領域研究の重要性も依然として大

きい。 

発展途上国等におけるグローバル化の影響は平均余命

を急激に延伸しており、疾病構造や死因の変化に対応すべ

き施策の基（エビデンス）となる社会医学的研究が追いつ

いていないことも課題である。 

 

 

放射線科学分野にかかる学術研究動向に関する調査

研究―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） 

 

１．調査研究活動の概要等 

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、最近の乳癌治療研究動向の調

査を行った。 

平成 27年 12月の日本放射線腫瘍学会学術大会等に関し

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

大きな課題となるとともに生物学的側面、すなわち、放射

線増感剤の開発研究を加速させる必要がある。  

２．その他  

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。 

これに関して、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。 

なお、第 17回癌治療増感研究シンポジウム（平成 28年

2月 5日～6日）においては、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 1題のみであった。その 1題は、長崎県島原病院の

小幡らによる「KORTUCによる進行直腸がん治療」の発表で

あった。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。 

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
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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 Prof. John 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

せていくこととなった。 

The Royal Marsden Hospital でイギリスの放射線治療

専門家との会合を開催（ロンドン、平成 27年 11月 5日）： 

これにおいては、世界的に著名な Prof. John Yarnold お

よびその部下の Dr. Navita Somaiah らと今後の放射線増

感剤開発についてのミーティングを行った。その中で、世

界的には、放射線増感剤としてデンマークで nimorazole

が頭頸部がんの放射線治療において認可されており、欧州

の他の国でも nimorazole の臨床試験が進行中ということ

であった。しかし、その効果は、電子親和性が高いという

特性により酸素の代わりにラジカルを固定するという作

用に基いており、大きな効果は期待できそうにないという

ご意見であった。むしろ、我々の開発した放射線増感剤

KORTUCに大きな関心を持たれ、早速、KORTUCを用いたPilot 

study を企画・立案されることとなった。その結果は、平

成 28年 4月 4日付けの Outcome Letterとして Biomedical 

Research Center at The Royal Marsden NHS Foundation 

Trust and The Institute of Cancer Research, Londonか

ら届いた。その内容は、 The Royal Marsden and the 

Institute of Cancer Research Biomedical Research 

Centre は 、「 Pilot study testing intra-tumojral 

hydrogen peroxide as a radiation sensitizer in women 

with locally advanced/recurrent breast cancer」を

Biomedical Research Centreの財政支援への適用を承認す

るというものであった。これにより、KORTUCを用いた放射

線増感療法の pilot studyが The Royal Marsden Hospital

において本年 7月 1日より開始できる運びとなり、世界の

放射線増感剤開発を大きく進展させる可能性が高い。 

なお、平成 28年 2月 25日に出版した Paradigm Shift in 

Radiation Oncology/Biology の論文「Ogawa Y. Paradigm 

shift in radiation biology/radiation oncology – 

Exploitation of the “H2O2 effect” for radiotherapy 

using low-LET (linear energy transfer) radiation such 

as x-rays and high-energy electrons. Cancers 2016, 8, 

28.」は、非常に好評であり本年 4 月末現在、すでに海外

から 350通を越える賛同のメールを戴いており、反対され

る方は、一人もいない状況である。なお、本論文の要点と

しては、これまでは、放射線の作用は、DNA に対する直接

作用、間接作用とされてきたが、これに、過酸化水素作用

(H2O2 effect)を新たに提唱したことにあります。すなわ

ち、エックス線、電子線に対して高感受性の細胞、腫瘍で

は H2O2 effectが働いている、これに対して、抵抗性の細

胞、腫瘍では、H2O2 effect は働いていないか、少ない。

従って、エックス線、電子線抵抗性の腫瘍に対して過酸化

水素を供給することにより、H2O2 effect を利用して容易

に高感受性に変換できる、というものである。従来の古典

的放射線生物学の考え方を打破するこの新しい放射線生

物学の理論に基けば、臨床のがん治療において放射線生物

学が大きく貢献できるようになるものと確信される。 

 

 

循環器内科学分野にかかる学術研究動向に関する調

査研究 —血管医学研究の新しい潮流-  

室原 豊明（名古屋大学大学院医学系研究科・教授） 

 

調査研究活動の概要等 

アメリカ心臓協会年次集会（AHA 2015）は、2015 年 11

月 7 日から 11 日まで、米国マイアミ州オルランドーにて

開催された。 

1. Precision Medicineの動向 

 Precision Medicine とは、個人の遺伝子情報・生活環境

などの違いを考慮して、疾患の予防や治療を行うというい

わば個別医療の考え方である。2015年 1月のオバマ米大統

領の一 般教書演説に おいて、 [Precision Medicine 

Initiative]が発表され、世界的にも注目されていたが、
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早くも 2015 年の AHA 集会で特集が組まれていた。

Precision Medicineは、これまでの EBM (Evidence-based 

medicine)とは対極的な言葉であるが、EBMのを用いて患者

の治療を行って行く中で、さらに個人に合った治療法を実

行して行くという考え方であり,EBM と相反する概念では

なく、むしろ EBMと組み合わせて実行されることに、さら

に効果的になる。日本でも Precision Medicine に関する

研究が進展する事を願っている。 

2. PCSK9 阻害剤の動向 

 次に LDL-C 低下療法に関して新しい薬剤に関する情報

が多く提供されていた。LDL 受容体は肝細胞内でリサイク

ル使用されており、通常１分子は 100回程度 LDL-Cの取り

込みに寄与していると考えられている。PCSK9 という蛋白

は LDL受容体の分解を促すため、これが増えると細胞表面

の LDL受容体数が減り、結果的に血液中の LDL-Cは上昇す

る。これまでに PCSK9機能の活性型と抑制型の遺伝子変異

家系が見つかっており、それぞれ LDL-Cの著明増加（FH）

と著明低下が認められている。以上より LDL-C のさらなる

低下を目的として、PCSK9 阻害剤が開発されて来た。今回

の AHA2015 では、PCSK9 に対する２種類の中和抗体製剤に

関する話題が提供されていた。これらの薬剤はスタチン内

服時の LDL-C 値をさらに 50~70% ほど低下させる効果があ

り、ハイリスク患者のさらなる心血管イベント抑制効果に

期待が寄せられている。 

3. SPRINT試験について 

 AHA2015で発表された代表的大規模臨床試験の１つが

SPRINT 試験であった。非糖尿病者における高血圧関連合

併症の予防効果に関し、目標血圧＜120mmHgの治療は、目

標血圧＜140mmHgの治療に比べ心血管イベント発生率が低

いという仮説を検証した。心筋梗塞、急性冠症候群、脳卒

中、心不全、心血管死の複合エンドポイントは、目標血圧

＜120mmHgは、血圧＜140mmHgの降圧治療にくらべ、心血管

イベントを有意義に抑制していた。したがってSBPは

120mmHg程度まで下げた方が、動脈硬化性のイベントをよ

りよく低下させる事が示された。今回のSPRINT試験の結果

は、今後の降圧治療のあり方や日本の高血圧治療ガイドラ

インに影響を与えそうだ。 

 その他、糖尿病性心筋症、拡張機能障害型心不全、生体

内吸収型ステント、腸内細菌、女性の心血管病、腫瘍関連

循環器学などが hot topics として取り上げられていた。

さらに昨年度の本研究報告でも取り上げた、若手医師研究

者のキャリア形成に関する講演会も依然として多数企画

されていた。 

 最後に、AHA は参加者が減って来たとは言えマンモス学

会である。日本の学会に比べて、先制的な話題・手法が取

り入れられており、我々日本人が学ぶべきことも多い。ま

た若手研究者の啓発に特化したプログラム、キャリア育成

援助プログラムも多い。このような点は日本の学術団体も

見習うべきであろう。 

 

 

膠原病・アレルギー内科学分野に関する学術研究動

向 —膠原病・アレルギー内科学における病態解明と

臨床応用に関する新たな展開— 

出原 賢治（佐賀大学医学部分子生命科学講座分子医化学

分野・教授） 

 

 アレルギー領域における研究の最近の動向の一つとし

て、基礎分野における自然リンパ球の解析に関する研究が

あげられる。アレルギー性炎症の主体は 2型免疫反応であ

り、2 型サイトカインがその重要なメディエーターとして

働いている。これまでに知られていた Th2型細胞、マスト

細胞、好酸球に加えて、最近同定された 2型自然リンパ球

が、2 型サイトカインの新たな産生細胞であることが明ら

かとなってきた。2 型自然リンパ球のアレルギー性炎症へ

の関与メカニズム、あるいは関与するアレルギー疾患のタ

イプの同定などに特に注目が集まっている。 

もう一つの動向として、臨床分野における層別化医療の

確立に関する研究があげられる。喘息などのアレルギー疾

患は単一の疾患ではなく、いくつかのサブタイプから構成

されるいわゆる“症候群”だと考えられている。一方、現

在数多くの喘息に対する分子標的薬の開発が進められて

いる。喘息を病因毎にサブグループ化し、各サブグループ

に適した分子標的薬の選択を行う層別化医療の確立が、そ

れぞれの分子標的薬の有効性の向上に重要である。さらに、
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疾患のサブグループ化には、それに適したバイオマーカー

の開発とその選択が重要となっている。 

こうした動向に符合するように、アレルギー領域に関す

る国内外の学術会合での参加者は増加傾向にある。また、

以前に比べ臨床系の会合において基礎系の発表、話題が増

えている。現在、医学研究では臨床研究への応用がより大

きな注目を集めるようになっており、その傾向を反映して

いると考えられる。発表論文においても同様の傾向が認め

られ、基礎系研究と臨床系研究の融合、あるいは基礎系研

究の臨床研究への応用は、今後も大きなトレンドになると

考えられる。 

 

 

代謝学分野に関する学術研究動向 ―糖尿病・肥満

研究の国際的な動向と日本からの発信― 

寺内 康夫（横浜市立大学大学院医学研究科・教授） 

 

 平成 27 年６月ボストンで開催された米国糖尿病学会、

平成 27 年９月ストックホルムで開催された欧州糖尿病学

会、平成 27年 12月バンクーバーで開催された国際糖尿病

連合学術集会、平成 27 年５月下関で開催された日本糖尿

病学会年次学術集会、平成 27年 11月名古屋で開催された

日本糖尿病合併症学会年次学術集会などの国内外の学術

集会に参加し、国内外の研究の動向と日本からの発信状況

について調査した。 

従来、日本における糖尿病治療薬開発は諸外国に 3～5

年程度遅れをとることが多かったが、最近では、特に注射

製剤の開発において世界に先駆けて日本人を対象とした

研究成果が発表される機会が増えてきている。創薬と臨床

応用の世界で、日本の位置づけが変わりつつある。 

私が理事長を務める日本糖尿病・肥満動物学会の将来検

討ワーキンググループにおいて、若手、女性、地方在住研

究者の活性化のために何が必要か調査した。若手、女性、

地方在住の研究者を含めた将来検討ワーキングでの意見

を集約すると、他学会との差別化のためにウェブサイトへ

会員専用ページを設ける、口演発表でプレナリーセッショ

ンを、ポスター発表に対する「グッドポスター賞」を制定

し、研究心を煽る、専門の研究者から若手研究者へアドバ

イスや相談が出来るセッションを設け、成長過程にある研

究者の満足度をアップさせる、YIA 受賞者が継続的に学会

に関与するように、YIA 受賞者がセッションの企画や受賞

研究に対する経年報告を行い、将来、YIA 審査委員に加わ

って頂くなどが、主な意見であった。 

この調査結果に基づくと、若手、女性、地方在住の研究

者の意欲向上のためには、数多くある学会の中で、本学会

の独自色を出すこと、成長過程にある研究者の満足度をア

ップさせ、プチ成功体験を通じて、さらに上を目指す気持

ちにさせること、研究を継続させるためには、学会レベル

で個々の研究者の成長を刺激する仕組みを作ることが重

要と考えられた。 

自分と同じような立場の者でも努力すれば成功する、自

分にもその可能性があることを、実感してもらう機会の設

定が、裾の広い科学の発展のために重要である。 

 

 

神経内科学分野に関する学術研究動向 －神経内科

領域の新たな潮流－ 

服部 信孝（順天堂大学大学院医学研究科・教授） 

 

 平成 27 年度は神経学領域の国内外の多くの学会・研究

会に参加し、また主催者として学会を運営した。参加した

国際学会は、6月 MDS（サンディエゴ）、10月 GEOPD（東京）

および 22th World Congress of Neurology(WCN)（サンチ

ャゴ）、12月 21th World Congress on Parkinson's Disease 

and Related Disorders（ミラノ）、3月 MDS-アジアオセア

ニアコングレス（AOPMC）（マニラ）。 国内の主な学会は、

5月 日本神経学会（新潟）、7月 日本神経科学大会（神戸）、

10 月 日本パーキンソン病・運動障害疾患コングレス（東

京）、11月 日本神経治療学会（名古屋）である。この中で、

我々が平成 27 年に発見した新規パーキンン病原因遺伝子

CHCHD2が大きな話題となった。 

主催する立場としては、6 月からは the International 

Parkinson and Movement Disorder Society (MDS)のアジ

アオセアニア地区（AOS）の理事長に就任し、この地区の

どこかで毎月のように行われる教育および研究会の運営

に関わった。8 月にはこの MDS のアジアオセアニアの若手
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神経内科医および研究者を対象とした Basic Scientists 

Summer School in Tokyoを主催し、多く若手医師らへの専

門知識の普及と各国の親睦に務めた。さらに MDSの専門家

の“大使”の任を受け、中国（4 月）、スリランカ（2 月）

でのセミナーの講演を務めた。MDS 以外では、以前より参

加しているパーキンソン病遺伝学の国際的な研究組織で

ある Genetic Epidemiology of Parkinson Disease (GEOPD)

の年次総会を東京にて開催し、その会長を務めた。一方国

内でも、神経学の主要な学会に参加し講演を行ったほかに、

パーキンソン病の患者と医師・コメディカルが協力して運

営する本邦初の学会、日本パーキンソン病コングレスの顧

問を務め運営にも関わった。 

このように国内外の医師・研究者、また患者らとの情報

交換により、欧米とアジア、アジアと日本の医学研究およ

び治療環境などの違いを実感することができた。 

尚、前述のサンチャゴでの WCNでは、我々の研究発表をす

るとともに 2017年 9月に京都にて開催予定の 23th WCNの

組織委員として、世界の神経内科医、神経学研究者に日本

の神経学の情報および京都の魅力なども伝え参加を促し

た。 

 

 

麻酔科学領域神経科学分野に関する学術研究動向 

川真田 樹人（信州大学医学部麻酔蘇生学教室・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 1846年にMortonがエーテルによる全身麻酔を行って以

来、麻酔科学は手術の痛みからの解放を基本課題としつつ、

循環・呼吸・神経・免疫・代謝・内分泌など、統合された

システムとしての生体の理解と制御を命題としてきた。そ

して、生体に対する手術侵襲や生命に危機的な内因性疾患

により障害された生体機能を、急性期にどのように維持す

るかが主要テーマであった。 

 一方、がんが死亡原因の一位になって以来、固形がんを

対象とした手術が今後も増加していくことが予想される。

従来から、周術期は残存がんの再発・転移を最も促進する

期間と考えられており、基礎研究ではオピオイドががんの

増殖を促進し、臨床的にも手術を契機に残存がんが増大・

転移したとの多くの報告がある。そして2008年、Bikiらに

より麻酔法によりがんの再発率が異なるという報告が麻

酔科医に衝撃を与えた（Biki et al., Anesthesiology, 

2008）。この報告を契機に、がん患者の長期予後を考慮に

入れた麻酔管理が麻酔科学の重要なテーマになった。しか

し実際に麻酔は悪性腫瘍手術後の患者の長期予後にいい

のか悪いのか、そもそもこのテーマは何を基準に考えるべ

きか、など多くの問題を含んでいる。研究手法としては、

（１）In vitroのがん細胞増殖に及ぶす各種麻酔薬の影響、

（２）動物の個体レベルでの各種麻酔法ががん組織の増

殖・転移に及ぼす影響、（３）臨床上、各種麻酔法による

再発率や5年生存率、などが求められる。本テーマの重要

性から、この領域の論文数は2013年より急増している。 

 麻酔科学領域においては、がんの増殖だけでなく、手

術・麻酔による高次脳機能障害、遷延性術後痛、免疫応答

の影響など、さまざまな長期予後に関するテーマが存在す

る。したがって、麻酔とがんの長期予後の研究の隆盛は、

今後、麻酔科学が急性期医学から亜急性期、そして長期の

患者管理の基盤学問として発展していく兆しとして捉え

る必要があろう。 

 

 

泌尿器科分野にかかる学術研究動向に関する調査研

究 

近藤 幸尋（本医科大学大学院医学研究科・教授） 

 

 本年度は国内外で開催された日本泌尿器科および癌関

連の学会に参加し、現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。この中で分子標的治療薬は、現在数多く臨床

で使用できるものの大きく患者予後を治癒に結びつける

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

予後延長には少ししか寄与していない。そこで免疫療法に

根治性を求め注目が集まっている。なかでも免疫チェック

ポイント阻害剤である PD-1 抗体がいよいよ臨床で使用さ
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れはじめた。これは現在悪性黒色腫や肺癌に対して保険適

応が認められており、腎癌に関しても本年中に認められる

予定である。これにより医療費が急増する懸念があるもの

の、根治を期待できる可能性もある。今後は現在進んでい

る PDL-1抗体の治験結果で適応疾患も増え、使用する免疫

治療の選択肢が増えることが、期待されている。 

 一方手術療法はロボット支援手術で腹腔鏡下手術が大

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。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本年春より保険適応となって

いる。またロボットに MRI や CT の所見を連動させ模擬訓

練機能を併用することにより、より正確な手術を行なえる

試みもされている。またロボットの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。 

 このような医療ロボットは米国主流で動いているが、手

術支援ロボットにおいても国産のロボットが試作化され

ており、大いに期待されている。また医療ロボットでは手

術支援ロボットに限らず、介護支援ロボットの開発も確実

に進んでおり、今後の臨床での治験および使用が期待され

ている。 

 

 

外科一般、消化器外科、癌治療分野に関する学術研

究動向 

松原 久裕（千葉大学大学院医学研究院・教授） 

 

 癌治療の分野においてはこれまでの CDDP, 5-FUなどの化

学療法剤が第 1 の波、チロシンキナーゼなどの癌細胞に比

較的特異的に発現される分子を標的とした分子標的薬が第

2の波としてこれまで治療の柱として、臨床、研究に注目さ

れてきたが、悪性黒色腫での驚異的な有効性が発表されて

以来、第 3 のとてつもない巨大な波として Immune 

Checkpoint（免疫チェックポイント）阻害薬が脚光を浴び

ている。その有効性はまさに癌治療のブレイクスルーと捉

えられている。これまでの治療薬と異なり、癌細胞に直接

薬剤が作用し細胞死など死滅させるのでは無く、生体の免

疫機能を介して癌細胞を攻撃する治療となる。現在のとこ

ろ、PD-1に対する阻害薬、CTLA-4に対する阻害薬がすでに

実臨床で用いられるようになった。Immune Checkpointに関

する分子はまだ多くの分子が知られており、制御性 T 細胞

の関与等を含め今後更なる研究開発が進むと考えられる。 

 Immune Checkpoint阻害剤はリンパ球側の分子であるが、

これまでの癌細胞に対する分子標的薬を含め、バイオマー

カーの研究は依然として注目される重要な研究分野であ

ることは変わっていない。血液サンプルから DNA, miRNA

などの核酸や循環している癌細胞そのものなどを検出し、

薬剤の感受性、予後を予測する研究は進歩しており、

Liquid Biopsy として臨床上、その有用性が認められるよ

うになっている。 

 NCD による膨大かつ詳細な臨床情報の検討からリスクモ

デルを構築し、消化器外科８術式毎の術前リスクの算出が

可能となり、ビッグデータによる新たな臨床研究の推進が

開始された。 

 肥満外科治療は米国等ではすでに消化器外科手術におい

て最も多くの症例に実施されている手術であるが、日本で

はまだ実施している施設が数えられるほどしか行われてい

ない。その潜在的な需要は大きく、肥満のみならずメタボ

リックサージェリーとして糖代謝、脂質代謝に対して内科

的治療が困難な症例に対する極めて有用な治療法として今

後の発展が大いに期待される。 

 

 

産婦人科学分野に係る学術研究動向に関する調査研

究 －子宮内膜症治療ストラテジーにおける新たな

潮流－ 
片渕 秀隆（熊本大学大学院生命科学研究部・教授） 

 

本学術振興会学術システム研究センターの医歯薬学専

門調査班において臨床医学、とりわけ産婦人科学を専門と

する専門研究員として、産科婦人科学分野のなかでも子宮

内膜症に関する調査研究を行った。 

まず、平成 27 年 5 月 7 日から 9 日にかけて、フランス・

パリにおいて開催された第 1 回 SEUD Congress 2015 ; 

Endometriosis and women’s reproductive life に参加し、
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臨床研究の成果を発表するとともに、国内外における最新

の研究動向や注目すべき研究例などを調査した。 

次に、平成 28 年 1 月 23 日、24 日の 2 日間にわたって、

第 37 回日本エンドメトリオーシス学会を開催する予定で

あったため、年度当初より当該分野の最新の研究動向を調

査し、海外から 2 名の演者を招請することとした。また、

国内における治療の最先端の状況についても調査研究を

行い「病態からみた子宮内膜症新規治療薬の開発」のテー

マを選定してシンポジウムを企画した結果、531 名の参加

者のもと、最新の研究動向や今後の研究の方向性について

国内外の研究者と有意義な情報交換を行うことができた。 

さらに、平成 27 年 12 月 22 日、平成 28 年 2 月 2 日、2

月 19 日の 3 回、国内から本疾患の研究を専門とする講師

を招請して子宮内膜症をテーマとした講演会を開催し、最

新の研究成果に関する若手研究者との間の情報交換の場

を提供した。  

平成 27 年度の調査研究から、本疾患における治療に関

する新たな潮流として、従来の対症療法や内分泌学的アプ

ローチから、疾患の発生や進展に関与する分子生物学的機

序に着眼した治療薬を開発しようとする研究が増加して

いることが明らかとなった。生殖年齢にある女性における

罹患率が高い本疾患に対して、今後新たな治療薬が臨床応

用され、本疾患による社会的損失や女性の QOL の低下が

改善することが期待されている。 

 

 

歯学分野にかかる学術研究動向に関する調査研究 

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） 

 

１． 調査研究活動の概要等 

 う蝕罹患率の低下と高齢化の進展により、歯科医療

に求められることが大きく変化してきている。必然、

それに伴い歯学研究における学術動向も変遷しつつあ

る。高齢者における歯周病のコントロール、高齢化の

進展に伴う有病者の歯科治療、認知症患者に対する歯

科治療、摂食・嚥下リハビリテーションなど、他職種

連携と歯科医師に高度な知識と技術をもつ必要性が要

求されている。また、慢性全身疾患（循環器疾患、代

謝異常、癌、肥満など）と口腔疾患、特に歯周病との

関連を示唆する研究も増加を続けているが、質的に高

いレベルに至っていないことが引用数から示唆され

た。参加した学会では、「睡眠時無呼吸症候群に対する顎

矯正手術の適応を考える」「薬剤関連顎骨壊死のアップデ

ート」、「生体機能の多次元バイオイメージング」などが

シンポジウムやワークショップのテーマに取り上げられ

ており、歯科という狭義の領域に特化せずに、他分野から

の研究者も交えて、全身から口腔あるいは口腔から全身に

つながる医歯学研究およびライフサイエンス研究が展開

されていた。日本学術会議歯学委員会基礎系歯学分科会

と歯科基礎医学会によって実施された全国歯学部・歯

科大学の教員アンケート調査結果では、歯学部基礎系

教員の 34.9%が歯学部以外の出身者であり、特に生化

学分野や歯科理工学分野では約半数が歯学部以外の出

身者で占められていることが明らかとなった。それら

の出身学部は、理学部、薬学部、工学部、農学部等で

あり、すでに基礎歯学においては、研究者人材という

意味では多分野融合が起きていることがわかった。科

研費基盤研究 B および C の応募者においても、細目；

補綴・理工系歯学および歯科医用工学・再生歯学にお

いては、歯学以外の他分野からの応募が多く見られた。

しかしながら、歯学分野における投稿論文からみると

多施設共同研究や国際共同研究は少なく、学術研究面

での融合研究あるいは国際共同研究を促進させること

が、歯学研究の発展につながると思われた。 

 

 

歯学分野に関する学術研究動向 -基礎歯学研究の

国際比較- 

前田 健康（新潟大学大学院医歯学総合研究科・教授） 

 

基礎歯学研究の動向を科学研究費データベース解析で行

った。基礎系細目の形態系基礎歯科学、機能系基礎歯科学、

病態系基礎歯科学、歯科医用工学・再生歯学について、2013

－2015 年度の計 3 年間の新規採択件数および各細目内での

研究種目ごとの割合を調査した。歯学系基礎系細目の中で
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の特徴として、歯科医用工学・再生歯学では他の細目に比

べ、基盤研究 B の採択割合が他の細目より高かった。研究

員の専門分野である形態系基礎歯科学では 3 年間で 219 件

の新規採択があり、そのうち口腔解剖学（組織・発生学を

含む）の割合は 64件、29.2％であった。この分野の特徴と

して、形態系基礎歯科学の全新規採択件数に対する基盤研

究 C の割合は約半数であった。また口腔解剖学（組織・発

生学を含む）領域の特徴として、他細目に比べ、挑戦的萌

芽研究の占める割合が高く、一方、若手研究 A および B が

最も低いことも分かった。また 2013～2015年度に形態系基

礎歯科学分野で新規採択された採択課題のキーワード分類

すると、約 30個抽出でき、３年間にわたり抽出されたもの

は、16 個で、これらは骨軟骨代謝、発生生物学、イメージ

ングに関するものが抽出された。 

研究員の専門分野である基礎歯学分野を中心として、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った。さらに研究員の専門である神経

科学を扱う Neuroscience 2015出席後、NIDCRを訪問し、2014

年から 5 年間の歯学研究戦略プランの説明を受けた。この

プランでは 4大研究ゴールと 13の研究目標が定められ、戦

略的に歯学研究を推進しており、日本でもこのような研究

プランの制定が必要であることを痛感した。また NIDCR で

グラント業務に携わっている L. Shum 博士から米国歯学の

グラント状況、NIH/NIDCRのグラントのコンセプトについて

紹介を受け、ディスカッションを行った。 

 

 

高齢看護学分野に関する学術研究動向 

松田 ひとみ（筑波大学医学医療系・教授） 

 

 本年度は、日本の看護学研究において論文投稿状況等

に課題が見出されていたことをふまえ、第一に高齢看護学

研究の全体像と課題を把握するために、研究分析ツール

SciVal（ELSEVIER社製）を使用し、看護学研究全体のパフ

ォーマンスおよび高齢者看護学関連の動向を概観した。さ

らに高齢者看護学研究について、テーマ別に文献データベ

ースを用い論文総数とエビデンスレベル（Minds 診療ガイ

ドライン参考）を分類した。第二に国内外の関連学会にお

いて、情報収集を行った。 

定量的なインディケーターを用いた分析により、日本の

看護学研究（2010年度以降の調査）は、論文数，論文シェ

アにおいて米国、英国、豪州、中国等に比べて少ないもの

の、論文の被引用回数、トップ 10 論文の割合（論文の被

引用回数が各分野、各年で上位 10％に入る論文の割合）は

上位であり、注目度の高い研究があると捉えられた。さら

に日本の看護学研究を特徴づけるものとして、多領域の研

究者らによる学際融合型の共同研究があり、世界平均を上

回っている。学際融合型研究が今後の看護学研究の発展性

に影響を与える可能性がある。 

また、日本は超高齢社会を反映しているためか高齢看護

学(Gerontology)の投稿論文数は多く、諸外国と比較して

もその割合は際立っている。しかし、研究が少数の専門領

域に集中している傾向があり、さらなる分析、検討が必要

である。 

また国内外の高齢看護学研究を疾患、症状、生活支援項

目等で分類し、エビデンスレベル（Minds 診療ガイドライ

ンより参照）を整理すると、英文献ではレベル４a の分析

疫学的研究（コホート研究）が多いが、和文献に限定する

とレベル 5の記述研究（症例報告、ケースレポート）が多

く課題が見出された。 

 国内外の関連学会において、高齢看護学研究の内容をみ

ると、認知症のある高齢者と家族に対する多職種連携によ

る地域支援システムの検討や終末期の在宅看護、医療につ

いてのテーマなどが多かった。 

 高齢看護学研究のボリュームをみると日本の看護学研

究全体を牽引する勢いがあるが、その一方でエビデンスレ

ベルを高めていくための課題がある。学際的な連携により

解決する可能性もあり、このようなモデルケースを集積し

検証していく研究が求められる。 

 


