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「医歯薬学分野に関する学術研究動向及び学術振興

方策」-医歯薬分野における"Precision Medicine"に

向けた新たな研究動向と展開- 

伊藤 裕（慶應義塾大学医学部・教授） 

 

本年度、我々は、生活習慣病、再生医学、抗加齢医学に関

わる研究領域における”Precision Medicine”に関する動向

調査を、学術研究動向調査の中心に掲げた。”Precision 

Medicine”の実現のためには、患者個々人にあった発症の

予防および治療の実現を目標とするが、そのためには、個

人の遺伝的背景のみならず、個々人特異的な環境要因、す

なわち、食事、加齢、居住地を含めた外界要因、さらに、

それらから影響を受ける個々人の腸内細菌および腸管免

疫を含めた宿主の免疫代謝連関 (immune-metabolic 

interaction)の全てを、理解することが必須となる。主任研

究 者の 専門領 域の 一つで ある 生活習 慣病 におけ

る”Precision Medicine”のあり方が今後、トピックとなり

うるが、あえて、”Precision Metabolism”という言葉も提

唱されている。すなわち、今後の生活習慣病研究の方向性

を、先に述べた遺伝的背景、外界環境・日内リズム・加齢

に影響されるエピゲノム変化、食事・居住地・すでに確立

されつつある代謝環境により影響される腸内細菌叢と、腸

内環境により影響を受ける代謝調節と捉え、これら全てを、

遺伝子発現、蛋白発現およびその翻訳後修飾、代謝産物の

オミクス解析、さらに、システムバイオロジーを用いた生

化学的な生体反応の把握を行い、最終的に、疾患発症のバ

イオマーカーを同定していくことが、生活習慣病に含まれ

る疾患群研究のトレンドとなりうることが考えられた。国

内の研究助成に関しては、腸内環境を起点とした研究助成

や、さらに、加齢に関する研究助成も見られ、代謝領域研

究に大きな支援となると考えられた。しかし,我が国におけ

る”Precision Medicine”の実現を目標とする、力強い潮流

は伺えなかった。学術研究の国際交流に関しては、 ” 

Hypertension Summit 2016 KYOTO”や、第 34 回日本肥

満症治療学会学術集会を開催したが、若手研究者の国際交

流、共同研究の場を広げ、彼らの研究モチベーションを上

げることに貢献したと考える。 

 

 

粘膜免疫学分野に関する学術研究動向及び学術新興

方策 

-粘膜免疫学の基盤形成における新たな潮流と展開- 

清野 宏（東京大学医科学研究所 感染・免疫部門 炎症

免疫学分野・教授） 

 

 粘膜免疫学分野における臓器・組織特異性および異なる

臓器間に見られる共通性について、微生物学的、感染症、

ワクチン学などの関連分野との横断的・融合的研究が今後

ますます重要性を増す。 

そこで、本年度は粘膜免疫学を中心としてそれに関連する

自然・獲得免疫の関与や他の関連研究分野の国内外の最新

研究例や注目すべき研究例などの動向調査を行った。また、

免疫学若手研究者の育成およびキャリアパスに関する動

向を国内外における学術集会を通して、その状況、学会参

加者の推移、テーマやセッションなど最新のトレンド調査

も行った。 

具体的な調査研究活動として、国内外で開催された免疫学、

粘膜免疫学、ワクチン学、感染症関連の学会および学術集

会などに参加し、免疫学、粘膜免疫学分野およびワクチン

学・感染症分野における最新の学術研究動向に関して情報

収集し、国内外の研究者と意見交換をした。 

国内外の学会、学術集会、研究会などを通して、免疫学に

おける研究助成、若手研究者養成、学術の国際交流に関す

る動向の調査と並行して、国内外の研究助成機関による新

たな学術新興方策や取り組みなどについて国内第の研究

者と情報交換し、動向調査を行った。各国において出口戦

略を見据えた研究支援体制が強化されており、研究者個人

レベルにおける学術的・知的興味を基盤とした将来的に新

しいシーズとなる研究支援体制が脆弱化している傾向に

ある。つまり、学術研究に関して、応用型・実用化型研究

支援の重要性とその推進が各国で取り組まれており、その

トレンドは今後も続く傾向にあり、その方向性は非常に重

要である。一方で、将来的な新規シーズ創出や次世代を担

う若手研究者育成を考慮した場合には、研究者自身の学術

的・知的興味を基盤とした科学研究を広く支援する環境の

維持と拡大は非常に重要であり、各国学術コミュニティー

が連携してその環境作りに取り組む必要がある。 

また、国内外の研究者から聴取した学術研究に関する情報

をもとに、現在までのトレンドであった病原体の視点から

のワクチン開発研究ではなく、宿主免疫側からワクチン開

発研究を進める為の予備検討を試み、腸管免疫機構と腸内

環境に関連する細胞や分子を標的とした誘導制御機構を

駆使したワクチン開発研究基盤体制の構築と推進の方向

性が示唆された。 
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医歯薬学（とくに外科系臨床医学）分野に関する学

術研究動向及び学術振興方策－融合的橋渡し研究の

探索と促進－ 

大段 秀樹（広島大学大学院医歯薬保健学研究科・教授） 

 

 外科系臨床医学分野と融合的橋渡し研究に発展し得る

免疫学や再生医学、ゲノム医学の領域における国内外の最

新の研究の動向と成果を調査した。免疫学領域における制

御性 T細胞と制御性 B細胞に関する研究成果を調査し、臓

器移植における免疫制御法や腫瘍の免疫学的治療への応

用を図る研究への展開に関して調査した。制御性 T細胞は、

自己免疫、炎症、アレルギーといった様々な病的免疫応答

を抑制的に制御して自己免疫寛容と免疫恒常性の維持に

必須の役割を担っていることが解明され、臓器移植におけ

る免疫寛容の誘導への応用に関する臨床研究に進展して

いる。制御性 B細胞もまた、自己免疫疾患、炎症、アレル

ギーの病態、腫瘍免疫を抑制すること示され、そのサブセ

ットや免疫抑制機構が解明された。近年、免疫チェックポ

イント分子阻害薬の出現により、がん免疫治療は劇的な進

歩を遂げているが、腫瘍免疫を抑制する T 細胞、B 細胞を

同定・掌握し、それぞれに対する制御を行う precision 

medicine を目指す研究に展開されつつある。 

 Oncogene addiction を利用した分子標的治療薬は、すで

に標準治療の 1つとなっている。がんゲノムビッグデータ

から疾患感受性に関わる遺伝子異常の同定を図る研究に

拍車がかかる一方、precision medicine に結びつける体系

的な方策の確立を目指した研究の充実が今後の課題であ

る。外科手術の周術期における特殊な病態は、様々な要素

が複雑に絡み合うため、ビッグデータの解析により関連遺

伝子を同定し難い。頻度が高く病態が解明された疾患にお

いて既に関連性が確認された遺伝子多型の情報に基づき、

術後に遭遇する生体防御機構の異常に関わる遺伝子多型

を理論的に予測し、少ない母集団ながら詳細な解析が行わ

れている研究成果も personalized medicineを確立する上

では重要であると考えられた。 

 

 

創薬化学分野に関する学術研究動向 −創薬化学分野

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） 

 

薬学における創薬化学研究は、旧来は有機化学中心のア

プローチが大部分であり、新しい合成法の開発から生まれ

た生成物群のランダムスクリーニングや、生理活性天然物

の構造類縁体の合成など、試行錯誤から活性物質が生み出

される例も多かったと考えられる。近年、生物学の分子レ

ベルでの理解が進んできたことに伴って、薬系化学者が生

物学研究も積極的に取り入れて行う化学と生物が融合し

たケミカルバイオロジー研究は今世紀になってかなり広

がりを見せるようになってきた。さらに近年、化学と生物

学に加えて物理学的要素も加わった３分野融合研究分野

も少ないながらいくつも勃興してきている。その中で薬学

に関連する主要なものとして４つの研究分野を取り上げ

た。(a) 光線力学療法(PDT)研究、(b) 光音響イメージン

グ(PAI)研究、(c) 超音波力学療法(SDT)研究、(d) 中性子

捕捉療法(NCT)研究、である。これらについて、５年おきの

論文（一次文献、英文）件数と、日本薬学会年会における

発表件数をそれぞれ調査し比較を行った。その結果、PDTに

おいては、合成化学が必要なポルフィリン及び関連色素に

ついて発表論文数は、年と共に直線的に単調増加している

ことが明らかとなった。一方、日本の薬学研究においては

横ばい状態であった。次に、PAI に関して論文件数は近年

爆発的に増加していることがわかった。一方、日本の薬学

研究においては毎年 2 件程度の発表に留まっていた。3 番

目の SDTに関しても、論文数は急激な増加が見られている

が、薬学研究では発表はわずかであった。最後の NCTに関

しては、論文件数は 2009年頃にピークとなり、その後減少

傾向が明確であったが、日本の薬学研究では、若干の増加

傾向が見られた。 

 以上をまとめると、PDT, PAI, SDT に関しては世界的に

は着実あるいは顕著に活発化してきている一方で、日本の

創薬化学分野では未だに増加が見られず、わずかな発表数

に留まっている。今後の啓蒙活動等により、日本の化学生

物学物理学融合研究の活性化が望まれる。 

 日本薬学会第 137年会にてオーガナイザーとしてシンポ

ジウム「新しい創薬標的としての鉄イオン」の企画および

開催（2017年 3月 27日）を行った。 

 

 

緩和医療薬学／疼痛薬学分野に関する学術研究動向

-緩和／疼痛領域の新潮流と異分野境界領域との融

合研究展開 

成田 年（星薬科大学 薬理学教室 教授） 

 

 緩和医療／疼痛領域において、近年、様々な鎮痛薬が上

市され、レパートリーが広がりつつあるが、現存する鎮痛

薬では十分に取れない痛みも存在することが問題となっ

ており、新規疼痛治療薬は、まだ開発の余地がある。これ
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までオピオイド鎮痛薬の薬理作用は、μ-オピオイド受容

体への刺激を介した単一シグナル伝達により、その有用性

が説明されてきたが、近年、受容体に結合するリガンド特

異的に、異なるシグナル伝達系を活性化しうること（リガ

ンドバイアスセオリー）が見出され、μ-オピオイド受容体

に関しても、この概念を応用した創薬の研究がなされてき

ている。特に、μ-オピオイド受容体リガンドにより G-タ

ンパク質バイアス経路が選択的に活性化された場合、鎮痛

作用を示し、便秘等の副作用は発現しないことが想定され

ている。G-タンパク質バイアスリガンドとして臨床研究が

進んでいる oliceridine (TRV130) は、その有用性が確認

されつつある（Phase Ⅱ）。一方で、oliceridine は部分

作動薬であることから、oliceridine に比べ活性の高い 

PZM21 が Nature 誌(2016: 537, 185–190) に掲載され、

話題を集めている。リガンドバイアスセオリーに関しては、

セカンドメッセンジャー以降に関して殆ど明らかになっ

ていないが、これらのバイアスリガンドの研究が進むこと

により、副作用が少なく、強い鎮痛効果を示す新たな疼痛

治療薬の創薬が期待される。 

 本年度は、Prof. Grégory Scherrer らのグループ（米

国 Stanford 大学麻酔科）との積極的な連携により相互視

察訪問、学会、さらにはセミナーへの招聘により情報交換

を行なって来た。このグループは、末梢性の μ-オピオイ

ド受容体遮断により鎮痛耐性が抑制されることを 2017 

年に Nature Med 誌 (2017: 23 164–173) に報告してい

る。本邦において、オピオイドの便秘および吐き気を抑制

する末梢性 μ-オピオイド受容体拮抗薬の開発が進んで

いる事実があることから末梢性 μ-オピオイド受容体拮

抗薬は、患者の QOL の向上に大きく貢献できると推測され

る。この様な副作用軽減をターゲットとした先端研究なら

びにオピオイド鎮痛薬の創薬研究への取り組みが、最近の

緩和／疼痛領域の新潮流となっている。 

 

 

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

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 28年度の「研究計画」として，（１）「神経発生学」

研究の日韓比較・交流，ヒト疾患との関係，動物種間比較，

（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，平成 27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） 

 

細胞内動態の時空間的な制御の破綻は疾患発症の原因と

なる。関連する研究を推進するには、従来の細胞生物学的

研究に加えて、構造生物学、プロテオミクス、イメージン

グや数理科学・生物物理学的など進歩の著しい異分野との

連携が必須である。このような信念のもと新学術領域「修

飾シグナル病」の領域代表を担当し,2016 年度からは計画

班員として「数理シグナル」に参画している。本年度も新

学術領域に関連してシンポジウムを開催するとともに、本

専門研究員として国内外の学会参加や研究機関の訪問に

より研究動向について調査した。構造生物学やプロテオミ

クスとの連携は、電子顕微鏡を用いた構造解析技術の飛躍

的発展もありさらに活性化している。イメージングについ

ては、モデル動物とライブイメージングの組み合わせも増

加しつつあり高度な専門的な知識と経験の必要性から、サ
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ポート体制が必須である。また、この流れを支援する形で

2016 年度から新学術領域「学術研究支援基盤形成」がスタ

ートした。先端バイオイメージング支援、先端モデル動物

支援、先進ゲノム解析研究支援、コホート・生体試料支援

の４つのプラットホームで構成され科研費採択者はこの

支援に申請できる。一方で数理科学や生物物理学との連携

は依然としてチャレンジングである。3 月に訪問したバン

ダービルト大学では、生命現象を数理シミュレーションす

る世界トップレベルの研究者と議論する機会を持ったが、

ヘテロな細胞集団の動態をシミュレーションすることで

癌悪性化を考察したり、細胞外マトリックス分解酵素の細

胞膜上での挙動をシミュレーションすることで癌転移機

構に新たな考え方を導入しようとしており、その意欲は凄

まじい。さらに、このような生物物理や数理学者が主催す

る癌細胞の悪性化を数学で解明しようとする研究室が病

院に所属しているのには驚かされた。日本でもこのような

柔軟な発想の研究組織が期待される。また、人材育成のた

めには生命現象を数学や物理の立場から理解する教育を

中高校の段階で実施することが必要であると感じている。 

 

 

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、修飾 RNAアンチオリゴマーの

髄腔内投与が脊髄性筋委縮症(SMA)の治療法として米国の

FDA で承認されるなど、注目すべきケミカルバイオロジー

分野の発展があった。またケミカルバイオロジー分野のト

ップジャーナルの一つである Cell Press の Chemistry & 

Biology誌が、2016年から Cell Chemical Biologyと改称

した。国際ケミカルバイオロー学会、日本ケミカルバイオ

ロジー学会、日本薬理学会、Keystone Meeting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に

参加し、内外の先端的研究者と意見交換を行い、ケミカル

バイオロジー研究の動向調査を行った。特に、米国ウイス

コンシンにおいて、ACS Chemical Biology 誌の Chief 

Editorを務める Kiessling 博士と、ケミカルバイオロジー

分野の動向および本分野の研究領域を拡大させていく方

策について、意見交換を行った。また 2016年の日本ケミカ

ルバイオロジー学会に豪州からケミカルバイオロジー分

野の先端的研究者を招聘して合同シンポジウムを開催す

るなど、特にオセアニア圏とのケミカルバイオロジー分野

の研究交流が顕著に進展した。また核酸標的低分子創薬研

究会や京都生体質量分析研究会など、ケミカルバイオロジ

ー関連分野で新たな研究会が、2016年に発足した。また内

外の製薬会社の研究者と面談し、ケミカルバイオロジー分

野の研究から創薬への応用研究の可能性や人材養成、およ

び産学連携にあり方について、意見交換を行った。 

 

 

ゲノム生物学分野に関する学術研究動向 —ゲノム

動態・ゲノム活性制御研究領域における新たな潮流

と展開 

塩見 春彦（慶應義塾大学医学部・教授） 

 

遺伝子発現における種特異的な、さらには個体

発生における時空間特異的な制御機構の鍵分子として浮

上してきたのが非コード RNAと転移因子（トランスポゾン）

である。非コード RNAは転写、転写後、そしてエピジェネ

ティックな遺伝子発現制御における特異性を賦与する分

子（ガイド分子）として機能するタイプと細胞内の構造体

形成に寄与することで間接的に遺伝子発現制御に関与す

るものが知られている。エンハンサーRNA (eRNA)に代表さ

れる長鎖非コード RNAの機能解明が進み、その役割が明確

になってきたが、個体レベルでの機能を見出すのが難しい

ものが多い。一方、細胞構造体の形成に寄与する長鎖非コ

ード RNAに関しては、特にその形成機構に関して、我が国

で生化学及び構造生物学両面で進んでいる。今後、形成さ

れる細胞構造体の機能解析の進展が望まれる。 

 近年の転移因子研究は目覚ましく、宿主による

転移因子制御機構の理解もエピジェネティクスや小分子

RNA (siRNAや piRNA)の研究を通して深まっている。また、

神経活動、癌化や老化における転移因子の役割（多様性、

遺伝子変異やゲノム不安定性の誘発）が注目され始めてい

る。転移因子の配列及び機能解析、さらにその疾患への関

与については、わが国は、人材も含め、欧米と肩を並べて

いる。これを維持していくためには、今後、老化、癌化、

そして神経活動における転移因子の役割を組織的に解明

してく仕組みを構築することが必要である。 

 遺伝子発現制御機構における非コード RNA と転

移因子の役割は今後その重要性が急速に増大することが

予想され、したがって、重要な研究分野を形成していくこ

とになると思われる。今後、一次配列解析やエピゲノム解

析のみならず、従来からの生化学や遺伝学の分野と強い連

携を構築し、強力なグループを国内に形成するだけでなく、
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これらが国際的な連携の強化を図ることも必要である。 

 

 

基盤・社会脳科学分野に関する学術研究動向 

社会脳科学研究を支える磁気共鳴画像装置を用いた

脳機能計測分野のトレンド 

定藤 規弘（自然科学研究機構生理学研究所・システム脳

科学研究領域・教授） 

 

イメージング技術の革新により、生体現象を「機能ネッ

トワークの動態」として捉えることが可能になった。人間

を対象とした脳研究も、磁気共鳴画像法(MRI)を用いる非

侵襲的脳機能イメージングにより長足の進歩を遂げた。大

量のイメージデータが生成されることにより、還元論的研

究から、より現実に近い条件での複雑な生体機能を統合的

に解析する研究へのパラダイムシフトが現れつつある。社

会性を始めとする高次脳機能の生物学的基盤を明らかに

するためには、疾患モデル動物を用いた破綻の理解から進

める事が必要であるが、ヒトとモデル動物の高次脳機能の

違いは大きく、表現型の類似性だけではなく、脳活動領域、

神経回路からシナプスおよび分子まで、各階層における社

会性の中間表現型を見出していくことが必須である。ここ

にイメージング科学の重要性がある。社会性の神経基盤は、

脳領域間の関係性にあると想定されており、その機能的・

解剖学的連結の網羅的解析（コネクトミクス）を、種間を

越えて統合的に解析するためのイメージング・プラットフ

ォームを形成することが必要である。近年ヒト用超高磁場

（７T）超電導磁石をもちいることで、非侵襲的に全身の組

織を数百ミクロン程度の解像度で撮像し、3 次元再構成す

ることが可能となった。顕微鏡レベルでは、網羅的な神経

結合の解析と機能分子局在や機能標識法を組み合わせる

ことによって、機能共役型コネクトミクスという革新的な

分野が拓かれつつある。このミクロレベルでの成果をヒ

ト・マクロレベルの生理学へとスムーズに還元するために

は、ヒトと動物を同じプラットフォームで観察・解析出来

る「生体顕微鏡」としての超高磁場 MRIが必須である。広

範囲の神経回路構築の全脳解析を含む種々の画像解析手

法の開発は、イメージング科学の重要な領域として今後の

生理学研究に必須である。その展開には、共通の目標を持

った多数の専門家・研究者の参画が必須である。 

 

 

 

 

「境界医学ならびに人間医工学に関する学術研究動

向」 —特に応用薬理学・病態検査学分野— 

植田 正（九州大学大学院薬学研究院・教授） 

 

 国内外の学会に参加等により学術調査を行った。がん免

疫療法のためのターゲットタンパク質の探索、抗体医薬品

の併用（Programmed cell death-1:PD-1に対する抗体と T

細胞活性化抑制タンパク質 CTLA-4 に対する抗体の組み合

わせなど）、ADC（Antibody-drug conjugate：がん細胞に

集積する抗体医薬品に抗がん剤を連結したもの）とがん免

疫療法を組み合わせ、などの研究が、抗体医薬の分野にお

ける最新技術およびトピックスを発表する学会である

「Antibody European Congress 2016」（スイス バーゼ

ル）では取り上げられていた。この領域のトレンドワード

としては、バイスペシフィック抗体（異なる抗原に結合す

る抗体）、ADC、バイオシミラー（抗体医薬品の後発品）な

どがあげられる。バイスペシフィック抗体もがんだけでな

く、現在様々なターゲット（脳への移行など）への応用が

期待されている。また、近年抗体医薬品の市場が拡大して

いる関係から、バイオシミラーの開発も進んでいる。バイ

オシミラーは先発品の抗体医薬品と同一性（アミノ酸残基

の異性化、抗体の性状、安定性評価）についての評価が必

要となるが、質量分析がこの鑑定に欠かせない技術となっ

ている。 

 従来の抗がん剤や分子標的薬が末期がんの患者の延命

に有効であったが、近年本邦で販売されている、免疫チェ

ックポイント阻害剤は、末期がんの患者でも完治もしくは

症状改善後寛解を引き起こす画期的な治療法である。また、

臨床開発中のキラーT 細胞とがん細胞を両方同時に結合す

るバイスペシフィック抗体は、がん細胞１個を死滅させる

ために必要ながん細胞上の抗原発現数は、通常の抗体医薬

品に対しては格段に少なく、がん細胞表面にがん抗原が少

ない状態でもがん免疫療法が行える。しかしながら、がん

細胞上に特異的に発現する抗原がみつからない種のがん

細胞においては、抗体医薬品等は調製できない。がん特異

的な抗原の探索が引き続き重要となる。併せて、がんの早

期診断及び治療のためのバイオマーカーの探索も重要な

研究課題であろう。 

 

 

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

分野の新たな潮流と応用展開— 

田中 純子（広島大学大学院 医歯薬保健学研究科・教授） 
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調査計画は 3年間を念頭とし下記の 3つの柱を中心に活

動を行っている。 

⑴ 現状調査：国内学術集会への参加と情報収集 

今年度はこの項目を重点に行った。現状調査として、

わが国の社会医学分野における研究動向をさぐった。詳

細な報告書は別途添付した。 

社会医学専門分野関連の学術総会のうち、専門研究者

が最も多く所属し日本学術会議協力学術研究団体とし

て認定されている 3学会、日本衛生学会、日本公衆衛生

学会および日本疫学会の 2014年から 2016年の 3年間の

学術総会のすべての演題（総数 5,818）および当該学会

が出版している学術雑誌に掲載されているすべての原

著論文（総数 458）を対象として、学術分類および平成

30 年度から適用される新たな審査区分による分類別に

研究動向の検討を行った。 

その結果、 

１）学会により、学術分類による研究発表演題および

学術論文構成割合（研究動向）は異なった。 

２）研究発表演題と学術論文の学術分類構成割合の

年次推移（研究動向）は、同一学会の中では、ほ

ぼ同じ傾向であった。 

３）さらに、平成 30 年度から適用される新たな審査

区分による分類による「59010 医療管理学および

医療系社会学関連」「59020 衛生学・公衆衛生学

関連 (実験系含む)」「59030 衛生学・公衆衛生学

関連 (実験系含まない)」の分類割合については、

３学会の発表演題および３学術雑誌ともに年次

推移（研究動向）の大きな変化は認められなかっ

た。 

以上により、社会医学専門研究者は少なくともこの３

学会のいずれかに属し学術研究発表を行っていることが

期待されることから、３年間に限った調査であるが、学

会の分類および平成 30 年度から適用される新たな審査

区分別にみて、大きな研究動向の変化は認められないこ

とが明らかとなった。 

 

⑵最先端研究の動向調査：国外学術集会への参加と国外で

の情報収集 

今年度は、社会医学的領域の動向を把握する目的で、

臨床分野を含む学会である日本消化器関連学会週間

（JDDW）、日本肝臓学会総会、および、日本衛生学会、

日本産業衛生学会の国内学会学術総会に参加し情報収集

を行った。国外では第 51回欧州/国際肝臓学会議（EASL）、

米国肝臓学会(ASSLD)に参加し、注目すべき研究分野、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

情報収集を行った。 

(3)社会医学分野の研究と施策との関連性についての動向

調査 

世界保健機構（WHO）、CDC における、社会医学分野の

研究と施策との関連性についての情報収集。社会医学分

野の研究成果がどのようにして社会へ還元されている

のか等について情報収集した。今年度は、WPRO(WHO アジ

ア事務局 )の Dr. Joseph Woodring, Division of 

Communicable Diseases, World Health Organization 

Regional Office for the Western Pacific, Dr. 

Annemarie Wasley, U.S. Centers for Diseases 

Control and Prevention, Dr. Md. Shafiqul Hossain, 

WHO Country Office, Cambodia,  Dr.Mao Bunsoth, 

University of Health Sciences, Cambodia, Dr. Ork 

Vichit, National Immunization Program, Ministry of 

Health, Cambodia, Dr. Hok Sirany, Ministry of 

Health, Cambodia と meeting を行い、社会医学分野の

研究と施策との関連性についての情報収集を行った。 

 

 

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） 

 

 アレルギー領域の基礎分野において、2 型免疫反応の発

症機構に関与する細胞、ならびに分子について、引き続き

大きな関心が持たれている。近年 2型自然リンパ球に対し

て大きな注目が寄せられているが、それに加えて病原性 T

リンパ球の同定とその解析にも注目が寄せられている。病

原性 T リンパ球とは、メモリーT 細胞となって長く生体に

存在する Tリンパ球の一部の集団を指す。アレルギー疾患

の発症においては、IL-4、IL-5、IL-13 といった 2 型サイ

トカインを産生する病原性 Tリンパ球が、その発症機序に

おいて重要な役割を果たしていることが明らかとなって

きた。今後、2 型免疫反応の発症に関する分子機構の解明

がさらに進むとともに、学術的に大きな関心が持たれると

考えられる。 

もう一つの動向として、アレルギー領域の臨床分野にお

いて、分子標的薬の開発とその適用が大きな注目を浴びて

いる。アレルギー疾患に対する治療薬として、2 型免疫反
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応に関わっている分子を標的とした分子標的薬の開発が

進んでいる。一方で、非 2型免疫反応によるアレルギー疾

患（主に喘息）についてもいくつかの分子標的薬が開発さ

れているが、まだその有効性が立証されたものはない。さ

らに、これらの分子標的薬の有効性を予測するためのバイ

オマーカーの開発も進められている。いくつかのバイオマ

ーカーについて、どのバイオマーカーがより有効か、ある

いはどのバイオマーカーの組み合わせが有効かといった

点が解決すべき課題となっている。 

こうした動向の基盤として、アレルギー領域研究におい

て基礎領域と臨床領域の融合、あるいは相互関連が進んで

いる。基礎的領域におけるモデルマウスからの知見を基盤

として分子を標的とした創薬が進められている一方で、臨

床領域における創薬に関する課題を解決するために、臨床

領域から基礎研究へ向けての方向性の研究も進められて

いる。このように、アレルギー領域は分子標的薬の開発を

キーワードに、基礎領域と臨床領域の相互への方向性を目

指した研究が進められている。また、分子標的薬を対象と

した臨床研究において、高度な研究デザインについての視

点が求められている。今後、アレルギー領域における創薬

開発においては、単純に薬剤が有効かどうかという視点以

上に、これらの視点の捉え方が重要となっている。 

 

 

代謝学分野に関する学術研究動向  

―糖尿病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） 

 

 １）糖尿病・代謝学分野の研究動向と日本からの発信状

況について調査 

平成 28 年６月米国で開催された米国糖尿病学会、平成 28

年５月京都で開催された日本糖尿病学会年次学術集会、平

成 28年 11月仙台で開催された日本糖尿病合併症学会年次

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。新しい糖尿病治療薬であるエンパ

グリフロジン、リラグルチドが心血管イベントを抑制する

とともに、腎保護作用があることが報告され、世界中の注

目を浴びた。今後はこのクラスの他の薬剤が、同様の効果

をもたらすか、海外のみならず日本からも発信することが

期待される。 

 

２）若手、女性、地方在住研究者の研究環境整備と意欲の

向上に関する調査 

第３１回日本糖尿病・肥満動物学会年次学術集会を平成２

９年２月に横浜で開催した。会長特別企画として、若手、

女性、地方在住研究者がライフワークとして研究を続ける

ために何が必要か、愛知学院大学の成瀬桂子先生、弘前大

学の水上浩哉先生に企画していただいた。 

杏林大学医学研究科生化学教室の今泉美佳先生は、女性研

究者のキャリアアップに関して、自身の努力に加え、大学

の組織的な取り組みが重要なことを強調された。同様な取

り組みが他の研究機関でうまくいくためには、組織の長の

考え方が大きいことが見えてきた。京都大学大学院医学研

究科糖尿病・内分泌・栄養内科学の池田香織先生は、京都

大学におけるキャリア支援の現状と期待について講演さ

れた。大学に加えて、所属教室の支援が重要なことが見え

てきた。弘前大学大学院医学研究科分子病態病理学教室の

稲葉 渉先生は、地方研究者のメリットとデメリットに関

して、自らの経験に基づき講演された。研究課題の選択に

よっては、世界と十分に渡り合えることが示された。 

また、学術集会期間中に、産学協議会を開催した。実験動

物の作成や診断薬の開発に関わる企業のニーズを調査す

ることができ、併せて、企業と研究者間での意見交換がな

され、実りあるものとなった。 

 

３）総括 

若手、女性、地方在住の研究者がキャリアを維持するため

には、研究組織や所属長によるトップダウンの取り組みが

重要なこと、世界に伍して研究するためには、課題選択が

重要であることが見えてきた。また、研究を支える企業と

研究者間でのコミュニケーションも重要である。 

 

 

神経内科学分野に関する学術研究動向−グローバル

化を目指した神経内科の学術活動 

服部 信孝（順天堂大学大学院医学研究科・教授） 

 

平成 28 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、2月パーキンソン病国際シンポジアム高松（高

松）、6月 MDS（ベルリン）、8月 MDS教育コース（蘇州）、 

GEoPD (ルクセンブルク)、3月 AD/PD (ウィーン)。 国内

の主な学会は、5月日本神経学会（神戸）、7月日本神経科

学大会（横浜）、10月日本パーキンソン病・運動障害疾患

コングレス（京都）、11月日本神経治療学会（米子）であ

る。 

主催する立場としては、平成 27 年 6 月からは the 

International Parkinson and Movement Disorder Society 
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(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。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

steering committee メンバーとして運営に携わった。一

方、国内外で、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。同様な趣旨の国際会議

である World Parkinson Congress が、2019年に京都で開

催されることが決定され、co-chair に任命され、準備に取

りかかった。これを機会にグローバル化が促進されること

間違いないと考えている。 

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、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。 

学術的な面では、神経学において iPSを使った病態解明

が盛んに行われており学術論文を数多くの論文が発表さ

れている。神経変性疾患では、異常蛋白の凝集、その伝播

が重要な位置づけになっており、疾患修飾療法の実現を目

指した研究が盛んに行われている。 

 

 

消化器内科学分野における学術研究動向—肝疾患領

域における治療法の進歩と今後の展望— 

加藤 淳二（札幌医科大学医学部腫瘍内科学講座・教授） 

 

「消化器内科学」「肝臓病学」に関連した国内外の学会

への参加を通じて、これらの領域の学術動向調査を行い情

報収集した。本調査研究では、特に慢性肝疾患からの肝細

胞癌の発生機序を解明しようとする研究や、肝炎・肝硬変・

肝細胞癌に対する新規治療法の開発動向及び今後の展望

について注目した。具体的には、本邦で年間約４万人以上

の方々が亡くなっている肝硬変・肝細胞癌を引き起こす主

原因であるウイルス性肝炎（B 型および C 型肝炎）、非ア

ルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）に関する最新研究につい

て詳細な調査を行なった。 

 B 型肝炎の治療においては、近年エンテカビルやテノホ

ビルといった核酸アナログ製剤が開発・上市され、B 型肝

炎ウイルスの増殖はほぼ完全に制御できるようになって

きたが、肝細胞内に潜伏している閉環状（ccc）型 B型肝炎

ウイルスの完全排除が出来ないことから、結果的に肝細胞

癌の発生を抑止できていないことが最大の問題点となっ

ている。しかがって今後 ccc B 型肝炎ウイルスを駆除すべ

く方法の開発が検討されるべき課題である。 

 C 型肝炎の治療では、ここ数年来インターフェロンフリ

ーの経口投与可能な NS3/4A プロテアーゼ阻害剤や NS5 阻

害剤が次々と上市され、12週間の服薬で C型肝炎ウイルス

を体内から完全に排除できる状況となった。しかしながら、

ウイルス排除後に肝細胞癌を発症する例が多数存在する

ことや、すでに肝硬変に至っている場合にはその後の良い

治療法がなく問題となっている。したがって、さらなる肝

発癌抑止法の開発研究や抗線維化療法の実用化などが求

められている。 

 NAFLD から非アルコール性脂肪肝炎（NASH）に進行する

例が 10-20%存在し、NASH に移行すると年率数％の割合で

肝細胞癌を発生してくる。NASH の原因は依然として不明で

あり、有効な治療法も確立しておらず様々な観点から研究

がなされており、引き続き注視すべき分野であろう。 

 

 

皮膚科学分野に関する学術研究動向—幅広い研究領

域と臨床応用をつなぐ橋渡し研究の展開 

森田 明理（名古屋市立大学大学院医学研究科・教授） 

 

 皮膚科学には、広範囲な研究領域があり、日本研究皮膚

科学会では、１３の研究領域のカテゴリーにわけてアブス

トラクトレビューを行っている。それぞれの領域には、代

表する専門の学会や研究者も多いが、皮膚のサイエンスを

共通ワードとして、研究レベルを向上させてきた。 

 癌、再生医療、免疫の基礎分野ともつながり、皮膚科学

の研究を理解することが、現在の基礎研究を理解すること

にもつながり、比較的レベルの高い研究が、欧米のみなら

ず、日本でも、アジア内でも行われている。その背景には、

基礎分野での著しい研究手法や技術的な革新的な変化あ

り、皮膚における病態の理解・研究、疾患へのアプローチ

が容易になったためと思われる。そのため、癌領域では、

もっともはやく免疫チェックポイント薬である抗 PD-1 抗

体、抗 CTLA-4抗体が、メラノーマの治療がすでに実地臨床

で用いられ、その有用性が、国内外で明らかになってきた。

さらには、次世代シークエンサーの登場とともに、皮膚や

疾患（癌）組織の浸潤細胞の解析を行うことも可能となり、

今後、あたらしいテクニックとともにさらに基礎レベルで

の研究がすすむのではないかと思われる。特に、アメリカ
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研究皮膚科学会で印象的であったことは、皮膚に関係する

細胞の少数の細胞をうまくシングルセルで解析を行い、新

たな機能を持つ分画を見いだすことを複数のグループで

成功していることで、また、外界とのつながりが深いため、

皮膚の細菌叢の変化が、疾患をおさえることも悪化するこ

とも明らかとなり、皮膚が単なるパリア機能だけではなく、

当然ながら様々な機能を持つことが示唆された。 

 病態が明らかになるとともに、皮疹として評価がしやす

い皮膚疾患が、創薬のターゲットとなり、また、ステロイ

ド外用を含め、既存治療に対する抵抗疾患も多く、この数

年で加速度的に、多数の臨床試験・治験が行われた。乾癬

の病態に深く関わることから、病態をベーストして開発さ

れた抗 IL-17A 抗体は、本邦でもっとも早く承認をうける

ことができた。基礎レベルでの重要な研究が、早い段階で、

どのように臨床応用に結びつけられていくのかも、課題と

なると思われる。 

 

 

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） 

 

Immune Checkpoint 阻害薬が非常に注目され、すでに多

くに臨床研究、治験が展開されている。これまでの癌細胞

に直接薬剤が作用し細胞死など死滅させる薬剤と異なり、

生体の免疫機能を介して癌細胞を攻撃する治療となる。そ

のため、その効果の発現、効果の持続、予後の改善効果、

有害事象の発現様式が従来の薬剤とは異なっている。現在

のところ、抗 PD-1抗体、抗 CTLA-4抗体が主体となってい

るが Immune Checkpoint に関する分子はまだ多くの分子が

知られており、更なる研究開発が進んでいる。他の薬剤、

放射線などと併用することにより、その効果をより増強さ

せる研究も進んでいる。また、バイオマーカとして腫瘍の

PD-L1 の発現も注目され、新しい臨床試験ではこの分子の

発現と効果についての検討などが行われている。 

 制御性 T(Treg)細胞も非常に注目され、この細胞が腫瘍

免疫に対し抑制的に働くためこの細胞の存在が癌治療の

成功の可否、予後に関連することが報告されている。分化

し機能を発揮する Treg細胞と作用を有しない Treg細胞が

存在し、腫瘍における機能の異なる Treg 細胞の関与と

Immune Checkpoint との関連が現在、興味深い研究テーマ

となっている。Treg細胞は自己免疫疾患に深く関与してい

ることも明らかになり、Immune Checkpoint 阻害薬におけ

る有害事象の発現、制御の研究が期待される。 

 バイオマーカーの研究は盛んに行われており、Liquid 

Biopsy として血液中の cell free DNA の遺伝子解析によ

り薬剤感受性を判断する手法はすでに大腸癌における

EGER を分子標的とした薬剤の K-RAS 遺伝子変異が臨床に

おいて用いられるようになってきている。血中を循環する

エクソソームと呼ばれる細胞外小分子も注目されており、

内包される miRNAなどの分子がバイオマーカーとして有用

であるのみならず、腫瘍の転移などにおいて重要な役割を

果たしていることがあきらかになりつつあり、その解明に

向けての研究が進んでいる。個々人の遺伝子データを基に

した個別化治療への発展が非常に期待され、多くの研究が

展開されている。 

 

 

産婦人科学分野における学術研究動向 －子宮腺筋

症・子宮内膜症・子宮筋腫の妊孕性に及ぼす影響－ 

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性成

熟期女性に好発する良性疾患である子宮腺筋症・子宮内膜

症・子宮筋腫における妊孕性への影響に関する調査研究を

行った。 

当初予定していた平成 28 年 5 月 12 日から 14 日にかけ

てスペイン・バルセロナにおいて開催された第 2 回 SEUD 

Congress 2016 ; Endometriosis and women’s 

reproductive life への参加、臨床研究の成果を発表、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の

調査予定は、平成 28 年 4 月 14 日と 16 日に発生した熊本

地震のため参加を断念せざるを得なかった。平成 28年 9月

22日から 24日にかけて大阪市で開催された、第 5回 Asian 

Conference of Endometriosis に参加し、研究成果を発表

するとともに子宮内膜症や子宮腺筋症における妊孕性に

係る問題点やその対策に関する最新の研究動向を調査し

た。 

また、平成 28年 11月 3日熊本市において「卵巣の科学」

をテーマに第 32 回熊本医学・生物化学国際シンポジウム

を企画・開催した。海外から３名の演者を招請し、国内外

から 105名の参加者があった。子宮内膜症研究を含めたそ

の成果については、間もなく英語書籍として出版する予定

である。 

さらに、平成 28年 11月 12日から 13日にかけて仙台市

で開催された第 39 回日本産婦人科手術学会に参加、子宮
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筋腫合併不妊症に対する手術療法の有用性について発表

を行なうとともに、子宮腺筋症・子宮内膜症合併不妊に対

する手術療法の最新の動向について調査することができ

た。 

平成 28 年度の調査研究によって、子宮腺筋・子宮内膜

症・子宮筋腫と妊孕性の問題点への対応の新たな潮流とし

て、手術療法、薬物療法、そして生殖補助医療技術の三者

が、患者のライフスタイルや個々の状況に十分配慮して治

療が行なわれていることが明らかとなった。性成熟期の女

性における罹患率が高いこれら３疾患に対して、今後さら

なる治療法が臨床応用され、本疾患による社会的損失や女

性の QOLの低下が改善するとともに、妊孕性が向上するこ

とが期待されている。 

 

 

脳神経外科学分野に関する学術研究動向 

—脳波と脳磁図を用いた術前・術後の脳機能診断の進

歩— 

中里 信和（東北大学大学院医学系研究科・教授） 

 

 脳の外科治療では、生命予後のみならず、脳機能をなる

べく温存する工夫や、てんかんなどの機能異常そのものを

改善する術式も注目されている。そのためには、脳機能を

時間的・空間的に高い精度で、非侵襲的に診断・評価する

検査法が必要とされている。従来の画像診断法では、脳の

解剖構造を描き出すことや代謝や血流を通じて脳の機能

をある程度画像化することは可能であった。しかし脳の高

速処理機能を可視化することは困難であった。かろうじて、

頭皮に電極を装着する脳波ではミリ秒単位での機能診断

が可能であるが、空間解像度の限界から画像化には難があ

った。 

 本研究では、私が専門とする脳磁図を用いた脳機能評価

法における最近の動向を調査対象とした。脳磁図は超伝導

センサを用いて脳の微弱な信号を検出する方法であり、頭

部導電率の不均一性による歪みがないぶん脳波よりも空

間精度が高い。調査の対象として、専門誌に加え、国際ヒ

ト脳機能マッピング学会、アジアオセアニアてんかん学会、

国際生体磁気学会、アメリカてんかん学会、アメリカ臨床

神経生理学会を含めた。 

 ここ数年の趨勢として、対象となる周波数帯域の広域化

が特徴的であった。直流に近い低い周波数成分から数百ヘ

ルツに至る高周波成分までのワイドバンド計測が主流と

なりつつある。たとえば言語や高次機能などの正常脳機能

のマッピングは従来は困難であったのが、100〜200ヘルツ

の高周波成分に着目することにより、あたかも脳の働きを

スローモーションで再現できるかの如く表示する取り組

みも行われている。さらに、てんかん性異常活動について

も、高周波成分に着目することによって、異常活動の起点

となる部位を特定できる可能性が示されつつある。さらに

近年、超伝導を用いずとも脳磁図を計測するシステムが開

発されつつあり、近い将来、脳磁図の臨床応用が爆発的に

普及する期待ももたれた。 

 

 

整形外科学分野に関する学術研究動向―運動器研究

における新たな潮流と展開― 

田中 栄（東京大学大学院医学系研究科・教授） 

 

日本における 2015 年の平均寿命は男性が 80.75 歳、女

性が 86.99歳であり、わが国は世界に冠たる長寿国になっ

た。しかし超高齢社会の到来に伴い、介護を要する高齢者

の割合も増加の一途を辿っており、平均寿命を延伸するの

みならず、いかにして健康寿命を延伸するかが大きな課題

になっている。世界保険機構（WHO）などが取り組んでいる

「世界の疾病負担研究（Global Burden of Diseases）」に

おいて、Years lived with disability に貢献する疾患の

第 1位が腰痛であること、わが国で要介護や要支援の原因

となる疾患として、関節疾患や骨折・転倒が大きな割合を

占めていることからもわかるように、運動器の健康が保た

れ、自らの意志で体を動かせることは、ヒトが健康に生き

るために最も重要な要素の一つである。 

運動器の健康の重要性を社会に浸透させるために、日本

整形外科学会では 2016 年より運動器疾患のために移動能

力が低下する状態を、「ロコモティブシンドローム（ロコ

モ）」と名付けて注意喚起を促している。ロコモの中心と

なる疾患には、骨粗鬆症（による骨折）、変形性関節症、

関節リウマチなどの運動器疾患があげられ、これらの疾患

に対する対策は、わが国のみならず世界的にも急務となっ

ている。基礎・臨床研究の急速な進展によって、これらの

疾患の病態解明や治療法開発について、近年大きな進展が

見られる。 

本領域の今後の展望としては、運動器疾患の研究領域と、

免疫学や筋研究など他領域との融合が更に進むであろう

ということ、ゲノムやエピゲノムなど、ビッグデータを利

用した多面的な解析の重要性が増していくであろうとい

うこと、そして臨床的には、抗スクレロスチン抗体を始め

とした新たな作用機序を有する薬剤をどのような形で使

用していくか、などが挙げられる。 
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形態系基礎歯科学分野に係る学術研究動向に関する

調査研究 －再生歯科学の潮流－ 

前田 健康（新潟大学大学院医歯学総合研究科・教授） 

 

科研費データベースによる動向調査では、2012～2016年

度の５年間に新規採択課題の分析を行い、キーワード分類

を行った。その結果、研究内容は幹細胞（歯髄幹細胞、間

葉系幹細胞、口腔粘膜）、歯の再生、歯の発生、分化・制

御、骨・軟骨の再生、歯周組織再生、品質管理、足場、唾

液腺に大別できた。しかしながら、融合型研究には乏しい

状況であった。再生歯学の現状は基礎-臨床の融合型研究

が未だ進んでおらず、応用を見すえた研究を推進する必要

があると思われた。 

 歯科基礎医学会学術大会では再生医学・歯学にかかる内

容がメインにすえられており、再生歯学研究への高まりを

感じた。Neuroscience meeting 2016 では、下歯槽神経傷

害後の神経再生での解明が遅れている Sonic hedge 

hoc(Shh)シグナル伝達系の役割について発表がされてい

た。Shh 系シグナル伝達の神経再生過程での役割の解明は

今後の重要なテーマの一つとなろう。また NIDCR訪問によ

り、米国では唾液腺の再生にかかる研究が活発で、唾液腺

再生のティッシュ・エンジニアリング、唾液腺細胞の分化・

制御機構の両面から研究が盛んであることがわかった。 

論文データベースによる調査では、歯の再生研究では、

科研費データベースの分析で示されたとおり、歯髄幹細胞、

間葉系幹細胞、歯全体の再生に関する研究論文が多かった。

しかしながら、現段階では歯の再生研究は歯胚から上皮性

と間葉性歯胚成分を分離後、生体内で再構成する段階に留

まり、幹細胞から分化させて歯の再生に成功した例は未だ

報告されていなかった。また唾液腺再生の研究ではナノ技

術を用いた唾液腺の再生、唾液腺幹細胞研究といった基礎

研究に加え、ドライマウスの治療を目指した唾液分泌能の

回復研究等が行われている。一方、再生歯学の基盤となる

顎顔面領域の発生生物学研究では DNA損傷遺伝子が組織修

復に関わること、microRNAの顎顔面発生への関わりが近年

のトピックとしてあげられる。 

 

 

機能系基礎歯科学分野に関する学術研究動向 ―機

能系基礎歯科学と他分野領域の連携における新たな

潮流と展開― 

西村 理行（大阪大学大学院歯学研究科・教授） 

 

研究員が専門としている、骨・軟骨生物学およびそれに

関連する研究領域についての学術研究動向調査を行った。

骨・軟骨研究の関連として、近年、筋肉、腱、靭帯に関す

る研究が注目されており、２８年度も日本骨代謝学会やア

メリカ骨代謝学会でシンポジウム等が組まれ、引き続き高

い関心を集めている。その中でも、Scleraxis と転写因子

Osterix の歯周靭帯と歯槽骨のリモデリングに関しても興

味深い知見が報告され、骨芽細胞およびセメント芽細胞の

恒常性の分子メカニズムを解く鍵である可能性が示され

た。このような研究の展開は、歯学研究の新たな展望を切

り拓き、歯科臨床への応用性も期待される。 

骨代謝の解析システムとして、生体イメージングが用い

られるようになりつつあるが、２光子励起顕微鏡を持って

しても硬組織である骨を観察することは容易ではなかっ

た。しかしながら、２光子励起顕微鏡の格段の進歩と観察

法の工夫により、生体での骨組織の観察の精度が高まり、

破骨前駆細胞の遊走の動態や破骨細胞による骨吸収機能

が明らかにされ、これまでの生化学および形態学的解析で

示されてきた概念とは異なる知見が示された。生体イメー

ジング技術のさらなる革新により、これまでの骨・軟骨生

物学の知見が大きく塗り替えられる可能性も考えられる。 

日本骨代謝学会、アメリカ骨代謝学会、日本軟骨代謝学

会、等関連学会および各種研究会に参加し、専門領域およ

び関連領域における調査を行った。骨および軟骨生物学、

あるいはその代謝学に関する研究は、骨組織と全身との連

関、筋・腱・靭帯に関する研究、骨免疫学、リン代謝、骨

細胞に関する研究など、近年、裾の広がりと他分野との連

携が維持されていると見受けられた。その一方で、各研究

のテーマの深化が鈍化しつつあるようにも感じられた。一

つの可能性としては、この約１０年間に当該領域の研究が

飛躍的に進展し、新たなブレークスルーを生み出す研究の

過渡期にあると推測された。 

関連領域に目を向けると、歯科領域における再生医療の

進歩が目覚ましい。FGF-2 の歯周疾患への治験が成功し、

臨床応用が認められたことは、画期的なことである。また

自己脂肪組織由来多系統前駆細胞移植による歯周組織の

再生療法の成果も報告されており、大きな期待が持たれる。

生理学的研究領域では、うま味の分子メカニズム解明が進

展しており、機能系基礎歯学研究の発展に寄与すると期待

される。再生医学および再生医療分野では、ゲノム編集技

術の応用が本格的に議論されているのは、印象的であった。

Cas9 システムの発見によりゲノム編集技術が飛躍的に進

展しつつあるが、基礎的研究の段階でも off-target 効果

やモザイクという大きな課題も有していることが明らか

にされてきた。Fok1-Cas9システムや Cpf1による技術開発
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も進んでいるので、これらの課題は、将来的に解決する可

能性も考えられる。日本再生医療学会では、ゲノム編集技

術の臨床応用を、科学的、倫理的ならびに制度的に多様な

角度で慎重に議論されていた。 

 

 

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、研究分析ツール SciVal（ELSEVIER 社製）の定

量的なインディケーターを用いた解析結果(２７年度)に

基づき、日本国内の高齢者看護学の介入研究について 2003

年から 2017年 3月までの文献を収集し概要を把握した(表

1)。またメタアナリシスの有用性について、かけ声の効果

量に注目した検討を行った。さらに国内外の関連学会にお

いて、情報収集を行った。 

介入研究では 284件を内容別に分類し、教育指導、生活

ケア関連が 116件(40.8％)であった。その他、画一的なケ

アにとどまらず、高齢者のニーズに応じたアロマセラピー、

マッサージ、温罨法などのリラクゼーション法や遠隔支援

等の今日的な取り組みの報告もあり、テーマの多様性が見

出された。アプローチの方法では、介入前後の質問紙調査

などが多いが、その一方で準実験により精神機能や生理学

的な評価などもあり、エビデンスレベルの高い成果を導き

出していると捉えられた。そのほかには、多職種との協働

や連携による成果を評価している報告がみられた。以上の

ように介入研究を概観するとテーマは拡大しエビデンス

レベルを高めている傾向が捉えられた。しかし共通性の高

い研究テーマについて課題が集約されているとはいえず、

先行研究をシステマティックにレビューし、効率よく研究

を発展させていく必要性が示唆された。 

 介入研究の一例として起立時の血圧低下を予防する観

点から高齢者へのかけ声の効果について、関連文献のデー

タから算出された効果量によりメタアナリシスの有用性

を検討した(表 2)。その結果、受動的なかけ声よりも能動

的、あるいは受動と能動の両方の組み合わせで効果が発揮

されることがわかった。このかけ声は高齢者の情動や生理

学的な反応に働きかけると考えられるため、看護ケアの場

面で有用性を発揮されることが期待され、臨床的な活用を

検討する必要性が見出された。看護学研究ではメタアナリ

シスの報告が少なく、今後の課題となった。 

また国内外の関連学会に参加し研究の動向を捉えたが、

高齢者看護学,医学、社会学、福祉学等の研究者や臨床家が

参加する学会において、多職種連携による成果を報告する

ものが増えてきた。特に終末期の意思決定を支援する活動

など、医師、看護師、心理学の専門家、家族の役割などが

報告され、個別事例の検討を集積していく段階であると捉

えられた。 

 

 


