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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-ナビゲーション医学を目指したモデル動物から

ヒト培養細胞を用いた生体反応予測研究への変革動

向の調査- 

伊藤 裕（慶應義塾大学医学部・教授） 

 

本年度、我々は、学術動向調査を考える上で、患者個々

人のライフコースを、的確に、より良い方向に導いていく

こと（ナビゲーション）に、貢献しうる生命科学研究に着

目した。その中で、疾患 iPS細胞などのヒト由来培養細胞、

臓器チップ、オルガノイド技術などのように、単に疾患メ

カニズムを解明するという目的ではなく、ヒトの細胞、臓

器モデルを用いて、薬剤の安全性・有効性の評価を直接行

いうる科学技術に着目し,パイロット的実験を行った。今回

我々が先に挙げた“新技術”のうち、 “オルガノイド技術”

に関する論文数は、急増しており、今後もさらに増加して

いくことが伺える。オルガノイドは、生体内の組織に似た

構造を culture で作り出し、生体外で生体内組織を模倣さ

せる技術ある。我々も、ヒト iPS 細胞より腎尿細管オルガ

ノイド作製のプロトコールを確立した(Yamaguchi S., et 

al. Sci Rep 2016 Dec 16;6:38353. doi: 

10.1038/srep38353.)。この研究は、生活習慣病に関連する

慢性腎疾患の新たな病態解析や、創薬開発のスクリーニン

グに有用であり、新たな治療戦略の確立に貢献するものと

考えられる。医歯薬学分野における主任研究者の専門分野

である生活習慣病・再生医学・抗加齢医学における国内の

研究助成に関しては、オルガノイド研究と直接結びつくよ

うな研究助成は、認められなかったが、今後、生命科学の

分野の中で中心的な存在になりうる可能性を秘めている

と考えられる。本年度、主任研究者として二つの学会・シ

ンポジウム（“日本内分泌学会 90 周年式典”「内分泌至上

主義・ネクストワールド−礎に基づく、新たなモノへの挑戦

—」および「百寿社会の展望」シンポジウム）を主催し、著

書として「ココロとカラダを元気にするホルモンのちから」

（高橋書店）、「幸福寿命 ホルモンと腸内細菌が導く 100

年人生」（朝日新書）を出版した。今後、科学技術を中心と

したサイエンスの潮流、例えば、ゲノム編集、今回特に着

目したオルガノイド研究など、基礎から臨床へと確固たる

トランスレーショナルリサーチの根幹を新たに築いてい

くことを望む。 

 

 

 

 

粘膜免疫学分野に関する学術研究動向及び学術振興

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・教授） 

 

 免疫学の新潮流として注目されている粘膜免疫学の世

界的動向を自然免疫系と獲得免疫系という観点からその

ユニーク性を解明する研究を中心とした学術動向を調査

し、共生微生物叢と粘膜免疫の相互作用、代謝産物による

粘膜免疫制御、病原体と粘膜免疫間の最前線攻防などにつ

いて、活発な研究が展開されており、それを反映して、粘

膜免疫をキーワードとする論文発表数も着実に増えてお

り、この学問領域の発展がグローバルに進んでいる。これ

らを反映するように国内外の免疫学、細菌学、ウイルス学、

アレルギー学、ワクチン学、消化器病学などの学術集会に

おいて、粘膜免疫、粘膜ワクチン、経口免疫寛容などに関

連したシンポジウム、ワークショップなどが活発に開催さ

れている。さらに、高齢社会に向けて、健康長寿の視点か

ら、感染症をはじめとする病気の予防に向けて免疫学とワ

クチン学領域の研究とそれを応用した粘膜ワクチンに代

表される新規の予防・治療戦略に向けた研究体制の構築も

世界的に着実に進んでいる。呼吸器、消化器、生殖器に代

表される粘膜で被われている組織・臓器は、共生微生物、

病原体、代謝産物、粉塵、アレルゲンなど多種多様な環境

因子に暴露されており、その包括的な影響についての多元

的理解が必要となり、メタゲノム解析、メタボローム解析、

システムバイオロジーなど最先端コンピュターシステム

を駆使したビックデータサイエンスの導入を積極的に進

めていく事が重要となってくる。 

 

 

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－基礎研究シーズの探

索と臨床的橋渡し研究の促進－ 

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。抗 Programmed death-

1抗体や抗 cytotoxic T-lymphocyte–associated antigen 

4 抗体などの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、Lymphocyte-

activation gene 3やCD137、Glucocorticoid-induced TNF-

receptor などを標的にした数多くの免疫療法薬の治験が
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世界各国で進められている。これらの免疫チェックポイン

ト分子阻害薬の効果予測を成し得るバイオマーカーを探

索する研究が盛に行われる中、自己抗原に由来するシェア

ード抗原と遺伝子変異に由来するネオ抗原に対する免疫

応答の詳細を検討する研究への展開は、新たな癌免疫療法

の開発に繋がる可能性を期待させるものである。 

 人工多能性幹 (induced pluripotent stem; iPS) 細胞

を用いた再生医療は、疾病や老化により機能不全に陥った

細胞を iPS細胞から分化誘導した正常細胞に置換し、機能

回復を図るものである。一般的に iPS細胞は、罹患者自身

から採取した細胞 (自家細胞) から作製されたものと、他

人の細胞 (他家細胞) から作製されたものに大別される。

自家細胞を使用する場合、罹患者ごとに iPS細胞の作製か

ら細胞の培養までを行うため製造期間が長くなり、治療時

期を逸する可能性や製造コストの問題などのため実用化

に向かない。そのため、既に樹立された他家細胞を用いた

治療方法の確立が図られている。免疫拒絶反応を最小限に

とどめるため、主要組織適合性抗原複合体 (MHC; Major 

Histocompatibility Complex)、すなわちヒト白血球抗原 

(Human Leukocyte Antigen; HLA) を一致させた他家移植

を想定して、HLA-A, B, DRハプロタイプホモ由来の iPS細

胞を樹立してバンク化する事業が実施されている。しかし、

T 細胞による MHC 認識を介するもの以外に、NK 細胞の

killer immunoglobulin-like receptor(KIR)/HLA-C 認識

機構を介する iPS細胞の拒絶機構が解明された。KIR/HLA-

Cのマッチングを図るか誘導細胞に宿主の KIR を認識する

HLA-C 型 を発現するよう iPS 細胞に遺伝子改変を加える

ことで拒絶は回避できる可能性が示唆されている。 

 再生医療技術による機能臓器の構築に関する研究に関

しては、人工的な 3次元細胞組織を構築する技術や臓器を

脱細胞化し骨格だけの半透明な構造を再細胞化する技術

の開発などの研究には新たな進展は認められず、臓器不全

を代償し得るだけの成果は未だ得られていない。 

 

 

化学系薬学分野・創薬化学分野と生物無機化学の分

野融合的研究の動向 

樋口 恒彦（名古屋市立大学大学院薬学研究科・教授） 

 

日本の薬学における化学系薬学分野および創薬化学分

野は、医薬品の大部分が有機化合物であることも手伝い、

これまで有機化学に偏重しており、ほとんどの研究が有機

合成化学を中心とした有機化学である一方、無機化学を重

視して研究している薬系化学研究者は稀という対照的な

状況にある。一方、生物無機化学は一つの学問分野として

国際的に確立し、金属酵素の構造と機能を中心的な研究対

象として発展してきている。特に近年、疾患に関連した金

属酵素で、ハード性の高い 2核の金属中心を有する新しい

構造様式のものが脚光を浴び、それらの阻害剤が新薬とな

ったものがこの 10年間に４薬創製されている。そこで、薬

系化学の中の創薬化学との接点として興味深い、これらの

様式の創薬標的となる金属酵素から HIVのインテグラーゼ

とアルギナーゼを取り上げ、それらに関する薬系化学分野

からの寄与を調査した。その結果、それぞれの世界全体の

研究数は多かったのにもかかわらず、薬系化学分野からの

寄与はごくわずかに留まり、しかも生物無機化学的視点に

立った創薬研究は皆無に等しかった。 

 金属医薬品に関する研究は、旧来より継続されているが、

白金製剤の開発研究は減少している。一方亜鉛等の金属錯

体を調製し薬理作用を検討する研究者は少数いるものの、

大きな展開を見せてはいない。 

 生細胞中での観測のむずかしかった鉄・銅等や硫化水

素・NOなどの無機低分子を可視化する蛍光プローブ研究は、

研究者数は少数ながら比較的盛んであり、世界をリードす

る研究も少なくない。 

 生物無機化学的視点を醸成する基礎となる大学教育に

ついても調査した。その結果国公立大学の薬学部の 3分の

2 では、無機化学やそれを中心とする科目が開講されてい

ないことがわかった。 

 以上より、ケミカルバイオロジー研究では発展は見られ

るものの、特に創薬という観点からは薬系化学分野に生物

無機化学の視点に乏しいことが明らかとなった。「化学系

薬学分野・創薬化学分野と生物無機化学の分野融合的研究」

が醸成される素地は出来上がっていない。上記視点・基盤

を有する人材は不足していると考えられることから、今後

は研究・教育の両面で今以上に重点を置き、人材育成に努

めるべきではないかと考えられる。 

 日本薬学会第 138年会（金沢）にてオーガナイザーとし

てシンポジウム「生理機能をもつ金属イオンの、体内動態

の重要性」の企画および開催（2018 年 3 月 26 日）を行っ

た。 

 

 

包括的緩和医療分野の開発を目指した先端研究の動

向-境界領域研究の展開 

成田 年（星薬科大学 薬理学教室 教授） 

 

 緩和医療／疼痛領域における研究として、近年、神経科
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学や遺伝子工学領域との融合応用研究により、疼痛制御の

脳-末梢クロストーク解析を基盤とした神経-免疫連関や

脳-腸連関などの分野横断／融合的な多臓器連関研究のオ

ープンシステムサイエンスへの取り組みがトレンドにな

りつつある。実際に、白金抗がん剤による腸内細菌叢の変

化が、抗がん剤誘発末梢神経障害 (chemotherapy-induced 

peripheralneuropathy: CIPN) における痛覚閾値を直接制

御することや、知覚神経に発現する免疫チェックポイント

関連分子 (PD-1) が、痛覚伝達の制御に直接関与すること

が Nature Neuroscience 誌にて報告された。また、疼痛時

の末梢の知覚神経応答や自律神経応答の異常が末梢免疫

を増悪させることの研究成果が散見されるようになった

ことは非常に興味深い。本年度は、米国 Stanford 大学麻

酔科（Prof. Grégory Scherrer, Prof. David Clark らの

グループ）ならびにアリゾナ大学ペインリサーチセンター

（Prof. Frank Porreca）への訪問や、学会参加、さらには

研究会／セミナーの企画により積極的な情報交換を行っ

た。特に、Prof. Frank Porreca は、「痛みと情動」研究

の世界的第一人者であり、痛みの難治化が誘発する精神・

脳高次機能障害に関して疼痛下の末梢の知覚刺激と情動

関連脳領域との遠位の連関解析のアプローチについて議

論を交わした。痛みは複合的な全身病態として捉える必要

があり、痛みが他疾患の増悪や生体の生命維持システムに

直接影響を及ぼすことが予想される。このような疼痛制御

の意義に関する多臓器連関疾患研究が、本研究領域の最近

の新潮流となっている。 

 

 

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制御の破綻は疾患発症の原因と

なる。関連研究推進には、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

物物理学的など異分野との連携が必須である。この信念の

もと新学術「修飾シグナル病」の領域代表を担当し,現在は

「数理シグナル」運営に参画している。本年度も新学術に

関連してシンポジウムを企画するとともに、本専門研究員

として国内外の学会参加や研究機関訪問により研究動向

を調査した。異分野連携が注目される４つの理由をまとめ

た。１）実験機器・解析技術の飛躍的な進歩、２）論文採

択での多様なデータの要求、３）研究費獲得での研究内容

の多様性の要求、４）ブレークスルーに対する期待感。４）

は研究者としての気持ちの現れだが、他は研究者を取り巻

く環境が研究者に異分野連携を推進させているという学

術動向が見えてくる。この動向の中で研究者支援のため

2016年度から新学術「学術研究支援基盤形成」がスタート

した。イメージング、モデル動物、ゲノム解析、コホート・

生体試料の４つのプラットホームで構成され科研費採択

者は申請することができる。一方で数学や生物物理学との

連携を支援する同様な組織は見受けられないが、JSPS拠点

形成事業「数理腫瘍学：国際研究ネットワークの構築」の

様な比較的小規模ではあるが実のある支援は実施されて

いる。今年度も、生命現象を数理シミュレーションする世

界的な研究者と議論する機会を英国 St Andrews 大学で持

ったが、腫瘍でのヘテロな細胞集団の動態や、がん細胞と

免疫系細胞の相互作用をシミュレーションしており、今後

の展開が期待できる。昨年同様、生物学者が数学者との会

話を理解することに困難を感じていることを実感したが、

本年は逆に数学者が生物学の最新情報について理解不足

である状況を目にした。異分野連携の実現には、シニア、

若手に限らず異分野を勉強することが必要であり、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

育を実施することが必要であろう。 

 

 

ケミカルバイオロジー分野に関する学術研究動向 -

RNA バイオロジー分野も含めた創薬への展開につい

て- 

萩原 正敏（京都大学大学院医学研究科・教授） 

 

ケミカルバイオロジーおよび RNAバイオロジーと創薬関連

の学術発表論文や関連特許の調査・解析等を行い、これら

の分野の動向調査を実施した。平成２９年度の特に注目す

べき事案としては、米国 Cold spring Harbor 研究所の

Adrian Krainer 博士らによって開発された修飾 RNA アン

チオリゴマー“スピンラザ”の髄腔内投与が脊髄性筋委縮

症(SMA)の治療法として日本でも承認されたことが挙げら

れる。スピンラザを開発した Adrian Krainer 博士を京都

に招聘し、ケミカルバイオロジーおよび RNAバイオロジー

分野の動向について情報を聴取し、本分野の研究領域を拡

大させていく方策や共同研究の可能性について、意見交換

を行った。また、調査対象分野に関連した国際ケミカルバ

イオロー学会、日本薬理学会、ConBio2017 など、国内外の

ケミカルバイオロジーおよび RNAバイオロジーと創薬関連

の学術会合に参加するなどして、内外の先端的研究者と意
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見交換を行い、今後のケミカルバイオロジーおよび RNAバ

イオロジーから創薬への展開に関して動向調査を実施し

た。日本ケミカルバイオロジー学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の学会を主宰し、

情報を収集した。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および RNA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

携のあり方について、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） 

 

PacBio や MinION など高速１分子 DNA シークエンサーが

発展し、さらに Hi-C 等の網羅的な染色体内の相互作用マ

ップの作成を可能にする技術開発が進展し、これらを従来

の次世代シーケンサと組み合わせることで、ゲノム配列解

析が益々簡便となり、今後、詳細なゲノム情報に立脚した

新たな生物学研究が加速的に発展することが期待される。

また、CRISPR/Cas9 を基本とした各種ゲノム編集技術の進

展は、ゲノムスケールの遺伝子ノックダウンやスクリーニ

ングを可能にした。このため、多数の遺伝子や大きな染色

体領域（数 kb から数 Mb）を対象とした新しい遺伝学が生

まれようとしている。さらに、DNA 化学合成を他の技術と

組み合わせることで、人工 DNAを用いた細胞や個体の機能

解析、さらに機能改変された人工細胞や生物種の開発が加

速度的に進んでいる。アメリカや中国では染色体を人工合

成しようとする GP-write プロジェクトが強力に進められ

ており、これらの成果はゲノムの動作原理の解明や種分化

機構の解明に繋がるのみならず、有用物質生産細胞・微生

物の開発、感染抵抗性細胞の開発、さらには再生医療を視

野に入れたヒト化細胞の開発に寄与していくものと期待

される。 

 一方、このような潮流を加速していくためには、新しい

DNA 化学合成技術と合成された DNA の質を保証するシステ

ムの開発が急務である。従来の DNA 化学合成は、合成長に

従って累乗的にエラーが蓄積されることが知られている。

したがって、化学合成された短鎖 DNAの長鎖 DNAへの組み

立ての仕組みとその品質保障システムの構築が不可欠で

ある。メガベース（Mb）サイズの DNA 断片を細胞に導入し、

任意の染色体部位に組み込む技術や異種細胞に導入した

染色体を機能させる仕組みの開発が望まれる。 

基盤・社会脳科学分野にかかる学術研究動向 

イメージング技術の進歩と研究スタイルの変化につ

いて 

定藤 規弘（生理学研究所・教授） 

 

近年、ライフサイエンス領域におけるイメージング技術

の進歩は著しく、膨大なデータが短時間に収集されるよう

になった。これにより「仮説検証型」アプローチから大量

のデータをもとに法則を見出す「データ駆動型」アプロー

チへの傾斜が進みつつある。データ取得後、いかに定量的

パラメーターを抽出するかという画像処理技術が肝要で

あり、そこに対象に依存しないイメージングサイエンスの

重要性が浮かび上がってくる。近年、ヒトイメージング手

法の 1つである MRIは、技術革新による超高磁場化ととも

に、イメージングサイエンスの基盤整備により実現される

ビッグ・データ解析に進みつつある。脳神経科学領域にお

いては、米国の Human Connectome Project (HCP)では脳機

能画像の大規模なデータベースの構築を、EU の Human 

Brain Project (HBP)では機関連携による情報通信(ICT)技

術を活用した研究基盤整備を進めており、神経科学研究を

推進する機運が高まっている。更に米国の BRAIN 

Initiative では脳神経回路の解明を目的とする新技術の

開発に着手している。日本においても脳機能ネットワーク

の全容解明を目指す革新脳プロジェクトが進行中である。 

 一方、ライフサイエンスから臨床医学へ向かう方向性を

明確にするために、「ヒューマンバイオロジー」という概

念が導入された。これはヒトの疾患実態に基づきヒトの疾

患制御に帰結する研究開発を指す。その有力な一環として

コホート研究がある。UK Biobank project は長期前向き疫

学調査で、2006-2010にかけて 40-69歳の英国人 50万人を

対象に、遺伝子、血液資料、生活習慣データが収集された。

継続研究として、生活習慣病の発病における遺伝子・環境

の 相互 作用を 明ら かにす るた めに、 １０ 万人に

neuroimaging と cardiac imaging を新たに実施すること

となり、現在進行中である。本邦でも子どもの健康と環境

に関する全国調査（エコチル調査）が開始されており、イ

メージングとのリンクが期待される。このような研究動向

において、イメージングデータを biomarker として標準化

することが必須であり、イメージングサイエンスの重要な

課題と考えられる。 
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細菌学、ウイルス学、寄生虫学、感染症学内科学分野

に関する学術研究動向 —感染症関連分野における

新たな潮流と展開（基礎と臨床の両面から）— 

林 哲也（国立大学法人九州大学大学院医学研究院・教授） 

 

種々の学会への参加や主催等を通じて、感染症関連分野

（細菌学、ウイルス学、寄生虫学、感染症学、免疫学、獣

医学、ゲノム微生物学、環境微生物学）における、1）現在

の研究のトレンド、2）新たに生まれつつある研究領域、3）

今後重要性を増す可能性のある研究領域、4）新しい解析手

法を調査した。1）では、ヒトの腸内や口腔内、皮膚などに

存在する常在細菌叢の研究が注目され、各種疾患との関係

が特に注目されているため、臨床系研究者も数多く参画し

てきている。真菌も含めた解析になってきている点は新し

いトレンドと言える。国内の研究では、免疫学系の研究者

が数多く参画し、機能(特に宿主免疫系への影響等)に関し

て国際的に優れた研究が多数行われている点、海外で実施

されているような大規模なメタゲノム解析が行われてい

ない点が特徴である。2）としては抗菌薬耐性に関する研究

が挙げられ、獣医系の研究者も参画していることや国内を

網羅するような大規模な調査研究が開始されている点が

従来にない特徴である。3）として注目されるのは、病原微

生物の環境での挙動や耐性遺伝子の環境中での拡がりな

ど、病原微生物と環境微生物の境界領域の研究であり、両

分野が融合した形で今後研究が進展していく可能性が高

い。また、細菌叢の中に多数存在する難培養菌に対する関

心も高まっており、従来とは異なる新しいアプローチで研

究が進むと思われる。4）としては、難培養菌に関連した新

しいアプローチ（新規培養法の開発、メタゲノムや単一細

胞のゲノム解析）とナノポアシーケンスが注目される。後

者の性能は目に見えて上がってきており、微生物・感染症

研究（フィールド研究も含む）の今後の展開に大きく影響

する可能性がある。また、若手・女性研究者の育成やキャ

リアパス等についての動向調査などを行ったが、特記すべ

き点としては、女性研究者の参加がゲノム研究分野で目立

って少ない点、託児所開設などの支援が各学会で実施され

ているものの、その利用者はまだ非常に少ない点が挙げら

れる。 

 

 

境界医学ならびに人間医工学に関する学術研究動向 

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し、「人間医工学を知る」というシ

ンポジウムの主催を通じて学術動向調査を行った。抗体医

薬品が医学、薬学に大きな貢献を及ぼしていることを、抗

IL-6 受容体や抗 PD-1 抗体の開発者の講演を通じて再認識

した。現在、世界規模で抗体に注目した研究が加速してい

る。その中の「Antibody Engineering & Therapeutics 2017」

（San Diego、米国）での学術動向調査では、例えば、ヒト

の病態時にどのような抗体がどの程度発現しているかを

解析する「human immunome」の研究動向、がん治療におけ

る制御性 T細胞量の最適化、がん抗体の脳へのデリバリー、

アミロイド線維に関わる抗体の作用機作、アミロイド前駆

体蛋白質由来からアミロイドペプチド産生の関わる酵素

の特異性を改変する小型化抗体（ダイアボディ）の調製な

ど、抗体研究に関する多様な基礎研究を知ることができた。

一方、製薬企業研究者からは、二重抗体（バイスペシフィ

ック抗体：抗体は通常同じ Fabを持つが、異なる Fabを同

一分子内に持ち、抗体が異なる２つの抗原と結合するも

の）、ADCs（抗体薬物複合体：がん細胞に結合する抗体に

抗がん剤を共通結合したものなど）の話題がほとんどで、

免疫チェックポイント阻害剤の抗体医薬品開発に加え、こ

れら２つのテクノロジーがしばらくの間は抗体医薬品開

発のトレンドになることが、昨年度の学術動向調査に引き

続き確認できた。一方、抗体医薬品等が人類にもたらして

いる福音の影で、2025年問題、健康寿命の延長に関する話

題が、今年度参加したほとんどの臨床医学系学会でとりあ

げられていた。特に、平成 30年 3月 17日に東京で開催さ

れた「百寿社会の展望」シンポジウムは、多角的な観点か

ら百寿社会を考える内容で有意義であった。平成 30 年度

から公募が開始された特設分野「超高齢化社会」における

研究等により、これらの問題が解決されることを期待した

い。また、高齢化と並び問題となっているのは少子化であ

るが、今年度の人間医工学領域の学術調査では不妊治療に

関する基礎研究を知ることができ、「メカノメディスン」

研究が医学的な側面から不妊治療に有効であることを理

解できた。 

 

 

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） 

 

（１）現状調査：国内学術集会への参加と情報収集 

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（詳細報告書は別途添付）。社会医学専門分野
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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 2017 年の 3 年間の学術総会のすべての演題（総数 

7,771）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 888）を対象として、学

術分類および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。特に、日本衛生学

会では、「59020 衛生学・公衆衛生学関連 (実験系含む)」

分野の研究演題が多く発表される場であること、一方、日

本公衆衛生学会および日本疫学会では、「59030 衛生学・

公衆衛生学関連 (実験系含まない)」分野の研究演題が多

く発表される場であることが示された。 

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。しかし、疫学、保健政策、国際保健、介護関連の演

題が増加傾向にあると考えられた。 

３）さらに、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、学会の分類および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が推察される。しか

し、急速な IT 化、global 化、少子高齢化を反映した研究

課題（疫学、保健政策、国際保健、介護関連）増え始めて

いることも明らかになった。 

（２）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 

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、日本公衆衛生学会に参加し情報収集を行った。 

（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 

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、高島 義

裕 (医務官 Medical Officer, Expanded Programme on 

Immunization, WHO Western Pacific Regional Office)、

木阪 有美 (事務局長官房 渉外官 External Relations 

Officer, Coordinated Resource Mobilization, Director 

General’s Office, WHO)、髙崎 洋介 (Chief Advisor / 

Health Policy (JICA Expert, Thailand), The 

Partnership Project for Global Health and Universal 

Health Coverage)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は、腸内細菌叢の影

響について大きな関心が持たれている。近年世界的にアレ

ルギー疾患の患者が劇的に増加している。その原因として

近代化、あるいは文明化に伴う衛生環境の改善が重要であ

るとする「衛生仮説」が唱えられている。しかし、具体的

に衛生環境の改善が、どのようにして過剰なアレルギー反

応へとつながっているかについては明らかになっていな

い。最近、そのキーワードとして腸内細菌叢が注目されて

いる。母体のアレルギー疾患罹患や生後の抗生物質使用が

腸内細菌叢に与える影響について、精力的に解析が進めら

れており、また、その変化した細菌叢が生体内での免疫反

応に与える影響についても先進的な解析が進められてい

る。このような理解が進むことにより、今後アレルギー疾

患を予防するための戦略が構築できるのではないかと期

待されている。 

アレルギー領域の臨床分野においては、引き続き分子標

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

ギー炎症の主体が 2型免疫反応であることから、その反応

に関わっている IL-4, IL-5, IL-13, TSLP, IL-33, CRTH2

などの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）

については、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。このため、非 2

型免疫反応によるアレルギー疾患の病態解析とそれに対

する創薬の開発が大きな課題となっている。 

アレルギー領域に関する国内外の学術会合に参加して

その動向の分析を行った。その結果、まず基礎領域と臨床

領域の融合、あるいは相互関連が進められているが、それ

がまだ充分でないことがあげられる。現在アレルギー領域

においては、2 型炎症反応に関与する分子を標的とした創

薬が進められている。これらは、基礎的領域におけるモデ
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ルマウスからの知見を基盤として展開している。この点で

は、基礎研究から臨床研究への方向性の研究が花開いてい

ると言える。一方で、実際の患者には有効性を示さない薬

剤も存在する。このようなモデルマウスと患者との乖離に

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

ルギー領域を含め、新規創薬の開発には基礎領域と臨床領

域の融合、あるいは相互連関が必須となっているが、必ず

しも充分とは言えない。今後、免疫学会など基礎領域中心

の学会とも連携して、これらの課題に取り組んでいくこと

が重要であると考えられる。 

 

 

代謝学分野に関する学術研究動向 

―糖尿病医療学の普及― 

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 

日本糖尿病学会年次学術集会、日本糖尿病合併症学会、

米国糖尿病学会、国際糖尿病連合学術集会に参加し、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 SGLT2 阻害薬、GLP1受容体作動

薬の心血管イベント抑制作用、腎保護作用に世界中の注目

が集まっていた。私自身、国際糖尿病連合学術集会におい

て高齢者の糖尿病治療に関する招聘講演を行った。 

２）糖尿病医療学の現状と課題に関する調査 

平成 30 年 2 月 11 日（日）、日本糖尿病医療学学会 第

１回関東地方会を一橋大学一橋講堂（東京都千代田区）に

おいて開催した。日本糖尿病医療学学会は、糖尿病を持つ

人、その人たちをケアする人、ケアする人をケアする人、

取り巻く環境や社会、それらの人たちのこころと行動に焦

点を当てて、糖尿病臨床‐医療を学ぶために設立された。

第１回関東地方会では、「糖尿病医療学 答えを探すより

意味を考える」をスローガンとして掲げ、いろいろな事例、

症例を持ち寄っていただき、時間をかけて、じっくりと検

討しようと呼びかけたところ、32演題と予想以上に演題が

集まり、4 会場で 10 時から 18 時までじっくりと議論する

ことができた。考えることの大切さを実感でき、その中か

ら糖尿病治療に対する知恵と元気を得ることができたと

の意見を多くの参加者から頂いた。 

糖尿病患者の心理と行動、医療者と患者との関係、患者

による治療利益評価の測定等について、研究の深化を図る

プログラムを準備し、糖尿病医療学の現状と課題を調査研

究するという目的が達成され、平成 31 年 2 月に第 2 回関

東地方会を開催することがきまり、学問の発展に寄与でき

た。 

３）総括 

新しい学問領域の創生と普及に寄与する貴重な経験を

積むことができた。 

 

 

神経内科学分野に関する学術研究動向（神経内科学）

−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 29 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、International congress of Parkinson’s 

disease and movement disorders (6 月)、World Congress 

of Neurology, Kyoto (9 月 ) 、 Annual Genetic 

Epidemiology of Parkinson’s Disease Consortium（10

月）に参加し、それぞれの学会の組織委員としても情報を

得ることが出来た。また、これまでのパーキンソン病の病

態解明に関する研究で、スペイン学会より名誉会員の称号

を授与された。これは日本人としては初めてである。国内

の主な学会は、5月 日本神経学会（京都）、7月 日本神経

科学大会（幕張）、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（大宮）

である。2015年 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、平成 29年度が最終年度

として、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。6 月にはこの MDS のアジア

オセアニアの若手神経内科医および研究者を対象とした

進行期パーキンソン病の治療教育コースを伊豆で主催し、

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。また、同教育コースとして機器装着治療に関する研究

会を 9月に京都で開催した。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。  研究に関しては、臓器間連携の研

究テーマが注目されており、特に多発性硬化症、脳血管障

害では腸内細菌叢の関与が注目されている。神経変性疾患

においても腸内細菌叢の関与が指摘されている。パーキン

ソン病では、骨格筋由来アシルカルニチンの血漿中濃度が

早期ステージで低下していることが報告されており、ここ

でも骨格筋と神経の連関現象が推定されており、今後も臓
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器間反応の一貫として神経疾患の発症機序や進行メカニ

ズムを捉える傾向があると考えられる。治療に関しては、

分子標的治療が注目されており、パーキンソン病では、α

-シヌクレイン蛋白、タウオパチーではタウ蛋白、アルツハ

イマー病では、アミロイド蛋白が分子標的となり、抗体療

法の有効性が注目されている。また、核酸治療の開発も進

んでおり、発現系やスプライシングを制御コントロールす

るようなアンチセンスオリゴの開発に関する研究が、注目

されている。iPS を使った研究では、解析結果は、1 つの

figure に過ぎず一流雑誌に採択されるためのハードルは、

年々高くなっている。更に iPS3 次元培養によるオルガノ

イドが注目されており、学術大会でも取り上げるなど in 

vitro 系のモデルを in vivoに近い実験系として構築する

方法が、今後推進される傾向にある。 

 

 

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、テノホ

ビル、TAFといった核酸アナログ製剤が上市され、HBVの増

殖をほぼ完全に制御できるようになってきた。しかしなが

ら、肝細胞内部に潜伏している閉環状（ccc）型 HBVの完全

排除が未だに出来ないことから、結果的に肝細胞癌の発生

を抑止でき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 HBVを駆除すべく方法の開発が検討されるべ

き課題であり、最近になって新しい方法が開発されつつあ

る。 

 HCV 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、8-12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ている。しかし、

ウイルス排除後でも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

求められており、徐々にではあるが新薬開発も行われてい

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代謝や腸内細菌叢な

ど様々な観点から研究が展開されており、今後も引き続き

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—国際的に進む

幅広い研究領域と臨床応用 

森田 明理（名古屋市立大学大学院医学研究科・教授） 

 

 日本の皮膚科学研究の中心は、日本研究皮膚科学会

(Japanese society of Investigative Dermatology：JSID)

であり、JSIDでは、１３の研究領域にわけてセッションを

設 け て い る 。 日 本 で 開 催 さ れ た International 

Investigative Dermatology 2008 を機会に学会を英語化

し、国際化を行った。現在では、アメリカ、ヨーロッパは

もちろんのこと、多数のアジアの研究者が学会に参加・発

表される。毎年、海外からの参加者・発表者は、増加し、

特にアジア内での急速な皮膚学の発展がめざましい。特に、

中国では人口の多さを背景とした遺伝子解析から、レベル

の高い研究が毎年増加し、韓国でも同様に、皮膚科学の幅

広い研究が行われている。日本でも、レベルの高い研究と

特徴的なのは、皮膚科学における研究を非常に幅広く行っ

ていることである。炎症や免疫に関係する研究者も多いが、

その他の研究領域も、世界レベルなものが多い。それぞれ

の領域には、その領域を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

の研究でも、著しい研究手法や技術的な革新的な変化がみ

られる。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
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と思われる。専門分野、またはその周辺分野におけるトレ

ンド、新たな研究領域、新たに生まれつつある分野横断的・

融合的な研究分野、今後重要性を増すと思われる研究分野

が、皮膚にかかわる革新的な研究手法の開発や網羅的な解

析方法の発達から、急速に今まで、不明であった病態や治

療方法へのアプローチが明らかになる可能性がある。今後、

中国、韓国、台湾、オーストラリアなどアジア・オセアニ

ア地域との連携もさらに深まることが予想され、遺伝的な

バックグランドが近似するアジア内での患者・疾患レベル

での共同研究は、急速にすすむことと思われる。アジアの

他の国とともに、皮膚科学を発展させていくことが、今後

の日本における皮膚科学の大きな発展につながるものと

思われる。 

 

 

産婦人科学分野に関する学術研究動向  

－若年化する子宮内膜症・子宮腺筋症と妊孕性― 

片渕 秀隆（熊本大学大学院生命科学研究部・教授） 

 

子宮内膜症は，疼痛と不妊を主症状とする慢性炎症性疾

患であり、生殖年齢女性の 6～10％に認められる。これま

で 20 歳未満の若年女性における子宮内膜症は比較的稀と

されていたが、腹腔鏡下手術の普及により若年女性の子宮

内膜症診断例が増加している。最新の報告によれば、月経

困難症を有し腹腔鏡検査を施行した女性（手術時年齢 17.2

歳）における子宮内膜症の重症度は、stage I（微症）が

68％、stage II（軽症）が 20％、stageIII（中等症）が 12％

であったと報告され、10代女性においても子宮内膜症患者

が存在していることが示されている。若年女性の子宮内膜

症に対する治療の目標は、疼痛のコントロールと子宮内膜

症病変の進行の抑制にある。現在、若年女性に対して、第

一選択として NSAIDs や低用量ピルなどのホルモン療法が

行なわれているが、根治的治療手段とは言い難く、治療の

中止は症状再燃を来たし、また、一部の内分泌療法には治

療期間の制限もある。この問題を解決するためには、子宮

内膜症の発症や進展の病態を解明し、内分泌動態に影響し

ない新たな治療薬を開発する必要がある。近年、子宮内膜

症病巣局所における免疫機構や腺上皮や間質細胞におけ

る細胞性格の変化など、新たな視点での研究が遂行され、

関与する分子機構も一部解明されている。 

手術療法に関しては、卵巣チョコレート嚢胞に対する嚢

胞核出術の際に、原始卵胞を含む正常卵巣組織を切除し卵

巣予備能を低下させることが指摘されるようになったた

め、手術手技や使用するパワーソースの選択などについて

議論が行われ、正常卵巣組織へのダメージを最小限にした

卵巣機能温存への関心が高まっている。 

一方、子宮内膜症による女性自身の不利益と社会的損失

を防ぐためにも啓発活動は重要である。子宮内膜症の患者

団体や啓発を目的とした NPO法人が設立され、関連学会と

も共同して一般市民向け、あるいは学生教育などの場にお

いて、子宮内膜症に関する知識の向上を目的とした様々な

活動が行われるようになっている。 

 

 

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） 

 

脳神経外科学分野では脳機能の画像化が導入され、機能

温存手術が重要視されてきた。本研究では時間分解能がミ

リ秒単位と高い脳波・脳磁図が、同分野の術前診断や術後

評価にどのように応用されつつあるのかを調査した。具体

的には、国際臨床脳磁図学会、日本生体磁気学会、日本脳

電磁図トポグラフィ研究会、等を対象とした。まず、脳波

では、１）高密度脳波、２）DC（直流）から 100Hz程度の

ガンマ帯域までの観察、３）信号源推定の新しい数学モデ

ル、などが注目され、脳磁図では、１）室温計測の脳磁計

の開発、２）帯域を拡大した信号解析、３）信号源推定の

新しい数学モデル、が注目されている。新しい研究動向と

して、１）脳波・脳磁図の両者を相補的に用いて解析する

手法、２）脳波・脳磁図「以外」の情報を参考にして解析

しなおす意義についても注目が集まった。 

 2017年度は国際臨床脳磁図学会、日本生体磁気学会、日

本脳電磁図トポグラフィ研究会という本研究の対象学会

が同時開催され、学術研究動向の調査には好都合であった。

医学系研究者が工学系セッションに参加して新しい装置

開発の現状を知ろうとする動きと、逆に工学系研究者が医

学系セッションに参加して臨床応用に向けたノウハウを

吸収しようとする動きがあり、学際的に企画された国際学

会ならではの良さがあった。これは、従来の科学研究費の

大区分を超えた研究者の情報交換が存在していることに

なり、将来の調査研究においてはこのような分野横断的視

線も考慮されるべきだと考えられた。脳波・脳磁図の脳神

経外科的応用の視点でみると、関心領域は、てんかん診断

が最大であり、言語、体性感覚、聴覚、視覚などの脳機能

マッピングや脳機能評価、センサ開発、脳波・脳磁図の信

号源解析アルゴリズムも関心をもたれた。参加者の意見で

は、脳波・脳磁図の応用において、測定に関する技術的要
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素には工学系の進出が必要であること、解析に関する技術

的要素には数学系の進出が必要であること、などが指摘さ

れ、今後この領域では医工学連携をさらに発展させなけれ

ばならないと考えられた。 

 

 

麻酔科学分野に関する学術研究動向 

廣田 和美（弘前大学大学院医学研究科・教授） 

 

1) 日本並びに中国、韓国のインパクトファクター(IF)付

き麻酔科学誌への掲載論文数の年次推移の比較 

Thomson Reuters 社の Journal Citation Reports で

Anesthesiology のカテゴリーにあるジャーナル全 30 誌へ

の掲載論文数を、PubMed等の検索エンジンを用いて割り出

し、総論文数の年次的推移を調査した。 

その結果、純粋な麻酔科学誌で IF 上位 3 誌である Br J 

Anaesth Anesthesiology, Anesth Analg への東アジア諸

国(日本、中国、韓国)からの掲載論文数は、日本からの掲

載論文数がピークであった 2003年と比べて 2016年の論文

数は 71%減少していた。これは、最低となった 2013年の論

文数とほぼ変わらない。そして、東アジアの他国と 3大誌

掲載論文数を比較すると、2012年以降同じく停滞している

韓国よりは 2倍程度多いものの、急速に伸びている中国の

約半分程度であった。しかし、IF付きの上記ジャーナルへ

の掲載論文総数では、2012年を最低値として V字回復を遂

げ、順調に論文数は増加しており、3 大誌への掲載論文数

では差を付けられた中国からの掲載論文数とほぼ同程度

であった。韓国も順調に増えているものの日本、中国より

は鈍く、日本中国との差は年々拡大する傾向にあった。 

 

2) 日本麻酔科学会の取り組みの成果 

日本麻酔科学会は、2016 年より日本麻酔科学会機関誌

Journal of Anesthesia (JA)の姉妹誌である JA Clinical 

Reports を創刊し、また学術研究推進専門部会を創設して

麻酔科学研究の支援を開始した。また、それより以前の

2006 年から機関誌 JA による JA シンポジウムを学術集会

期間中に行い、学術研究への意識向上も図ってきた。この

効果のためか、日本麻酔科学会・会員数辺りの論文数も

2012 年を最低値となった後、V字回復をした。また、JA誌

への掲載論文数が日本からの IF 付ジャーナルへの掲載論

文数の約 1/3 であり、日本の麻酔科学研究を JA が支えて

いる状況がわかった。」 

 

 

心臓血管外科学分野に関する学術研究動向  

–新規術式による治療戦略の変遷と臨床成績の推移- 

碓氷 章彦（名古屋大学大学院医学系研究科・教授） 

 

心臓血管外科領域では、新規術式の開発により手術戦略

が変化し、手術適応の拡大および手術成績の向上が認めら

れる。大血管外科領域ではステント治療の普及により手術

戦略が大きく変化している。手術の低侵襲化に伴い超高齢

者まで手術適応が拡大し、人工血管置換とステント治療を

組み合わせたハイブリッド治療の普及により、術式選択も

変化している。また、弁膜症外科領域ではカテーテル操作

による弁置換術が臨床使用可能となり、ハイリスク例への

手術適応拡大が可能となり、治療戦略に大きな変化が予想

される。本研究では心臓血管外科各領域の学術集会発表、

論文発表をもとに、治療戦略の変化および臨床成績の推移

を調査した。 

日本胸部外科学術集計では、大血管外科の手術数は増加

傾向にあり、2015年の手術総数は 17917例で、2005年 8907

例に対し 10 年間で倍増している。2005 年のステント治療

数は血管内ステント 407例、オープンステント 257例であ

ったが、2015 年には血管内ステント 4745 例、オープンス

テント 2775例で、それぞれ約 10倍に増加し、全手術数の

1/3に達している。真性胸部大動脈瘤手術の 30日死亡率は

2005年 4.7%に対し、2015年は 2.8%に改善していたが、ス

テント治療の普及が成績向上の大きな一因と考えられて

いる。 

弁膜症外科領域ではカテーテル操作による大動脈弁置

換術(TAVR)が 2013 年に保険診療に収載され臨床使用可能

となった。2017年には TAVR数は 5000例に達し、年間13,000

例に施行されている外科的大動脈弁置換術(SAVR)の 1/4に

達している。米国 Society for Thoracic Surgery の最新

レジストリーでは、SAVR 数は横ばいで減少していないが、

TAVR 数が急増し SAVR数を超えたと報告されており、手術

ハイリスク症例を中心に TAVR 適応が大きく広がった事が

理解できる。重度大動脈弁狭窄症は高齢者に高頻度に発生

する弁膜症であり、手術ハイリスクのため治療対象となら

なかった症例に対する TAVR の適応拡大は技術進歩の恩恵

と考えられる。TAVRの普及に伴い、手術ハイリスク症例の

みならず、中リスク症例から低リスク症例への TAVR 適応

拡大が見込まれ、重度大動脈弁狭窄症の治療戦略に大きな

変化が予想される。 
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形態系基礎歯科学分野に係る学術研究動向 

–末梢神経再生研究- 

前田 健康（新潟大学大学院医歯学総合研究科・教授） 

 

少子高齢化の進展に伴い、歯学を取り巻く社会環境は大

きく変革し、健康長寿社会実現に向け、歯科医学・歯科医

療では形態の回復から口腔機能の維持・回復がますます重

要視されている。歯科診療は末梢神経を損傷しやすく、し

ばしば知覚麻痺、神経障害性疼痛を引きおこすことがしら

れている。下歯槽神経損傷後の再生過程は基礎歯学、臨床

歯学的、さらには社会的にも科学的意義は高く、QOL 向上

のためにも重要視される歯学研究領域である。本研究では

基礎歯学分野における末梢神経再生学に関連する研究動

向調査を行った。 

その結果、国内外の学会調査による情報収集では、歯学

領域での神経科学研究は研究者の担当領域の形態系基礎

歯科学分野の研究は少なく、機能系基礎歯科学、外科系歯

学に関する機能研究、臨床研究が大多数を占めていた。こ

れらいくつかの研究では、臨床的課題に対し、基礎歯科学

的アプローチが行われており、末梢神経傷害後の再生過程

における三叉神経節での神経-グリア機能連関やマクロフ

ァージによる神経修飾機構に関するもの、速い神経再生が

知られている下歯槽神経の切断実験による神経再生過程

におけるシグナル伝達機構の解明などがみられた。文献検

索の結果では、過去 3年間で神経障害性疼痛に関する発表

論文は 5,000 編を超えるが、歯学関係では 50 編程度であ

り、その多くが臨床系研究であった。これは神経再生研究、

神経障害性疼痛にかかる科学研究費助成事業採択課題の

分析からも示唆されるように、臨床的観点から研究を進め

られているものが多かった。痛みが慢性期へ移行すると治

療抵抗性となり、薬物療法に加え、非薬物療法が行われて

いる。長期の薬物療法は副作用などの影響で継続できない

こともあり、非薬物療法が重要となるが、非薬物療法の機

序の詳細については明らかにされていない。末梢から中枢

における免疫システムに着目する研究も行われている。臨

学融合、学際的バックグラウンド、神経生物学的基盤を持

つ他分野研究者の参画がこの分野の研究の進展に不可欠

である。 

 

 

機能系基礎歯科学分野に関する学術研究動向調査 

―機能系基礎歯科学研究の新たな潮流、新たな技術

革新と研究成果の応用性について― 

西村 理行（大阪大学大学院歯学研究科・教授） 

平成２９度は、私が専門研究領域としている、骨・軟骨・

関節生物学を中心に、機能系基礎歯科学分野関連における

学術の動向調査を行った。骨・軟骨・関節生物学では、近

年の流れを受けて、骨細胞の生理的役割と骨粗鬆症を始め

とする骨疾患における骨細胞の動態について、in vivoを

軸に研究が進められている。骨細胞の機能の細胞レベルあ

るいは分子レベルでの理解を深めるためには、適切な in 

vitro 実験系の開発、樹立が不可欠であり、さまざまな骨

細胞培養システムの構築も模索されている。現段階では、

in vivoにおける骨細胞の特性を保持できる培養系は未だ

確立されていないようだが、コラーゲンゲルなどを用いた

３次元培養系の活用が試みられており、今後の発展に期待

が持たれる。また国内外で、筋肉、腱、靭帯に関する研究

も進んでおり、超高齢社会を見据えた運動器疾患の予防と

治療への貢献を目指す機運がさらに高まっている。骨・軟

骨・関節生物学研究が他領域と連携を進めている点も好ま

しいと考えられている。特に、細胞内シグナル伝達、ゲノ

ム医学、エピゲノム、創薬研究、バイオマテリアル研究な

どとの多角的な連携は、運動器疾患への臨床応用の観点か

らもますます重要となってくると思われる。当該研究分野

の技術的進歩の点においても、超高速シークエンサーやゲ

ノム編集法の活用は非常に有益であり、骨・軟骨・関節生

物学研究や歯学研究分野においても普及しつつあり、興味

深い研究成果も発表されている。一方で、超高速シークエ

ンサーのドライ解析の部分やデータの解釈に関しては、情

報科学研究者とのさらなるコラボレーションが必要であ

る。ゲノム編集法は、技術面においては、国内外で飛躍的

に進歩し、その課題も明らかになりつつあり、目的に対す

る最善な具体的手法も提示されるようになってきている。

しかしながら、歯学研究分野や骨・軟骨・関節生物学領域

のみならず多くの研究分野におけるゲノム編集法の実例

の報告は多くない。学会や研究打合せを通じた議論の結果、

ゲノム編集技術を取り入れている研究成果の論文や学会

発表での報告が少ないだけで、相当数の研究者がゲノム編

集技術を取り入れている、あるいは取り入れることを検討

始めていることを認識した。私たちの経験を基にすると、

ゲノム編集による遺伝子改変動物の作製には、ゲノム編集

法技術に加えて、マウスやラットの発生学の基本的技術や

知識が極めて重要であると感じている。これらの点が普及

すれば、ゲノム編集技術を駆使した生命科学研究が爆発的

に広がり、機能系基礎歯科学研究も飛躍的に進展すると思

われる。 
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高齢看護分野に関する学術研究動向-効果評価研究

と科研費採択課題の検討- 

松田 ひとみ（筑波大学医学医療系・教授） 

 

 平成 30 年度からの科研費事業審査システムの改革であ

るが、看護学における科研費申請・採択等の動向を捉える

必要性があると考えられ、本調査において学振が公開して

いるデータベースを用いて平成 28 年度を中心に集計した

データを分析した。これにより看護学の申請･採択件数が

上位であるが、その一方で一採択課題あたりの平均配分額

の少なさに大きな課題があり、背景を探る必要性が見出さ

れた。また研究活動として、科研費審査改革がその方針と

して示している国際競争力、学際性や若手研究者の育成が、

看護研究において非常に重大な課題であることが明らか

となった。この解析を通して、すべての学問領域の中での

看護研究の存在意義を改めて見直すと共に、多くの看護研

究者と科研費に関わるこのデータを共有する必要性があ

ると考えられた。これらの状況について、日本看護科学学

会において講演したが、参加者数も多く興味深い意見も寄

せられ関心の高さを実感することができた。また超高齢社

会である日本において、看護活動に対する期待も大きく、

日本の学術研究を主導する大学数 780校のうち、看護系は

３割の 263校に及んでいる（平成 29年度）。また科研費応

募資格登録者総数が約 116000 人であるが、そのうち看護

者（保健師、助産師、看護師の有資格者）はその 1割以上

と推計される(平成 26年度) 。このように看護の研究者は

増加しているが、これにより研究の質を高め、多くの国民

の健康生活に資する成果をあげていくことが時代の要請

であると考えられる。 

国内外の学会に参加した調査により、国内の日本高齢者

ケアリング学研究会学術集会や日本睡眠学会、日本看護科

学学会では、学際的な融合を目指した研究活動とその成果

に関心が高まっている傾向が捉えられた。しかし国際老年

学会においては、多くの専門領域が集まる場であるが、看

護研究者の参加は少なく、学際性、国際性という点での課

題が見出された。 


