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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２６年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

【 公 表 】  

整理番号 

 

Ｓ２３０７ 
関連研究分野 

（分科細目コード）

精神神経科学 

7215 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

精神疾患におけるカルボニルストレス代謝制御の分子基盤解明のための

日英共同研究（平成23年度） 

代表研究機関名 公益財団法人東京都医学総合研究所 

代表研究機関以外

の協力機関 
なし 

主担当研究者氏名 糸川 昌成 

補助金支出額 

（平成23年度） 

 

3,317,385円  

（平成 24 年度） 

 

   6,559,354円

（平成 25 年度） 

 

   18,072,656円

（合計） 

 

     27,949,395 円

(公募応募当初の「申

請書」に記載の) 

若手研究者の 

派遣計画 

（平成23年度） 

         1人  

 

（平成24年度） 

          1人  

（       1人）

（平成25年度） 

            3人  

（       1人）

（合計） 

               3 人

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成23年度） 

         1人  

 

（平成24年度） 

          1人  

（       1人）

（平成25年度） 

            1人  

（       1人）

（合計） 

               1 人

 

 

（参考） 
派遣期間が300日

未満となり、 終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数） 

（平成23年度） 

         0人  

 

（平成24年度） 

          0人  

（       0人）

（平成25年度） 

            0人  

（       0人）

（合計） 

              0 人
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

 派遣先研究機関は、国でトップ 10 に入る科学研究機関であり海外からの若手研究者

の受け入れでも実績がある。本研究組織の指導により若手研究者が日本からの生理検

体を持ち込んで研究することで、国際的な人材として育成され、国際級の研究成果を

上げることが到達目標である。精神疾患で初めてカルボニルストレスの関連を発見し

た本研究組織と、カルボニルストレス研究で世界的権威である CSRI とが行う国際共

同研究は世界的にも例がなく極めて高い有意性がある。 

 若手派遣研究者の渡英により、これまでの疾患研究で問題視されてきた異種性の回避

に向けた症例個々の病態把握の確立に向けた研究協力体制を早期に構築することが

可能となるばかりでなく、派遣先研究機関は国際的な人材育成の機関としても評価が

高く、将来的に派遣研究者が国際級の研究成果を上げることが予測される。 

 日英両国間の精神疾患研究における基礎と臨床フィールドをコーディネートする能

力を育成する。本国際共同研究プログラムの経験を活かし、二国間、異分野横断的な

研究融合の強みを活かし、精神疾患のトランスレーショナルリサーチを推進する人材

となることが期待される。医学研と英国研究機関との国際ネットワーク体制が強化さ

れ、派遣若手研究者の人材育成に加えて、日英両国間の精神科医療に対するライフイ

ノベーションが期待される。 

 所属研究所及び財団運営等の発展へ貢献する人材となることが期待される。国内外に

おける高水準の研究業績を上げ、学術振興に尽力し、その成果を迅速、的確に臨床へ

と還元する人材となることが期待される。 

 学術の振興への貢献の検証方策に S，Ａクラスの論文（Ｓ：インパクトファクター１

０点以上；Ａ，インパクトファクター６点以上）が本プログラムの成果から出ること

を期待する。また、国際学会での口演発表も検証方策に含める。 

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

☒十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

 

【理由】 

 若手派遣者は、共同研究体制を構築する Warwick University へ本プログラム開始以

前（2010 年 7 月～8 月）にも短期滞在し、Paul J Thornalley 教授、Naila Rabbani

准教授との共同研究体制構築（共同研究契約、MTA 契約等）をはかり、本事業が円滑

に推進するよう協力関係の構築を実施した。平成 23 年度当初より継続して、本共同

研究成果を Coventry 地域の取り組みへと発展させる構想を Matthew Broom 教授

(University of Warwick, University Hospital；Associate Clinical Professor of 

Psychiatry & Honorary Senior Lecturer, Institute of Psychiatry, King's College 



様式１                                         

3 
 

London)とも協議した。英国 Warwickshire 地域への還元を視野に入れた協力体制の構

築は、将来、日英間の精神科医療改革のための基盤に繋がることが期待できる。 

 本事業による Clinical Sciences Research Institute への若手研究者の派遣は、両

国間の人的な交流資源に繋がる成果である。特に、若手研究者が滞在した研究施設で

は、諸外国（英国、中国、パキスタン、サウジアラビア、フランス、スペインなど）

の研究員及び学生が在籍しており、若手研究者の人的交流を活かして、各国の研究拠

点機関との持続的な関係を確立することが可能となると期待できる。また、日本学術

振興会が公募する研究拠点形成事業として、世界的水準、地域における中核的研究交

流拠点の構築へ発展させることにも繋がると期待できる。 

 本プログラム事業期間中、主研究担当者、研究担当者は英国研究代表者らと協議し、

Clinical Sciences Research Institute, University of Warwick での「International 

Glycation & Protein damage ; Glyoxalase Symposium（平成 25 年 11 月開催）」での

学術集会において、若手派遣研究者のシンポジストとしての講演、及び国際研究交流

を図る計画を申し合わせ、本学術集会の成功をおさめた（Arai M et al., Measurement

of glyoxalase activities. Biochem Soc Trans. 2014 Apr;42(2):491-4; Itokawa M

et al., Carbonyl stress in schizophrenia. Biochem Soc Trans. 2014 

Apr;42(2):468-72）。また、特に、若手派遣研究者は第 13 回日米先端科学シンポジウ

ム（日本学術振興会・米国科学アカデミー主催；米国・アーバイン、平成 24 年 11

月開催）へのシンポジストとして参加し、本プログラムで得られた成果を発表すると

ともに、異分野間の 先端科学研究者との意見交流を通し、確実に次世代リーダーと

しての人材育成という本プログラムの目的を達成した。 

 若手派遣研究者は、カルボニルストレス性統合失調症におけるピリドキサミン治療へ

の臨床応用を目指した精神科の先駆的リサーチに関わり、国内の専門医学学会からも

注目されている研究者のひとりである。本プログラム終了後、平成 26 年度 4 月より

日本統合失調症学会の評議員となった。また、これまでの日本統合失調症学会 優秀

学術賞表彰をはじめ、日本生物学的精神医学会学術賞、近年の学術集会での招待講演

依頼（日本生物学的精神医学会、日本統合失調症学会、日本精神神経学会、日本神経

精神薬理学会、日本精神保健予防学会、国際早期精神病学会、国際メイラード学会、

日本メイラード学会等）を鑑みても、今後も国内外での活躍が期待できる。 

 本海外派遣プログラムによって、東京都医学総合研究所の精神医学研究と Warwick

University の身体疾患研究の異分野融合の強みを生かし、継続した研究交流事業に

よって精神疾患研究のブレークスルーを生む学術貢献が期待できる。平成 23 年度か

らの当該年度の継続した若手派遣研究者の派遣は、これまでの疾患研究で問題視され

てきた異種性を回避に向けた症例個々の病態把握の確立に向けた研究協力体制を確

実に構築しつつある。 
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要 

 精神疾患における安全性と有効性の高い新たな治療法を創出することで、治療抵抗性の

症例で寛解が得られ、長期入院者の減少を達成することができる可能性が高く、その臨

床的、社会的意義は大きい。本プロジェクトは、精神疾患の代謝システム制御という新

たな病態生理に基づく治療法と確かなバイオマーカーによる診断法の確立へ道を開く可

能性が高い。また、代謝系の破綻回避あるいは増悪に関連する遺伝・環境要因を解明す

ることで、精神疾患の異種性から個別病態を特定できる可能性が高い。精神疾患の治療

抵抗性症例への安全性の高い新規治療薬によって治療抵抗性の症例で寛解が得られれ

ば、長期入院者の減少を達成し医療費の抑制にもつながり、疾患原因の解明と革新的医

薬品開発に結び付くことが期待される。 

 代謝システム制御側面から生化学・分子遺伝学を主軸に据えた精神疾患の分子プロファ

イルは、非発症から発症にいたる臨界点の同定が期待できる。多くの先行研究が、精神

病様症状を呈する児童が成人までに統合失調症を含む様々な精神的問題を生じかねない

ことを報告されている。したがって、精神病様症状を呈する児童に対しても精神疾患予

防ができうる抗精神病薬の開発が可能となれば、医療費の抑制のみならず、将来の発症

により失われる労働生産人口を抑制することも期待できる。本国際共同研究プロジェク

トは、日英二国間にのみならず、健康国家の実現に資する革新的な予防医学研究となる

ことが予想され、国の精神・保健・福祉へ貢献ができると思われる。University Hospital

メンタルヘルス部門との協力体制構築、また、本国際共同研究成果を地域社会へ還元す

るための拠点構築をする。 

 主担当研究者の分野横断的な観点から精神疾患の病態生理を階層化する研究ストラテジ

ーは、これまでの精神疾患研究で問題視されてきた異種性を回避する戦略として、確か

なバイオマーカーによる精神疾患の診断基準を確立、精神疾患の個別病態を把握する研

究成果に繋がることが期待される。また、Paul Thornalley 教授の研究室で実施されて

きたこれまでの糖尿病や心疾患などの循環器、血液疾患領域での研究ノウハウを活かし、

精神疾患とその他症候群との共通原理及び特異性を解明することも本プロジェクト研究

体制下における重要な研究戦略方針である。日英国際共同研究プロジェクトの研究成果

が、日本国内は勿論のこと、英国内及び Coventry/Warwickshire の地域社会への貢献が

なされることは、派遣予定の若手研究者に求められる重要な評価方針である。 

 カルボニルストレス研究は内科領域と食品科学の分野で主に研究されてきた。精神医学

でカルボニルストレス研究を行っている機関は我々を含め数少ない。精神医学における

カルボニルストレス研究の規模拡大を国際的に解決するために、本研究期間で得た成果

を国際学会のシンポジウムとして Clinical Sciences Research Institute と本研究組織

のメンバーを含めた人員でエントリーし採択されることを国際的な学術上の課題解決に

資する成果の検証方策に含める。 

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

☒十分に達成された 
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□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

 

【理由】 

 若手派遣研究者は、AGEs 関連産物の分析をクロマトグラフィー/質量分析装置等による

分析体制を整え、検体の実質計測が開始できるシステムを完成させた。また、臨床検体

を使用するための生理検体の取り扱い及び倫理規定に関する諸手続きを整備した。主担

当研究者が渡英し、Warwick 大側の責任者である Paul Thornalley 教授と共同研究につ

いて実質協議を十分に行った。さらに、Thornalley 教授の部門と Warwick 大学附属病院

精神科と合同で開催した講演会で主担当研究者が共同研究の計画を視野に入れた内容に

ついて講演した。精神科部門と Thornalley 教授の部門が有機的に議論し、本プログラム

実施に向けた有効な協議を行った。 

 収集検体の分析及び臨床経過と症状について基礎データとの統合を図り、統合失調症の

症状評価尺度の解析を実施した。その結果、カルボニルストレス性統合失調症の症状と

経過の特徴が治療抵抗性の症例に合致しており、本研究成果は治療・予防策への創出に

繋がる可能性が高い。また、非カルボニルストレス症例に特異性の高い代謝産物の亢進

についても予備的ながら検討を継続し、高値症例群では妄想、誇大性、猜疑心・迫害感、

異常な思考内容といった陽性症状が顕著で、長期入院症例が多いという特徴を明らかに

した。統合失調症の重症度や臨床経過を反映する新規バイオマーカーの同定は、個々の

病態生理を把握する上で重要なステップである。異種性のある統合失調症は、一部の症

例に限れば症状と経過に一定の特徴を有する比較的均一な集団であり、上述した当該年

度の基礎データと臨床データを統合したデータベース構築は、確実に精神疾患の異種性

回避と個別病態の分子基盤解明に繋がると期待される。本プログラム終了後も継続して

生理検体の集積・分析及び臨床症状との相関について精査し、検討を実施中である。 

 カルボニルストレス統合失調症の細胞培養モデルを構築することに着手し、カルボニル

ストレス誘発剤、天然物由来化合物及び抗精神病薬によるグリオキサラーゼ代謝への影

響について解析した。カルボニルストレス誘発は、細胞増殖を抑制すると共にグリオキ

サラーゼ蛋白質の発現抑制と酵素活性抑制を認めた。また、カルボニルストレスに対す

る感受性が細胞種により異なることを明らかにし、脳内でのアストロサイト、ニューロ

ンのカルボニルストレスに対する脆弱性の差異が示唆された。また、いくつかの非定型

抗精神病薬が定型抗精神病薬と比較して、有意に細胞増殖とグリオキサラーゼ活性増加

を示すこと、ある天然物由来化合物の添加が両細胞系のグリオキサラーゼ代謝を活性化

することを新たに見出した。本成果は、従来の抗精神病薬の薬理作用とは異なる新規治

療法の創出に繋がる可能性のある所見であり、上述の研究成果については各種学術集会

等にて意見交流を図った。さらに、精神疾患研究の問題点としての異種性にフォーカス

したバイオマーカー探索研究の重要性と症例の階層化、分子基盤研究の意義について学

術集会にて報告を実施した。本プログラム終了後も継続して学術集会への参加と報告を

実施する計画である。 
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事

業の継続（又はその見込み）状況 

当該事業の初年度より実施した若手派遣者の CSRI, University of Warwick、国際学

術集会への派遣は、両研究施設の協力体制、人的交流を強化にした。また、国際メイラ

ード学会（フランス）において、学術集会参加、意見交流を実施することで、これまで

身体疾患合併症領域でのみ実施されてきた終末糖化研究を精神疾患領域で提示した。精

神疾患研究の問題点としての異種性に焦点を絞り、バイオマーカー探索の重要性と症例

の階層化、分子基盤研究の意義について意見交換を実施し、その成果は平成 25 年度

University of Warwick 主催にて開催された International Glycation & Protein damage, 

Glyoxalase Symposium での若手研究者らの学術交流に繋がった。本交流事業実施中に構

築 し た カ ル ボ ニ ル ス ト レ ス 解 毒 酵 素 の 活 性 測 定 技 術 に 関 す る 成 果 は 、 Glyoxalase 

Symposium での教育講演として若手派遣者が報告した。研究代表者は、継続して両国間

の若手研究者の研究交流を図り、英国側若手研究者の育成を共に継続して行うことを英

国 Paul J Thornalley 教授と申し合わせた。今後も日本学術振興会、二国間交流事業、

研究拠点形成事業への公募も視野に入れた計画を検討している。 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将

来構想）状況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

若手派遣者は、臨床検体に関し、東京都医学総合研究所と University of Warwick は倫

理規定に従いこれを整備するとともに、Warwick 地域の中核病院である University of 

Warwick 大学附属病院精神科部門とも議論し、精神科医師との共同研究体制の構築を図

った。University of Warwick, University Hospital 精神科医師との協力体制の構築が

できたことは、将来、両国の当事者の QOL 改善と病態理解に資する成果である。両国間

の人的な交流資源の活用は、日英両国のカルボニルストレス研究拠点の構築、両国間の

精神・保健・福祉政策への貢献にも繋がることが期待できる。すでに研究代表者らが実

施している医師主導型治験「カルボニルストレス性統合失調症におけるピリドキサミン

治療」を英国での臨床治験への発展といった将来構想に当該事業の若手派遣者が参画す

ることが期待できる。 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

精神疾患で初めてカルボニルストレスとの関連を発見した研究代表者が、カルボニルスト

レス研究の権威である Paul J Thornalley 教授と実施した日英共同研究は例がなく、今後も

精神科領域を含めてカルボニルストレス分野での臨床還元可能な実績を若手派遣研究者が

あげることが期待できる。これまでの精神疾患研究で問題視されてきた異種性の回避に向け

た症例個々の病態把握のバイオマーカー確立に向けた研究協力体制を構築できたことは本

交流事業の 大の成果であり、将来、日英間の精神科医療改革、学術振興に尽力する人材と

なることが期待できる。若手派遣研究者は、これまでも所属する東京都プロジェクト研究に

おいても、東京都立松沢病院の精神科医師と連携して基礎研究で中核的活躍をあげており、

日米先端科学シンポジウム（日本学術振興会・米国科学アカデミー主催）へのシンポジスト

としての異分野交流事業への参加は、今後の研究姿勢に大いに役立つものと期待できる。
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ リ ガ ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局 

職名 

（身分）
専門分野 備考 

主担当研究者 

糸川
イトカワ

 昌
マサ

成
ナリ

 

 

 

 

 

 

 

 

担当研究者 

楯
タテ

林
バヤシ

 義
ヨシ

孝
タカ

 

 

 

 

 

 

 

計2名 

 

東京都医学総合研

究所 

 

 

 

 

 

 

東京都医学総合研

究所 

 

精神行動医学研究

分野 

 

 

 

 

 

 

 

精神行動医学研究

分野 

 

分野長・

プロジェ

クトリー

ダー（参

事） 

 

 

副参事 

 

精神医学、精

神神経科学 

 

 

 

 

 

 

精神医学、細

胞生物学 

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名 相手側研究者氏名 
職名 

（身分） 
備考 

英国 Protein Damage & Systems Biology , Clinical 

Sciences Research Institute, University of 

Warwick, University Hospital 

 

 

 

 

 

 

計 1 機関 

Paul Thornalley 教授 
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

選抜方針・基準：カルボニルストレス研究で実績のある Clinical Sciences Research 

Institute との国際共同研究を発展させる目的から、精神疾患とカルボニルストレス研究

に強い興味を持ち、国際的人材として飛翔する意欲を持つ人材を抽出することを選抜方針

とする。選抜基準は、カルボニルストレス研究または分子生物学で所定の研究実績を持ち、

精神疾患に関する知識を有する点を基準とした。尚、派遣する若手研究者としての適性は、

これまでの研究業績および勤務評価を加味して総合的に判断し、人材の企画力、課題決定

力、対人関係力についても評価する。独創性を持った発想を重んじ、研究活動には創造的

な企画力を有している人材が望まれる。また組織内では、その目標を十分に理解し、課題

解決力が備わっていること、他の研究チームとも連携を図り、非常勤研究員や研究補助員

などへの指導・育成を職務として遂行している人材が望まれる。 

 

選抜方法：本研究プロジェクトは、国際的にみても競争の激しい統合失調症・気分障害研

究を遂行する上で、正確かつ迅速な研究遂行能力が要求される。加えて、精神疾患という

複雑な臨床症状を鑑みて多角的な視点からの研究計画も不可欠である。また、臨床へ還元

できる研究成果を輩出するためには、生化学・分子生物学・分子遺伝学的研究手法全般に

も精通している人材を選抜するものとする。日英二国間の精神保健医療の進展に尽力でき

る人材を選抜する。将来的に、国の学術振興に貢献することが期待さえる人材、国際社会

のリーダーシップ能力を発揮して国の精神保健施策にも貢献できることが期待される人材

を選抜する。 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

主担当研究者及び担当研究者の役割：主担当研究者は、英国研究機関の Thornalley 教授と密

に連絡を取り合い、研究の進捗管理と人材の成長過程の監督を行う。精神疾患の新規治療・予

防薬開発のための基盤・臨床研究を統括し、その進捗状況等をコーディネートする。日本国内

の多施設（都立松沢病院、東京大学、名古屋大学、大阪大学、岡山大学、筑波大学等）との協

力体制維持を支援する。担当研究者は、日本国内にて集積した被験者の生理検体の管理と収集

を統括する。また、派遣若手研究者に対して、ヒト剖検脳を用いた生化学、分子生物学的解析

のため研究活動の支援を行うとともに基礎・臨床データの情報管理を支援する。また、糖化研

究分野の国内外共同研究者（東海大学、金沢大学、東北大学、仙台大学、Case Western Reserve 

University）とも協力体制を継続することで、派遣する若手研究者の活動支援を行う。主担当

研究者は、派遣若手研究者が研究活動に従事できるよう事務管理体制を整備する。また、若手

研究者自身が所属する代表機関の事務担当者は、常に英国側研究施設の担当者とも協力体制を

整備することで、本国際共同研究プログラムの運用資金が適切に処理されるよう体制を整備す

る。 

 

相手側研究者の役割：日英両国間のヒトゲノム・遺伝子解析に関する倫理指針及び臨床研究に

関する倫理指針等に準じ、本国際共同研究プログラムの実施計画が遂行され、派遣予定研究者

が適正に臨床検体を使用していることを監督・指導する。また、研究遂行において必要不可欠

な専門的分析技術の指導は適宜実施する。すでに、英国研究施設では、代謝産物の測定に不可

欠なタンデム４重極質量分析システム装置が終日稼働しており、担当技術者より専門的技術を
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教示可能な体制になっている。その他、分子生物学的実験、分子遺伝学的研究に必要不可欠な

遺伝子組み換え実験機器、遺伝子増幅 PCR/シーケンサ機器、高速液体クロマトグラフィー等の

研究環境はすでに整っており、これら機器の使用及び管理法について相手側研究担当者は、派

遣予定研究者に対して指導、監督を行う。 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

当初計画での海外派遣者予定者は、候補遺伝子ノックアウトマウス作出・飼育、モデル動物で

の研究活動に従事、貢献した。バッククロス中の Glo1 ノックアウトマウスモデルを用いて、

ペントシジンの急性・慢性投与試験等の実施を継続し、行動解析、薬理学試験、生化学解析を

実施に向けた研究整備に尽力した。また、統合失調症死後脳、マウス脳組織を用いた解析を実

施するための予備実験等にも尽力した。これらの環境整備のため、派遣者数の変更と派遣期間

の短縮が生じた。しかしながら、これらの環境整備によって派遣若手研究者の脳組織でのカル

ボニルストレスの局在が明らかになりつつあるともに、日英共同研究の一環としての包括的な

ヒト・マウス検体を用いた包括的データベースを整備・構築するための礎となりつつある。 

 

（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。） 

平成 23 年度からの継続した若手派遣研究者の派遣は、これまでの疾患研究で問題視されて

きた異種性の回避に向けた症例個々の病態把握の確立に向けた研究協力体制を確実に構築し

つつある。H24 年度、主研究担当者と研究担当者は英国研究代表者らと協議し、CSRI, University 

of Warwick での「International Glycation & Protein damage ; Glyoxalase Symposium（平

成 25 年 11 月開催）」での学術集会においての講演及び国際研究交流を図る企画が決定したこ

とはその表れである。また、若手派遣研究者は、第 13 回日米先端科学シンポジウム（日本学

術振興会・米国科学アカデミー主催；米国・アーバイン、平成 24 年 11 月開催）において、本

事業プログラムで得られた成果を発表し、異分野間の 先端科学研究者との意見交流は確実に

次世代リーダーとしての人材育成という本プログラムの目的を達成した。さらに、若手派遣研

究者は、カルボニルストレス性統合失調症におけるピリドキサミン治療への臨床応用を目指し

た精神科の先駆的リサーチに関わり、国内の専門医学学会からも注目されている研究者のひと

りである。本事業プログラム終了後、平成 26 年度 4 月より日本統合失調症学会の評議員とな

ったことも、若手派遣研究者の将来性が高く評価された成果である。派遣者は、精神疾患のト

ランスレーショナルリサーチを推進する能力を有する人材として、将来的にも精神疾患の個別

化医療・予防医学に還元可能な基礎と臨床研究をコーディネートし、精神保健医療の進展に尽

力できる人材となると期待できる。 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。） 

 当研究所では若手研究者が海外で開催する国際学会へ参加するための旅費の助成や海外研

究休職に係る事務処理の要綱を整理するなど、研究者が研究しやすい環境を構築してきた。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

派遣者①： 主席研究員  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

若手派遣研究者は、統合失調症の異種性を回避する新規バイオマーカーの同定を目標に、収集検体

の分析及び臨床経過と症状について基礎データとの統合を図り、統合失調症の症状評価尺度の解析を

実施した。その結果、カルボニルストレス性統合失調症の症状と経過の特徴が治療抵抗性の症例に合

致しており、本研究成果は治療・予防策への創出に繋がる可能性が高いと考えられる。また、非カル

ボニルストレス症例に特異性の高い代謝産物の亢進についても予備的ながら検討を継続し、高値症例

群では妄想、誇大性、猜疑心・迫害感、異常な思考内容といった陽性症状が顕著で、長期入院症例が

多いという特徴を明らかにした。統合失調症の重症度や臨床経過を反映する新規バイオマーカーの同

定は、個々の病態生理を把握する上で重要なステップである。異種性のある統合失調症は、一部の症

例に限れば症状と経過に一定の特徴を有する比較的均一な集団であり、上述した当該年度の基礎デー

タと臨床データを統合した成果は、確実に精神疾患の異種性回避と個別病態の分子基盤解明に繋がる

と期待される。また、カルボニルストレス統合失調症の細胞培養モデルを構築することに着手した。

主として、カルボニルストレス誘発剤、天然物由来化合物及び抗精神病薬によるグリオキサラーゼ代

謝への影響について解析した。カルボニルストレス誘発は、細胞増殖を抑制すると共にグリオキサラ

ーゼ蛋白質の発現抑制と酵素活性抑制を認めた。また、カルボニルストレスに対する感受性が細胞種

により異なることを明らかにし、脳内でのアストロサイト、ニューロンのカルボニルストレスに対す

る脆弱性の差異が示唆された。また、いくつかの非定型抗精神病薬が定型抗精神病薬と比較して、有

意に細胞増殖とグリオキサラーゼ活性増加を示すこと、ある天然物由来化合物の添加が両細胞系のグ

リオキサラーゼ代謝を活性化することを新たに見出した。本成果は、従来の抗精神病薬の薬理作用と

は異なる新規治療法の創出に繋がる可能性のある所見である。上述の研究成果について、各種学術集

会等にて意見交流を図った。主として、精神疾患研究の問題点としての異種性にフォーカスし、バイ

オマーカー探索の重要性と症例の階層化、分子基盤研究の意義について報告を実施した。次年度も継

続して生理検体の集積・分析及び臨床症状との相関について精査し、検討を加える。代謝システム制

御側面から生化学・分子遺伝学を主軸に据えた精神疾患の分子プロファイルは、非発症から発症にい

たる臨界点の同定が期待できる。多くの先行研究が、精神病様症状を呈する児童が成人までに統合失

調症を含む様々な精神的問題を生じかねないことを報告されている。したがって、精神病様症状を呈

する児童に対しても精神疾患予防ができうる抗精神病薬の開発が可能となれば、医療費の抑制のみな

らず、将来の発症により失われる労働生産人口を抑制することも期待できる。 

（具体的な成果） 

１．臨床検体を用いた研究成果 

日英共同研究契約、Material Transfer Agreement を両組織で締結するとともに共同研究

体制を整えた。精神疾患の異種性回避と客観的診断に役立つバイオマーカーを同定すること

を目標に、臨床検体（血漿 122 症例）での質量分析によるアミノ酸及び AGEs 解析を実施し

た。カルボニルストレス代謝系の破綻回避に関連する遺伝・環境要因を解明することができ

れば、精神疾患の異種性から個別病態を特定できる可能性が高い。本事業を推進したことで、

カルボニルストレス代謝制御という新たな観点からの早期診断マーカーの確立に繋がる知

見を得た。本共同研究として集積した臨床検体の内訳は、統合失調症 50 例、双極性障害 20

例、うつ病 20 例、対照健常者 29 例、未服薬 FEP/ARMAS 例 2 例である。AGEs、oxidative stress

マーカーの変動を質量分析にて検討した結果、6 つのマーカーが対照健常者と比較して疾患
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群で有意に変動していることを明らかにした。統合失調症、双極性障害、うつ病の 3 群にお

いて共通したマーカーが 3 つ、統合失調症と双極性障害の 2 群に共通したマーカーが 1 つ、

双極性障害とうつ病の 2 群に共通したマーカーが 1 つ、統合失調症に特異的なマーカーが 1

つ同定された。有意な変動を認めた統合失調症に特異的なひとつのマーカーは、未服薬

FEP/ARMAS 例 2 例においても対照健常者と比較しておよそ 1.8 倍の上昇を認め、病態生理の

予後予測に有用な診断マーカーとなる可能性も示唆された。未服薬症例あるいは初発症例に

ついて今後さらに症例を集積して解析することが必要不可欠であるものの疾患特異性のあ

るマーカーを同定できたことは早期診断マーカーとしての価値が高い(論文執筆中)。新規マ

ーカー分子群については国内外特許に発展する成果である。集積した対象サンプルの付随情

報（遺伝変異多型、生化学データ）はオミックス情報として整備中である。臨床検体での評

価については、日本人検体による第 2 次分析を含め、英国内にて集積された検体の評価を目

標に、University of Warwick, University Hospital の精神科医師との共同研究体制の構築

を図った。今後、血液検体を用いた解析に加えて、尿検体、唾液検体などを利用した解析を

実施することを協議中である。日本国内での網羅的なカルボニルストレスを含む終末糖化産

物のマーカー分析は現在困難な状況にあるが、日本国内の臨床検体についての質量分析を英

国内施設にて整え、臨床検体の実質計測が開始できる体制を提案中である。本事業による分

析技術が将来、東京都医学総合研究所へ導入が可能となった場合、本事業によって見出した

疾患特異性のあるマーカーは早期診断マーカーとして有用性が高い。今後、集積した対象サ

ンプルの付随情報、臨床情報を統合することで罹患者個々の病態との関連を明らかにするこ

とができれば、確かな個別化医療に繋がる。 

 

2．細胞培養モデルを用いた研究成果 

精 神 疾 患 に お け る カ ル ボ ニ ル ス ト レ ス の 分 子 基 盤 を 探 る た め 、 神 経 系 細 胞 株

（neuroblastoma）、グリア細胞系細胞株(astrocytoma)を用いた検討を実施した。主として、

カルボニルストレス解毒酵素のひとつであるグリオキサラーゼ（Glo）代謝に焦点を絞り、

①Glo1 阻害剤（BrBzGSHCp2, in-house compound）及び②Glo1 silencing-siRNA によるカル

ボニルストレス誘発時の Glo 代謝（Glo1, Glo2）、dicarbonyls 代謝（Methylglyoxal, Glyoxal, 

3-DG）, AGEs 代謝(MG-H1, CEL, MOLD, G-H1, CML, CMA, 3DG-H1, FL, Glucosepan, MetSO, 

dityrosine, NFK, Ornithine, 3NT, AASA, GSA, Pentosidine)の変動を ELISA, Western blot, 

qPCR, 質量分析等により解析した。また、抗カルボニルストレス作用について、③天然物由

来精製化合物（in-house compounds）及び④定型、非定型抗精神病薬処理による Glo 代謝、

dicarbonyls 代謝, AGEs 代謝への影響について検討を実施した。Glo1 阻害剤（in-house 

compound）によるカルボニルストレス誘発は細胞増殖を濃度依存的に抑制すると共に、カル

ボニルストレスに対する感受性が細胞種により異なることを明らかにした。Glo1 阻害剤に対

する細胞障害性の検討では、astrocytoma が neuroblastoma と比較してより脆弱であった。

このことは、脳内での neuron や astrocyte といった細胞種によりカルボニルストレスへの

脆弱性が異なる可能性、カルボニルストレスに伴う astrocyte-neuron 相互のグルコース、

乳酸、dicarbonyls、AGEs 代謝といった各種代謝バランスに影響を及ぼしている可能性が考

えられた。カルボニルストレスに脆弱である astrocytoma に対し、Glo1 siRNA を用いて Glo1

蛋白質発現と酵素活性の抑制を誘導したところ、細胞培養上清及び細胞内において幾つかの

dicarbonyls、AGEs 代謝マーカーの上昇が予備的に確認された。現在、その詳細について再
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検討を実施中である。この所見は、主要なカルボニルストレス解毒酵素である Glo1 蛋白質

の機能低下が、細胞内外における dicarbonyls の上昇→蛋白質の AGEs 修飾の上昇＝AGEs 修

飾に伴う蛋白質の機能破綻を惹起する可能性が考えられた。天然物由来精製化合物の抗カル

ボニルストレス作用を検討した結果、低濃度条件下において、有意な Glo 酵素活性の上昇を

認めた。興味深いことに、この作用効果は neuroblastoma に比べ astrocytoma でより有意な

応答性が観察された。この所見は、カルボニルストレスに脆弱である細胞株において、天然

物由来が dicarbonyls、AGEs 蓄積抑制に有用である可能性を示唆した。現在、これら化合物

の AGEs 代謝関連分子の機能への影響に加え、Glo 代謝活性化の分子基盤について検討を継続

している。この研究成果は、治療法創出のための分子機序の理解と予防法開発のための足が

かりになると期待される。また、海外派遣者は、簡便、迅速に測定する Glo1 アッセイ系を

構築した。当該研究員が派遣されたことにより、測定法の開発が迅速に進展し、その成果は

Glyoxalase Research and Emergence of Dicarbonyl Stress 記念学術集会(University of 

Warwick 主催)にて報告し、専門学術誌に受理された。天然物由来化合物は、安全性と有効性

が担保できる可能性が高く、抗精神病薬の服薬量減少や症状改善効果、初発精神症状の予防

といった臨床応用が期待できる。海外派遣者のアッセイ系は、カルボニルストレス回避に有

用な候補物質のハイスループット探索に貢献できる成果である。 

 

3．基礎研究データと臨床研究データとの情報の統合化 

ペントシジン蓄積・ビタミン B6 低下を呈するカルボニルストレス性統合失調症について、

収集検体の臨床経過と症状について基礎データとの統合を図り、カルボニルストレス性統合

失調症の経過として、「入院患者に多い、若年発症である、入院回数が多い傾向にある、入

院期間が長い、大量の抗精神病薬を要する」といった特徴が認められ、治療抵抗性統合失調

症に一致する特徴を有していることを明らかにした。統合失調症の症状評価尺度の解析か

ら、ペントシジンは「罪責感」、「緊張」、「衒奇症と不自然な姿勢」の項目と相関する傾

向を認めた。一方、ビタミン B6 は、「概念の統合障害」、「敵意」の陽性症状の項目、「情

動的引きこもり」、「社会的引きこもり」などの陰性症状の項目と相関する傾向を認めた。

さらに、「緊張」「衒奇症と不自然な姿勢」「失見当識」「自主的な社会回避」の項目とも

相関する傾向を認めた。上述の成果は、学術集会及び学術誌面においても報告を実施した。

統合失調症の重症度や臨床経過を反映する新規バイオマーカーの同定は、個々の病態生理を

把握する上で重要なステップである。異種性のある統合失調症は、一部の症例に限れば症状

と経過に一定の特徴を有する比較的均一な集団を階層化することが可能であると考えられ

る。今後も日英共同研究の一環として、臨床検体の集積、dicarbonyls, AGEs マーカーの分

析、臨床症状との相関について検討を継続する計画である。より有益なバイオマーカーの同

定とそのマーカーの臨床的意義について検討を加える。 

 

4．統合失調症死後脳、マウス脳組織を用いた研究成果 

ヒト剖検脳組織を利用した検討に AGEs にひとつであるペントシジンの脳内蓄積レベルを

検討した結果、統合失調症群の前頭葉において、ペントシジン蓄積が対照と比較して高値で

あること症例が存在する所見を得た。また、海馬領域における検討においてもペントシジン

蓄積を同定した。今後は、dicarbonyls, AGEs 蓄積レベルと脳内局在を質量分析において明

確にする必要性があり、これを実施する計画である。AGEs のひとつであるペントシジン投与
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マウスを利用した in vitro, in vivo の包括的な研究を推進し、その分子機構をマウスモデ

ルで解析することを開始した。これまで、マウス脳組織を用いた検討では、皮下投与された

ペントシジンが脳組織内へ移行することが確認され、特に海馬での蓄積が高い傾向を示し

た。この所見は、統合失調症の病態における神経新生 neurogenesis との関連性を示唆する

所見としても興味深いと考えられるものの継続した検討を実施中である。これまでのところ

死後脳組織を用いた網羅的な AGEs 分析は国内外において皆無であり、早急に日英共同研究

の一環として死後脳サンプルを利用した AGEs マーカーの分析を推進する計画である。包括

的なマウス検体データとヒト検体データとの相関を調べることで臨床応用へ還元可能な糸

口を抽出する計画である。 

 

5．動物モデルを利用した研究成果 

海外派遣者は、渡英以前まで C57BL/6J とのバッククロス飼育に貢献した。Glo1 ノックア

ウトマウスモデル（現在 F10 世代飼育中）を用いてペントシジンの急性・慢性投与試験等を

実施する計画を継続し、今後の行動解析、薬理学試験、生化学解析を実施に向けた研究整備

に尽力した。バッククロス飼育中の Glo1 ノックアウトマウスモデルを用いた予備的な検討

では、巣作り行動と養育行動に障害がある所見を得ており、今後その詳細を検討する計画で

ある。また、カルボニルストレスマーカーの脳部位の局在を検討するため、マウス脳組織か

ら合計 11 部位の採取を実施している。臨床検体での AGEs 代謝(MG-H1, CEL, MOLD, G-H1, CML, 

CMA, 3DG-H1, FL, Glucosepan, MetSO, dityrosine, NFK, Ornithine, 3NT, AASA, GSA, 

Pentosidine)の変動とこれら脳組織での局在との関連性について検討を加える計画である。

 

5．人材育成及び英国側研究機関との交流活動 

海外派遣者は、臨床検体に関して東京都医学総合研究所と University of Warwick は倫理

規定に従い諸手続きを整備した。また、Warwick 地域の中核病院である University of Warwick

大 学 附 属 病 院 精 神 科 部 門 と も 議 論 し 精 神 科 医 師 と の 共 同 研 究 体 制 の 構 築 を 図 っ た 。

University of Warwick, University Hospital 精神科医師との協力体制の構築ができたこと

は、将来両国の当事者の QOL 改善と病態理解に資する成果であると考える。両国間の人的な

交流資源の活用は、日英両国のカルボニルストレス研究拠点の構築、両国間の精神・保健・

福祉政策へ貢献ができる成果である。また海外派遣者は、当該事業の初年度より実施した

CSRI, University of Warwick、国際学術集会において、国外研究者とも積極的に交流を行

った。精神疾患研究の問題点としての異種性に焦点を絞り、バイオマーカー探索の重要性と

症例の階層化、分子基盤研究の意義について意見交換を実施した。このような国際交流は、

本年度の University of Warwick 主催にて開催された International Glycation & Protein 

damage, Glyoxalase Symposium での教育講演に繋げる成果を上げた。海外派遣者は、本事業

で構築したカルボニルストレス解毒酵素の活性測定技術に関する論文を執筆した。さらに、

日米先端科学シンポジウム（日本学術振興会・米国科学アカデミー主催）へのシンポジスト

として参加した経験も活かし、日英共同研究ばかりでなく、今後も精神科領域でのカルボニ

ルストレス分野でのリーダーとしてその能力を発揮することが期待される。これまでの精神

疾患研究で問題視されてきた異種性の回避に向けた症例個々の病態把握のバイオマーカー

確立に向けた研究協力体制を構築できたことは、海外派遣者の本事業での 大の成果でもあ

る。また、東京都医学総合研究所と Warwick 大学との国際交流を通じて、将来的な若手研究
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者の人的交流のための基盤を構築した。Warwick 大学での国外研究者との意見交流は両国研

究施設での分析技術の共有化に発展し、将来、日英でのカルボニルストレス研究の発展に期

待ができる成果をあげた。将来、地域社会全体へのネットワーク構築を視野に入れた協力体

制の構築が期待され、日英間の精神科医療改革への貢献に繋がると期待できる。当該事業で

の海外派遣経験は、将来的に継続して国内外における高水準の研究業績を上げ、学術振興に

尽力する人材となることが期待できる。 

 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

英国・コベントリー、Protein Damage & 

Systems Biology, Clinical Sciences 

Research Institute, University of 

Warwick, University Hospital 、 Paul 

Thornalley 教授 

 

31 日

 

365 日

 

334 日 730 日
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

本事業は、終末糖化産物（AGEs）マーカー研究の権威である英国 Warwick 大学と二国間共同研

究を実施し、精神疾患の早期診断、予防法の開発、さらには精神疾患におけるカルボニルスト

レスの病態理解と治療法の確立を目標に二国間交流を開始した。本研究は、（１）精神疾患に

おける異種性の回避と客観的診断に役立つ確実なバイオマーカーの同定、（２）治療と予防法

創出のための培養細胞モデルでの検証、（３）基礎研究データと臨床研究データとの情報の統

合化を図ることをねらいとする。また、二国間の研究組織が有する能力を相乗的に発展させる

ことで精神疾患の原因解明を図る。本交流事業によって、分野横断的に国際ネットワーク体制

を強化し、AGEs マーカーの観点から精神疾患の個別化医療・予防医学に還元可能なトランスレ

ーショナルリサーチへと発展させることも本事業の目標である。英国研究機関は、英国科学研

究機関として海外からの多くの若手研究者を多数受け入れている実績がある。日英両国のネッ

トワーク体制を継続して強化し、互いの若手研究者が学術会議参加等を含め国際交流すること

は国際的な人材育成にとってきわめて有益である。東京都医学総合研究所は若手研究者が本事

業にて国際交流を行い、将来的に精神保健医療の進展に尽力できる人材育成に繋げる。 

（２）成果の概要 

精神疾患で初めてカルボニルストレスとの関連を発見した海外派遣者が、カルボニルストレス

研究の世界的権威である Paul J Thornalley 教授と実施した日英共同研究は例がなく、今後も

精神科領域を含めて、カルボニルストレス分野での臨床還元可能な実績を図ることが期待でき

る。2 年間の海外派遣者の渡英により、これまでの疾患研究で問題視されてきた異種性の回避

に向けた症例個々の病態把握のバイオマーカー確立に向けた研究協力体制を構築できたこと

は本事業の大きな成果である。医学研と Warwick 大学との国際交流を通じ、若手研究者の人的

交流の基盤構築にも貢献した。地域社会全体へのネットワーク構築を視野に入れた協力体制は、

将来、両国の精神科医療改革への貢献に繋がるものと期待できる。今後も継続した国際交流活

動を継続すると共に、日英の異分野横断的な研究融合の強み活かしたトランスレーショナルリ

サーチ推進に繋げる。また、両研究組織において、細胞培養モデル、臨床検体を利用して精神

疾患の個別化医療・予防医学に還元可能な知見の集積に努めた。カルボニルストレス、酸化ス

トレス、終末糖化産物分析の権威である Warwick 大学と共同研究が実施できたことは、精神疾

患の病態理解、疾患原因の解明と革新的医薬品開発に結び付くことが期待できる。Warwick 大

学での記念学術集会において国外研究者との意見交流、国際学術集会への活動報告等、本事業

での研究交流は医学研 統合失調症プロジェクトの研究進展にも貢献した。また、海外派遣者

はカルボニルストレス解毒酵素の活性測定技術に関する成果を、Glyoxalase Research and 

Emergence of Dicarbonyl Stress 記念学術集会（University of Warwick 主催）にて報告する

など、人的な交流資源を十分活用し、精神医学研究と身体疾患研究との異分野融合の強みを生

かした革新を生む学術貢献を推進した。 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究  

                        （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

0 0 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、 初と 後の頁、発表年（西暦）について記入して

ください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。） 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者に
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