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医歯薬学に関する学術研究動向調査研究及び科研

費分科細目の改正に係るフォローアップ 

金倉 譲（大阪大学大学院医学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

本年度は、国内で開催された日本血液学会、日本血液学会

国際シンポジウムや日本癌学会に出席し、血液学や腫瘍学の

現況ならびに今後の研究の動向について調査した。また、国

外では，台湾血液学会（台北）、韓国血液学会（ソウル）、ヨー

ロッパ血液学連合学術集会（イギリス ロンドン）ならびに米国

血液学会（サンディエゴ）に出席した。特に、3 つの学会につい

述べる。 

第 73 回日本血液学会学術集会への参加者は約 5200 名で

あり、参加者は毎年増加傾向を示している。また、韓国、中国、

台湾などのアジアからの参加者も増加傾向にありワークショッ

プが組まれた。日本血液学会は、米国血液学会や欧州血液

学会とそれぞれジョイントシンポジウムが組まれるなど国際的な

交流があり、海外から 20名を超える著名なスピーカーが来日し

た。特に進歩の著しい領域である「造血」、「骨髄系腫瘍のゲノ

ム解析とその応用」、「造血幹細胞移植の幹細胞ソース」、「白

血病やリンパ系腫瘍を対象とした新規診断と治療法」など 12

個のシンポジウムが組まれており活発な議論が行われた。血液

学の領域ではエピゲノムレベルでの分子病態の解析が進み、

新規分子標的療法の進展もみられていた。 

第 16 回ヨーロッパ血液学連合(EHA)学術集会は、参加者は

約 9000 人であった。その約 3/4 がヨーロッパからであり、残り

1/4 がアジア、北米、南米、アフリカからの参加者であった。白

血病幹細胞に関する最新の知見、臨床試験や臨床検体のゲ

ノムワイド解析の結果が多数報告されていた。 

第 53 回米国血液学会は 2 万人以上が参加するマンモス学

会である。血液学において世界で最もレベルが高い学会であ

り、米国ならびに世界の血液学の動向について調査するには

最適の学会である。白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ

腫などのゲノム解析と予後との関係など多くの興味深い成績が

紹介された。本邦からも、プレナリーセッションで京都大学の高

山直也氏が、皮膚細胞から作った iPS 細胞で血小板の元にな

る巨核球細胞を作製しそこから血小板を得ることに成功したこ

とを報告した。 

 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

薬学、基礎医学、境界医学、社会医学、内科系臨床医学、

外科系臨床医学、歯学、看護学の領域では、細目名やキーワ

ードの改正については学術システム研究センターの専門研究

員と協力し、各種学会や各専門分野の研究者の意見を聴取し、

科研費分科細目の改正に関わるフォローアップを行った。  

腫瘍学については生物系の総合生物分野に設定している。

腫瘍学の細目に関しては、従来の発がん、腫瘍生物学、腫瘍

免疫学、腫瘍診断学、臨床腫瘍学、がん疫学・予防の 6 細目

から腫瘍生物学、腫瘍診断学、腫瘍治療学の 3 細目に改正し、

キーワードも改正した。専門研究員と協力し、腫瘍関連学会の

研究者と積極的に情報交換を行い、科研費分科細目の改正

に係るフォローアップを行った。 

 

医歯薬分野に関する学術研究動向調査研究及び科

研費分科細目の改正に係るフォローアップ 

原 寿郎（九州大学大学院医学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

1．本年 5 月にアジア小児医学研究学会をアメリカ小児科学会

とアメリカのデンバーで共同開催した。その際にアメリカ、アジ

アの小児医学研究の優先分野と必要な分野に関するシンポジ

ウムにおいて研究成果を発表することを通じて医歯薬分野に

関する最新の動向を調査した。また日本小児科学会、ヨーロッ

パ小児科学会、アジア小児科学会、中国小児科学会にも参加

して医歯薬分野に関する最新の動向を調査した。韓国ではよ

り実際的な臨床医学研究を重視しており、日本ではより基礎的

な臨床医学研究が重視されている。日本の基礎的な臨床医学

研究は今後の発展性の点からも重要で継続すべき点と思われ

る。 

 またヨーロッパは EU として大規模な研究が増加している。日

本の場合は日本だけでなく東アジアとして韓国、台湾、中国を

含んだ研究圏の確立が必要である。 

2． 日本では小児科から内科の狭間にある思春期医学、ある

いはトランジッショナル医学（小児科から内科への移行医学）が

いまだ未熟で多くの問題が出ている。この分野の早急な確立

が必要である。 

 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

１．子ども学（子ども環境学）の時限付き分科細目から細目へ

の移行の検討 

子どもをとりまく環境の問題について、建築・工学といった物理

的環境（ハード）、教育や人的・社会文化的環境（ソフト）、そし

て子どもの身体や心理への影響を学際的・有機的にとらえる研

究の推進を目的として「子ども学（子ども環境学）」が時限付き

分科細目として採用された。 課題数は分化細目として成立可

能なレベルを 3 年間維持してきた。学際的な課題は 4 割前後

でまだ半分以上は既存の分科で対応できるものもあり、全体と

して未熟な状態であることは否めない。 

しかし、2011 年より胎児期から 13 歳までの大規模コホート研究

も開始され、かつ 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災に伴う放

射能の長期にわたる影響の問題もあり、未来を見据えたより良

い子どもの成育環境の包括的研究を促進し、次世代を担う子

どもが元気に育つことが日本の将来に極めて重要と思われる。 

以上の理由から、「子ども学（子ども環境学）」を、新たな細目

「子ども学（子ども環境学）」として追加する事を提案し承認され

た。 



 

2．大改正の年であったので大学、学会での聞き取り調査、毎

年の応募データの解析を行うことにより、科研費分科細目の改

正に伴う意見や情報を収集し、それをもとに医歯薬の分科細

目を十分検討し、細目、キーワードを追加、変更した。 

 

医歯薬学に関する学術研究動向調査研究及び科研

費分科細目の改正に係るフォローアップ 

永田 恭介（筑波大学医学医療系・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

生命科学研究は、ゲノム・ポストゲノム時代に入り、セントラル

ドグマという基本概念にもとづいた生命の理解は格段の進展を

見せている。本年度は、３つの比較的大きな研究集会の組織

委員長あるいはプログラム委員長を務め、ゲノム・ポストゲノム

時代の医歯薬学分野での研究動向を実体的に把握することが

できた。15 回目を迎えた国際ウイルス学会議（9 月 11-16 日、

札幌）は、 International Union of Microbiological Societies

（IUMS）が主催し、３年ごとに開催されるウイルス関連分野では

最大規模の学会である。ノーベル賞選考委員であったアーリン

グ・ノルビー博士の講演は、一つの生物種には少なく見積もっ

ても 1,000 ほどの感染するウイルスが存在すると考えられると述

べ、海洋の未同定生命体とそのウイルスの発見に向けたナイ

ーブな取組みがあることも述べた。これらは、ウイルスの存在意

義や生物の進化に対する非常に根源的な問いに答えようとす

るものであり、ゲノム・ポストゲノム時代の方法論が駆使されて

いるものであった。ノーベル賞受賞者でウイルス発がんの分子

メカニズムの解明に大きな貢献をしたハラルド・ツアハウゼン博

士は、がんの発症原因の 21％はウイルスもしくはバクテリア・寄

生虫感染によるものであるという視点からのゲノム・ポストゲノム

時代の疫学研究の展開について述べた。また、Non-coding 

RNA の機能についての研究は絶頂期を迎えつつある。この研

究領域では、ポストゲノム研究を加速させる次世代シークエン

サーによる deep sequencing のパワーが如何なく発揮された研

究がかなり多く見られた。このような傾向は、2011 年度日本分

子生物学会（横浜、組織委員長）、Asia RNA Studies 研究会議

（台北、オーガナイザー）でも同様であった。さらに、全般的に、

これらのゲノム・ポストゲノム時代の方法論による革新は、基礎

研究のみならず臨床応用研究へも広がりを見せてきている。 

 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

科研費分科細目の改正にあたり、研究員として担当してい

た部分に関しては、関連学会の見識者にインタビューを行い、

その意見を精査して、新たな科研費分科細目（案）を作成して

きた。フォローアップについても、国内の医歯薬学関連学会の

理事クラス、見識者、および現場研究者から聞き取り調査を行

い、意見集約に努めているが、改正を背景にした申請は平成

25 年度分申請からであり、大きな意見の動きは見られない。

「広領域」については、国内学会の運営委員などに協力いた

だき情報収集をはじめていたが、かなり多様な意見が出てきて

いる。それらを要すると、真に新たな分野の開拓と支援にとっ

ては重要な施策であるが、一方で審査の困難さが問題ではな

いかということが指摘されていた。 

 

２． その他 

日本学術振興会が我が国の研究推進に果たす役割は非常

に重要である。これまで、基本的には学術研究推進の支援を

中心命題として、会は機能してきた。しかし、大学院生の支援

を含む特別研究員制度などでは、単に学術研究の推進だけで

はなく、人材育成の視点が重要である。実際、「博士課程リー

ディングプログラム」などについても本会は関わっているわけで

あり、今後、本会の機能について再考されていく必要があるの

ではないかと考えている。 

 

微生物学･免疫学分野に関する学術動向の調査研

究 

小安 重夫（慶應義塾大学医学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

 感染現象や自己免疫現象の理解へ向けた研究において、

個体レベルでの研究手法へ益々移行している。イメージングの

手法を用いた個体内での細胞や感染体の動態をリアルタイム

で解析する研究やシステムズバイオロジー的な研究が、これま

でにも増して、広がりつつある。 

 特記すべき研究領域としては、自然リンパ球研究が挙げられ

る。B 細胞や T 細胞のように、獲得免疫に関わるリンパ球以外

に、自然免疫に関わる多種類のリンパ球が次々と明らかになり、

自然リンパ球の研究が盛んになった。この中には、我々が発見

したナチュラルヘルパー細胞（Natural Helper (NH) cell）も含ま

れる。この研究をさらに推進する事により、アレルギー性炎症

やさらに肥満などの慢性炎症のメカニズムの理解などが大きく

進むと期待している。 

 免疫学の出発点でもある、「２度なし」を支える免疫記憶のメ

カニズムの研究も注目を浴びている。免疫の長期記憶はワクチ

ンの基盤となる現象であり、その分子機構の解析が進んでいる。

また、従来は記憶に関わらないとされてきたナチュラルキラー

細胞（上記の自然リンパ球の一つ）が記憶に関わるという報告

が相次ぎ、この点は大きな注目を浴びており、今後の研究の進

展が注目されている。 

 感染症研究の分野に限らないが、デュアルユースの問題がク

ローズアップされている。クラス４病原ウイルスや強毒型のイン

フルエンザウイルスなどの研究の公開に関する議論は大きな

注目を浴びたが、それ以外にも遺伝子組換え生物研究や再生

医療研究におけるデュアルユースの問題に関する議論を今後

とも継続していく必要性を感じた。 

 多くの会合において、若手の研究者、特に大学院生やポスト



ドクの研究者からの情報収集に努めた。その結果、社会保険

などを巡るポストドク制度の問題点を認識し、改善の必要性を

痛感した。 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

 科研費の分科細目の改正に関連して、研究費の審査体制に

関し、米国の NIH や NSF、大学などへの聞き取りなどを通じた

調査研究を行った。NSF のパネルや NIH のスタディセクション

の運用に関して調査し、科研費の審査における実用性につい

て検討した。これまでに、研究スタートアップの種目においてス

タディセクション方式に類似した審査方式をとってきたが、もう

少し広げることも可能ではないかと思われる。さらにこの方式は

良い審査員を育てるという観点からも利点が多いと思われた。

一方で科研費の課題として、審査件数が多いことが挙げられ、

種目の見直しも必要ではないかと思われる。また、審査員の建

設的なコメントを申請者へ伝達することができない点が問題点

の一つである。 

 

２．その他 

 文部科学省科学技術・学術審議会の臨時委員として、学術

分科会、研究費部会、科学研究費補助金審査部会、ライフサ

イエンス委員会に出席し、研究費のあり方や審査のあり方に関

する議論に参加した。 

 日本学術振興会においては引き続き先端科学シンポジウム

（FoS）事業委員として先端科学シンポジウムの企画や遂行に

関する助言を行った。学術システム研究センターでは、引き続

き、国際事業のあり方タスクフォースと特別研究員ワーキングの

主査を務め、また本年度は学術定期刊行物改善タスクフォー

スの主査とピアレビューシステムに関するタスクフォースの副主

査を務め、これらの事業のあり方に関する議論を主導した。 

 

医歯薬学分野に関する学術動向の調査研究 

佐々木 茂貴（九州大学大学院薬学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

現在、低分子医薬の開発が困難となったことを受け、抗体な

どのバイオ医薬の開発が盛んとなり、売上の高額な医薬の半

数は抗体医薬となっている。核酸医薬はさらに次世代型医薬と

して注目されているものである。しかし、これまで市販された核

酸医薬は 2 品目しかなく、1 品目もすでに市場から撤退してお

り、開発は必ずしも順調に進んでいない。核酸医薬の作用機

構はアンチセンス医薬から siRNAに移行したが、siRNAの臨床

応用に向けて2005年以降活発になった大手製薬メーカーとベ

ンチャー企業との提携が、すでに次々と中止あるいは中断とな

っている。課題は siRNA を標的臓器に適切に送達するための

DDS 研究が順調に進展していないことであると指摘されている。

データベースによる検索でも siRNA の報告例が最近大幅に減

少し、これまで siRNA の開発を行っていた企業が miRNA に方

向転換している例もある。基礎研究にかかわる論文数では

siRNA は miRNA よりも多いが、miRNA の報告が増加しており

基礎研究の面でも miRNA に注目が移っている。臨床に関する

報告ではすでに昨年から miRNA の方向例が増えており、2011

年度は大幅に miRNA の報告が増加した。miRNA は血液中に

も循環していることが見いだされ、診断マーカーとしても注目さ

れており、臨床研究は今後も増加するものと考えられる。このよ

うな状況のなか、2012 年 3 月 29 日に Genzyme 社と ISIS 

Pharmaceuticals 社が家族性高コレステロール血症治療薬とし

て ApoB タンパク質合成阻害作用のアンチセンス医薬

（KYNAMURO mipomersen sodium）の販売申請を FDA に提出

した。KYNAMURO は LDL 受容体変異のためにコレステロー

ルのクリアランス能が低下している患者のApoBタンパク質合成

を阻害しクリアランスを向上させるアンチセンス阻害剤である。

LDL 受容体にホモ変異を持っている患者に限定されるが、

DDSを使わず化学構造変化だけで静脈注射により薬効を発揮

したことは画期的なことである。ISIS Pharmaceuticals 社は以前

も DDS を使わずに眼球局所投与アプタマー医薬を開発してお

り、今回も同様の方策をとっている。KYNAMURO の作用部位

が高度なデリバリー技術を必要としない肝臓である点など、抗

がん剤としての核酸医薬とは異なっており、核酸医薬の化学修

飾で問題を解決するという手法が siRNA や miRNA に生かされ

てくるか今後の展開が期待される。 

 

２．その他 

科研費審査において審査員は多大な労力をつかってコメント

を記入している。しかし、現システムではこの審査員のコメント

は申請者にフィードバックしておらず、労力の無駄となっている

のではないかと感じられた。コメントの開示は学術研究の進展

にはプラスに作用するはずなので、開示の方策の検討が望ま

れる。 

 

環境系薬学、生物系薬学および生物分子科学分野

に関する学術動向の調査研究 

斉藤 和季（千葉大学大学院薬学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

各種の学術会合に出席し、同時に文献調査、データベース

調査および他の研究者から聴取により当該及び関連分野の調

査研究を行った。 

その中で、特に注目されるのは昨年に引き続き次世代 DNA

シークエンサーやメタボロミクス解析の技術進展により、統合オ

ミクスを駆使したシステムゲノム機能科学が大きく進展している

点である。特に、薬用植物、農作物、工業原料植物などの有

用性を決めている植物の有する化学的多様性（ポリケチド、フ

ェニルプロパノイド、テルペノイド、アルカロイド、糖、アミノ酸、

脂質など）のゲノム基盤解明とその応用は、地球規模での喫緊

の諸問題解決のために極めて重要なテーマであると認識され

ている。その植物化学的多様性のゲノム基盤解明と応用（ファ

ンクショナルファイトケミカルゲノミクス）は、植物遺伝子資源の

有効利用にとって重要かつ急務である。 



多様な二次代謝産物を生産する薬用植物について次世代

シークエンシングとメタボロミクスを用いたゲノム機能科学のプ

ロジェクトが、米国 NIH の複数のプロジェクト、ゲノムカナダプロ

ジェクト、欧州 EU-FP7 プロジェクトで、この１～２年の間に一挙

に加速している。これらのプロジェクトからはトランスクリプトーム

やメタボロームデータが公開されはじめている。我が国におい

てもこの分野に力を入れる事が急務である。 

また、当該分野での人材育成は特に重要であり、厳しい財

政状況のなかでも研究人材育成への予算化は将来の我が国

の科学技術発展に必要不可欠である。欧米先進国は厳しい財

政状況の中でも国際的に優秀な人材を確保して科学技術を

強固にした国家基盤を作ろうとしている。また、中国をはじめと

するアジアの経済急成長中の諸国も科学技術振興には大きな

投資をしている。その中で我が国もより一層科学技術に対する

政策的な先行投資を行わなければならない。 

 

生化学分野に関する学術研究動向調査研究 

古川 鋼一（名古屋大学大学院医学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

・癌学会：国際シンポジウム「New development of tumor marker 

researches based on the progress in technology of 

carbohydrate analyses」をオーガナイズする中で、中国、タイ

などからの招待講演者と交流する機会があり、アジア諸国に

おける糖鎖科学のレベルアップが著しいことが実感できた。

また、特有の癌や寄生虫など、独自の糖鎖科学の進歩が見

られ、急速に日本のレベルに迫ってくることが推測される。学

術会議の「大型研究に関するマスタープラン」に列挙されて

いる課題の実現が真に求められている。 

・糖質学会：長岡市での開催ということで、東日本大震災の余

震の心配などが払拭できなかったが、参加者も多く盛会であ

った。とくに若手研究者、院生、学生の参加が目立ち、この

領域の将来性に関して希望が感じられた。 

・生化学会：９０以上のシンポジウムが開催され、疾患の分子メ

カニズム、宿主と病原体の相互作用、物質科学の基礎、シス

テムバイオロジー、ナノバイオ、メタボロミクス等々、ポストゲノ

ム科学の新しい潮流を探る研究が百花繚乱状態、という印象

であった。 

・国際糖質シンポジウム（ウイーン）：２年に１回開催される国際

学会で、総花的であるが、 ポストゲノムの糖鎖科学の動向

が特徴的に観察された。とくに、古典的な腫瘍と糖鎖発現解 

析などの進歩の遅さに比して、O-GlcNAc の発現解析など、

epigenetics 研究の展開に相まっての発現調節研究等の進

展が著明であった。 

・日蘭糖鎖科学 Joint Meeting をオーガナイズする中で、オラ

ンダにおける糖鎖科学の動向がよく理解できた。とくに、感染

症に関するゲノム、オミクス的プロジェクトの展開にダイ ナミ

ズムが感じられた。 

 

２． その他 

科学技術政策研究所の調査資料によると、各国に比して日

本からの論文数の伸び率は極端に低い。（30-40% vs 14%）。論

文の質も下がる一方で、論文あたりの費用は極端に高い、とい

う最悪の事態にある。科学研究費がそこそこに出ている割には、

効果が出ていない要因が大きな問題である。科学研究費のシ

ステムをきっちり守っていくことは大切であるが、もっと大型の

予算が適正かつ厳格に、また透明性を保って運用されることが

肝要である。さらに、学振の専門調査班のような公平かつ透明

な組織が、大型予算のあり方をチェックしていくようなシステム

を作るべきではないか。 

 

解剖学、人体病理学、実験病理学分野に関する学術

動向の調査研究 

北本 哲之（東北大学大学院医学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

神経病理学会が私の出席する中心的な学会である。本学会

は、神経病理学教室のメンバーだけな神経内科学教室、脳外

科教室、精神・神経学教室とその出身が多彩なことで知られる

学会であるが、学会の規模としては参加人数 300 名程度の中

規模なものである。年に 1 度の学会と地方会があり、病理切片

を見ながら議論するという特徴のある学会でもある。学会での

中心的な話題は、神経変性疾患であることが多く臨床病理だ

けでなく、実験病理の発表も多い。また、最近は、ブレインバン

クというセッションが設けられ神経病理解剖で取得したブレイン

バンクを用いた発表も徐々に増えてきている。 

神経病理学会に加えて、もう少し私の専門分野であるプリオ

ン病に関しては、年 1 回のプリオン研究会が、また世界的には

Neuroprion が開かれている。プリオン研究会が、120 名程度の

参加者で、20 名程度が外国からの参加者である。今回は、韓

国からとオーストラリアからの一般演題が多くみられたほか、米

国・英国からの招待者も参加した。一方、Neuroprionはヨーロッ

パを中心に世界中から 400 名～500 名の参加者を集めている。

さらに、最近は神経疾患のなかで、タンパク質のミスフォールデ

ィング病がプリオン病のように感染するというのが話題になって

きており、プリオン病とアミロイドーシス、プリオン病と神経変性

疾患の共通性が積極的に議論され、神経学会の中心的テー

マとなりつつある。 

 

基礎医学分科・薬理学に関する学術動向の調査研

究 

野田 政樹（東京医科歯科大学難治疾患研究所・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

2011 年の学術調査においては、薬理学、生化学ならびにカ

ルシウム代謝領域における研究の進捗状況についての調査が

行われた。この領域では、特に、多臓器疾患に関わるシグナル

の研究の進展が顕著に見られている。特に内分泌系、神経系



そして運動器系を結ぶ分子の働きと、そのホメオスターシスの

破綻に基づく疾患との関わりが進展している。さらに、ハイスル

ープット能力の高い次世代のシーケンサーの急激な発達によ

り、国際コンソーシアムを構成するなど、ゲノムの解析が進展し

ている。悪性腫瘍の領域では、個々の臓器ならびに個々人に

おける悪性腫瘍の個性の検討、さらには転移に関わる生命化

学的な解析が、網羅的なアプローチに基づき展開されるととも

に、サイトカインやがんの EMT や周辺正常組織との生物学的

クロストークの観点から新たな展開がなされている。多臓器間

の解析の中では、個体の理解が進み、神経と運動器ならびに

免疫とエネルギー代謝等の統合化が進展している。即レプチ

ン等を主体とするエネルギー代謝が交感神経系によって制御

されることなどから、多臓器疾患としての研究が更なる進展を

するものと期待される。多因子疾患の観点では、さらにミネラル

の代謝の中で、カルシウムに加えリン代謝における古典的なホ

ルモンのみならず神経系および骨細胞や腎臓の機能制御に

関わる分子の発見等この領域についてもゲノムおよび分子生

命科学の進展により、これまでにない新たな観点からの検討が

推進されている。分子生命科学的な現象の可視化における技

術的な開発が進み、単一の細胞内小器官の動態やこれとリン

クする生化学的な検討に進展が見られている。今後、生命情

報の多様化、網羅的解析による空間軸と時間軸の細密化、多

因子間のネットワークとしての機能解析のもとに制御の個体と

単一分子までの統合的解明を情報科学やオミックスとして如何

に有効に進め疾患の理解および診断治療につなげるかが課

題となっている。 

 

腫瘍学、病理学および細胞生物学分野に関する学

術動向の調査研究 

松田 道行（京都大学大学院生命科学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

10th FASEB Summer Research Conference on Regulation 

and Function of Small GTPases にて、低分子量 GTP 結合タン

パク質の研究動向について調査を行った。このミーティングは

100 人程度のエキスパートが合宿形式で発表を行うものであり、

発表後の討論で未発表情報を収集するのに特に向いている。

低分子量 GTP 結合タンパク質は、癌遺伝子 Ras、小胞輸送を

司る Rab、核内輸送を司る Ran など、様々な局面で重要な働き

をする分子群を包含することから、本会議では細胞生物学分

野の幅広い領域の動向を知ることができると同時に、最先端の

細胞生物学の研究手法の動向をも調査することができた。

2000 年から 10 年ほどは、分子ネットワークの同定が主な研究

の流れであったが、最近は shRNA ライブラリーを使った機能遺

伝子スクリーニングが全盛という印象である。特に、疾病と密接

なかかわりのある遺伝子を単離する translational research が世

界の趨勢となりつつあることを実感できた。 

ま た 、 13th International Union of Biochemistry and 

Molecular Biology (IUBMB) Conferenceは、メキシコ生化学会、

国際生化学分子生物学連合など四団体が共催で行った国際

会議で、参加者は 5000 人程度の大規模な国際学会である。

本学会では、ポスター発表の 7 割はアメリカ大陸からの発表で

あったが、欧米の一流の研究者が顔を揃え、最先端の研究動

向を調査できた。全体の流れとしては、2 次元培養細胞株から

3 次元培養、あるいは幹細胞など多様性を持つ細胞への研究

の流れが感じられた。今後が期待されるシステム生物学は、酵

母などに留まるものが多い。イメージングの分野では超解像度

顕微鏡が脚光を集めているが、まだ広がるには至っていない。

この学会でも、やはり、創薬標的分子のスクリーニングや

shRNA ライブラリを使った標的分子の探索、あるいは、既知の

薬剤の新しい標的分子探索といった、ヒトの疾患治療を目指し

た研究が多くなっている。細胞生物学や分子生物学が、基礎

生物学から応用生物学や創薬研究へと大きく変貌しつつある

ように思われる。 

 

循環器内科学分野に関する学術研究動向調査研究 

小室 一成（大阪大学大学院医学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

循環器内科学分野を中心に、最近の研究動向と現在の研

究状況等について調査研究を行った。 

具体的には、国内外の研究機関を訪問し、研究者からの意

見聴取などを行い、循環器内科学分野に関する最新の学術

動向の情報を得た。循環器内科学分野においては、新しい診

断・治療デバイスが数多く登場しており、臨床の進歩が著しい。

疾患では、心不全患者の増加が顕著であり、その研究の必要

性が叫ばれている。一方研究においては、再生医療に関する

注目度が高いが、基礎的研究の重要性が感じられた。  

また種々の学会、研究会等に出席し、最新の情報を入手し、

理解を深めた。東日本大震災のため、特に夏までは中止や延

期をした学会が多かったが、秋以降は予定通り開催され、盛況

であった。原発の影響もあり、海外からの学会出席者が減少し

ていた。一方海外の学会への日本人の参加は有意に減少して

いる。留学する人も減少しており、海外における日本人研究者

のプレゼンスが低下しており、大きな問題である。 

さらにインターネット等を駆使し、多くの論文を読解すること

によって、最新の研究の動向やわが国の循環器分野を中心と

した研究者の研究領域、業績を理解した。循環器内科学分野

の論文数であるが、国際誌への投稿数が減少している。採択

率は諸外国と比較しても上位にあるが、絶対的な数が減少して

おり、国際的にも問題視されている。大学病院における臨床の

占める割合が高くなり、研究に避ける時間が減少している。 

 

内分泌学・代謝学・栄養学分野に関する学術動向の

調査研究 

山田 祐一郎（秋田大学医学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 



内分泌・代謝学・栄養学分野における新たな研究領域の発

展性を探るため、当該分野の学会である第 54 回日本糖尿病

学会年次学術集会、第 15 回日本病態栄養学会年次学術集

会、第71回米国糖尿病学会年次学術集会、第47回欧州糖尿

病学会年次学術集会など国内外の学会に出席し、調査研究

を行った。内分泌・代謝学・栄養学分野において、外界の刺激

を受けて生体内の代謝を調節する消化管ホルモン（インクレチ

ン）に関連する糖尿病の治療薬としてDPP IV阻害薬やGLP-1

受容体作動薬が国内外で次々と上市され当該領域の学会で

は大きな話題となっている。例えば、日本糖尿病学会年次学

術集会において、インクレチンに関する演題は最近まで 10 演

題程度に過ぎなかったが、本年度は 100 を超す発表があった。

インクレチンの基礎研究も精力的に行われ、インクレチンに当

初期待されたインスリン分泌促進作用のみならず心血管系へ

の作用など、活発な議論が行われた。また、αグルコシダーゼ

阻害薬やビグアナイド薬など既存の薬剤とインクレチンとの関

連、さらにはインクレチン効果を期待する新たな薬剤として

GLP-1 の分泌を促進する薬剤の基礎・臨床研究なども活発に

行われ、本研究分野が今後さらに進展することが予想された。 

 

医歯薬学分野に関する学術動向の調査研究（放射

線科学） 

柏倉 幾郎（弘前大学大学院保健学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

1) 本学術集会 International Congress of Radiation Research

は、Radiation Research Society (USA)が主催し 4 年に一度世

界各国で開催されている。14 回目となる今回は、ラジウムの

発見者 Marie Curie 生誕の地であるポーランドのワルシャワで

開催された。これまで同様今回も放射線科学の基礎から最前

線の臨床研究まで幅広い発表がなされた。その中で幹細胞

への放射線影響研究に関する発表が目立ち、近年の傾向と

考えられる。また東日本大震災に伴う東京電力・福島第一原

子力発電所事故直後と言う事もあり、関連報告がなされた

（14th International Congress of Radiation Research、 Warsaw、 

Poland、 August 28 - September 1、 2011)。 

2) 日本放射線影響学会では、最近活発に研究がなされてい

る放射線による細胞死、DNA 修復機構、生体への低線量放

射線影響に加え、次世代バイオドジメトリー、幹細胞への放射

線影響研究及び福島第一原子力発電所事故に関する最新

知見が報告された（日本放射線影響学会第 54 回大会、平成

23 年 11 月 17 日～19 日、神戸市）。  

3) 福島第一原子力発電所事故に関する報告、特に環境放射

能評価に関する報告は急激に増加した。一方人体の被ばく

や汚染に関する報告は十分とは言えず、今後得られたデータ

の解析を進め、将来の疾病リスクのより正確な評価が必要で

ある。弘前大学の研究グループは、事故直後の環境データと

一部避難所住民から得られた甲状腺被ばくデータをもとに避

難住民の被ばく量を推定し、現在その詳細な解析を進めてい

る。その一部は朝日新聞（平成 24 年 3 月 9 日朝刊）や ETV

特集（平成 24 年 3 月 11 日放映）で紹介された。 

4) 様々な細胞死のメカニズム研究から、その作用を抑制する

作用を示す化合物による放射線防護剤に関する報告が増加

した。福島第一原子力発電所事故の影響が少なからず研究

分野に波及した結果と言える。 

 

２． その他 

所属機関である弘前大学は、平成 23 年 3 月 11 日に発生し

た東日本大震災に伴う東京電力・福島第一原子力発電所事

故に伴う避難所住民や一次立ち入りへのサーベイ等での人的

貢献を事故直後から活発に行った。こうした一連の活動で得ら

れた環境放射線量等その内容の一部を纏め国際学術誌で報

告した1), 2) 。 

1) M. Hosoda, S. Tokonami, A. Sorimachi, S. Monzen, M. 

Osanai, M. Yamada, I. Kashiwakura and S. Akiba. The time 

variation of dose rate artificially increased by the Fukushima 

nuclear crisis, Scientific Reports, 87 (2011). 

2) S. Monzen, M. Hosoda, M. Osanai, H. Yoshino, S. 

Tokonami, Y. Hosokawa, M.A. Yoshida, M. Yamada, Y. Asari, 

K. Satoh and I. Kashiwakura. Individual Radiation Exposure 

Dose Due to Support Activities at Safe Shelters in Fukushima 

Prefecture, PLos ONE, 6 (11): e27761 (2011). 

 

呼吸器内科学分野に関する学術動向の調査研究 

長瀬 隆英（東京大学大学院医学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

肺癌、慢性閉塞性肺疾患、ARDS、特発性間質性肺炎、難

治性気管支喘息、新興呼吸器感染症(新型インフルエンザ等)

などは、その難治性・致死性や高い発症頻度から、社会的にも

極めて重大な疾患群である。これらの肺疾患の病態機序・治

療標的は未だに不明であり、新治療法の開発が急務とされて

いる。世界的にも、ＷＨＯによる予測では、２０２０年の死亡要

因の第３位が慢性閉塞性肺疾患、第４位が下部呼吸器感染症

（肺炎など）、第５位が肺癌、さらに第７位が結核と予想されるな

ど、呼吸器領域疾患による死亡者数の急増が予見されている。

また今後の世界的流行・発生が懸念される鳥インフルエンザ

や新型インフルエンザなど、重大な新興感染症のほとんどは

呼吸器をターゲット・オーガンとし、呼吸不全により宿主である

ヒトを死に至らしめる。一方、再興感染症としての肺結核も、多

剤耐性菌感染や高齢者結核などを中心に、その重要性が再

認識されつつある。このように呼吸器領域疾患の社会的重要

性は国内・国外で十分に認識されつつあるが、呼吸器疾患を

対象とする研究システムに関しては、その評価体制をふくめて、

必ずしも十分とはいえないのが実状である。以上の状況をふま

えて、本研究では、呼吸器内科学分野に関する学術動向の調

査・分析を行った。 

2011 年度における呼吸器内科学分野に関する研究成果と



して特筆されるのは、肺癌に関する研究発表である。2012 年 2

月、医学誌 Nature Medicine において本邦の研究グループよ

り、ALK、RET、ROS1 遺伝子などの融合が非小細胞性肺癌患

者に認められることが発表された (Takeuchi et al. Nat Med 18: 

378-381; 2012)。本論文は、非小細胞性肺癌に対する新たな

分子標的治療の開発につながる画期的な成果であり、国内外

に大きな反響を呼んだ。今後、速やかな創薬と臨床現場への

応用実現が期待される。  

 

２．その他 

本調査研究を施行することにより、呼吸器内科学分野に関

する最新の学術動向の情報を集積することが可能となった。一

方、呼吸器内科学分野においては、未だに基礎・臨床研究と

も課題が山積していることが伺われた。今後の研究進展が強く

期待される。 

 

皮膚科学分野に関する学術動向の調査研究 

天谷 雅行（慶應義塾大学医学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

皮膚科学の分野を中心に, 国内、国外の関連学会に参加

し、学術動向の調査を行った。 

本年度は、５年に１回開催される世界皮膚科学会（World 

Congress of Dermatology）が、韓国ソウルで 2011 年 5 月 24 日

から 29 日で開催された。参加国数 120 カ国、参加人数 15,000

人と、皮膚科領域では最大規模の学会である。5 年間での領

域において革新的な進歩を遂げたトピックを中心に招待講演、

シンポジウム、ワークショップが組まれていた。皮膚科領域は，

腫瘍、炎症、免疫等カバーする分野が多岐にわたるが、開催

国が韓国ということもあり、Asian Beauty をキーワードに美容関

連の話題が目立っていた。その中で、Meeting of Minds: 

Dermatology Vision 2020: Trends and Directions と題されたシ

ンポジウムでは、米国、ヨーロッパ、アジアのそれぞれの代表者

が 10 年後、20 年後の皮膚科学の動向に関して議論する機会

があった。代表者の共通見解として、各国において入院治療

を必要とするような重症疾患を診療対象としない傾向にあるこ

とに大きな懸念が示された。学術の動向として，幹細胞を用い

た再生医療の可能性が議論された。 

ヨーロッパ研究皮膚科学会が、2011 年 9 月 7 日から 10 日の

予定で、スペイン、バルセロナで開催された。本学会では、ヨ

ーロッパ全土の皮膚科研究者が一同に会し、最新の知見につ

いて発表し、討議する重要な機会であった。アレルギーの発症

機序として皮膚バリア機能不全による経皮感作の亢進が注目

されているが、表皮ランゲルハンス細胞がタイトジャンクション

の外側に樹状突起を伸ばして外来抗原を捕捉し、細菌毒素に

対する免疫反応を惹起していることが示された。日本において

も社会問題となっているアトピー性皮膚炎の発症機序を考える

上でも重要な進展として話題を提供していた。 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

Autoinflammation による疾患概念が提唱され、免疫学の分

野において炎症学が格段の進歩を見せている。また、幹細胞

分野の発展により、皮膚再生学も注目される新しい領域である。

上記の参加した学会においても，その徴候が感じられた。 

 

泌尿器科学、化学療法学、遺伝子治療学に関する学

術研究動向調査 

公文 裕巳（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

「東アジアでの遺伝子治療推進産学連携体制構築の可能

性」 

現在、遺伝子治療薬は中国２剤、フィリピン 1 剤、ロシア１剤

の計４剤が認可されているものの、いまだ医療医薬先進国であ

る ICH（日米 EU 医薬品規制調和国際会議）関係国での認可

例はなく、世界的に受け入れられているとは言い難い。しかし、

昨年 (2011年１月) Amgen社が、腫瘍溶解ヘルペスウイルスに

免疫活性化サイトカイン GM-CSF の組み込んだ製剤（臨床第

Ⅲ相）を開発中の BioVex 社を総額 10 億ドルで買収したことな

ど、数年内に ICH 関係国で承認例が出てくる可能性が高くな

ってきた。遺伝子治療は細胞医療や再生医療と同様に新医療

としてアカデミアが先導して開発することが世界共通の状況で

あり、国策としての TR の枠組み（リサーチ IND など）が整備さ

れている米国が明らかに先行している。日本の遺伝子治療の

研究開発は欧米に比して進展しているとは言い難いが、2009

年以降オリジナルのシーズによる臨床研究が増加している。ま

た、2007 年の「革新的医薬品・医薬品創出のための 5 カ年戦

略」は、薬事行政の仕組み、新医療創出の担い手となるアカデ

ミアの意識改革、産官学の連携と支援の在り方等に大きな変

革をもたらしてきた。成果のひとつである「橋渡し研究支援推進

プログラム」も実質的に機能し、平成２４年度よりは加速化が計

画されている。今回、東アジアでの遺伝子治療推進産学連携

体制構築の可能性について調査研究を実施した。中国及び

韓国では遺伝子治療に対するアカデミアの熱意、論文数の伸

びは GDP による国力との比較では日本以上であった。また、

中国、韓国ともに IND 制度の中では商業治験の道しかないも

のの、韓国の審査当局の体制は極めて柔軟で積極的であった。

東アジア連携と整備されつつある日本の TR システムを基盤と

した日中韓の共同臨床開発の可能性について、第１回東アジ

ア遺伝子治療産学連携懇話会（２月２５日、中国蘇州）を開催、

実現の可能性を検証した。 

 

眼科分野に関する学術動向調査研究 

寺崎 浩子（名古屋大学大学院医学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

本邦の医学領域では、研究環境の悪化から論文数の低下

が懸念されている。特に女性医師においては、研究へのハー



ドルは高いと考えられる。本年では、昨年に引き続き

Investigative Ophthalmology Visual Science (IOVS), American 

Journal of Ophthalmology (AJO), British Journal of 

Ophthalmology, Experimental Eye Research, Archives of 

Ophthalmology, Ophthalmology の計 5 誌を調査対象にし、各

雑誌の本邦からの論文数を調査し、女性割合を調べた。2010

年度では約１８％が女性眼科医の著者であったが、2011 年度

においても同程度に維持されていた。2010 年度の女性の筆頭

著者に依頼し、得たアンケートの回答を解析し、2011 年 第６５

回日本眼科臨床眼科学会特別講演で報告した。おもな報告

事項、これら雑誌の著者である女性眼科医の日常は以下のご

とくである。 

① 現在の年齢は平均 36.6±6.5 歳、卒後年数 12.6±6.2

年、研究期間は 6.3±4.9 年 

② 最近の臨床活動時間１日平均 8.1±2.9 時間 （論文執

筆時 8.3±3.3 時間） 

③ 最近の研究時間 1.5±1.8 時間 （論文執筆時 3.7±2.0

時間） 

④ 睡眠時間 6.2±0.7 時間／日 （論文執筆時 6.0±0.8

時間）      

⑤ 家事時間／日：3.2±2.0 時間 

⑥ 専門医 あり 86％   なし 14％ 

 

臓器移植分野に関する学術研究動向調査研究 

上本 伸二（京都大学大学院医学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

１）生体肝移植におけるドナーの安全性に関する調査研究：

１９９０年６月から２０１２年３月までの間に京都大学病院で行わ

れた生体ドナー手術１５５８例の合併症を、I 期（１９９０年６月〜

２００７年１０月：１２６２例）、II 期（２００７年１１月〜２００９年７月：

１１４例）、III 期（２００９年８月〜２０１２年３月：１８２例）に分けて

検討した。I 期は後ろ向き調査研究、II 期と III 期は前向きの調

査研究であるが、III 期においてはドナー手術の変更（肝門板

切離方法の変更）が行われた。手術合併症は、I期 28.8%、II期

34.2%、III 期 29.6%であったが、合併症に対して外科的処置を

要する Clavien 分類の IIIa 以上の合併症は I 期 8.3%（左葉系

2.6%、右葉系 17.0%）、II期13.2%（左葉系 11.1%、右葉系 15.0%）、

III 期 6.6%（左葉系 5.0%、右葉系 9.7%）であり、III 期で減少して

いた。I 期と比較して II 期で合併症の頻度が増加しているのは、

II 期から前向き調査を行い、合併症の拾い上げが確実に行わ

れたためである可能性が指摘される。ドナー手術の習熟ととも

に合併症発症頻度は減少傾向にあるが、引き続いての細心の

注意が必要である。 

２）脳死肝移植における分割肝移植推進に関する調査：平

成２３年度は全国で４６件の脳死肝移植が行われ、その内、分

割肝移植は４例に行われた。わが国における脳死肝移植の普

及は引き続き低迷しており、分割脳死移植を推進する環境に

はまだない。 

３）次世代移植医療の展望：われわれの研究室では、動物

の肝臓を利用したヒト化キメラ肝臓作成を目標にして、ラットの

キメラ肝臓作成に関する研究を継続した。平成２３年度はラット

モデルを用いて、ドナー肝の血管内皮障害＋造血幹細胞移

植の方法で、血管内皮細胞置換を試みたが、血管内皮の置換

率はきわめて少なかった。一方、ラットの同種移植／拒絶反応

モデルにおいては、上記の方法で拒絶反応抑制効果が示さ

れた。 

 

脳神経外科学分野に関する学術動向の調査研究 

冨永 悌二（東北大学大学院医学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

平成 23 年度の脳神経外科学分野における学術動向として

は、平成 22 年度と大きな変動はない。脳血管障害に関しては、

従来の脳虚血病態に関する基礎的・臨床的研究は発表数が

減少しており、変わって血管内治療関連の臨床的・基礎的研

究の発表が増加して活況を呈している。また学会参加者も日

本脳神経血管内治療学会の参加者は年毎に増加している。

新たな治療デバイスの使用経験などの臨床報告血管内の血

流をコンピューターにてシミュレーションした基礎的研究などが

注目された。くも膜下出血に特有な病態、脳血管攣縮をテー

マとするスパズムシンポジウムでは 、新たな治療薬

（clazosentan）の日韓合同治験の結果が報告され今後の詳細

なサブ解析が期待された。脳腫瘍の分野では、悪性脳腫瘍治

療におけるブレークスルーは見られず、ワクチン療法、

convection-enhanced delivery法を用いた局所的化学療法、分

子標的薬の効果等々、従来の報告の進捗あるいは深化につ

いての報告が多く見られた。 

平 成 23 年 度 の 日 本 脳 神 経 外 科 学 会 機 関 紙

「Neurologica-Medico Chirurgica」に、最近の我が国の脳神経

外科医の学術的貢献を包括的に検証した論文が掲載された

（Sasaki T et al., Neurol Med Chir (Tokyo) 51:405-414, 2011）。

1970 年代から 2009 年に至るまでの脳神経外科に関する英語

論文数を検討したもので、我が国からの英語論文数はこれま

で常に米国に次ぐ世界第二位であり、我が国の脳神経外科医

の学術的貢献度は大きい。ただし、漸増していた論文数が

1998 年を頂点に漸減傾向に転じている。これは 2011 年 12 月

に文部科学省科学技術政策研究所 科学技術基盤調査研究

室より報告された「科学研究のベンチマーキング２０１１ -論文

分析でみる世界の研究活動の変化と日本の状況-」（阪彩香、

桑原輝隆著）で報告された全分野における我が国の論文数が

1998 年から 2000 年頃より漸減に転じている事実と軌を一にし

ており、脳神経外科領域のみならず我が国全体の学術動向に

関する要因と関連しているのかもしれない。 

 

歯学（基礎歯科学分野）に関する学術動向の調査研

究 

山口 朗（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 

 歯学基礎歯科学分野および病態科学系歯学では、全体的

な研究レベルは昨年と同様に必ずしも高いとはいえなかった

が、若手で優れた研究を推進している分野があることが明らか

となった。特に、生化学、生理学、病理学、口腔外科学などの

分野で将来的に希望のもてる若手研究者が育っていた。口腔

外科学の一部ではトランスレーショナルリサーチが進展してい

たが、全体的にはトランスレーショナルリサーチの推進が遅れ

ていると感じた。 

 国内の各大学歯学部、歯科大学における科学研究費の獲得

状況を「科学研究費補助金データベース」で調査した。その結

果は、科学研究費補助金の獲得は国立大学の方が私立大学

より高い傾向があったが、一部の私立大学でも特定の研究分

野で多くの科学研究費を獲得している大学があった。また、科

学研究費の獲得と文献的に調査した研究業績は昨年と同様

に概ねパラレルになる傾向が窺えた。 

 今回の調査で示唆された重要な点は、中国、韓国などのアジ

ア諸国の台頭が顕著になったことである。現在、中国、韓国な

どの多くの歯学部出身者が欧米で留学生またはポスドクとして

研究を行っている。そして、優れた研究業績をあげた者が帰国

し、母国で研究を始めている。今後、さらに多くの者が帰国して

母国でポジションを獲得し、先端的な研究を推進することが予

想される。一方、我が国では留学する者の数が減少傾向にあり、

その一因として帰国後のポジションの確保ができない点があげ

られる。また、現在、欧米で極めて優れた研究成果をあげ、帰

国して研究の継続を望んでいる者もいるが、留学中の教育歴

がないなどの理由により、我が国での研究の場を獲得しにくい

場合も多いようである。そのため、これから台頭すると思われる

中国、韓国などで実践しているように、海外で活躍している卓

越した歯学研究者を我が国に戻す方策を検討することが必要

と考えられた。 

 

医歯薬学分野（歯学）に関する学術動向の調査研究 

村上 伸也（大阪大学大学院歯学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

歯学、特に歯周治療学分野における興味深い学会のテー

マとして、「ゲノム医科学が歯周病の診断と治療に及ぼす影

響」、「細胞移植による歯周組織再生医療」、「日本人における

エビデンスを対象とした歯周医学研究の現状と展望」、「バイオ

フィルムと歯科疾患」などが注目された。現在、種々の全身疾

患と歯周病との関連性を解明しようとする国内の良質な臨床研

究が遂行されており、今後の益々の研究推進が期待される。ま

た、歯科インプラントに関する研究報告も増加の傾向にある。

現在、同治療に対しては国民の期待と不安が混在した状況に

あり、安全・安心のインプラント治療が歯科の分野で実施される

よう、良質な基礎および臨床研究が今後も遂行されるよう期待

したい。また、第 135 回日本歯科保存学会秋季学術大会(大

阪)において宮嶌和男先生（日本学術振興会 参与）が、「日本

学術振興会の今 −もっと科研費を知ろう−」と題した特別講演

をおこなった。歯学分野でこのような機会が設けられたのは初

めてのケースであり、大変有意義な情報交換・意見交換の場

になったものと思われる。また、平成 23 年 6 月に、歯周組織治

療用細胞シートに関する再生医療審査 WG（座長：西田幸二 

大阪大学大学院医学系研究科教授）報告書が取りまとめられ

ており、その報告書を基に「歯周組織治療用細胞シートに関す

る次世代医療機器評価指標」が厚生労働省より公表されてい

る（平成 23 年 12 月 7 日）。今後の歯周組織再生誘導のための

細胞移植治療の臨床研究推進にあたり、有意義な情報が取り

まとめられたものと思われる。アジア・オセアニア地区の歯学研

究者との意見交換により、①歯学分野の臨床研究の遂行にあ

たり、必要に応じてアジア・オセアニア地区の国々と国際連携

することで、より良質な研究成果を得ることが期待されること、

②最近の傾向として、臨床研究や橋渡し研究の重要性が理解

され、そのような研究が積極的行われるのは良いことであるが、

歯学分野における基礎研究の重要性が相対的に軽視されるこ

とにならないように注意する必要があること等、が指摘された。 

 

医工学、消化器外科学、コンピュータ外科学分野に

関する学術研究動向調査研究 

橋爪 誠（九州大学大学院医学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

日本外科学会、日本消化器外科学会、日本内視鏡外科学

会、日本コンピュータ外科学会、日本生体医工学会、日本医

療機器学会、CARS（国際コンピュータ支援放射線科学・外科

学会議）など多くの学会において、医工連携や産学連携の成

果としての共同研究発表が多くなってきた。国内においても

2009 年に手術支援ロボット、ダビンチが薬事承認を得たことに

より、急速にロボット外科手術に関するテーマが増えただけで

なく、肝臓外科や移植外科における手術シミュレーションや、

拡張現実、ナビゲーションサージャリーなどのテーマや演題数

が増えた。 

医工学分野における学会発表だけでなく、発表論文も

Endoscopic Surgery や、Journal of American College of Surgery

などの国際学会誌での内視鏡外科手術のためのデバイスの開

発や、トレーニング方法や、手術シミュレータの開発、そのトレ

ーニング効果に関する論文発表等が増えた。 

また、学術研究動向として、3 次元内視鏡や、ハイビジョン内

視鏡の開発、重畳画像に関する研究、information technology 

と robotic surgery とを融合した領域の研究、さらに DDS(drug 

delivery system)との融合研究など研究の幅が広がってきた。 

さらに、学会の特別シンポジウムなどに、文部科学省、厚生

労働省、経済産業省、PMDA などの担当官を招聘し、産学官

で現状の情報共有や、課題についての討論がなされるように

なってきた。これは大変有難いことであり、課題解決に向けて



の対応策が浮き彫りとなり、その解決に向けての具体的な活動

が推進される要因となっている。 

 

社会医学分野に関する学術研究動向調査研究 

水嶋 春朔（横浜市立大学大学院医学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

医歯薬学分野とくに社会医学領域（衛生学、公衆衛生学・

健康科学、法医学）における学術動向の調査研究を実施した。

日本学術振興会の研究助成に対する申請内容の動向を、キ

ーワード別応募状況（医歯薬学）の経年推移データを詳細に

把握し、特に社会医学領域の7101衛生学、7102公衆衛生学・

健康科学における重複、モレ、ムラなどがないのかの観点から

検討した。 

科学研究費補助金の研究成果について科学研究費補助金

データベース（http://seika.nii.ac.jp）を使用し、研究分野「衛

生学」「公衆衛生学・健康科学」における 2000 年以降 2010 年

までの基盤研究 S、A、B、C、奨励研究（A）、萌芽的研究（A）、

若手研究（A）、同（B）、同（スタートアップ）、挑戦的萌芽研究、

特別研究員奨励賞を対象に、キーワード「疫学」「予防医学」

「臨床疫学」の出現頻度を集計して検討した。 

キーワード「疫学」は、研究分野「衛生学」で計108件、「公衆

衛生学・健康科学」で計194件認められた。キーワード「予防医

学」は、研究分野「衛生学」で計 22 件、「公衆衛生学・健康科

学」で計 17 件認められた。キーワード「臨床疫学」は、研究分

野「衛生学」で計 2 件、「公衆衛生学・健康科学」で計 2 件認め

られた。 

研究分野「衛生学」「公衆衛生学・健康科学」においてキー

ワード「疫学」の出現数はともに高く、「予防医学」もほぼ同数認

められた。 

 

臨床看護学分野に関する学術動向の調査研究 

高見沢 恵美子（大阪府立大学看護学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術会合等への出席状況＞ 

①シミュレーションセンター視察 

・平成 23 年 9 月 19 日カリフォルニア州立大学サクラメント校・

看護学部シミュレーションセンター、9月21日マイアミ大学看護

学部・研究科シミュレーションセンター、医学部ゴードンセンタ

ーでシミュレーション教育がどの様に行われているか見学し

た。 

・ゴードンセンターでは医学部生の教育だけでなく、救急隊員

の BLS 教育及び災害時レスキュー隊員の教育も行われてい

た。 

②NLN 教育サミット 2011 

・平成 23 年 9 月 22 日～平成 23 年 9 月 23 日アメリカ・オーラ

ンドにて開催された National League for Nursing(全米看護連

盟)による看護教育に関する学術集会に出席した。 

・ Plenary Session : The Role of Nursing in Realizing a 

Transformed Health Care System : Emerging Models 

Concurrent Session #1 Measurement of Effective Teaching in 

Simulation : Development of the SPECTS #2 The Effectiveness 

of Interventions Addressing the Nurse Faculty Shortage #3 

Transforming Classroom Environments from Active Teaching 

to Active Learning についての発表を聞き、アメリカにおける

看護教育について示唆を得ることができた。 

・ #4 The Best of Both Worlds : Practice and Education 

Developing Curriculum Special Session #4 Advances in 

Simulation Development : Curriculum Integration and Research 

over the Past Decade #5 Developing a Simulation Consortium : 

Goals Strategic Plans and Evaluation などに参加し、主にシミュ

レーション教育がどの様に行われているか情報を得ることがで

きた。 

③第 13 回日本救急看護学会学術集会 

・平成 23 年 10 月 21 日～平成 23 年 10 月 22 日神戸国際会

議場で開催された。 

・実践的トリアージシステムの定着に向けた政策的課題につい

てのパネルディスカッションを開き、カナダ緊急度判定支援シ

ステム（ＣＴＡＳ）の導入例を通して救急看護トリアージについて

示唆を得た。 

 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

①意識障害により緊急入院した患者に対する緊急開頭術の代

理意思決定を行う家族のニーズ 

【目的】 

意識障害により緊急入院した患者に対する緊急開頭術の

代理意思決定を行う家族の代理意思決定時、及び代理意

思決定後の家族のニーズについて明らかにすることを目

的とした。 

【方法】 

緊急入院し、緊急開頭術の代理意思決定を行った家族 6

名を対象に、研究目的を基に作成した半構成的質問用紙

を使用し面接調査を実施した。代理意思決定を行う家族

への看護援助への示唆を得ることが重要と考え、

Berelson,B.の主題を分析単位とする内容分析を参考に行

った。倫理的配慮としてＡ大学研究倫理委員会と、研究対

象施設の承認を得た。 

【結果】 

研究参加者は 6 名（56.5±18.5 歳）であった。意識障害に

より緊急入院し、開頭術を受ける患者家族の代理意思決

定時のニーズは、【患者の命が助かること】【回復するため

には手術しかないと理解すること】【早く治療をしてもらうた

めに意思決定に時間をかけないこと】【患者の事前意思を

尊重すること】【選択が医師と一緒であり判断を医師に任

せること】など 10 カテゴリーであった。意識障害により緊急

入院し、開頭術を受ける患者家族の代理意思決定後のニ

ーズは、【患者が最善の治療・看護を受けていると感じるこ



と】【患者が回復し生きていると感じること】【患者の意識や

四肢の動きが回復するのか真実を知ること】【患者の現在

の状態を受け止めること】【これしか選択肢がなくベストを

尽くしたと思えること】など 12 カテゴリーであった。 

【考察】 

意識障害により緊急入院し、開頭術を受ける患者家族の

代理意思決定時のニーズとして、患者の救命に関するニ

ーズと、決定に時間をかけたくないというニーズが示された。

さらに緊急性が高く、時間が制限される中で、家族は代理

意思決定者としての役割を担い、患者の希望を反映した決

定をしたいというニーズを示した。医療者は代理意思決定

時に家族が抱くニーズを把握し、代理意思決定時の援助

につなげていく必要があるといえる。意識障害により緊急

入院し、開頭術を受ける患者家族の代理意思決定後のニ

ーズは、重症患者家族のニーズと同様に保証のニーズや

家族自身の安寧や安楽のニーズ、代理意思決定を肯定し

たいというニーズが示された。同時に開頭術後という、生命

の危機を乗り越えた後も意識障害や機能障害の回復予測

が不可能な中で、患者の意識・機能回復に関して、希望と

同時に真実を知るニーズを示した。医療者は、家族の希望

を支えるとともに現状を受け止められるよう家族に対して十

分な情報提供を行っていく必要性が示された。 

 

②認定看護師が行う集中治療室入室患者に対する外傷後スト

レス障害のアセスメントと予防的介入 

【目的】 

 認定看護師が集中治療室（Intensive Care Unit : ICU）入

室患者に対し外傷後ストレス障害（post-traumatic stress 

disorder : PTSD）発症のハイリスク患者を発見するアセス

メント内容、PTSD の予防的介入の実践内容を明らかに

する。 

【方法】 

         対象：3 次救急医療機関の救急部または ICU において

看護を実践している救急看護認定看護師・集中ケア認

定看護師で承諾が得られた看護師。調査方法：独自に

作成した半構成的質問紙を用いて 30分程度の面接を行

った。分析方法：面接調査の逐語録から調査内容を表現

していると考えられる部分を抽出し、類似するものをまと

めて分類し名称をつけた。分析過程において研究指導

者よりスーパーバイズを受けた。倫理的配慮：Ａ大学研

究倫理委員会の審査を受け、承認を得て研究を行った。 

【結果】 

研究協力者は 14 名、平均看護師経験年数は 15.1 年

（SD=5.5）であった。認定看護師が ICU 入室患者に対し

PTSD 発症のハイリスク患者を発見するアセスメント内容

は、【精神疾患がある】【突然の発症や受傷によって入院

した】【受傷時や発症時に恐怖を体験した】【安静を強い

られている】【苦痛を感じている】【不眠】【受傷時のことに

ついて思い出したくないという発言がみられる】【せん妄

症状を認める】などの 19 カテゴリーに分類された。PTSD

の予防的介入の実践内容は、【患者の身体状況を改善

させる】【苦痛を取り除くための援助をする】【患者と看護

師が信頼関係を築けるよう援助する】【精神科受診が可

能であることを入室時から説明する】【精神的ケアの向上

をはかる】【医療チームで患者の精神状態について情報

を共有する】などの 13 カテゴリーに分類された。 

【考察】 

 認定看護師は ICU 入室患者に対し PTSD 発症のハイリス

ク患者を発見する際、個人的要因、体験から受けるストレス

の強度、2 次的ストレスや急性ストレス反応をアセスメントし

ていることが示された。しかし PTSD とせん妄を見分ける際

に混乱を来していること、生理学的因子の認識が十分でな

いことが推察され、せん妄と PTSD の差異や PTSD と生理

学的因子の関連性を理解できるよう教育を充実させること

の重要性が示唆された。認定看護師は PTSD の予防的介

入として入院中の生活再建、療養環境への安心感確立と

医療スタッフとの信頼関係構築、精神的ケアの教育と医療

チームの連携、心理教育的サポートを軸に看護実践して

いることが示された。患者には急性ストレス反応の心理教

育的サポートが必要であり、急性ストレス反応に関する意

識の向上が必要であることが示唆された。 

 


