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医歯薬学分野にかかる学術研究動向に関する調査

研究及び学術振興方策に関する調査研究 

永田 恭介（筑波大学医学医療系・教授） 

 

今年度は医歯薬学分野におけるポストゲノム時代における

研究動向の潮流のキャッチアップと社会が求める科学、技術と

真理探究を目指す現場の研究者のギャップ解消に向けた方

策に資する調査に重きをおいた。 

学術研究動向調査研究においては、ゲノム・ポストゲノムの

技術革新が続いている。実際、DNA シークエンスと膨大な情

報を処理できるデータ処理技術の革新は、生命科学に大きな

変革をもたらしてきている。その顕著な例のひとつは微生物の

メタゲノム解析（メタゲノミクス＝ある環境中の遺伝子プールを

対象とする研究）である。方法の革新により、ある環境中の微

生物を分離・培養をせずに、微生物群集のゲノムを網羅的に

解析することが可能になった。実際に排水、海水、土壌、ヒト・

動物体内、極限環境などの種々の環境中の微生物遺伝子プ

ールに関するデータが蓄積してきている。医学分野では、ヒト

の病原菌のみならず常在菌を含めて、メタゲノム解析はこれら

の菌の変動を明らかにでき、ヒトの健康・疾患状態の判断のみ

ならず、これらの菌を制御的に扱うことで新たな疾患の治療や

予防に繋げられる可能性も議論されている。 

学術振興方策に資する調査では、上記のような科学的な進

歩と技術革新は、実社会への新たな夢をもたらし、公的資金も

これを後押しする傾向にあることが認められる。たとえば、iPS

技術に関連した投資などである。このようなこと自体は、一面で

は合理的であるが、他方では広い意味でも研究費配分の不均

一性を産み出す可能性もある。日本における研究者、特に大

学研究者は、運営費交付金の減少、それに伴う教員の減少、

教育の負担増と研究時間の減少、あるいは研究費の集中化な

どがもたらす研究費の減少や研究組織間格差などに遭遇して

いる。従って、研究者個々の創意に基盤をおく文部科学省な

らびに本会が配分などを担う科研費の増加と適正な配分、およ

びそれらに資する議論と改善は、真の意味で科学・技術立国

日本を実現するための核心と考えられる。 

 

２．その他 

今年度は、計画していた調査に加えて「dual-use 研究」に対

する対策の現状についても調査を行った。たとえば小職の研

究分野であるウイルス学領域でも、病原性ウイルスの改変（改

悪？）は容易であり、テロなどへの悪用、あるいは不注意な研

究者による流出などの可能性は十分ある。米国では、dual-use

研究対策のために National Science Advisory Board for 

Biosecurity（NSABB）が設置され、研究者の教育や研究内容

の検証など種々の対応策の必要性が議論されている。今後研

究発表などに際して、研究を支援した研究費の配分組織、ある

いは研究者が所属する研究組織からの dual-useに該当しない

旨の認定が求められるようになる可能性が考えられるからであ

る。種々の研究規制につながる問題点への対応については、

「研究に制限を設けるべきではない」という基本概念を守り、研

究推進の責務を負う日本学術振興会の役割は非常に重要で

ある。 

 

医歯薬学分野ならびに総合生物学分野に関する学

術研究動向調査研究、特別研究員事業の改善およ

び科研費分科細目の改正に係るフォローアップ 

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 

免疫担当細胞の分化経路の研究を含めた基礎免疫学が日

本の強みであったが、最近では要素還元型の研究から、個体

レベルでの感染現象、自己免疫現象の理解へ向けた研究に

おいて、ますます分子レベルから個体レベルでの研究手法に

移行しつつある。これまでにも増して、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広がりつつあ

る。 

感染症研究の分野に限らず、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の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。この問題に関しては、「細胞

を創る研究会」（１１月）や「日本分子生物学会年会」（１２月）に

おけるフォーラムで、デュアルユースに関する報告も行った。 

多くの会合に出席する中で、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。雇用関係がな

いことからくる学振の特別研究員制度の問題点を認識し、引き

続き特別研究員ワーキングの主査を務め、制度や審査体制に

関する改善案を作成するに至った。また科研費の審査体制に

関するタスクフォースの主査を務め、審査体制のあり方に関す

る議論を主導した。 

 

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、人文学

及び社会科学の振興に関する特別委員会、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。これらの会議においては、ボトムアップとトップ

ダウンの両方の研究費のあり方に関する様々な議論が行え

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）事業委員長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。 
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医歯薬学分野に関する学術研究動向に関する調査

研究及び学術振興方策に関する調査研究 

松本 昌泰（広島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 

本年度は、国内で開催されたアジア—パシフィック脳卒中学

会 2012 をはじめ神経内科学領域の多くの学会に参加するとと

もに、国外では 8th 世界脳卒中会議、アメリカ国際脳卒中学会

2013 に参加し、現在遂行している大規模臨床研究の経過を報

告するとともに、医歯薬学分野における最新の動向を調査した。

アジア—パシフィック脳卒中学会 2012 では、3 つの教育コース、

11 のシンポジウムが開催された。また、8th 世界脳卒中会議で

は、8 つの教育コース、29 のシンポジウムが開催された。アメリ

カ国際脳卒中学会 2013 では 37 のシンポジウムが開催され、

大規模臨床研究の報告を含め多くの学術研究の結果が報告

された。いずれの学会においても、日本からも多くの研究者が

参加し、活発な議論が行われていた。最近の動向としては、中

国からの学会参加者が全ての国際学会において増えてきてお

り、センター化病院を中心とした大規模臨床研究を欧米との共

同研究として推進している点が注目された。欧米では国際共

同研究を含むトランスレーショナル研究としての大規模臨床研

究が次々と行われており、この点において日本での研究は立

ち遅れているといわざるを得ない。特に、欧米とアジアでは疾

病構造に差異が見られること（欧米では虚血性心疾患が脳卒

中よりはるかに多いのに対し、アジアでは脳卒中が虚血性心

疾患よりはるかに多いなど）から、日本がハブ機能を果たせるよ

うなアジアを中心とした国際共同研究を推進する必要性が強く

認識された。 

国内外で開催の 16 学会に参加しその動向を調査したが、

大学などの教育機関においても、臨床的研究の数が増加し、

逆に基礎的研究の発表数が減ってきている。臨床研究を推進

する上で重要なサポート体制を充実するとともに、それと平行

して卒前・卒後の教育において研究マインドを涵養することに

より、大学院進学者を増加させるなど、基礎的・臨床的研究に

携わる若手研究者の育成を進める必要性が痛感された。 

 

医歯薬学専門領域とくにがん研究分野にかかる学術

研究動向に関する調査研究及び学術振興方策に関

する調査研究 

櫻木 範明（北海道大学大学院医学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

１）がん領域において新たな分子標的治療の標的分子の探

索とその創薬に関する研究が大きなテーマとなっている。その

中で分子長の短い、タンパクをコードしていない RNA を用いた

遺伝子発現の制御が注目されている。Micro RNA などの

non-coding RNAはあるmRNAに結合し、mRNAを分解し、ある

いは転写を抑制することによりタンパク発現の調節を行ってい

る。近年増加傾向の著しい子宮体がんには予後良好の type 1

と予後不良の type 2があり、type 2の発生と進展の分子生物学

的機序の解明が大きな課題として認識されている。Type 1 と

type 2 の遺伝子変異や micro RNA 発現の相違についての研

究が進められており、type 2が持つがん幹細胞マーカー、上皮

間葉転換(EMT)、抗がん剤耐性などと関連する複数の micro 

RNA 発現の変化が明らかにされつつある。その中から予後や

治療法選択に有用な情報を与える分子マーカーや新しい分

子治療の標的が発見されることが期待される。 

２）諸国間で共通する課題あるいは逆に諸国間に存在する

諸条件の多様性のために異なったアプローチによる解決が必

要とされる課題について、国際的協力の枠組みを形成し、多

領域の interdisciplinary研究成果を総合して課題を解決してい

くことが必要である。いわゆる産業的先進諸国においては少子

高齢化が共通する社会的問題である。そこには女性生殖臓器

のがん発生率の増加、生殖補助医療を必要とする難治性不妊

の増加、HIV／エイズを含む性感染症の増加、環境汚染物質

の生殖過程への悪影響、若年妊娠と人工妊娠中絶の問題す

なわち効果的避妊法についての教育の必要性などが含まれる。

そのような社会では女性の多方面に亘る積極的な活動が期待

されており、そのために多領域の interdisciplinary 融合的シス

テムによる女性の総合的健康を研究し教育する組織が必要で

ある。北海道大学大学院医学研究科では、この観点での共通

認識を持つカナダ Ottawa 大学医学部および保健学部の研究

者・教育者を 2013年 3月 4−5日に招へいし、女性の健康の総

合的研究・教育をテーマにシンポジウムを行った 

 

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 

約１５回以上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調査研究を行

った。 

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

展しているなかで、薬用植物などの植物化学的多様性のゲノ

ム基盤解明とその有効利用は、人類の生存に向けての諸問題

解決のために極めて重要である。特に、米国を中心に最近の

顕著な動向は薬用に向けた化学的多様な代謝産物だけで無

くエネルギーや工業原料の植物産物の生産についても大きな

力が注がれている点である。 

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、欧米でこの数年の間に一挙に加速している。特

に、昨年は公共的なデータベースに登録された重要な薬用植

物のディープ・トランスクリプトームデータから共発現解析によ

って新規の有用植物成分の生合成酵素遺伝子が同定される

などインパクトの高い研究成果が生み出された。また、トランス

クリプトームとメタボロームなどのマルチオミックスデータを統合
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した公共的データベースが充実しメタ解析が可能になってきた。

このように薬用植物などの非モデル植物にゲノム科学を応用

する傾向は欧米の先進国ばかりでなく、中国、台湾、韓国、タ

イ、マレーシアにおいても顕著であり、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。さらに最近の研究動向で

注目すべき変化は、高速の次世代 DNA シークエンサーの技

術発展に伴ってゲノム進化や生合成経路とその遺伝子の進化

が議論されるようになってきた点である。それをテーマにしたシ

ンポジウムなども頻繁に催されるようになってきた。 

また、生物資源の応用という点から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

も科学技術には大きな投資をしており、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。 

 

健康科学分野に関する学術研究および教育に関す

る動向調査研究 

平井 みどり（神戸大学大学院医学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

超高齢化社会を迎え、疾患の治療のみならず、如何に健康

を保ち天寿を全うするかについて、関心が高まっている。しかし、

健康科学に関する研究や、その社会的応用についての対策

は、国民のニーズに十分こたえられているとは言いにくい。そ

の理由のひとつとして、健康科学に関する評価系の確立が、

疾患とその治療に比べて遅れていることがあげられる。健康科

学分野における国内の状況を把握するために、関連学会と情

報交換を行い、現状調査を行うことが必要であると考え、国外

の状況調査および国内での関連研究者との意見交換を行っ

た。また、医療人に対する健康科学教育も必要である。 

健康科学、特に「食品」に関する研究や商品開発、規制科

学については、欧州が進んでいる。ベルギーのルーヴァンカト

リック大学やリェージュ大学の視察および研究者との意見交換、

加えてスピンオフカンパニーの見学と意見交換により、欧州の

健康訴求型食品研究の状況について調査した。EU 諸国では

肥満に関連する疾患の予防に高い関心が払われており、腸内

環境を整えて肥満を防ぐ食品の研究が盛んである。特にベル

ギーやオランダなどの農業国では、国やアカデミアが研究や商

品開発、臨床研究に力を入れており、法規制のあり方につい

ても研究が進んでいる。また、オーストラリアではわが国の機能

性食品の範疇と重なる「補完医薬品」という概念があり、臨床研

究や治験が活発に行われている。日本との違いとして、中央

IRB の整備や、スキルの高いリサーチナースなどの人材育成が

進んでいることが印象的であった。 

日本では健康関連商品の研究・開発・法的規制は徐々に進

んではいるもののまだ不十分な面が多い。この領域、すなわち

バイオメディカルな研究と、法的規制の交差する部分の研究を

更に進めて、国民が求める情報や商品の提供がスムーズにで

きる体制を構築するための対策が必要だと考える。健康科学

への関心を高め研究の活性化を図る方策を考える上で、今回

の調査は基礎的な情報集積に貢献した。 

 

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 

2012年の学術調査においては、薬理学、生化学における研

究動向についての調査を行った。細胞レベルにおいては、運

命決定と自己複製の分子機能の解析が進められ、さらには、こ

れまでの分子生物学の基盤に基づき神経軸索内の物質輸送

の可視化ならびに多細胞生物としての統合化のメカニズムに

おける多彩な情報の検討がなされた。また、これらの生物情報

を再生医科学へ橋渡しする研究の進展が拡大している。一方、

生命科学の受動的な検討のみならず積極的な生命現象への

関与の観点から、原生動物を主体とした病態生理学的な操作

の技術が発展し、免疫学的な現象におけるモニタリングシステ

ムに基づく解析、および脂質の解析に基づく統合的な生命現

象の理解の試みがなされている。多量の遺伝情報の解析にお

ける機能と染色体の形態の連係に関わる研究に新しい分野が

拓かれ、染色体の分離やその移動さらには遺伝情報の保存や

最適化に関わるメカニズムの検討がなされつつある。 

細胞と生命現象の操作の観点からは細胞の系統の維持と決

定に関わる分子機能の解析ならびに細胞の個体の形を決定

する多細胞生物としてのシグナルのメカニズムの理解が進み、

さらには、個体としてのホメオスターシスにおけるカルシウムバ

ランスの意義に関わる分子生物学的なアプローチが始まって

いる。これらの分子機能のホメオスターシスの変調は、直接に

疾患と結び付くものであり、この検討の中から新たに創薬や治

療方法の開発に向けた出発点となる知見が期待されている。 

生命科学におけるイメージング技術の開発はナノスケール

に基づく分子レベルのイメージングはもとより分子レベルから細

胞小器官レベルさらには細胞単位の個々のイメージングのみ

ならず多細胞としての器官のイメージングに至り個体としてのイ

メージング技術やこれまで得られなかった高い解像度や動的

な分子および細胞個体における薬物の機能やその代謝を含

めた多面的な視覚的な情報の解析が早いスピードで進められ

ている。 
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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 

○ 学術会合等を通して入手した学術研究動向に関する調

査研究の概要 

 Annual meeting of Korean Society for Biochemistry 

and Molecular Biology 出席（韓国 ソウル、平成 24

年 5 月 30 日～平成 24 年 6 月 1 日）： 本学会は、

韓国で最も大きな生物系学会の一つである。ノー

ベル賞受賞者を始め、世界中の多くの高名な研究

者が招待講演を行った。日本の同様の学会（分子

生物学会）と比較すると、ポスターセッションでの討

論はあまり盛んではない。韓国では大学院生が研

究室外で発表する機会は限定されており、練習不

足だとのことであった。英語化は日本の分子生物

学会とほぼ同じであった。研究は、バイオテック系

が特に盛んである。イノベーションやトランスレーシ

ョナルリサーチに特に研究資源を集中している感が

ある。 

 The Company of Biologist Workshop Imaging in Cell 

Biology: Where Next?– October 2012 Workshop

出席（イギリス ロンドン、平成 24年 10月 13日～平

成 24年 10月 18日）： 細胞生物学領域におけるイ

メージングの最先端についての発表と次世代イメー

ジング研究に関する討論を行うセミクローズドのシ

ンポジウムである。エキスパートが 30 人程度、合宿

形式で討論した。欧米の参加者が大部分で、アジ

アからは本調査員のみであった。超解像度顕微鏡

やライトシート顕微鏡など先端的光学顕微鏡技術

に関してはドイツがリードしている印象である。日本

はこの分野に関しては顕微鏡メーカーは有している

ものの、研究面では後塵を拝していると言わざるを

得ない。顕微鏡に使用するためのプローブ開発に

おいては強みを有しているので、今後、光学顕微

鏡開発においての巻き返しが望まれる。 

 第 58 回日本病理学会秋期特別総会 出席（愛知

県名古屋市、平成 24 年 11 月 22 日～平成 24 年

23 日）： 顕微鏡を用いた疾患研究領域として独特

の地位を有する病理学会に参加し、その動向を調

査した。免疫染色の定量化法等に発展が認められ

た。顕微鏡以外では次世代シーケンサーを使った

疾患研究に格段の進歩があった 

 

生理学分野に関する学術研究動向調査研究 

石川 義弘（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 

学術システム研究センター研究員として、専門調査班会議

に参加し、様々な学術活動を通じて我が国の研究水準の向上

をどのように図るのかを検討した。とりわけ、申請者の専門分野

である基礎生理学において、どのような形で貢献できるのかを、

実験上の検証を合わせて行った。 

基礎生理学分野において、学術研究の向上に重要と考えら

れるのは、現在の我が国の医学研究の進め方である。申請者

の専門は、基礎生理学分野における循環研究である。本分野

において具体的な研究内容の検討とともに、研究手法の検討

および研究評価の検討、そしてその改善方法を中心に検討し

た。 

この際に一つのコアモデルとなると考えられるのが、米国ＮＩ

Ｈのファンデイングシステムである。米国ではいわゆるＲＯ１と

呼ばれる科研費が、我が国の基盤研究費に相当するものであ

る。研究者人口の異なる米国のシステムがそのまま我が国に

導入できるとは考えづらいが、研究申請の評価の質において

は定評があり、適宜改訂を続けながらも、世界各国より高い評

価を受けている。そこで、本研究計画では、申請者がこれまで

に経験した米国のＮＩＨモデルを念頭に、我が国の評価システ

ムにどのような点を参考にできるのかを、米国大学医学部にお

いて情報を収集した。さらに基礎系の年次会議に参加し、米国

生理学会幹部との交流を通じて、欧米諸国がどのような形で研

究を進めているのかを検討した。具体的には、科研費の申請と

研究の遂行方法、そしてその成果発信方法の比較検討である。

両者の検討を、我が国の研究者のマンパワーおよび労力を考

案しながら、どのような手法が現実的であるのかを考察した。こ

のような検討を通じて、我が国の研究をリードする学術振興会

の組織の運営に貢献し、最終目標は我が国の研究制度の最

適化を目指すことである。 

２．その他 

我が国の基礎研究費は米国に比べて極めて少ないことが改

めて分かった。本邦における改善をお願いしたい。 

 

神経病理学分野、病理学分野に関する学術研究動

向調査研究 

高橋 均（新潟大学脳研究所・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

神経病理学分野における研究動向 

本分野においては、長らくアルツハイマー病、パーキンソン

病、筋萎縮性側索硬化症をはじめとする神経変性疾患の病理

および分子病態に関する研究が盛んで、最も多くの研究者が

参加している中心的研究領域を形成している。とりわけ、2006

年、筋萎縮性側索硬化症 (ALS)と前頭側頭葉変性症 (FTLD)

において TDP-43 が病的タンパクとして同定されて以来、

TDP-43 proteinopathy の研究がもっと盛んといってもよいかも

しれない。さらに、2011 年、ALS/FTLD に新規の遺伝子異常

が発見された「C90rf72 異常を伴う病型 c9FTD/ALS」が追加さ

れたが、本症でも TDP-43 の病理が確認された。私が出席した
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国内外の関連学会では、TDP-43、 c9FTD/ALS に絡む

ALS/FTLDのセッションがもっと多くの聴衆を集めていた。なお、

c9FTD/ALS については、臨床的に孤発性とみられる ALS にも

その遺伝子異常が認められており、欧米では家族性 ALS 

(23.5%-47%)・孤発性 ALS(4.1%-21.0%)のもっとも多い原因とな

っている。これに反して、本邦では、C90rf72 異常を示す例や

家系は極めてまれであり、今後の本病型に関する ALS 研究に

ついては戦略的に十分な吟味が必要と思われる。 

 

２．その他 

科研等の審査結果のフィードバックについて 

昨年度、科研の「挑戦的萌芽研究」を含む領域の２段審査

に陪席したが、「ＡＡ」の評価の扱いで、個々の２段審査委員の

間で相当な意見の違いがあるように感じた。本研究課題には

科研Ｃとの同時申請ができないことなどから、教授等の上位職

の研究者の申請が多い。そのような背景をもつ領域で、「ＡＡ」

が２つの「Ａ」と同等との評価になるような総合評価では、本来

の「挑戦的萌芽研究」の設定の趣旨にそぐわないのではない

か。 

これまでの班会議で議論されてきた内容であるが、採否に

関わらず、申請者本人に対する１段審査結果の通知、とくに

個々の審査委員のコメントの通知が望まれる（原文をそのまま

通知することの是非、審査委員に対する教育等、今後の検討

課題である）。 

 

病態医化学・神経科学・分子生物学分野に関する学

術研究動向調査研究 

中別府 雄作（九州大学生体防御医学研究所・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

糖尿病や発がん、そして認知症にいたる老化に伴う疾患に

共通の分子基盤として、代謝障害、ミトコンドリア機能障害、オ

ートファジーの不全、DNA 損傷応答等とそれに伴う酸化ストレ

スによる細胞機能障害が重要であるという考えが確立されつつ

あることが、今回の研究動向調査で明らかになった。病態医化

学の研究領域では、老化に伴う疾患に共通する分子基盤の全

貌解明が重要な課題の１つであるが、代謝障害、ミトコンドリア

機能障害、オートファジーの不全、DNA 損傷応答等の領域を

横断・融合した総合的な研究の展開が国内においても急務と

考えられる。 

 DNA 損傷・修復・細胞応答はこれまでモデル損傷ともいうべ

き紫外線で生じるピリミジン二量体などの DNA 損傷を解析対

象とした研究が主流で、その応答、修復機構の分子基盤の解

明が主に進められてきた。今回の研究動向調査から DNA 損

傷・修復欠損・応答不全が発がんのみならず様々な変性疾患、

精神・神経疾患にまで関与することが明らかになってきており、

このような多様な疾患の発症に関わる DNA 損傷の実体の解明

が今後の研究の展開に不可欠と思われる。変性疾患関連の分

野でこれまで酸化ストレスのバイオマーカーとして扱われてきた

8-オキソグアニンとそのさらなる酸化体が神経変性疾患の原因

となることが国内外の研究者によって明らかにされつつある。

今後の研究動向として病態医化学・神経科学・分子生物学分

野を横断した研究展開により、疾患発症に至るメカニズムの解

明とともに、新規の DNA 損傷を対象とした関連研究の進展が

期待される。 

 

２．その他 

「放射線とがん」をメインテーマとして放射線による発がんリス

クの考え方の原則や科学的知見について活発な議論が行わ

れた日本がん疫学・分子疫学研究会総会に参加して、東電原

発事故による放射線被曝の健康への影響を正確に把握する

ためには「放射線疫学」を長期的に展開する必要があるとの認

識に至った。 

 

呼吸器内科学分野に関する学術研究動向調査研究 

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。 

2012 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、EMT (epithelial mesenchymal transition) 

に関する研究発表である。EMT は、１）癌の浸潤・転移、２）

COPD や気管支喘息における末梢気道病変の進行、などに関

わる可能性が示唆されている。2013 年 2 月、本邦の研究グル

ープより、TGF-beta、 TNF-alpha が microRNA を介して作用

標的遺伝子を制御し EMT を誘導することが発表された (Saito 

et al. PLoS One 8: e56587, 2013)。本論文は、EMT に関する新

知見であり、将来的には癌転移に対する新たな分子標的治療

の開発につながる可能性を提示し国内外に大きな反響を呼ん
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だ。今後、さらなる研究の進展と速やかな創薬応用実現が期

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。今後の研究進展および

臨床応用実現化が強く期待される。 

 

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 

内科学領域の中で、皮膚科学、皮膚免疫学において、国内、

国外の関連学会に参加し、学術動向を調査した。今後 10年間

でいかなる研究領域が発展することが見込まれ、そのためにど

のような仕組みや施策を講じることが有用であるかを検討した。 

本年度は、5 月 9 日から 12 日まで Raleigh, North Carolina

で開催された米国研究皮膚科学会（SID）に参加した。SID は、

米国の学会であるが欧州、アジア地区からの参加も多く、皮膚

科学に関する研究領域において最新の成果が発表される。そ

の中で、神経線維腫症（レックリングハウゼン病）の責任遺伝子

Nf が欠損していることにより神経線維腫症が生じるのは、肥満

細胞の役割が重要であることが判明し、その病態解明が大きく

前進したことが発表された。また、米国、欧州、アジア地区の代

表からなる Intersociety Liaison Committee が開催され、アジア

領域を含めた研究皮膚科学会のあり方に関して議論され、学

術的な意義の高い研究成果を効率よく情報交換できる仕組み

を検討した。5 年に一度開催されている国際研究皮膚科学会

は、2023 年より新しい組織で運営されることが確認された。 

2012 年 9 月 19 日から 22 日まで、Venice, Italy で開催され

た欧州研究皮膚科学会（ESDR）に参加した。ESDR は、ヨーロ

ッパ全土の皮膚科研究者が一同に開始、最新の知見につい

て発表し、討議する重要な機会である。皮膚科研究領域にとど

まらず、免疫学、炎症学、遺伝学の領域に関して最近の進歩

は目覚ましく、研究動向を調査し、今後の日本における研究分

野の予測する上において有用な機会が得られた。その中で、

皮膚にある毛嚢が免疫センサーとなっており、外的なストレス

に呼応して毛嚢周囲に白血球が４時間以内に集積してくること

が明らかにされた。免疫臓器としての皮膚の新たな側面が見え

てきたことになる。また、その後、2013 年に開催される国際研

究皮膚科学会（IID）の会頭である Heidelberg 大学皮膚科教授

であるAlexander Enk博士を訪問し、国際学会の方向性、国際

基盤の共有化について意見交換する機会を持つことができ

た。 

 

２．その他 

本調査研究を施行することにより、皮膚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意義は大

きい。一方、皮膚科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。  

 

精神神経医学分野に関する学術研究動向調査研究 

神庭 重信（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 

WHO（2009 年）の統計によると、寿命・健康損失の大きさ

（DALY 値）では、精神疾患ががんや心血管障害を大きく上回

り、精神疾患の中では、うつ病が最も大きく、続いて認知症、統

合失調症、双極性障害の順となっている。 

なかでも、うつ病・うつ状態は、労働衛生上の最大の問題と

なっており、しかも自殺のリスクも高いため、自殺対策において

も重要な対象疾病となっている。ちなみにうつ病と自殺で、我

が国では、2.7 兆円／年の損失が発生している。統合失調症

は、思春期に発症し、生涯にわたる疾病であり、入院患者数は

17 万人にのぼる。自閉症は、近年診断数が増加しており、対

人関係障害のために、社会に適応できず、就労に困難をきた

したり、就労しても適応できずに種々の精神障害をきたしたり

するリスクが高い。認知症は 305万人におよび、介護コストは年

間 6 兆 9 千億円と見積もられ、今後のさらなる高齢化社会を迎

えて、喫緊の課題である。 

これまで、精神疾患の遺伝子研究、画像研究、神経科学的

研究がおこなわれてきており、さまざまな新知見が明らかにな

っているものの、決定的な原因解明にはまだ距離がある。うつ

病・双極性障害あるいは統合失調症は従来内因性疾患と考え

られてきたが、国際的コンソーシアムによる遺伝子研究が明ら

かにしたことは、内因性疾患とは、多遺伝子・多因子疾患であ

り、遺伝子環境相関により発症が決まっているのであろう、とい

うことであった。 

生物学的研究であれ、心理学的研究であれ、患者群と健常

者群を比較する横断的な研究では、多くの精神疾患の発症機

序を明らかにすることは困難であり、縦断的な発生、発達という

軸で追跡することは精神疾患の研究には欠かすことの出来な

いアプローチである。すなわち、遺伝子―エピジェネティックス

ー環境因の相互作用を、コホート対象群の妊娠・出産から養

育環境を経て、発症へとつながる長期の縦断的コホート研究を

おこなうことではじめて明らかにすることができる。 

 

血液内科学分野に関する学術研究動向調査研究 

張替 秀郎（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 

本年は日本血液学会、アメリカ血液学会といった血液学の主

たる学会および治療の進歩が著しい骨髄腫・造血細胞移植領

域のサブスペシャル学会に参加し、血液内科学にかかわる学

術動向調査を行った。日本血液学会は参加者が5000名を、ア
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メリカ血液学会は 2 万人を超える学会である。血液領域は分子

生物学的な視点から疾患の発症機序の解明が進んでいる領

域であり、その研究成果が分子標的薬の開発に迅速につなが

っている領域でもあることから両学会ともに基礎的研究から臨

床研究まで幅広い演題が発表されていた。造血器腫瘍の治療

薬の開発の流れはいわゆる従来の抗がん剤から分子標的薬

へと完全にシフトしており、とくに慢性骨髄性白血病、悪性リン

パ腫、多発性骨髄腫では新薬の開発スピードが極めて速いこ

とが実感された。慢性骨髄性白血病では、チロシンキナーゼ阻

害剤が第一世代から第二世代へと完全に世代交代し、懸案で

あった abl 遺伝子の T315I 変異に対する薬剤の開発も進んで

いた。多発性骨髄腫についても新たなプロテアソーム阻害剤

や免疫調節薬の開発や新規薬剤の併用療法による治療成績

の向上が報告されていた。また悪性リンパ腫においては、細胞

内のシグナル分子やエピゲノム調節分子をターゲットにした薬

剤、抗腫瘍剤を結合した抗体薬などの新規薬剤が開発され

early phaseから late phaseまでの臨床研究の報告が数多くなさ

れていた。造血幹細胞移植については、免疫反応による腫瘍

免疫をいかに誘導するかということより免疫反応による臓器障

害の弊害をいかに抑えるかが重要な課題になっており、今後

最善の免疫抑制の方法が探られていくものと思われた。いず

れにしても、分子標的と腫瘍免疫という治療の流れは今後も加

速していくと思われ、臨床検体のバンキングと分子生物学的手

法、特に次世代シークエンスやオミックス解析を駆使したシー

ズの探索と迅速な臨床研究の実施がますます重要になってい

くものと思われる。 

 

消化器内科学分野に関する学術研究動向調査研究 

渡辺 守（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 

消化器内科分野を中心に、国内、国外の関連学会に参加し、

最近の研究動向の調査を行った。特に、米国、EU、AP の 3 消

化器病週間に注目し、国内外の研究者と議論を行い、最新の

学術動向の情報交換と将来戦略の結果を報告する。 

Digestive Disease Week 2012（全米消化器病週間）がサンデ

ィエゴで 5月 18日—24日行われた。消化器領域では世界最大

の規模を誇る学会である。消化管領域では、これまで中心であ

った H. pylori 研究は激減し、炎症性腸疾患の病態研究、新規

分子標的治療臨床試験の結果が多く報告された。特に腸管上

皮幹細胞培養研究が多く発表され、自身も招待講演を行った。

肝臓領域ではウイルス非構造蛋白を標的とした C 型肝炎に対

する抗ウイルス療法の劇的な有効性が報告され、話題となった。

また多くの疾患で、臨床情報を統合した形での、臨床検体の

GWAS 研究も話題となった。残念ながら、全体としては大きな

ブレイクスルーはなかった。 

  United European Gastroenterology Week 2012（ヨーロッパ消

化器病週間）がアムステルダムで 10 月 20 日—29 日行われた。

ここでも炎症性腸疾患が話題であり、学会中、米国、EU、アジ

アの専門家協議が行われた。臨床試験、大規模研究の中心が

米国から EU に移っていることが実感された、また学会後にはミ

ラノ大等での講演及び研究グループとの最新状況、動向及び

意見交換を行った。 

Asian Pacific Digestive Week 2012（アジア太平洋消化器病

週間）がバンコクで 12 月 3 日—7 日に行われた。アジア太平洋

における消化器内科学各専門分野の最新状況を得、動向調

査及び意見交換を行った。機関誌 JGH Editorial Meeting に編

集長として参加し、アジア各国の研究動向を議論した。これに

先立ち、Asia IBD 2012が11月2～3日ソウルで行われ、米国、

EU に対抗すべく、日本、韓国、中国が中心となり、東アジア研

究圈を確立し、全アジアに拡大する戦略が議論され、Asian 

Organization of Crohn’s and Colitis (AOCC) の設立が宣言さ

れた。 

特に本年は、EU を参考にした学術のアジア連携協力体制

の整備による共同基礎研究と大規模臨床試験の可能性が論じ

られた点が注目される。 

 

２．その他 

消化器内科領域は、感染、炎症、腫瘍代謝と極めて広範な

分野に関わる学問領域であり、その研究成果に対する社会的

要請の高い領域である。領域の広範さのゆえに、各研究分野

や各研究者に関する研究動向の把握・評価が容易でない可

能性があったが、本調査研究により、消化器内科分野に関す

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。 

その中で、大型予算が適正かつ厳格に運用されることが肝

要であり、学術振興会専門調査班が、その在り方を更にチェッ

クするシステムを作るべきであると感じられた。 

 

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） わが国、および世界における脳死分割肝移植の教唆研

究： ILTS (International Liver Transplantation Society) 17th 

Annual International Congressがサンフランシスコで平成２４年

５月１６日〜１９日に開催され、これに参加して海外における分

割肝移植の状況を調査した。イギリスのバーミンガム子ども病

院からの１９９２年からの２０年間の２２３例の小児に対する分割

移植の報告があった。平均年令は２．４才で、４４例が急性肝不

全に対して、１７９例が慢性肝疾患に対して行われた。子どもの

患者に用いられたグラフトの大部分は左側の肝臓（２１１例）で、

残りの右側の肝臓は成人レシピエントに使用された。まれに、

体格の大きな子どもには右側の肝臓が用いられた（１２例）。大

部分の肝臓の分割が（２２０例）バックテーブルで行われ、３例

のみがドナーの体内で行われた。平均の冷阻血時間は９．５８

時間、温阻血時間は３８分であった。患者生存率は１年、５年、

１０年で、それぞれ９０％、８５％、８５％と非常に良好であった
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が、胆道系の合併症の頻度が１５．６％とやや多かった。結論と

して、積極的な小児患者に対する分割肝移植の効果は小児

患者の待機期間中の死亡を減少させるものである。 

わが国においては、平成２２年度の脳死肝移植４４例中、分

割移植は６例、平成２３年度は４６件の脳死肝移植中、分割肝

移植は４例、平成２４年度は４０例の脳死肝移植中、分割肝移

植は３例であり、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、昨年の報告と同様に分割脳死移植を推進する

環境にはまだない。 

２） わが国における臓器移植法律改正後の脳死肝移植に関

する調査：臓器移植法が改正されてから、２０１０年は脳死肝移

植が３０例、２０１１年は４１例と、諸外国と比較すると非常に少

ないものの、改正前の症例数の５倍から１０倍増加していること

が報告された。また、１年間の脳死肝移植の成績が各施設から

報告された。全体のレシピエント生存率は８０％以上に維持さ

れていたが、生体肝移植術後の肝不全に対する脳死肝移植

の成績が非常に不良であることが浮き彫りとなり、原因として感

染症が大きく関与していることが示唆された。今後の、脳死肝

移植の適応状態に影響する調査結果となった。  

３） 次世代移植医療の展望：異種移植の臨床応用に向けて

の全国の多くの施設で基礎研究が行われているが、肝臓移植

への応用に関しては、まだまだ遠いものである。その中で注目

されるのは、ブタの膵島様細胞を免疫隔離カプセルに胞埋し

て作製したバイオ人工膵島であり、ニュージーランドではニュ

ージーランド政府の厳しい規制の元で、すでに臨床応用され、

成果を出している。日本のベンチャー企業も臨床応用に乗り出

しており、今後の展開が期待される。 

 

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 

現在、脳神経外科におけるトピックの一つとして、脳内局所

直接薬剤送達法である convection-enhanced delivery（ＣＥＤ）

法が注目されている。脳内の任意の標的部位にカテーテルを

留置して、薬剤を微量・陽圧で持続注入し、脳における薬物送

達のバリアである血液脳関門をバイパスして、病巣に比較的高

濃度薬剤を投与する方法である。本邦ではほとんど実用化さ

れていないが、欧米では基礎的・臨床的実績があり、今後本邦

に お け る 導 入 が 想 定 さ れ る 。 2012 Society for CNS 

International Delivery of Therapeutics Meeting（米国・シカゴ、

平成 24 年 10 月）では、リアルタイムモニター下に薬剤投与を

調節する方法とそのために作製された機材が報告されていた。

これらはモニターした画像条件に応じて注入速度等の注入パ

ラメータを調節する。更には薬剤注入ポンプも皮下埋め込みに

より持続的に投薬が可能となるポンプが開発され、FDAの承認

を得たことが報告された。また、臨床研究の成果も報告され、て

んかん患者に対して Muscimol を側頭葉海馬に投与する臨床

研究、悪性脳腫瘍に対して自己複製型レトロウイルスを投与す

る研究、パーキンソン病における遺伝子治療や栄養因子投与

に関する研究報告がなされた。 

これらＣＥＤ法の開発応用には、様々な疾患や病態に対す

る薬剤の開発、投与するためのカテーテルや注入ポンプ、コン

ピューターによる制御システムなどの開発など多業種の参画が

必要である。実際、様々なベンチャー企業や大学が個別に、

あるいは産学連携して研究開発に取り組んでいる。またパーキ

ンソン病に対するウィルスベクターを用いた栄養因子のＣＥＤ

法に関しては、米国 NINDS が多額の予算を配分し、まさに産

学官が一体となって、新たな治療法として世界をリードすべく

取り組んでいる。 

 

耳鼻咽喉科分野に関する学術研究動向調査研究 

山岨 達也（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 

日本耳鼻咽喉科学会、日本耳科学会、日本聴覚医学会、

日本めまい平衡医学会、日本頭頚部外科学会、日本小児耳

鼻咽喉科学会、日本音声言語医学会、日本喉頭科学会、日

本顔面神経研究会、抗加齢医学会などの国内学会、および

Association for Research in Otolaryngology 、 Collegium 

Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum、 Japan Korea 

Joint Meeting of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery、

International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery な

どの国際学会に参加して耳鼻咽喉科領域の最新情報を収集

した。また Laryngoscope、Hearing Research, Otology and 

Neurotology, Otolaryngology and Head-and Neck Surgery, 

Head and Neck など重要な国際誌すべてに目を通し、その内

容を網羅して耳鼻咽喉科領域の最新情報を収集した。 

耳科学領域では、内視鏡下耳科手術の導入、画像診断の

基礎研究、聴平衡覚再生の基礎研究などが進歩した。我々は

Optical Coherence Tomography により、正常蝸牛および内リン

パ水腫や感覚上皮、蝸牛側壁の萎縮が観察できる方法を見

出し、また蝸牛の in vivo imaging を用い、音響刺激による有毛

細胞内の Ca 動態の記録に初めて成功した。聴覚医学領域で

は聴力温存型人工内耳（EAS）の臨床研究が進み、手術手技、

成績に影響する因子、適応患者の遺伝子解析などが議論され

た。内耳障害の少ない電極の開発も世界的競争にあるが、

我々は MPC polymer による coating 技術で内耳障害の少ない

電極を開発した。老人性難聴については遺伝因子および環境

因子について大規模集団を用いた報告が増えている。またマ

ウスを用いて老人性難聴発症メカニズムの研究も進んでおり、

我々は酸化ストレス・ミトコンドリア遺伝子障害説の提唱を行っ

ているが、それを支持する報告が増えてきている。平衡神経科

学領域では良性発作性頭位眩暈の理学療法が進み、前庭神

経炎に対する薬剤治療効果に関する大規模試験が報告され

てきている。また前庭誘発筋電位やラバーを用いた重心動揺

検査など新しい診断法の開発・改良も進んでいる。海外では

電気的に末梢前庭器官を刺激してめまいを抑制す人工前庭
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埋込み術がヒトで初めて施行されているが、我々は両側前庭

機能低下症に対するガルバニック電気刺激によるリハビリ応用

を行い、成果を得ている。鼻科学領域では花粉症に対する舌

下免疫療法が実用段階に入り、また好酸球性副鼻腔炎の病態

解明も進んでいる。嗅覚の研究も幅広く行われており、我々は

嗅覚中枢のネットワークや嗅覚障害の予防・再生についての

新しい成果を報告した。喉頭科学・音声医学領域では老化や

瘢痕による嗄声に対する脂肪注入や FGF など成長因子の投

与がなされ、良好な成績が報告されている。また喉頭・気管軟

骨の組織工学技術を用いた再生も臨床応用されてきている。

我々は high speed camera を用いて、病的音声、特に老人性嗄

声の病態を明らかにした。頭頸部癌に関する領域では最新の

化学療法・化学放射線治療の大規模試験の成績が示され、ま

たロボット手術や内視鏡を用いた咽頭の新しい手術方法で良

好な成績が報告されており、治療様式の変化が着実に進んで

いる。また中咽頭癌における乳頭腫ウイルス関与も大きな話題

であるが、我々は日本においても乳頭腫ウイルス感染に起因

する中咽頭癌が最近増加していることを明らかにし、治療成績

への影響について報告している。 

 

胸部外科分野に関する学術研究動向調査研究 

渡邊 剛（金沢大学医薬保健研究域・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

冠動脈疾患、弁膜症、動脈瘤などはその難治性とチッセイ

が高い発症頻度から社会的にもきわめて重大な疾患群である。

またこれらの領域においては内視鏡及び外科手術用ロボットを

用いた手術が数年前より導入されており、その臨床の報告が

散見されるようになった。しかしこれまでのところ心臓血管外科

関係や呼吸器外科領域は厚労省の薬事法が未承認であった

り、あるいは承認された後も先進医療などが認められるまでに

時間がかかり、依然として実験的、学術的に多くの症例が行わ

れていないのが現状である。また同領域においては da Vinci

内視鏡そのものの発達だけでは不十分であり、周辺機器や新

しい術式の研究などがきわめて大事になってくる。ロボット外科

に関して、もっとも先端的な研究発表の学術集会としては日本

ロボット外科学会がある。同学会における発表内容を見ると、

泌尿器科領域はかなり症例数が積み重ねられており保険収載

にもなったが、胸部外科領域、特に心臓血管外科では金沢大

学と国立循環器病研究センターが手術を行っているに過ぎな

い。また僧帽弁閉鎖不全症に対する心内手術などにおいて必

要とされる新しい機械の発表なども同学会で見られた。 

科学研究費の補助を受けた研究の発表は今回の胸部外科

学会や日本ロボット外科学会、日本外科学会では見受けられ

なかった。ただ非常に興味深いこととして、日本ロボット外科学

会の参加者は過去 5 年間で増加の一途をたどっている。 

また内視鏡外科領域においては消化器外科のロボット手術

の先進医療への申請が始まるなど、にわかに活気を呈しつつ

ある。海外、特に東南アジア関係においては未だロボットは導

入されてはいないがこの新しい機械を用いた術式に国を挙げ

て大変興味を持っており、今後の中国などへのこの領域の発

展が望まれるものと考える。 

 

医歯薬学分野（歯学）分野に関する学術研究動向調

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 

歯周病学分野を中心として、国内・国外の関連学会に参加

し、学術動向の調査を行った。興味深いテーマとしては、「超

高齢者期における歯周病対策」、「幹細胞移植による歯周組織

再生」「歯周病と全身疾患の関わり」等が挙げられる。本邦では

今後超高齢化社会を迎え、高齢者を対象とした歯周病対策が

新たな研究課題として浮上してくるものと思われる。さらにこの

ような研究課題と連動して、加齢に伴う口腔機能の変化、そし

てその変化が全身にどのような影響を及ぼし得るのかといった

観点からの良質な基礎研究・疫学研究の展開が今後期待され

る。また、昨年度の本報告以降、歯周組織再生誘導のための

細胞移植治療の橋渡し研究が国内の複数の大学病院で開始

され、その進捗状況が日本再生医療学会においてシンポジウ

ム形式で報告された。今後数年間の間に同上治療の安全性・

有効性に関するデータがさらに集積され、スタンダードな治療

法の一つとして確立するよう研究が継続されるものと予想され

る。また、この分野の研究は本邦の研究が世界をリードしており、

今後もその優位性を維持できるよう研究の支援がなされる事が

望まれる。また、本年度の米国歯周病学会において、リコンビ

ナント GDF-5 の歯周組織再生誘導効果を検討する臨床研究

の結果が発表され、次世代型歯周組織再生療法の方向性の

一つを示す研究成果として注目を集めていた。今後の数年間

の間に、歯科領域におけるサイトカイン療法の安全性・有効性

が、種々の臨床研究を通じて真摯に評価されるものと考えられ

る。 

歯学分野最大の学会組織である国際歯科研究学会(IADR)

の学術大会が、本年度はブラジル（平成 24年 6月）およびシア

トル（平成 25 年 3 月）で開催された。毎回、4，500 名以上の参

加者が世界中から集まる巨大学会であるが、近年は、南アメリ

カ（特にブラジル）、中国からの参加者・発表者が増加している。

今後、研究の質・量共に、大きな勢力になっていくものと予想さ

れる。また、東日本大震災直後の平成 23 年 3 月に開催された

同学術大会（米国サンディエゴ）時には日本からの演題数は

289 題にとどまったが、本年度シアトル大会では 398 題にまで

回復した。 

 

歯学分野に関する学術研究動向調査研究 

丹沢 秀樹（千葉大学大学院医学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

【背景と目的】 
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科学研究費補助金「若手研究」の目的には、単なる研究補

助という面だけでなく、若手研究者の育成・自立促進という側

面が含まれる。また、研究が無事に遂行され、成果が得られた

かどうかも若手研究者ゆえに問題となる。さらに、「若手研究」

終了後における研究の継続性と発展性、ならびに「若手研究」

終了後の進路・キャリアに関しても貢献していることが望まれ

る。 

本調査研究では、歯学分野において、科学研究費補助金

若手研究(A)、(B)が果たす研究助成としての役割と、研究組織

の在り方、ならびに、若手人材育成における貢献度に関して、

アンケートとインターネット公開データベース「科学研究費助成

事業データベース」を用いて調査した。さらに、より良いシステ

ムにするための課題を検討・考察した。 

【結果】 

1)若手研究制度の有益性は高く評価されていた。 

2)長所としては、比較的研究歴の短い若手研究者が認められ

る点と自立促進効果がある点があげられていた。短所に関する

妥当性を有する指摘は特になかった。 

3)周囲からの支援状況もほぼ良好であった。 

4)70％以上の若手研究者が論文・学会発表、特許申請などの

成果をあげており、研究助成費として有効に機能していた。 

5)若手研究終了後、大部分の若手研究者は研究を継続してい

た。研究者育成に貢献していると考えられた。 

6)反面、全体の 16％を占める研究非継続群での非継続理由

は、関連病院出向、開業、就職などであり、医系職種としての

問題点が明確となった。 

7)キャリアアップに役立ったと大部分が回答し、この面でも若手

研究が貢献していた。 

8)重要と思われた要望や改善点に関する意見は、若手研究か

ら基盤研究への移行が困難であるという意見と、レビューが得

られると良いという意見であった。 

以上より、科学研究費補助金「若手研究」は研究助成、自立性

育成、人材育成、キャリアアップという観点から大きな貢献をし

ていることが明らかになった。また、基盤研究への移行性に問

題やレビューの必要性などの課題が指摘されていた。 

 

２．その他 

本調査研究が科学研究費補助金「若手研究」をより良いも

のにするための参考になれば幸いである。 

 

臨床検査医学分野に関する学術研究動向調査研究 

岩谷 良則（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 

臨床検査医学分野の新たな研究領域として遺伝子多型、糖

鎖、質量分析などが注目されている。遺伝子多型や糖鎖に関

しては、疾患の発症・増悪・薬物効果・副作用などとの関連が

精力的に研究されており、質量分析は病原微生物の同定への

応用が急速に進みつつある。近い将来、新たな臨床検査とし

て実用化されることが期待される。 

この新しい研究領域である遺伝子多型及びエピゲノムの臨

床検査医学分野への応用に関して、調査・追試・確認を行った。

ゲノムワイド関連解析で疾患の発症予知検査への応用が期待

される多くの遺伝子多型が見出されたが、それらのオッズ比は

非常に小さく 1.5 を超えるものがほとんどない。しかし、疾患を

病態別に分類して重症度との関連を調べたところ、その研究で

見出された遺伝子多型のオッズ比は 3前後と高く、疾患の予後

予測検査への応用が期待できる。 

臨床検査医学分野における最近の注目すべき研究例として、

臨床検査の標準化を日本国内だけではなく世界全体へ拡大

するプロジェクトが進行している。すでにアジア地域での標準

化に向けてのサンプリングは終了しており現在まとめの段階に

入っているが、この成果を踏まえて世界レベルでの臨床検査

の標準化に向けての検討が今後行われる予定である。 

臨床検査医学分野における若手研究者の育成に関しては、

臨床検査技師教育が大学・大学院化したが臨床検査技師の

大学院進学率が低く若手研究者の育成が遅れている。さらに

医学科の臨床検査医学講座を臓器別内科の講座へ移行させ

る大学が増えてきているため、医師の若手研究者は減少して

いる。そのため、臨床検査関連学会では若手の比率が減少傾

向にあるため、現在、医師・臨床検査技師等の若手研究者の

育成を図る方策を展開中である。 

臨床検査医学分野における内外の学術会合の開催状況に

関しては、国内の参加者は若手研究者の減少に伴い減少傾

向にある。また米国の学会では、経済不況の影響を受けて参

加者が減少傾向にある。 

 

２．その他  

医学物理学・放射線技術学が平成 21 年度より時限付き分

科細目で公募するも応募件数が少なくキーワード対応になっ

たが、細目復活の要望書が出されたため再検討を行った。そ

の結果、医学物理士の認定資格所有者数が、文部科学省が

推進する診療放射線技師教育の大学化とがんプロフェッショ

ナル養成プランで急増していることが判明したため、この細目

を生物系医歯薬学分野の境界医学に設置して復活させること

になった。 

 

社会医学、特に DNA 多型医学分野に関する学術研

究動向調査研究 

安田 年博（福井大学医学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

本年度は、社会医学分野に属する法医学領域の中心的な

研究課題である“DNA 多型医学”における学術研究動向の調

査研究を実施した。 

本邦において、“日本 DNA 多型学会”は、法医学領域に係

るDNA多型医学を含め、DNA多型を基軸とした複合的な学術

研究分野を網羅し、その学術研究を主導している。このため、
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当該学会の学術研究動向は本邦における“DNA 多型医学”の

学術研究動向の良い指標となる。そこで、社会医学領域にお

ける学術研究動向調査の一環として、本年度は、日本 DNA 多

型学会が主催する“全国学術集会”における研究発表やシン

ポジウム等について、1992 年に開催された第１回学術集会か

ら昨年度に開催された第 21 回集会までの変遷状況から DNA

多型医学を含めた DNA 多型の学術研究動向について調査し

た。法医学領域への主要な社会的要請の一つである「身元の

確認を含めた個人識別」の精度向上を図るため、DNA 多型現

象の分子遺伝学的発見当初より DNA 多型は当該領域に積極

的に導入された。これを反映するように当該学術集会における

DNA 鑑定などの“法科学的鑑定”に関する研究発表数も当初

は総演題数のおよそ 3～6 割を占めており、さらに DNA 多型を

実際の個人識別等の法医学鑑定に利用する際に必須となる

多型検出技術の開発や鑑定資料の取り扱いなどに関する研

究も 2 割弱を占めていた。2007 年より“4.7 兆人に１人の精度”

で個人を識別できる DNA 鑑定法によって本邦の個人識別検

査が統一化された。このような DNA 鑑定法の確立も一因となり、

2005 年以降“法科学的鑑定”の研究発表数は総発表数の 1～

2 割程度までに減少した。これと相前後して、DNA 多型への社

会的要請を反映するシンポジウム内容の変遷（「農林水産物の

DNA 鑑定の現状と展望」、「DNA 多型から見た生物の多様性」

など）からも明白なように、動物、植物および水産領域における

DNA 多型マーカーを用いた種族・品種・産地鑑別に関する研

究発表が増加している。これは食糧法や改正 JAS 法の施行に

よる品種や産地の表示制度の義務化に対応する研究動向を

反映しているものである。さらに、生物多様性の分子論的基盤

の解明やその保全の取組へのDNA多型の積極的導入が進め

られている。ヒトゲノムの DNA 多型は個人化医療の分子遺伝

学的基盤であることは言うに及ばず、日本 DNA 多型学会が主

催する“全国学術集会”における研究発表等の変遷状況等か

ら鳥瞰できるように、DNA 多型に係る学術研究動向は医学分

野にとどまらず、広く生物学を網羅するものとなっているのが現

状である。 

以上のように、法医学領域における学術研究の中心的課題

の一つである“DNA 多型医学”はゲノム構造の違いを検出し個

体識別に応用する試みに端を発する。現在では、その内容は

ヒトの DNA 多型検出技術、データベース、法医学分野におけ

る DNA 鑑定、臨床医学における個人化医療の分子遺伝学的

基盤など社会・基礎・臨床医学にとどまらず、人類集団の起

源・進化解明など人類学的応用、動物領域における個体・種

族識別、魚類からプランクトンにまでいたる水産領域や植物の

品種・産地識別、DNA 鑑定に関する法的問題などを包含し、

基礎的生物・医学研究から医療・産業界における応用までを

網羅する“DNA 多型学”と呼べる複合的学術研究分野に発展

している。 

 

 

 

看護教育学・学校保健分野に関する学術研究動向

調査研究 

西沢 義子（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)国内外の関連学術集会等での学術動向調査（主な学術集

会のみ） 

①第 38 回日本看護研究学会学術集会 

本学術集会は現在注目されているシミュレーション教育をと

りあげたプログラム構成であり、教育講演は Deborah D. 

Navedo 氏による ”シミュレーション教育の実践”であった。看

護基礎教育においては、看護ケアの経験に限界があることか

ら臨床現場と同様な臨場感のある教育が必要である。参加者

の関心も高く、看護教育におけるシミュレーション教育のさらな

る発展が望まれる。 

②NASSNC Fall Conference 2012 & 86th Annual American 

School Health Conference 

各州のスクールナース・コンサルタントが参加するNASSNC 

Fall Conference に 参 加 し た 。 初 日 は 「 Anaphylaxis 

Management- Introduction of new auto injector device」につい

て講演があった。アナフィラキシーショック症状出現の際には、

5～15 分以内にエピネフリン自己注射（Auvi-QTM）が第一優先

であることを強調していた。米国においてもまだ十分普及して

いないため、HP（http://www.auvi-q.com/）でも自己注射の手

順等について解説している。86th Annual American School 

Health Conferenceは各セクションでのワークショップが多く、会

員参加型の企画が特徴的であった。いじめ問題は深刻であり、

学校でのいじめにより死亡した生徒のドキュメンタリー映画が上

映され、両親からはいじめを根絶する悲痛な訴えがあった。米

国では学会で取り組むべき深刻な課題として捉えており、解決

策について意見交換が行われた。 

 

2) 日本看護研究学会雑誌、日本看護科学学会誌および

Japan Journal of Nursing Science へ掲載された原著論文等から

みた学術動向調査（2007 年～2011 年） 

日本看護研究学会雑誌の 5 年間の掲載総数は 220 編であ

り、そのうち原著論文は 72 編、そのうち科研費助成事業による

成果は 16 編（22.2％）であった。研究報告を含めると 5 年間で

191 編であり、科研費助成事業による成果は 33 編（17.3％）で

あった。研究テーマを細目別にみると基礎看護学（27.2％）、

次いで臨床看護学（24.6％）、高齢看護学（23.6％）であった。

日本看護科学学会誌の 5 年間の掲載総数は 155 編であり、そ

のうち原著論文は 55 編、そのうち科研費助成事業による成果

は 9 編（16.4％）であった。研究報告を含めると 149 編であり、

科研費助成事業による成果は 29編（19.5％）であった。細目別

では臨床看護学（26.8％）が最も多く、次いで高齢看護学と基

礎看護学（22.1％）であった。Japan Journal of Nursing Science

の 5 年間の掲載総数は 69 編であり、そのうち原著論文は 59

編で科研費助成事業による成果は 15 編（25.4％）であった。細
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目別では生涯発達看護学（27.1％）が最も多く、次いで基礎看

護学（25.4％）、臨床看護学（16.9％）であった。上記 3 誌の 5

年間に掲載された全ての論文数は 444 編であり、科研費助成

事業・その他の助成金による成果は 150 編（34.0％）であった。

そのうち、科研費助成事業による成果は 82 編（54.7％）であり、

科研費助成事業の果たす役割は大きかった。 

 

２．その他 

日本看護系学会協議会との連携で看護学分科におけるキ

ーワード等の検討会を平成 24 年 11 月 20 日に開催した。現在

の細目とキーワードの妥当性等についての意見交換が行われ

た。次回改正に向けての情報の集約が必要であること、若手

研究者育成の支援が必要であることなどが確認された。 


