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医歯薬学分野 
松本 昌泰（広島大学大学院医歯薬保健学研究院・教授） 

 

本年度は、国内で開催された神経内科学領域の多くの学

会に参加するとともに、国外ではアジア—パシフィック脳

卒中学会 2013、アメリカ国際脳卒中学会 2014 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2013では19のシンポジウム、

アメリカ国際脳卒中学会 2014 では 2 つのディベートセッ

ションを含む 38 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。な

かでも、新たな診断・治療上の指標となる分子レベルでの

バイオマーカーについての網羅的なプロテオームやトラ

ンスクリプトーム解析、炎症・免疫関連の分子マーカーに

関する研究、再生医療の実臨床への応用などの進展が注目

を集めていた。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、中国を含むアジア諸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、香港、シンガポー

ルなどのセンター化された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。大半は、豊富な資金力を持つ欧米のメガファーマが

資金を提供する形で実施されており、産学協同による研究

が重視されている。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のみならず希

少疾患や難病を対象とした研究も精力的に実施されてお

り、この点において、基盤整備の不十分な日本での研究は

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19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、基礎的研究の発表数が相

対的に減ってきている。トランスレーショナルな臨床研究

に不可欠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） 
櫻木 範明（北海道大学大学院医学研究科・教授） 

 

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は特定の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で諸条件が

異なるために発生する課題について、国際的協力の枠組み

を形成し、多領域 interdisciplinary の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 interdisciplinary の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
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合的研究・教育をテーマにシンポジウムを行った。 

 

医歯薬学分野 
鍋倉 淳一（自然科学研究機構生理学研究所・教授） 

 

近年の要素還元型の研究の推進により、生体の構成要素

についての理解は大きな発展が見られた。しかし、医歯薬

分野では、ヒトの理解、その破綻における疾患の解明およ

び治療が最終的な目標であるため、生体における各種要素

の役割の理解が重要であり、加えて、それらの生体内での

協調な統合的な研究がこれまで以上に重要になってきて

いる。そのため、生体機能の「ありのまま」の評価の重要

性が国際的に高まっている。しかし、細胞生理学、分子・

蛋白生理学などに研究主体をおいている研究者が多く、個

体機能を対象とする研究技術に精通している研究者が不

足している。 

疾患や医歯薬における生体機能の研究戦略に関連分

子・遺伝子の探索の研究戦略が浸透している中、医歯薬に

おける基礎医学とその他の生物系研究との境がなくなっ

ている場合も多く見受けられる。加えて、医歯薬学分野に

おいて類似した細目およびキーワードが含まれるものも

見受けられ、今後そのあり方について慎重な議論が必要と

思われる。 

平成 25 年度に発表された”いわゆる”日本版 NIH 構想

のもと、医歯薬学の研究に対する意識がより出口指向に変

わることが予測された。しかし、多くの臨床医学研究者は、

むしろ学術としての研究が弱体化することを危惧する意

見も少なからず見受けられる。一方で、基礎医学の研究の

中には、臨床医療への出口を探る方向性もみられ、医療、

臨床・基礎医学、および技術開発として研究において混乱

を招いている場合も見受けられる。 

平成 25 年度、研究大学強化促進事業がスタートし、研

究 力 強 化 の た め の URA （ University Research 

Administrator）の充実など新たしい研究力の推進のため

の取り組みが開始した。しかし、研究を理解しつつ研究支

援事業を推進できる人材が不足しており、その育成とその

キャリアパスの確立が急がれる。 

 

健康科学分野・予防医学 

平井 みどり（神戸大学医学部附属病院・教授） 

 

平成 25 年は健康食品・健康器具等の健康産業の育成、

セルフメディケーション、等の話題が脚光を浴び、健康食

品の機能性表示について規制が緩和されたことも話題に

なった。このような状況では、消費者は自己責任において、

様々な健康訴求商品を使用することを余儀なくされる。し

かし医薬品とは異なり、健康訴求商品の公的情報源として

は限られたものしか存在せず、またそれらを一般消費者が

気軽に活用できる状況には至っていない。健康食品や器具

を一般人が安全かつ有効に使用するためには、専門家によ

る支援やアドバイスは必須であり、不具合が生じたときに

相談する窓口を増やすとともに、一般消費者への教育啓蒙

活動を活性化させる必要がある。 

我々は神戸大学医学部附属病院内に「健康科学評価セン

ター」を設置し、健康訴求商品等の評価方法の開発と、情

報提供・教育啓蒙を目的に活動を開始した。平成 24 年度

は、当研究費を活用した調査は基礎的な情報集積に貢献し

た。本年度は、我々の活動を広く知らしめ、国内での共同

研究を進める目的で、6 月にはシンポジウムを開催し 150

名を越える参加者を得て多くの意見交換を行い、その中か

ら共同研究(基礎・臨床)に着手することができた。また、9

月には「患者から健康食品を使ってみたいと相談された 

勧める？勧めない？」の講演会を開催し、健康食品の効果

について科学的根拠（臨床試験）が非常に少ない現状、リ

スクマネジメントとリスクコミュニケーションの重要性

について広く情報提供と討論を行った。 

海外情報の調査について、平成 24 年度は欧州を主体に

行ったが、本年度は米国における補完代替医療の中心的存

在であるアリゾナ州立大学が毎年開催する Nutrition and 

Health Conference に参加した。米国における生活習慣病

対策、栄養摂取に関する社会問題、食品･サプリメントの

相互作用等について、高度先進医療とは異なるアプローチ

ではあるが、栄養摂取と生活習慣の是正の有用性について

熱心な討議が行われた。企業などと共同して健康増進のた

めの社会運動に繋がっていることが示され、日本で具体的

な活動を行うための様々な示唆が得られた。今後はいわゆ
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る「産学連携」とは異なる形で、地域連携をベースとした

国民の健康度を高める活動を計画･実践する必要があると

考え、次年度の課題としている。 

 平成 25 年度末には神戸大学医学部に地域医療活性化セ

ンターが設置され、その中に健康科学評価センターが少な

いながらスペースを確保できたため、今後の地域への活動

拠点として活用していく予定である。 

 

生物系薬学および医療系薬学分野 

土井 健史（大阪大学大学院薬学研究科・教授） 

 

 ゲノム解読がなされ、世界の創薬の潮流は分子標的薬の

開発に変わってきた。疾患治療の標的となる鍵タンパク質

の探索が盛んに行われているが、標的分子を得た後の手段

としては、低分子化合物医薬品の探索の場合には、標的分

子に結合し活性に影響を及ぼす化合物をスクリーニング

により単離することが行われている。しかしながら、ヒッ

ト化合物を得るためには、膨大な化合物の種類をスクリー

ニングする必要があり、成功の鍵は化合物ライブラリーの

質と量、アッセイ系の善し悪しに関わっている。 

 一方、計算機の発達に伴い、分子動力学シミュレーショ

ンを用いた IT 創薬も進みつつあり、昨年のノーベル化学

賞受賞テーマに選ばれるなど、その有用性が注目されてい

る。これまでも、標的タンパク質、化合物の構造から分子

動力学法により、相互作用が解析されてきたが、最近では

さらに進んだアプローチが可能になってきている。すなわ

ち、従来の得られた立体構造からの相互作用に基づく設計

だけではなく、中間構造を予測した新たな部位を狙った創

薬が展開されようとしている。実際、リン酸化酵素に対す

る阻害薬の開発についても、ATP の結合部位の中間構造を

予測し、その部位を標的とした創薬設計が行われている。

今後、この手法での創薬研究が展開された場合、すでに標

的とされ薬が創られていた同じ標的タンパク質であって

も、これまでと異なった化合物が創薬候補として上がって

くる可能性があり、創薬開発に新たな展開がスタートする

ことが期待される。 

 分子標的薬の開発については、有用な標的探索とその標

的に特異的に作用する薬の取得が鍵になるが、分子標的薬

といえども副作用の問題や標的タンパク質の変異による

薬剤耐性が出現するなど、依然として解決するべき問題を

多く残している。上で述べた中間構造やゆらぎにより出現

する構造、状態を標的とした薬物の設計など、新たなコン

セプトによる薬の開発が望まれる。 

 

生理学分野 

石川 義弘（横浜市立大学大学院医学研究科・教授） 

 

 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

向上に努力することを目的とした。とりわけ、申請者の専

門分野である基礎生理学において、どのような形で推進で

きるのか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、とりわけ研究成果の発表手段としての生理関連学

術雑誌の編集を中心に計画を立てた。 

欧 州 心 臓 病 学 会 で は 基 幹 学 術 雑 誌 で あ る

Cardiovascular Research の編集顧問として参加し、心臓

生理学研究の発表の手段をどのように改善するのか、また

日 本 生 理 学 会 の 基 幹 英 文 誌 で あ る Journal of 

Physiological Sciences 編集会議では主任編集長として、

我が国における生理学学術研究の発表の方法について改

善検討を行った。とくに第 91 回日本生理学会大会におい

ては今後の生理学研究のあり方、発表の仕方について講演

を行った。またインドにおける生理学会との連携を確立し、

国際的な観点から基礎生理学研究のあり方を検討した。 

また米国における NIH ファンデイング制度において、

我が国の細目に該当する Study section の分類方法、さら

には審議の仕方について情報を収集した。自身が NIH の

研究費を受領していた時代と比較し、Study section の分

類も大きく進化しており、我が国の学術振興会における科

研費細目においても、時代の背景に合致した分類が必要で

あると考えられた。しかるに科研費総額では、日米の間に

は圧倒的な金額差があり、予算的な措置も含めて検討が必
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要であることが痛感された。このように日米、あるいは日

欧の検討を、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検討し

た。 

 我が国の基礎研究費および審査にあたるマンパワーは

米国に比べて極めて圧倒的に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。 

 

神経病理分野 
高橋 均（新潟大学脳研究所・教授） 

 

・神経病理学分野における研究動向 

 神経変性疾患は神経細胞／グリア細胞に異常な形態変

化を伴った蛋白の蓄積を特徴としている。その病変の始ま

りとその広がりはどのような機序で引き起こされるのか。

本年、パーキンソン病や多系統萎縮症の病的蛋白であるα

—シヌクレインを指標とした実験的研究では、その異常蛋

白の蓄積は「プリオン蛋白のごとくに伝播する」という衝

撃的な報告がなされた。第 89 回アメリカ神経病理学会

（2013 年 6 月 20—23 日、チャールストン）では、1997

年にノーベル生理学・医学賞を受賞した UCSF の Stanley 

B, Prusiner 博士の“A unifying role for prions in 

neurodegenerative diseases” と題した特別講演が行われ、

現在、神経変性疾患の病態機序としてプリオン蛋白（様）

伝播仮説が唱えられていることに呼応する内容の講演が

行われた。今後、「神経疾患とプリオン仮説」については、

益々の学問的隆盛が期待できる。また、本邦における ALS

であるが、 c9ORF72 異常は、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

因となっているが、これに反して、本邦では、その剖検例

は未だに１例のみであり(Konno T et al. 2013)、その発生

頻度は極めて低い。ALS は、世界のどの地域、民族でも、

その発症率は 3-5/100,000 とされており、その事実を考慮

すると、日本における ALS の発症には欧米と異なる未知

の因子が関与している可能性が高い。今後は、その因子の

同定を目指す挑戦的研究も極めて重要となるであろう。 

・科研等の審査委員コメントの申請者への通知について 

 これまでも種々議論されてきた問題であるが、科研審査

においては、第１段審査委員のコメントは採否に関わらず、

申請者本人に通知されるというシステムの確立を急いで

ほしい。それは、不採択者にとっては、採択へ向けて努力

することへのささやかといえ、直接的な支援である。その

ことは、また、自ずと審査委員の審査力の向上にも還元さ

れることとなり、ひいては、本邦全体の研究・教育におけ

る自他の評価能力の向上にも連なるものである。 

 

病態医科学・神経科学・分子生物学分野 

中別府 雄作（九州大学生体防御医学研究所・主幹教授） 

 

１）国内外での学会等への参加や研究者との交流を通して、

最新の研究動向や注目すべき研究例などの動向を調査し

た。 

（１）ゲノム解析技術の革新的発展に基づく新たな「遺伝

学」領域研究の展開 

 1990 年からのゲノム研究の進展に伴い、遺伝学におい

ても分子レベルの解析や研究が飛躍的に進んでいる。トラ

ンスジェニック生物や遺伝子ノックアウト、ゲノム編集な

ど逆遺伝学的な技術革新も相次ぎ、ツールとしての遺伝学

の重要性もさまざまな分野で高く認識されている。新型シ

ーケンサーにより生殖細胞の de novo 突然変異を捉えうる

時代を背景にして、原核生物から高等動植物に至るまで、

また、分子生物学から発生学、生理学、進化学、さらに環

境学や医学への応用に至るまで細分化されつつある研究

を「遺伝学」のキーワードのもとに融合的な分野として展

開することが求められている。 

（２）DNA 損傷・修復系を標的とした新たな生命科学と

医学研究の展開 

 高度好熱菌における DNA グリコシラーゼ型制限酵素の

発見、既知の突然変異の抑制作用を持つ DNA 修復酵素に

よる能動的脱メチル化の発見、さらにがん細胞のヌクレオ

チドプールやゲノム DNA に蓄積する酸化ヌクレオチドの

分解と浄化に必須なヌクレオチドプール浄化酵素を標的

とした抗がん剤開発など、DNA 損傷と修復系に関してこ

れまでの常識を塗り替える報告が相次いでいる。従来の突

然変異の抑制やゲノム安定性の維持を超えた DNA 損傷・

修復系の生理的な意義の解明を目指す研究が今後さらに
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加速されそうである。 

（３）アルツハイマー病研究の最前線 

 現在，世界中で 2,000 万人以上の人々が認知症に苦しん

でおり、この数は高齢者人口の急速な増加により、2040

年までに 8,000 人を超えると予想されている。わが国でも

高齢者人口の急速な増加とともに認知症患者も増加して

おり、厚生労働省の推計によればその数は現在 500 万人を

越える可能性があるといわれている。予防、早期治療を含

めた総合的な対策を講じてこの老年期認知症の増加に歯

止めをかけることは、わが国の医療行政における焦眉の課

題である。Gordon Research Conference on Oxidative 

Stress & Disease (The Metabolic -Inflammatory Axis in 

Brain Aging and Alzheimer's Disease)や第 18回日本神経

精神医学会へ参加し、この分野の研究者との交流から以下

の動向が明らかとなった。 

 この数年間、インスリン抵抗性や糖尿病がアルツハイマ

ー病を含む認知症発症や進行の危険因子となることが相

次いで報告され、糖尿病患者の増加が原因で認知症高齢者

が増加している可能性が示唆されている。さらに、アルツ

ハイマー病患者の脳におけるインスリンシグナリングと

糖代謝の異常も明らかにされつつある。認知症の発症前診

断の実用化に向けた研究も進んでおり、アルツハイマー病

患者の発症前診断と発症予防の実現を目指した研究を今

後緊急に推進すべきであろう。 

 

２）専門分野における科学研究費助成事業の系・分野・分

科・細目、キーワード等に関連した調査分析 

（１）平成26年度終了予定の時限付き分科細目に関して、

平成27年度公募における取り扱いの検討に資するために、

医歯薬学領域の関連研究分野における基盤研究(C)におい

て、過去 3 年間に採択された関連の研究課題について調査

分析をおこない、「系・分野・分科・細目表」への採用の

必要を検討した。 

（２）「生体のリズム・ゆらぎ」の関連分野の研究に関し

て、従来の基盤研究における採択状況等を調査分析した。

ライフサイエンス分野ではこの 10 年間で「生体リズム」

に関する課題が 500 件以上、「ゆらぎ」のキーワードで検

索されるものが 125 件程度採択されていた。「ゆらぎ」の

研究対象は、量子のゆらぎ、分子のゆらぎ、構造のゆらぎ、

熱ゆらぎ、細胞運動のゆらぎ、リズムの変動（ゆらぎ）、

心拍のゆらぎ、血糖変動，生体ゆらぎ、血圧ゆらぎ、楽音

ゆらぎ、1/f ゆらぎ（ピンクノイズ）などがある。このよ

うな現状から、「生体リズム」の変動を「ゆらぎ」として

捉える流れは医歯薬の研究領域では普遍的な流れなって

いることが読み取れた。一方、生命科学分野では「量子の

ゆらぎ、分子のゆらぎ、構造のゆらぎ」から「細胞運動の

ゆらぎ」などをカバーしている。医歯薬の研究領域でも、

このような「量子のゆらぎ，分子のゆらぎ、構造のゆらぎ」

をも創薬のターゲットとしてとらえる研究の推進が今後

の課題と思われる。 

 

機能生物化学、生物系薬学、医学一般、薬理学一

般分野 

金保 安則（筑波大学医学医療系・教授） 

 

 本年度は、生命科学一般の学術動向、特に科学技術革新

に重点をおいて調査を行った。1980 年代から、生命科学

における技術革新は目覚ましく、その一つに遺伝子改変動

物作製技術が挙げられる。1989 年に世界最初のノックア

ウトマウスが作製されて以降、個体レベルでの遺伝子改変

技術は急速に進化してきており、現在では生命科学の分野

においてなくてはならない解析手法となっている。ゲノム

改変技術が時代の潮流を担うまでに発展する中、近年、従

来のノックアウト法に取って代わる革新的なゲノム編集

技術が開発され、注目を集めている。CRISPR-Cas システ

ムと呼ばれるゲノム編集機構は、本来原核生物の持つ獲得

免疫様システムであり、外部から侵入したウイルスなどの

核酸を切断して自身のゲノムに挿入する機能を担ってい

る。興味深いことに、このシステムは哺乳動物細胞に応用

可能であり、切断したい標的塩基配列を含む guide RNA

と Cas9 蛋白質を細胞に導入するだけで、ゲノムの標的領

域が切断、編集される。2013 年に、このシステムを利用

してノックアウトマウスを作製する方法が公開され、最も

注目すべきはその作業工程の簡便さであった。すなわち、

従来のノックアウトマウス作製法では、ターゲッティング

ベクターの作製や、ES 細胞の培養など、煩雑な操作が必
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要であったが、CRISPR-Cas システムでは、標的塩基配列

を含むguide RNAとCas9蛋白質を直接マウス受精卵に導

入することで、非常に短期間でノックアウトマウスを作製

することが可能になった。さらにこのシステムを用いて、

コンディショナルノックアウトやノックインなどに応用

することも可能である。その簡便さから、現在ではこのシ

ステムを用いて次々と遺伝子改変マウスが作出されつつ

あり、従来法からの移行が進んでいる。しかし、従来法と

比較してオフターゲット効果を有する可能性があること

や、必ずしも最適な標的部位を改変できる訳ではないこと

など、CRISPR-Cas システムには少なからずいくつかの課

題が残っており、今後のさらなる改善が期待される。 

 

基礎医学分野 
高濱 洋介（徳島大学疾患プロテオゲノム研究センター・

教授） 

 

 日本学術振興会学術システム研究センターの医歯薬学

専門調査班にて基礎医学を担当する専門研究員として、今

年度は主に次の 2 つの調査研究を行った。 

 まず、基礎医学分野における俯瞰的に高い見識をもつ、

米国国立衛生研究所国立がん研究所がん生物学部長の

Dinah Singer 博士を平成 25 年 6 月に訪問し、基礎医学分

野における国際的な最新の研究動向を調査した。併せて、

研究費配分審査方法について米国国立衛生研究所が実施

するスタディセクション方式について調査した。 

 また、基礎医学分野のなかで新しい研究の方向性を模索

している領域のひとつとして、平成 25 年 11 月に Fourth 

Synthetic Immunology Workshop (SIW4)を京都で主催し

た。Synthetic Immunology は、免疫システムを人工的に

構築しようとすることを通して免疫システムの理解を深

めようとする新しい学術領域で、SIW4 では、免疫学のみ

ならず、数理モデルや組織工学を含めたさまざまな背景の

研究者約 100 名が国内外から集い、領域融合的な研究交流

の促進を通して、新しい研究の方向性を模索した。この学

術集会にデューク大学 Mary Louise Markert 教授を招聘

して意見交換することで、基礎医学分野における新たな研

究領域の動向を調査した。 

臨床検査医学分野 

岩谷 良則（大阪大学大学院医学系研究科・教授） 

 

臨床検査医学分野における新たな研究領域として、エピ

ゲノム検査法の開発が注目されつつある。ヒトの疾病･老

化･行動異常などの表現型は、すべて遺伝因子と環境因子

の両者によって規定されているが、遺伝因子に関しては、

10 年ほど前より遺伝子多型と疾病との関連解析が本格的

に 行 わ れ る よ う に な っ た 。 現 在 は Genome-wide 

association study (GWAS)により、そして今後は全ゲノム

解析によって大規模ゲノム解析が進み、早晩、遺伝子多型

と疾病の発症、増悪、予後、合併症、薬の効果、副作用な

どとの関連が解明されるだろう。そして今後必要になるの

が環境因子の解明で、特にゲノム修飾（DNA メチル化や

ヒストン修飾、non-coding RNA の変化など）を解析でき

る簡便で精度の良い正確な検査法の開発が臨まれるだろ

う。 

臨床検査医学分野では、環境因子が遺伝子の発現に変化

を引き起こして疾病を発症させる機構（エピジェネティク

ス）を解明することができれば、そのエピゲノム変化のデ

ータと遺伝子多型のデータを組み合わせることにより、疾

病の発症を極めて正確に予測できる検査法の開発が可能

になると期待される。また疾病の予防薬や治療薬の開発に

も繋がるので極めて重要である。昨年 7 月に、この機構を

網羅的に解明するための方法として、日本学術会議から

100 万人ゲノムコホート計画が提言された。しかし、現時

点では、個々の疾患において、疾患関連候補遺伝子のエピ

ゲノム変化を解析することにより、環境因子の解明が行わ

れている。 

臨床検査医学分野における新しい早期発見の疾患バイ

オマーカーとして、体液中マイクロ RNA や糖鎖、そして

質量分析計による多数のペプチド同時測定が注目されて

きており、その測定技術基盤の開発が進みつつある。 

臨床検査の標準化に関しては、80 人の血清パネルを用い

た基準範囲設定の国際プロジェクトが、日本、アジアから

世界規模へと広がりつつあり、臨床検査値の互換性の調査

が進められている。 
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法医学・DNA 多型医学分野 

安田 年博（福井大学医学部・教授） 

 

本年度は、法医学領域における中心的研究課題の一つで

ある「DNA 多型医学に特化した学術研究」の国際的動向

について調査研究を実施した。 

「法医学領域に特化した DNA 多型医学」の国際的学術

研究を主導している“国際法遺伝学会 The International 

Society for Forensic Genetics”における動向は当該学術研

究の国際的動向の良い指標となる。そこで、2000 年以降

に開催された当該学会主催 Congress における研究発表や

優秀研究賞の変遷状況、最新の研究動向等から「法医学領

域における DNA 多型医学に特化した学術研究」の国際的

動向について調査した。最近発表数の急増している研究カ

テゴリーとして“Body fluid identification”があげられる。

体液の瘢痕など法医学的試料から RNA が解析できること、

さらに miRNA を含め体液特異的な分子種も存在すること

が最近明らかにされ、このような背景のもと、2009 年以

降「RNA 解析を利用した体液判定」に関する発表が急増

している。さらに、最近増加している研究発表として“New 

technologies in forensic genetics”があげられ、特に 

mitochondrial DNA、STR、SNP など DNA 多型を網羅的

に解析できる“次世代シークエンシング法”の法医学領域

における DNA 多型解析への導入が注目されている。この

ように、「RNA 解析の法医学実務への応用」および「次世

代シークエンシング法の法医学的 DNA 多型解析への応用」

は今後の注目すべき研究課題となっている。 

いわゆる“個人識別・身元の確認”に係る“DNA 鑑定”

では検査試料からの検査結果と“該当者”と想定される関

係者からの検査結果との異同識別が不可欠であり、“該当

者”と推定される関係者を限定・特定することが検査の前

提として必須である。現在、法医学的試料などから判定さ

れる DNA 型検査結果と異同識別する対象者である“該当

者”と想定される関係者の絞込みが個人識別検査において

今後解決すべき喫緊の案件となっている。そこで、関係者

の絞込みに活用できる“関係者絞込みマーカー”の一つと

して、“身体的特徴”決定に関与する様々な遺伝子を“外

見推定マーカー”として活用することを目的とした研究が

注目され、個人の地理生物学的起源を推定しうる

“Ancestry-informative DNA markers”の活用も合わせ、

関連する学術論文数が増加している。本年度 Congress に

おいても“Predicting skin color from DNA using a model 

based approach”が優秀研究として表彰されている。特に、

欧米では虹彩、毛髪や皮膚の色を規定する“Colorful DNA 

polymorphism”が着目されており、“Forensic DNA 

phenotyping”として、その法医学的有効性の検証が進行

している。さらに、顔貌や身長など様々な“身体的特徴”

を規定する遺伝子群が同定されており、それらの法医学領

域への応用がさらに進むことが期待される。 

 以上、鳥瞰したように、法医学領域の中心的研究課題で

ある「DNA 多型医学に特化した学術研究」の動向につい

て、今後の研究課題として①体液判定の開発を含め、RNA

解析の法医学実務への応用、②NGS の法医学的 DNA 多型

解析への応用、③“外見推定マーカー”等を利用した“関

係者絞込みマーカー”の開発が推進されるものと思われる。 

 

精神神経医学分野：特に米国における Brain 
Activity Mapping Project について 

神庭 重信（九州大学大学院医学研究院・教授） 

 

2014 年 4 月、オバマ米大統領が、いかにして脳灰白質

が思考し、感覚し、記憶し、覚えて、時には重篤な疾患に

屈するかに関する理解を加速するための、１億ドルの

「BRAIN Initiative」を発表した。そしてその 1 年後にな

り、科学者たちは、目標に向けた画期的成果を報告した

（doi:10.1038/nature13186）。 

 Nature 論文は、マウス・コネクトーム、すなわちニュ

ーロンが機能的回路を形成する際に、マウスの脳全体にわ

たって形成する波状の結合を示す地図を公表した。コネク

トームは、基本的な配線図である。どのようにして脳内の

数百万ないし数十億のニューロンが他のニューロンに結

合し、それによって各脳部位が、行動、知能、および人格

を生成するために情報交換できるようにしているかを示

している。これ以前に科学者たちが本質的に完全なコネク

トームを作成した唯一の種は、302 個のニューロンをもつ

線虫（C. elegans）であった。人間の脳は、およそ 860 億
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のニューロンを持ち、それぞれが 1 万もの結合を形成して

いる。 

米国での「BRAIN Initiative」はその目標に向かって、

第一歩を踏み出した。今後は、ミクロとマクロの両面から

脳の理解が進みつつあり、ボトムアップおよびボトムダウ

ンから、両者をつなぐ階層融合的な研究も開始されつつあ

る。ミクロレベルで神経細胞・グリア細胞がどのように相

互に結びつき、局所および遠隔のネットワークが、どのよ

うな情報処理を実現することによって全体としての脳機

能を発現しているのかを今後見出す必要がある。 

 さらに、「脳・こころ・社会」を一体化した研究の実現

に向けた、異分野連携の推進が必要である。脳という臓器

は、こころという機能を通して、人体と社会・環境をつな

ぐフロントラインであり、脳科学は生命科学と人文社会科

学をつなぐ接点である。異分野との連携が全国で展開され

る必要がある。 

 報告者が専門とする精神疾患と発達障害の克服には、病

態解明による病態に基づく診断体系の確立、個別化治療お

よび革新的予防法を実現することが必要である。具体的に

は、ゲノム解析、コホート研究、脳組織研究、バイオマー

カー、脳画像研究、iPS 細胞を用いた疾患モデル細胞及び

モデル動物、新規治療薬の開発が必要である。 

 

血液内科学分野 
張替 秀郎（東北大学大学院医学系研究科・教授） 

 

血液内科学においては、さまざまな疾患やコホートでの

網羅的ゲノム解析とそのデータに基づく病態解析が加速

化している。本年度も国内・国際学会においてもこの領域

の成果が多数報告されていた。今後は、miRNA を含めた

トランスクリプトーム解析によりゲノム解析で見いださ

れた変異や発現異常の機能的・病的意義を解析する研究が

展開されるものと考えられる。 

治療については、エピゲノム、シグナル伝達をはじめと

した様々な分子に対する分子標的薬の開発が依然として

活発に進められている。今後、複数の分子標的薬の併用、

もしくは従来の抗腫瘍剤と分子標的薬の併用試験が数多

く予定されており治療の選択肢は増えていくことは間違

いないが、標準治療の確立のためには臨床的有効性の評価

をより厳密にする必要が出てくるかもしれない。 

造血器腫瘍に対する免疫療法も新たな展開を見せている。

腫瘍細胞の抗原に対する抗体遺伝子と細胞内シグナル伝

達分子を含む T cell receptor 遺伝子を結合させた

Chimeric Antigen Receptor（CAR）を自家 T 細胞に導入

しキラーT 細胞化させて細胞療法として用いる方法や癌細

胞抗原とエフェクター細胞抗原を認識することが可能な

bispecific 抗体を用いた免疫療法が開発され臨床試験が開

始されている。また、造血幹細胞移植領域では移植後大量

サイクロフォスファミド を用いたハプロ移植法の有効性

が報告され、急速にその数を増やしている。移植に用いる

造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律が施行され

社会的基盤が整備されたこともあり、今後造血幹細胞移植

がより活発に行われていくことが予想される。 

日本血液学会の際にはアメリカ血液学会会長の

Abkowitz 博士に仙台においでいただき、研究ミーティン

グ、意見交換を行い、アメリカにおける血液研究の動向に

関する情報を得た。また、日本血液学会前日に第一回赤血

球研究会を札幌市にて開催し、報告者の専門領域である赤

血球造血に関する専門家が集まり最新の研究報告を行っ

た。両生類の赤血球造血からヒト難治性貧血に至るまで、

幅広くそして深く活発な議論を行った。 

 

消化器内科学分野 

渡辺 守（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科・教

授） 

 

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、世界消化器病

学会および USA、Europe、Asia Pacific 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 2013（全米消化器病週間）が

オーランドで 5 月 18 日—21 日に行われた。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
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告された。特に腸管上皮幹細胞培養研究が多く発表された。

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。 

  International Congress of Mucosal Immuology2013

（国際粘膜免疫会議）がバンクーバーで 7 月 17 日-21 日に

行われた。自身も Asia Pacific 地域の理事として会議に出

席し、招待講演を行った。粘膜免疫の領域では、特に腸内

細菌による免疫抑制細胞に対するポジティブ作用が注目

された。 

World Congress of Gastroenterology（世界消化器病学

会）と Asian Pacific Digestive Week （アジア太平洋消化

器病週間）とのジョイントによる「Gastro 2013」が上海

で 9 月 21 日—24 日に行われた。世界とアジア太平洋にお

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。自身は「Gastro 2013」における消

化 管 領 域 の 最 高 賞 で あ る 「 Marshall & Warren 

Lectureship Award」を受賞し、記念講演を行った。特に

本年は、Europe 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。また、自身はアジア太平洋消

化器病週間の機関誌 Journal of Gastroenterology and 

Hepatology の Editorial Meeting に Editor-in-Chief とし

て参加し、アジア各国の研究の方向性を議論した。 

  United European Gastroenterology Week 2013（ヨー

ロッパ消化器病週間）がベルリンで 10 月 14 日—17 日に行

われた。ここでも炎症性腸疾患の新しい治療が大きな話題

であり、学会中、USA、Europe、アジアの専門家協議が

行われた。参加者も過去最高となり、臨床試験、大規模臨

床研究の中心が米国から Europe に移っていることがあら

ためて実感された。 

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、あらためて強

調したい。 

 

放射線科学分野―とくに新しい放射線増感剤の研

究開発動向について 

小川 恭弘（高知大学教育研究部医療学系・教授） 

 

放射線科学・放射線医学・放射線腫瘍学・放射線治療学

分野を中心に、国内、国外の関連学会に参加し、さらには、

日本乳癌学会の診療ガイドライン委員会には、放射線療法

小委員会の副委員長として参加し、最近の研究動向の調査

を行った。 

特に、放射線治療の領域では、日本乳癌学会では、乳癌

に対する乳房温存療法後の温存乳房照射に関して、最近わ

が国でも普及が進みつつある 3 週間法（16 回の寡分割照

射法）に関して、シンポジウムにおいて活発な意見交換が

なされた。丁度、最近、米国の放射線腫瘍学会(ASTRO)

から、寡分割照射法に関するガイドラインが出され、この

分野におけるわが国の臨床研究の成果とも相俟って、わが

国の乳房温存療法後の温存乳房照射の最新のガイドライ

ンにもこれらが反映されることとなった。すなわち、TN

分類で、T1,2N0 の症例で、化学療法を施行していない 50

歳以上の患者さんに対して、温存乳房照射の線量分布が一

定以上の均一性を保てる場合には、3 週間法（16 回の寡分

割照射法）の推奨グレードは、従来のグレード C1（十分

な科学的根拠はないが、細心の注意のもと行うことを考慮

してもよい）からグレード B（科学的根拠があり、実践す

るよう推奨する）へ格上げされた。さらに、健康保険の医

科診療報酬点数においても、平成 26 年 4 月より、1 回線

量増加加算が認められ、別に厚生大臣が定める施設基準に

適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険

医療機関において、1 回の線量が 2.5 Gy 以上の全乳房照射

を行った場合は、1 回線量加算として、460 点を所定点数
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に加算するとされた。このことにより、3 週間法（16 回の

寡分割照射法）の温存乳房照射でも、従来通りの 5 週間法

（25 回の分割照射法）とほとんど遜色のない診療報酬を受

けることができるようになり、漫然と従来通りの 5 週間法

（25 回の分割照射法）を継続してきた病院も、放射線治療

回数が約 3 分の 2 で済み、患者さんに優しい 3 週間法（16

回の寡分割照射法）に切り替えるところが増加するものと

期待される。 

以上のように、この 3 週間法（16 回の寡分割照射法）

での温存乳房照射が、欧米とわが国の研究の進展に基づい

てエビデンスレベルのグレード B へと昇格し、さらに、こ

れが迅速に健康保険の診療報酬点数にも反映されたこと

は、真に時宜を得たことであり、研究成果の社会へ還元の

モデルとしても賞賛に値するものと高く評価できる。 

また、放射線治療の分野において、より抗腫瘍効果を高

めるための手法として、これからの放射線治療の進歩は、

重粒子線治療ならびに放射線増感剤の開発にあることが、

従来から強調されてきた。 

まず、重粒子線治療に関しては、わが国においては、重

粒子線治療のできる施設は、放射線医学総合研究所をはじ

めとして、兵庫県粒子線医療センター、群馬大学重粒子線

研究センター、九州重粒子線治療センターと、すでに 4 箇

所存在し、さらに建設中・計画中の施設もある。この数字

は、北米や欧州と比べて、かなり多く、わが国の重粒子線

治療研究は、世界一のレベルにあるとされる所以である。 

 放射線増感剤の開発研究は明らかに遅れている。放射線

によって癌細胞内に産生されるラジカルを酸素の代わり

に固定するというイミダゾール化合物の研究には、すでに

限界があり、別の視点が必要なことは明らかである。従来

から、がん細胞には、正常組織の 10 倍以上の抗酸化酵素

ペルオキシダーゼが含まれているとされ、これを失活させ

ることが、ラジカルを固定する酸素の供給とともに重要で

ある。ペルオキシダーゼを失活させると同時に酸素を発生

する物質は、過酸化水素しかなく、その点、これを応用し

た放射線増感剤 KORTUC の効果は、画期的なものである

と認められつつある。高知大学で開発された KORTUC は、

同大学では、倫理委員会の承認のもと、乳癌症例を主体に、

すでに 200 例に対して行われ、良好な抗腫瘍効果が示され

ている。この KORTUC は、高知大学以外にも、大阪医科

大学で約 50 例、東京放射線クリニックや長崎県島原病院

でも各 40 例以上行われており、その他、札幌医科大学や

順天堂大学、東京慈恵会医科大学、島根大学、京都府立大

学等、近年、KORTUC を施行する大学病院・基幹病院は

急速に増加しつつある。KORTUC のほかにも、放射線増

感剤の研究は、より強化すべき課題であると思われる。 

 

循環器内科学分野 

室原 豊明（名古屋大学大学院医学系研究科・教授） 

 

 卒後医師臨床研修制度の改革の後、研究に携わる医師が

激減したと言われる。そのため、医学研究の国際競争力が

非常に低下している。このような状況のもと、循環器内科

領域では国内外でどのような研究がなされているのか。特

に米国と日本とでは、どちらの国がどのような点で優れて

いるのか。米国と比較して日本ではどのような研究が遅れ

ており、今後どのような分野で研究注力が必要なのか？ 

などを検討した。 

 2013 年 11 月に米国ダラスで開かれた、アメリカ心臓協

会(American Heart Association: AHA) 年次集会に参加

し、現地での研究動行や注目すべき研究例を探った。さら

に、同年（2013 年 3 月）横浜市で開催された日本循環器

学会総会の演題内容や数と比較することにより、どちらの

国がどのような研究をより注力しているのか？などを比

較検討した。 

 この両学会の演題数別の解析から分かってくる事は、日

本において遺伝学、遺伝疾患、先天性心疾患に関する研究

が著しく米国よりも遅れている（発表数が少ない）点であ

ろう。特にゲノム医学（エピゲノム研究を含め）の遅れが

危惧される。原因の第一として、日本人は、ポストゲノム

時代の遺伝情報の臨床研究の応用に不得意である可能性

がある。第二に、ゲノム医学は多額の研究費を必要とする

が、現在国の公的研究費が一部の分野に流れており、ゲノ

ム研究に十分に研究資金が回っていない可能性もある。第

三に、短時間ハイスループット型の機器を使用したゲノム

解析などは、比較的新しい分野であり、機種もどんどん更

新されており、卒後臨床研修が始まった時期ころからの医
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師研究者が十分にこの分野に取り組めていない可能性も

ある。 

 いずれにせよ、日本では今後のこの研究分野への注力が

必要であると思われる。 

 

耳鼻咽喉科分野 

山岨 達也（東京大学大学院医学系研究科・教授） 

 

国内外主要学会に参加し、また耳鼻咽喉科領域における

主要な国際および国内学術雑誌を網羅し、耳鼻咽喉科領域

の学術動向を調査した。 

耳科学領域では、内視鏡下耳科手術、形成的手法による

外耳道形成、人工中耳などの新しい手法が導入され、画像

診断の基礎研究、聴覚・平衡覚機能再生の基礎研究、内耳

障害の発症機序に関する研究などが進歩した。例えばモル

モットを用いてメニエール病発作を起こすモデルが作成

され、内リンパ嚢の吸収障害とバゾプレッシンの関与が証

明された。聴覚では聴力温存型人工内耳の臨床研究が進み、

保険収載された。これに伴い、非侵襲的手術手技の開発、

側頭骨画像診断、難聴の遺伝子解析などが主要な研究トピ

ックとなった。小児の人工内耳では、より若年例の成績が

良好なことが明らかとなり、手術適応年齢が 1 歳にまで下

げられた。また小児の聴取能力・言語能力の発達には両耳

聴が基本であり、両側手術が肯定されるようになった。聴

力温存型人工内耳の適応となる高音急墜型感音難聴の音

韻別聴取成績では 500Hz の聴力閾値が大きく関与するこ

とが報告され、また高音急墜型感音難聴を擬似する

low-cut filter を用いた聴取実験では邦人でも英語を母国

語とする外人のどちらにおいても英語の聴取に比べ日本

語の聴取が容易なことが報告され、聴力温存型人工内耳の

海外における手術適応基準を本邦にそのまま応用できな

いことなどが示された。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疫学報告が増

えており、また MnSOD ヘテロマウス等を用いた老人性難

聴発症における酸化ストレスの関与が報告された。平衡領

域では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・改良がなされてきたが、前庭動眼

反射を記録できる手法（HINTS）の有用性が認識され、本

邦でも臨床研究が活発になされた。また電気的に末梢前庭

器官をガルバニック刺激することで、正常人でも両側前庭

機能障害例でも閉眼による動揺が抑制されることが示さ

れ、リハビリへの応用が進められている。 

鼻領域では花粉症に対する舌下免疫療法が認可され、薬

価収載を待つ段階になっている。家ダニによるアレルギー

性鼻炎では IL-25 ではなく IL-33 が主に関与すること、鼻

茸の生成においても IL-33 が重要なことが示された。喉頭

領域では老人性発声障害が大きなテーマであり、嗄声に対

する脂肪注入や FGF など成長因子の投与の有用性が示さ

れ、また高速度ビデオ撮影による声帯振動の障害メカニズ

ムも報告された。喉頭・気管軟骨の枠組み手術に対して画

像診断による評価方法が向上し、また組織工学技術を用い

た再生も応用されてきている。嚥下については食道造影と

内視鏡による嚥下時の喉頭の観察の有用性が評価され、保

険収載された。頭頸部癌では最新の化学療法・化学放射線

治療の成績が示されるとともに、強力な化学放射線治療の

あとの嚥下障害が問題提起されてきている。また新しく分

子標的薬が保険適応となったが、対象症例の選択など、臨

床上残された課題が主に検討されている。中咽頭癌におけ

る乳頭腫ウイルス関与は最近本邦でも増加しているため、

治療成績への影響についての報告が増加し、治療戦略が見

直されてきている。 

 

心臓血管外科学分野 
渡邊 剛（金沢大学心肺病態制御学講座・教授） 

 

2014 年 3 月現在、世界において 3000 台以上の da Vinci 

surgical system（以下 da Vinci）が導入され臨床で稼働し

ている。da Vinci を用いたロボット手術は、全世界で年間

50 万件以上（2013 年）が施行されている。 

 冠動脈疾患： da Vinci を用いた CABG は 1998 年には

心停止下のもとに初めて行われている。その後ロボットを

使った完全内視鏡下の心拍動下の手術なども報告されて

いた。アメリカでは FDA の認可が 2004 年に通り、冠動

脈疾患に対しては左内胸動脈剥離と小切開の CABG を組

み合わせた ThoraCAB や TECAB が行われている。今後

は カテー テルイ ンターベ ンショ ンの発 達と共に
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ThoraCAB、あるいは TECAB とカテーテルインターベン

ションのハイブリット手術が行われていくものと考えて

いる。 

弁膜疾患では、特に僧帽弁形成術においては、da Vinci

を用いた手術は極めて有効であり、心停止下の心内手術で

はあるが従来の正中切開よりもより良好な視野のもと、し

かも拡大視が出来ることや、生理的なポジションで僧帽弁

の観察ができることなど大きな利点を有している。 

 2012年 4月には前立腺癌に対する根治的前立腺全的術が

保険収載され、飛躍的に導入数が伸びてきている。その保

険収載に関しては前立腺悪性腫瘍手術に内視鏡手術用支

援機器加算が新設されたものであった。ロボット本体の価

格、年間の保守点検費用だけでなく、ロボット鉗子、ドレ

ープも高額である。前立腺手術が保険収載されたといって

もいわゆるロボット加算は 54200 点に過ぎなく病院経営

を考えたときこれは大きな問題となっている。 

 2014 年 3 月現在、日本は米国に次いで世界第二のロボ

ット保有国となった。これは、やはり前立腺手術の保険収

載が契機となったものである。今後は腹部外科（消化器外

科、泌尿器科、婦人科など）および胸部外科（呼吸器外科）

での先進医療申請が成されていくものと思われる。プロト

コールに関しては申請施設単独のものではなく関連学会

を軸に作成されているようである。 

 da Vinciにおいては前述の通り第四世代のXi Systemが

既に発表されており新しいシステムを利用した術式の開

発やさらに改良進化した新しいロボット鉗子が市場導入

される予定である。 

 

麻酔科学分野 
川真田 樹人（信州大学医学部・教授） 

 

 日本の基礎医学研究は世界のトップレベルを維持して

いるが、臨床医学研究はこの 10 年間で発信力が著しく低

下した。一方、医学研究論文数を、大学群別（旧帝大、旧

六、地方国立大学群、公立大学、私立大学）に分けると、

医学論文全体では、発表論文数は旧帝大群が一番多く、私

立大学群と地方国立大学群がほぼ同程度で続くのに対し、

麻酔科学領域では 20 年前より、地方国立大学群が多くの

論文を発表し、日本から世界に向けた麻酔科学の発信の一

翼を担ってきた。しかしこの 10 年間で、（１）医師臨床研

修制度の導入、（２）国立大学法人化、（３）病院収益の増

加や高齢化に伴う手術数の増加などに起因し、地方と都市

部で麻酔科医の偏在が生まれた。その結果、地方国立大学

からの論文数が激減に伴い、日本からの英文論文数は減少

し、2009 年から韓国に、2013 年間から中国にも抜かれた。

いわば麻酔科領域は、この 10 年間でもっとも学術発信力

が低下した領域といえる。 

 実際、国内外の学会では、発表される本邦からの臨床研

究の質も低下している印象を受けた。このままの状況が続

けば、麻酔科学領域における本邦から世界への発進力のさ

らなる低下は必至である。この状況を個々の大学病院麻酔

科の取り組みで改善させるのは困難と考え、新たな試みと

して、日本麻酔科学会を中心として、学会主導での臨床研

究の推進が開始されつつある。本邦の麻酔科領域における

未解決のテーマを選択し、本邦における多施設共同研究と

して世界に発信していく準備が整いつつある。今後数年間

に、多施設間研究を推進することで、単一施設における臨

床研究の推進に繋がることが期待させる。このような臨床

研究を契機として、基礎研究に興味を持つ若い麻酔科医が

増え、麻酔科領域の基礎研究の発信力が増えることも期待

したい。まさにこれからの数年間は、麻酔科領域の学術動

向にとってもっとも重要な期間といえる。 

 

泌尿器科分野 

近藤 幸尋（日本医科大学大学院医学研究科・教授） 

 

 泌尿器科における癌領域に関しては、血管新生に対応し

た分子標的薬の多くが腎細胞癌に関して臨床現場で使用

され始めたが、我々の期待以上の効果が得られていないの

が現状である。泌尿器科領域における免疫療法は、腎細胞

癌に対するインターフェロンやインターロイキンが使用

されているが、奏功率は 10％前後と決して高いものではな

い。その免疫療法において近年ワクチン療法、ペプチド療

法、抗体療法などが腎細胞癌だけでなく膀胱癌および前立

腺癌にも臨床治験が行われている。特に米国でメラノーマ

に対する日本発の PD-1 抗体は、その効果が高いことによ
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りオーファンドラッグとしてすぐに FDA の認可を得てい

る。今後腎細胞癌に対しての効果も期待されている。その

他のワクチン療法およびペプチド療法もいろいろな組み

合わせで効果増強の可能性が期待されており、今後の免疫

療法の進化が期待されるところである。 

 本邦では前立腺癌に対するロボット支援腹腔鏡下前立

腺全摘除術が保険適応され本年度は 170 台以上のロボッ

トが日本で稼働している。その中で前立腺全摘除術のみで

なく、腎部分切除術・膀胱全摘除術に関しても現在先進医

療に向けた治験の開始準備がされている。しかしこのロボ

ット支援手術装置は米国産であり、やや大きなワーキング

スペースを要している。これにより日本人のような小柄な

体格に一部適合しない。このような状況を打破する為に、

ロボットの小型化の研究がされている。 またロボット支

援手術に限らず腹腔鏡手術も単孔式や細径の孔を用いた

リデューストポートサージェリーが普及しつつある。大き

な傷から小さな傷へ、そして１つの傷または追加のごく小

さな傷の手術へと変化している。医療材料の開発が盛んに

行われているが、欧米のモノはサイズが大きいために国産

で小型および軽量の医療材料が開発されている。これも産

学連携の成果が上がっている。 

 

歯学分野 

丹沢 秀樹（千葉大学大学院医学研究院・教授） 

 

【対象と目的】 

歯学分野において2000年～2012年の間に採択された基

盤研究（S）と基盤研究(A)に関して、学術・研究の動向、

業績（英文論文生産性）に関して検討した。 

【調査方法】 

インターネット上の科学研究費助成事業データベース、

PubMed などの文献検索システム、各教室のホーム頁、研

究代表者への問い合わせなどを行った。 

【調査項目】 

1.各分野の主要研究課題の動向 

2.経時的な研究費の取得状況と生産性（論文業績）の経時

的推移 

3.基盤研究（S）と基盤研究(A)の意義 

4.問題点と改善点 

【結果】 

I.基盤(S) 

①採択状況は、8 名の研究者による合計 8 課題であった。 

②研究内容は、分子病態学 2 課題、骨軟骨代謝学 2 課題、

神経 2 課題、免疫学 1 課題、再生医療 1 課題であった。 

③2001 年～2008 年にかけては、ほぼ毎年、基盤研究(S)

が取得されていたが、2009 年以降は取得されていなかっ

た。 

II.基盤(A) 

①採択状況は、87 名の研究者により、合計 116 課題であ

った。複数課題を取得した研究者は 21 名であり、内訳は、

4 課題 2 名、3 課題 4 名、2 課題 15 名であった。 

②研究内容は、悪性腫瘍 17 課題、骨軟骨代謝学 14 課題、

再生医療 13 課題、歯周疾患 13 課題、分子病態学 9 課題、

免疫学 7 課題、補綴臨床 7 課題、神経 6 課題、先天異常 6

課題、歯内療法 5 課題、齲蝕 5 課題、医用工学 3 課題、イ

ンプラント 3 課題、口腔細菌 3 課題、外傷歯 1 課題、医学

教育 1 課題、歯列矯正 1 課題、麻酔 1 課題であった。 

③2001 年～2008 年にかけては、ほぼ毎年、基盤研究(A)

が 10 課題以上取得されていたが、2009 年以降はほぼ 5 件

以下の取得にとどまっていた。 

III.基盤研究(S)および基盤研究(A)取得者の英文論文生産

性の経年推移 

基盤研究(S)の取得者および基盤研究(A)の複数回取得者、

合計 22 名を対象とした。 

パターンと該当研究代表者人数は以下のとおりであった。 

①基盤研究費取得以前に既に生産性のピークがあり、それ

が継続したパターン（4 名） 

②基盤研究取得により、さらに生産性が向上したパターン

（13 名） 

③基盤研究取得の時期に関わらず、コンスタントな生産性

を示したパターン（3 名） 

④基盤研究の取得にも係らず、生産性が向上しなかったパ

ターン（2 名） 

【考察】 

①基盤研究費が単なる個別の研究に対する研究補助金と

してだけなく、この分野の代表的な研究室を支える重要な
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役割を果たしていることが明らかになった。 

②大型基盤研究費の取得状況からみた問題点は、2008 年

を境にして採択される課題数が減少している点である。大

学法人化など大きな環境変化もあるが、研究者の一層の奮

起が必要であろう。 

科学研究費補助金基盤(S)ならびに基盤(A)は、大型研究

費であり、その取得・研究実施者はそれぞれの分野におい

て教授などの指導者である。本研究において、これらの大

型基盤研究費が各申請課題に関して有効に使われている

とともに、日本の各分野の研究基盤の確立と推進に大きな

役割を果たしていることが明らかになった。従って、日本

の科学研究基盤を確立・維持・発展させるために、科学研

究費補助金・基盤研究費は重要な役割をしていることを社

会的にも再認識していただくことが重要であると考えら

れる。 

 

歯学/病態科学系歯学・歯科放射線学分野 

東 みゆき（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科・

教授） 

 

 研究員の専門分野である免疫学と歯学分野を中心とし

て、国内・国外の関連学会に参加し、最新情報を収集する

と共に参加者らと意見交換を行い、関連国際誌を検索し、

歯学研究分野における学術動向調査を実施した。 

 細菌をはじめとする微生物のメタゲノム解析技術の応

用により、免疫学、特に腸管免疫研究に大きな新しい潮流

がおこっている。メタゲノミクス解析から知ることのでき

る腸内の常在菌バランスの異常 “dysbiosis”が炎症誘導

性の Th17 細胞や制御性因子である制御性 T 細胞・ 制御

性サイトカイン・制御性補助刺激分子などの発現誘導異常

を引き起こし、炎症のコントロールやホメオスタシス維持

に破綻を生じさせてきることが明らかにされてきている。

この常在菌のバランス異常は、感染による炎症制御のみな

らず、自己免疫疾患あるいは自己炎症性疾患などの発症や

増悪につながっている可能性が示されてきている。単一あ

るいは複数の病原細菌によって惹起される感染性疾患と

いう概念から、常在細菌のバランス破綻により、細菌が産

生する代謝物質等で免疫系が撹乱され、免疫バランスの破

綻が疾患発症に至るという構図が描かれつつある。口腔の

常在菌は 300-700 種存在するが、これまでは歯周病原細

菌としてレッド・コンプレックスという概念のもとに数種

の限られた細菌の病原性に注目した研究が実施されてき

た。これからの学術動向としては、“dysbiosis”という観

点から歯周病の免疫病理研究が進行するものと考えられ

る。これらの研究の進展は、常在菌バランスあるいは免疫

バランスの補正による歯周病の新規予防法や治療法開発、

さらには歯周病と全身疾患との関連の解明に結びつくと

推察される。現時点における歯学研究は、これらに注目し

始めたばかりである。本学術動向は、今後の歯学研究にお

いて、大きな革新をもたらすと思われる。 

 

基礎看護学・学校保健分野 

西沢 義子（弘前大学大学院保健学研究科・教授） 

 

今年度は①国内外の関連学術集会等での学術動向調査、

②科学研究費助成事業の分科「看護学」におけるキーワー

ド等に関する調査、③看護学領域における若手研究者支援

を行った。 

①国内外の関連学術集会等での学術動向調査：第 39 回日

本看護研究学会学術集会のメインテーマは「看護の質を支

える看護職の健康」であり、会長講演、特別講演、教育講

演、シンポジウムも全て看護職の健康に関連したものであ

った。離職率が高い看護職の職場環境や健康に関してはこ

れまで学術集会で取り上げられなかった。特に患者からの

暴力とその対処法等に関しては看護界が今後積極的に取

り組むべき課題であることを提示した学術集会であった。

看護職の健康に関するさらなる研究が望まれる。第 33 回

日本看護科学学会学術集会のパネルディスカッションで

は看護の成果を可視化するために若手研究者の挑戦が報

告され、シンポジウムⅡでは看護学が他の分野との連携・

協働へと進んでいることが報告され、看護学研究は転換期

を迎えていることを実感した。第 60 回日本学校保健学会

は「連携と協調の時代の学校保健」をメインテーマとして

開催された。特にシンポジウム④は「養護教諭養成と研修

の未来－これからの養護教諭に求められる力－」であり、

養護教諭が行う保健指導の重要性を再確認した内容であ
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った。学術委員会企画シンポジウムでは被災地からの基調

報告「東日本大震災の教訓と東海・南海地域における学校

防災上の課題」があり、災害発生時に学校としてどのよう

に対応していくべきかという活発な意見交換が行われた。

今後は災害発生時に児童生徒・教職員の被害を最小限にと

どめるための防災教育に関する研究も必要である。 

17th EAFONS(East Asian Forum of Nursing 

Scholars) のカンファレンステーマは「 Scaling Up 

Partnerships for Graduate Education and Research」で

あり、各国の看護学教育の実情について発表があった。一

般演題は口演とポスターで構成され、さらに Professional

と Student の発表に分類されていた。口演は Professional 

60 題、Student 17 題、ポスターは Professional 255 題、

Student 49 題であった。若手研究者育成のためにも学生に

よる発表は継続して欲しい企画である。 

②科学研究費助成事業の分科「看護学」におけるキーワー

ド等に関する調査：看護学研究者 5 名と日本看護系学会協

議会の協力を得ながら、科研費細目表のキーワード使用状

況ならびにキーワードに対する要望等について調査を行

った。キーワードに関しては関係学会ならびに看護学研究

者から貴重なご意見を多数いただいた。これらの意見は内

容を整理・分類し、早急に修正が必要かどうかの検討を行

い、学術動向調査結果として報告した。 

③看護学領域における若手研究者支援：日本看護系学会協

議会の協力を得ながら、第 33 回日本看護科学学会学術集

会において交流集会「看護学における若手研究者育成のた

めにー特別研究員としての経験から学んだこと」を開催し

た。「特別研究員」制度の概要について、（独）日本学術振

興会人材育成事業部研究者養成課からご説明いただいた。

また、特別研究員（DC2、PD）に採用され、海外特別研

究員にも採用された加藤尚子氏から、精力的に研究を推進

してきた経験とこれまでの実績について話題提供をして

いただいた。会場には約 50 名が参加し、特別研究員制度

について理解を深める機会となった。 

学術動向調査において、「基盤研究（C）に取り組みなが

ら新たな研究に挑戦することを考えれば、基盤研究（C）

と挑戦的萌芽研究の重複申請を認めて欲しい。」という要

望があった。重複申請の範囲拡大についてご検討いただき

たい。また、「科研費が獲得できれば自信にもつながり、

研究に向かう姿勢が高まる。特に若手の採択を増やして欲

しい。」という要望もあった。 


