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医歯薬学（とくに外科系臨床医学）分野に関する学

術研究動向及び学術振興方策・－基礎研究シーズの

探索と臨床的橋渡し研究の促進－ 

大段 秀樹（広島大学大学院医歯薬保健学研究科・教授） 

 

癌細胞が免疫監視機構から逃避する多様なメカニズム

は、癌細胞の遺伝子異常を起点とした免疫抑制と抗腫瘍 T

細胞を起点とした免疫抑制に二分される。前者では、癌細

胞の遺伝子異常が TGF-β、骨髄由来免疫抑制細胞、Treg細

胞などの免疫抑制性サイトカインや免疫抑制性細胞が誘

導される。後者では、IFN-γなどのサイトカインが癌細胞

や腫瘍浸潤マクロファージに PD-L1を発現させ、また、ト

リプトファン代謝酵素 IDO を発現させて T 細胞を抑制す

る。抗腫瘍免疫機構における多彩な T細胞応答が解明され

る一方で、自己抗原に由来するシェアード抗原と遺伝子変

異に由来するネオ抗原に対する免疫応答とその回避機構

を検討する研究への展開は、新たな癌免疫療法の開発に繋

がる可能性を期待させる。 

 再生医療では、他家 iPS細胞に対する免疫拒絶反応を最

小限にとどめるため、HLA を一致させた他家移植を想定し

て、HLA-A, B, DRハプロタイプホモ由来の iPS細胞を樹立

してバンク化する事業が実施されている。しかし、HLA ホ

モ接合体ドナーは非常に稀である。そのため、ゲノム編集

技術を用いて HLA分子の存在に重要なβ２ミクログロブリ

ン遺伝子や CIITA遺伝子をノックアウトさせるという方法

が開発されてきた。しかし、HLA 分子を失ったドナー細胞

は、抗原提能を失い、さらにレシピエントの NK細胞に傷害

されてしまう。そこで、CRISPR-Cas9 ゲノム編集技術を用

いて、他家移植の際に免疫拒絶のリスクが少ない iPS細胞

を作る方法を開発された。 

ロボット支援下手術に関わる技術開発の研究において

は、患者への負担が少ない手術を実現するロボットの機能

そのものから、デジタル化によるデータ活用へと競争軸が

移行している。手術から得られる膨大なデジタルデータ

は、ロボットを介して集積可能である。それらのデータを

ＡＩにより分析し、過去のデータから次の動きを予測し、

リアルタイムで医師に指南・警告などを行うシステムなど

新たな研究領域が活性化している。 

ゲノム科学に焦点をあてた基礎生物学分野に関する

学術研究動向 —ゲノム動態・ゲノム作動原理、ゲノ

ム活性制御研究領域における新たな潮流と展開 

塩見 春彦（慶應義塾大学大学医学部・教授） 

 

 近年のゲノム研究から「種の違いは遺伝子発現制御の違

いであり、その多くは非コード領域が担っている」と考え

られるようになった。この新しいコンセプトに関連した研

究、特に、哺乳類ゲノムの 50%以上が転移因子（トランス

ポゾン）等の反復配列で占められていることに着目し、ゲ

ノムにおける反復配列が遺伝子発現の時空間制御に関与

する仕組みを調査した。転移因子はお互いにその配列が類

似しているため解析が極めて困難であった。しかし、近年、

長鎖 DNAシーケンス法を含む解析手法が開発され、転移因

子の研究が急速に進展している。H30 年度は、これら新手

法とその利用法を調査した。 

 一方、転移因子由来の転写産物（コード及び非コード RNA）

及びそれに由来する小分子 RNAは相補的な転写産物を標的

とし、それらの発現を翻訳、安定性や輸送・局在、さらに

は転写（クロマチン）のレベルで干渉する。このため、30

年度は長鎖非コード RNAの機能と小分子 RNAによる転移因

子の制御システムを調査した。 

 さらに、最近では、これら制御機構の変化または異常は

密接に癌や精神神経疾患等の疾患発症と関連しているこ

と、また、このような転移因子が関与する遺伝子発現制御

が初期胚発生や幹細胞の性状を規定する重要な機構であ

ることも見出されている。このため、30年度は哺乳動物の

初期胚で高発現する転移因子の機能解析に関する調査を

行った。転移因子が仲介する疾患や発生における遺伝子発

現制御機構の理解はもともと備わっている制御機構の理

解に大きく寄与するのみならず、疾患の治療や再生医学に

おける戦略の開発にも大きく貢献する。したがって、遺伝

子発現制御機構における転移因子の役割は今後その重要

性が急速に増大することが予想され、重要な研究分野を形

成していくことになると思われる。 
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医歯薬学に関する学術研究動向及び学術振興方策 

－心身医学とその周辺の境界領域における新たな潮

流と展開－ 

福土 審（東北大学大学院医学系研究科・教授） 

 

 心身医学における内外の学術研究動向や学術振興方策

に関する調査研究を実施した。その必要性は以下の諸点に

ある。現代の社会情勢の変化に伴い、種々の健康状態にお

けるストレスの影響が非常に高くなって来ている。このよ

うに心身医学に関する内外の学術研究動向や学術振興方

策に関する調査研究を実施することにより、わが国の医歯

薬学において世界を先導する方向の一つを示すことが可

能になる。本研究においては、心身医学ならびにその周辺

領域におけるトレンド、新たな研究領域、新たに生まれつ

つある分野横断的・融合的な研究分野、今後重要性を増す

と思われる研究分野等の動向を調査した。また、心身医学

ならびにその周辺領域における国内外の最新の研究例や

注目すべき研究例などの動向を分析した。心身医学の境界

領域として、心療内科学、行動医学、脳科学などが存在し、

ストレス、脳腸相関、機能性消化管障害、慢性疼痛、摂食

障害などの研究テーマが活発に追求されている。ストレス

による機能的変化と心理的変化の背景には、検出方法を工

夫すれば、器質的変化が存在する。換言すれば、心身医学

においては、機能的変化と器質的変化の差異は分子・細胞

レベルの程度問題と解するべき動向が明白になった。その

ため、生体の変化の精密・定量的な測定が鍵となる。本研

究では、米国 University of North Carolina、University 

of California at Los Angeles、英国 University of London、

ベルギーCatholic University of Leuvenより情報を収集

した。心身医学ならびにその周辺領域の国内外の研究者と

意見交換を行い、学術研究動向に関する情報収集を実施し

た。その結果、脳腸相関が心身医学の重要なトレンドにな

っており、主任研究員が世界に先駆けてその概念を早期に

提唱したことの妥当性が証明されつつある。 

 

 

 

 

医化学一般分野に関する学術研究動向 

－疾患発症に関わる細胞内動態の学際的研究におけ

る新たな展開－ 

井上 純一郎（東京大学医科学研究所・教授） 

 

細胞内動態の時空間的制御の破綻は疾患発症の原因とな

る。その解明には、細胞生物学的研究に加えて、構造生物

学、プロテオミクス、イメージングや数理科学・生物物理

学的など異分野との連携が必須である。この信念のもと新

学術「修飾シグナル病」の領域代表を担当し、現在は「数

理シグナル」に参画している。本年度も関連シンポジウム

を企画するとともに、専門研究員として国内外の学会参加

や研究機関訪問により研究動向を調査した。異分野連携が

注目される理由１）実験機器・解析技術の飛躍的な進歩、

２）論文採択での多様なデータの要求、３）研究費申請で

の研究内容の多様性の要求、４）ブレークスルーに対する

期待感。即ち、研究者を取り巻く環境が異分野連携を推進

させているという動向が昨年に増して見えてくる。この動

向の中で研究者支援のため 2016 年度から新学術「学術研

究支援基盤形成」がスタートした。イメージング、モデル

動物、ゲノム解析、コホート・生体試料の 4つのプラット

ホーム(PF)で構成され科研費採択者は申請することがで

きる。私は本年 3月から 4PFの異分野連携を担う生命科学

連携推進協議会の代表を担当するが、支援だけでなく、若

手育成や異分野連携を推進することも目的としているこ

とから、その重要さを認識してサステナビリティーの高い

事業として研究者コミュニティーに定着するよう努力し

たい。本年度シグナル伝達研究で印象深かったのは、数理

シグナル国際シンポジウムで講演した Alex Hoffman 博士

の研究である。彼は細胞外刺激に依存した転写因子の活性

化の時空間的は変化を「signal」ではなく「language」で

あるというコンセプトを提唱した。同じ細胞外刺激でも細

胞の違いで異なる意味を持つ language に変換されるとい

う考え方で実例を示していた。多因子の時空間データを処

理することが可能になった現在、そんなに遠くない将来に

この仮説が証明され、シグナル伝達の新たな潮流となるこ

とを期待している。異分野連携の実現には、中学校あたり

から生命現象を数学や物理の立場から理解する教育を実
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施することが必要であり、これはここ４年間変わらぬ結論

である。 

 

疫学・予防医学および衛生学・公衆衛生学分野に関

する学術研究動向—グローバル化を見据えた疫学分

野の新たな潮流と応用展開— 

田中 純子（広島大学大学院医歯薬保健学研究科・教授） 

 

社会医学（「疫学・予防医学および衛生学・公衆衛生学

分野」）は、基礎医学、臨床医学だけでなく、農学、薬学、

理学、工学、経済学、社会学等、多岐にわたる分野の研究

と深く関わるが、最終的にヒト、特にヒト集団を対象とし

た疾病予防、対策、施策構築に通じる研究分野である。近

年、少子高齢化の変化に伴う疾病構造の変化だけでなく、

経済状況や世界規模の気候変動に伴う新たな感染症の新

興や再興、また、グローバル化に伴う異なる文化背景を持

つ人口の移動等を背景にして、「疫学・予防医学および衛

生学・公衆衛生学分野」の学術研究の動向は世界規模でめ

まぐるしく変化しており、迅速な対応が必要である。2015

年に国連にて採択された 2030 年までの新たな国際開発目

標となる「持続可能な開発目標：SDGs（Sustainable 

Development Goals）」は、衛生学・公衆衛生分野における

新たな指標となった。 

本年度の研究では、衛生学・公衆衛生学分野における研

究の動向を明らかにするために、それを反映する指標と考

えられる衛生学・公衆衛生学分野のジャーナルの創刊状

況・インパクトファクターの過去 10 年の推移とその動向

を調査した。対象は、インパクトファクターを算定してい

る Clarivate Analysis社の In Cites Journal Citation 

Reports において設定されているカテゴリーのうち、衛生

学・公衆衛生学分野の４つのカテゴリー、「HEALTH CARE 

SCIENCES & SERVICES」、「HEALTH POLICY & SERVICES」、

「PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH」、

「SOCIAL SCIENCES,BIOMEDICAL」に属するジャーナルとし

た。 

対象４カテゴリー全体で、この 10年間に 2008年 238誌

から 2017 年 399 誌に増加した。各カテゴリーそれぞれに

ついても増加傾向が認められた。 

４カテゴリー別に 2017年時点のインパクトファクター

をみると、「HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES」、「HEALTH 

POLICY & SERVICES」では、BMJ Quality & Safety、「PUBLIC, 

ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH」では、Lancet 

Global Health、「SOCIAL SCIENCES,BIOMEDICAL」では、

AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS が、トップであった。2017

年のインパクトファクター上位 10 位に含まれたジャーナ

ルの過去 10 年間のインパクトファクターの推移は、いず

れも上昇傾向が認められた。 

衛生学・公衆衛生学分野のジャーナル全体において、

2017 年インパクトファクターの上位 30 位のうち 8 誌は、

過去 10 年以内に創刊された新しいジャーナルであり、こ

れらのジャーナルはインパクトファクターの急上昇がみ

られている。特に、環境と産業保健、公衆衛生分野である

「PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH」に属

するジャーナルのインパクトファクターが上昇傾向にあ

ることが特徴的である。 

以上のように、衛生学・公衆衛生学分野のジャーナル発

行数は増加し、IFも上昇した。また、科学雑誌として高く

評価されているジャーナルの社会医学分野サブカテゴリ

ーとして新たに創刊されたジャーナルの IF(インパクトフ

ァクター)が急上昇傾向にあること。などが、明らかとなっ

た。 

 

神経内科学分野に関する学術研究動向（神経内科学）

−神経内科領域の新たな潮流 

服部 信孝（順天堂大学大学院医学研究科・教授） 

 

平成 30 年の国際学会においては、国際パーキンソン病お

よび関連疾患学会（IAPRD フランス・リヨン、8 月）、

International congress of Parkinson’s disease and 

movement disorders (MDS, 中国・香港、10 月)、4th 

International Parkinson’s disease symposium（ルクセ

ンブルク、10月)、16th Asian and Oceanian Congress of 

Neurology (AOCN, 韓国・ソウル、11月)、4th TIC-PDMD（台

湾・台北、11 月）、Annual Genetic Epidemiology of 

Parkinson’s Disease Consortium（フランス・パリ 12月）、

Asia-Pacific Drosophila Neuroscience Conference（台
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湾・台北、1月）、  the 2019 Chulalongkorn International 

Forum on Parkinson’s disease（タイ・バンコク、3月）

に参加し、それぞれの学会の組織委員として情報を調査し

た。 

国内学会においても、第 59回日本神経学会総会（札幌、5

月）、第 36 回日本神経治療学会（東京、11 月）、第 2 回

日韓 Cross Finer Meeting（12月、福岡）第 18回ミトコ

ンドリア学会（12月、久留米）などにて研究の動向を調査

した。キャリアパスについては脳神経内科医のバーンアウ

トが学会で取り上げられており、バーンアウトを防ぐ手立

てが議論されていた。 

脳神経内科領域は、加齢が重要な危険因子であり超高齢

社会を迎えた我が国では今後益々増加することが予想さ

れており、その領域内においてはアルツハイマー病を代表

とする認知症や運動障害を来すパーキンソン病、筋萎縮性

側索硬化症などの神経難病を多く含みその根治療法の開

発が喫緊の課題となっている。 

“21世紀は脳の時代”と言われるように脳が全ての臓器を

支配するとする考え方から脳を中心とした臓器間コミュ

ニケーションの破綻が疾患発症に繋がることが指摘され

ている。実際、脳神経疾患に関しては、脳と腸内細菌の関

連性などが注目されている。一方、アルツハイマー病で実

施されている抗体療法の治験結果からは、アミロイドβを

除去しても認知症症状の改善が期待されないことが判明

しており、subclinical stateをモニターできる臨床マー

カーや血液マーカーの同定が不可欠になっている。早期診

断、早期治療介入の重要性が唱えられている。最近ではメ

タボローム解析など多くの臨床研究が行われており有効

なマーカーのスクリーニングが最重要課題と言える。ま

た、有効な治療法の開発に患者由来 iPSを使った創薬が有

効と考えられており筋萎縮性側索硬化症やパーキンソン

病で候補薬剤の開発が進んでいる。 

 

高齢看護分野に関する学術研究動向-科研費の申請・

採択の動向と課題- 

松田 ひとみ（筑波大学医学医療系・教授） 

 

平成30年度からの科研費事業審査システムの改革に伴

い、看護領域においての影響や反応を把握する必要性があ

ると考えられた。看護学の学会や協議会などでの講演会活

動などを通して、多くの看護学研究者の意見を聴取するこ

とにより検討した。特に基盤研究Aや挑戦的研究の審査区

分(中区分)は、社会医学と看護学の専門領域で審査が行わ

れる。科研費の申請件数および採択件数の多さでは5位の

看護学領域であったが、配分額では多大な課題があり、今

後公表されるデータにより検討する必要性がある。科研費

制度は競争的な資金であることは十分に理解され認識さ

れているが、今後看護学研究が委縮してしまわぬように、

国際性、学際性、若手研究者の育成という課題に向かって

具体策を必要としている現状が明らかとなった。 

国際的な交流においては、ロシアの高齢者保健医療政策

の研究者や政治家との交流を通して、今後の共同研究の意

義や可能性を検討することができた。特にロシアのノボシ

ビリスク、ウラジオストクの大学との研究交流により、ロ

シアの医療や看護教育における課題を検討した。また日本

の看護教育モデルがロシアにおいて活用される意義があ

ると考えられた。 

国内外の学会に参加した調査により、国内の日本高齢者

ケアリング学研究会学術集会や日本睡眠学会などでは、多

職種連携による学際的な融合を目指した研究活動とその

成果に関心が高まっている傾向が捉えられた。 

 

消化器内科学分野における学術研究動向—肝疾患領

域における治療法の進歩と今後の展望— 

加藤 淳二（札幌医科大学医学部腫瘍内科学講座・教授） 

 

 「消化器内科学」・「肝臓病学」に関連した国内外の学

会への参加を通じて、これらの領域の学術動向調査を行い

情報収集した。本調査研究では、特に慢性肝疾患からの肝

細胞癌の発生機序を解明しようとする研究や、肝炎・肝硬

変・肝細胞癌に対する新規治療法の開発動向及び今後の展

望について注目した。具体的には、本邦で年間約４万人以

上の方々が亡くなっている肝硬変・肝細胞癌を引き起こす

主原因であるウイルス性肝炎（B型および C型肝炎）、非ア

ルコール性脂肪肝疾患（NAFLD）に関する最新研究について
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詳細な調査を行なった。 

 B 型肝炎の治療においては、近年エンテカビル、テノホ

ビル、TAFといった核酸アナログ製剤が上市され、HBVの増

殖をほぼ完全に制御できるようになってきた。しかしなが

ら、肝細胞内に潜伏している閉環状（ccc）型 HBVの完全排

除が未だに出来ないことから、結果的に肝細胞癌の発生を

抑止できないことが最大の課題である。しかがって今後

ccc HBVを駆除する方法の開発が急務であるが、最近にな

って新しい手法が徐々に開発されつつある。 

 HCV 肝炎の治療では、ここ数年来インターフェロンフリ

ーの経口投与可能な NS3/4A プロテアーゼ阻害剤や NS5 阻

害剤が次々と上市され、8-12週間の服薬で C型肝炎ウイル

スを体内から完全に排除できる状況となっている。しかし、

ウイルス排除後10年以内に肝細胞癌を発症する例が5-10%

程度存在することや、すでに肝硬変に至っている場合には

その後の良い治療法がなく問題となっている。したがって、

さらなる肝発癌抑止法の開発研究や抗線維化療法の実用

化などが求められており、徐々にではあるが新薬開発も行

われている。 

 NAFLD から非アルコール性脂肪肝炎（NASH）に進行する

例が 10-20%存在し、NASH に移行すると年率数％の割合で

肝細胞癌を発生してくる。NASHの原因は依然として不明で

あり、有効な治療法も確立しておらず代謝や腸内細菌叢な

ど様々な観点から研究が展開されており、今後も引き続き

注視すべき分野であろう。 

 

基盤・社会脳科学分野にかかる学術研究動向 

定藤 規弘（生理学研究所・教授） 

 

機能的 MRIをはじめとする、ヒトを対象とした非侵襲的

研究の目的は、健常者の脳がどのような仕組みで働いてい

るかを明らかにすることである。脳の働きについて、新た

な知識が得られることは科学的に極めて重要なことであ

り、それに加えて、各種脳疾患の病態解明、ひいては治療

法の開発につながる。高齢化社会を迎えて認知症や運動障

害をもつ患者が増加することが確実に予想される２１世

紀には、このような研究は極めて大きな社会的意義をもつ。

一方、脳の働きについて得られた新知識を一般社会に正確

に伝えることは、社会から信頼を獲得し、研究の社会的有

用性と意義を十分に認識してもらうために必須である。ま

た、非侵襲的脳機能研究の結果により人権侵害を生じるこ

とがないように注意すべきである。 

近年の人工知能(AI)やロボットを含む自律的システム

の進歩と神経介入技術の展開に伴い、脳科学研究における

上述のような倫理的な側面についての国際的な議論が高

まりつつある 1,2)。特に基本的人権としての個人の自己同

一性 （＝ 肉体的、精神的統合性）、行動主体性（行動

を選択出来る能力）およびプライバシーを侵害する可能性

について懸念が増しており、被験者の基本的人権を守るた

めの手続きとしての実験参加における説明と同意の重要

性が一層強調されている。さらに、神経介入技術を用いた

特定の能力伸張によって生じる社会規範の変化や新たな

形態の差別の可能性についても十分な目配りが必要であ

る。 

脳科学に関連する倫理問題を国際的に認知された brain 

project を中心に議論し、将来的に倫理ガイドライン作成

につなげる会議として、Global Neuroethics Summit が韓

国テグ市で 2017年 10月に開催された。これを受けて 2018

年 10月に 第二回 GNSが韓国ソウル市で開催され、これに

出席するとともに、前回会議で提示された倫理問題に対す

る各国の対応について議論した。日本の脳科学研究におけ

る倫理的諸課題を俯瞰し、将来展望を示した 3)。 

1. Rommelfanger KS et al. (2018) Neuroethics Questions to 

Guide Ethical Research in the International Brain 

Initiatives. Neuron 100:19–36. 

2. Yuste R et al. (2017) Four ethical priorities for 

neurotechnologies and AI. Nature 551:159–163. 

3. Sadato N, Morita K, Kasai K, Fukushi T, Nakamura K, 

Nakazawa E, Okano H, Okabe S (2019) Neuroethical 

issues of the Brain/MINDS project of Japan. Neuron 

101:385–389 
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脳神経外科分野に関する学術研究動向 

–外科医の生涯教育における遠隔会議システムを利

用した Case-Based Active Learning の導入- 

中里 信和（東北大学大学院医学系研究科・教授） 

 

診療技術の開発と医師の技量を維持・向上させるための

教育とは切り離せない問題である。とくに、てんかん外科

などの特殊な領域では、旧来の教育方式では一部の施設で

しか修練が行えない問題がある。 

近年、インターネット環境の高速化、映像および音声を

効率的に伝送する技術の開発、さらにはインターネット環

境でのセキュリティ強化によって、医療の領域にも遠隔会

議システムが導入されつつある。これを用いると地理的に

離れた地域であっても、ハイビジョンの動画と高品質の音

声で直結でき、さらには複数の施設をも連結することが容

易になっている。加えて会議システムのサブチャンネルを

用いて、パーソナルコンピュータ画面を遠隔地同士で共有

し、これを遠隔地から操作することさえも可能になりつつ

ある。今年度の調査研究では、てんかん学と臨床神経生理

学の分野において、遠隔会議システムが果たす役割を調査

した。 

第一に、遠隔診療・オンライン診療により、地理的格差

を乗り越えた診療が可能になりつつある。我が国では、よ

うやく 2018 年 4 月の診療報酬改定によって、オンライン

診療の一部がようやく制度的に可能になったが、現状で

は、初診患者に用いることは許されておらず、また再診患

者におけるオンライン診療も３ヵ月に１度の対面診療が

前提になっていて、あくまでも対面診療を補助する役割で

しかないのが現状である。今後はさらなる成功事例の積み

重ねによって、オンライン診療の普及が必要である。 

第二に、遠隔症例検討会により、地理的格差を乗り越え

た診療連携もされつつある。本調査では、てんかんの外科

治療を前提としたものを紹介したが、今後はすべての外科

の領域や、医療全般への進展も期待される。 

第三に、遠隔症例検討会や遠隔講義により、地理的格差

を乗り越えた医療教育、が実現可能と考えられた。とくに

初学者への教育には、遠隔会議システムを用いたシステム

は効率的である。 

超高齢社会を見据えた境界型緩和医療研究分野の先

端研究動向調査 

成田 年（星薬科大学 薬理学研究室 主任教授） 

 

昨年度も一部報告したが、緩和医療／疼痛領域における

トレンド研究として、疼痛制御の脳-末梢クロストーク解

析を基盤とした神経-免疫連関や脳-腸連関などの分野横

断／融合的な多臓器連関研究のオープンシステムサイエ

ンスへの取り組みが挙げられる。この研究ベクトルのシフ

トを支えているのは、近年の目覚しい技術躍進であり、神

経科学や分子生物学、工学的技術を融合した最先端技術の

応用導入が盛んに行われている。例えば、組織透明化技術

の導入による細胞-細胞間ネットワークの三次元的な空間

位置情報の高解像度の解析が可能となった。また、シング

ルセルトランスクリプトーム解析技術の導入により、細胞

ヘテロジェネイティの解析も進んでいる。実際に、熱痛覚・

冷痛覚にそれぞれ応答する脊髄の細胞ヘテロジェネイテ

ィについて解析を行った研究が、 2018 年の Nature 

Neuroscience誌に報告されている。さらには、質量分析イ

メージングの技術発展により、知覚入力により変動する脂

質・ペプチド・アミノ酸などの様々な機能的分子の時・空

間的な動態を追跡することが可能となった。また、Cell誌、

Nature誌においても、感染症や精神疾患、臓器不全の発症

に、知覚系と免疫系のクロストークの変化が重要であるこ

とがトピックスとして注目されている。実際に、国際疼痛

学会 (IASP) が示す“次世代型” 疼痛研究の方向性とし

て、単純に痛みのメカニズムを見出すだけではなく、がん

疼痛や慢性疼痛などの病的な知覚異常状態が、精神疾患、

神経変性疾患、免疫疾患、がんなどの様々な疾患の増悪を

修飾し得るという臨床報告を鑑みて、知覚神経活動異常が

修飾する細胞-細胞間クロストークの解明へのアプローチ

が重要であることが提案されている。このように、痛みの

残存は、生体の生命維持のための多臓器連関システム異常

を生じうる複合的な全身病態として捉える必要があり、今

後、次世代型の緩和医療／疼痛領域の研究においては、早

期除痛の生物学的意義を見出すと同時に、予防医療や健康

増進を目的とした先制的な緩和医療の確立を目指すオー

プンシステム科学研究への展開が必要である。 



平成 30 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（医歯薬学専門調査班） 
 
常態系口腔科学分野に関する学術研究動向―常態系

口腔科学研究の新機軸、新たな技術革新、そしてそ

の応用性への展望― 

西村 理行（大阪大学大学院歯学研究科・教授） 

 

平成３０年度は、私の専門領域である、骨・軟骨・関節

の細胞・組織の分化、発生および疾患の発症機序に関する

研究領域を中心にして学術研究動向を行った。骨組織にお

ける古典的 Wnt シグナルの重要性が 2000 年代初頭に見出

されてから、抗スクレロスチン抗体が新たな骨形成促進治

療薬として登場したことは、基礎的研究ならびに臨床にお

いて意義深い。一方で、抗スクレロスチン抗体がいくつか

の課題を有している可能性も示唆されているので、古典的

Wnt シグナルの骨組織への作用機序に関する研究の進展が

待ち望まれている。その点では、転写制御因子 TAZの古典

的 Wntシグナルにおける役割が詳細に進められていること

は、望ましいことと思われる。 

骨、軟骨および関節に加えて、筋肉、腱、靭帯を含め、

運動器科学として推し進めようとする動きもさらに活性

化している。その中でも、骨と筋肉の連関に関する研究が

進んでおり、筋肉が産生する Irisin が骨および脂肪に作

用する報告は非常に興味深く、驚きを持って受けとめられ

ている。 

他の口腔科学研究の中では、転写因子を用いたリプログラ

ミングによる唾液線組織の再生方法が示されたことも注目

の研究成果であり、Science誌のトピックでも紹介された。

これまで、軟骨細胞のマスター遺伝子として知られている

Sox9 の新たな機能が示されたことは意義深く、口腔乾燥症

などの治療法への開発基盤にも貢献すると期待される。 

技術的には、次世代シークエンサーとゲノム編集技術の利

用がさらに進んでいる。次世代シークエンサーは、RNA-Seq、

ChIP-Seq、ATAC-Seq、全ゲノム解析などへの応用が進んでお

り、CHIP-ATLAS などのデータベースも公開されている。

CHIP-ATLAS は、学会でも報告され、その使用法についても

多くの情報が Webでも示されている。 

またゲノム編集技術は、通常のノックアウト動物や小さな

タグなどのノックイン動物の作製には、非常に確立しつつあ

る。しかしながら、蛍光タンパク質などの長鎖 DNAのノック

インは、未だ効率が低いと指摘もされている。Donor配列の

最適化や PITCh 法などを活用することにより技術的課題が

解消されるのが待たれるところである。また enChIP法を始

めとして、遺伝子クローニングにもゲノム編集技術が多く用

いられている。口腔科学領域においてもこれらの技術を取り

入れた研究が進みつつあり、今後の成果が期待されている。 

 

皮膚科学分野に関する学術研究動向—アジアから発

展する国際的な皮膚科学研究と臨床応用 

森田 明理（名古屋市立大学大学院医学研究科・教授） 

 

 日本の皮膚科学研究の中心は、日本研究皮膚科学会

(Japanese society of Investigative Dermatology：

JSID)であり、JSID では、１３の研究領域にわけてセッ

ションを設けている。日本で開催された International 

Investigative Dermatology 2008 を機会に学会を英語

化し、国際化を行った。現在では、アメリカ、ヨーロッ

パはもちろんのこと、多数のアジアの研究者が学会に

参加・発表される。海外からの参加者・発表者は、増加

し、特にアジア内での急速な皮膚学の発展がめざまし

い。 

平成 30年度は、例年のアメリカ研究皮膚科学会・ヨーロ

ッパ研究皮膚科学会・日本研究皮膚学会は開催されず、

International Investigative Dermatology2018 

(IID2018)が開催された。本会議の次の会(International 

Society of Investigative Dermatology, ISID2023)が日

本で開催されることが決定し、今までの日本研究皮膚科学

会のみが関与していたが、アジア内の研究皮膚科学会が協

力体制を組み、アジア内での皮膚科学研究を急速に発展さ

せる方向になるであろう。Asian Dermatology Congress 

(ADC), Eastern Asia Dermatology Congress (EADC)も開

催され、参加し、その他、シンガポール、タイなどのアジ

ア内の皮膚科学会議に参加した。 

皮膚科学から癌、再生医療、免疫の基礎分野ともつなが

り、皮膚科学の研究を理解することが、現在の基礎研究を

理解することにもつながり、レベルの高い研究が、国際的

に進められている。その背景には、基礎分野での著しい研

究手法や技術的な革新的な変化あり、皮膚における病態の
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理解・研究、疾患へのアプローチが容易になったためと思

われる。特に、癌領域では、ノーベル賞受賞につながった

免疫チェックポイント薬である抗 PD-1抗体、抗 CTLA-4抗

体、さらには抗 PD-L1抗体が、メラノーマの治療がすでに

実地臨床で用いられ、その有用性が、国内外で明らかにな

ってきた。次世代シークエンサーの登場とともに、皮膚や

疾患（癌）組織の浸潤細胞の解析を行うことも可能となり、

加速度的に、あたらしいテクニックとともにさらに基礎レ

ベルでの研究が進んだ。皮膚に関係する細胞の少数の細

胞をうまくシングルセルで解析を行い、新たな機能を

持つ分画を見いだすことを複数のグループで成功して

いることで、また、外界とのつながりが深いため、皮膚

の細菌叢の変化が、疾患をおさえることも悪化するこ

とも明らかとなり、皮膚が単なるパリア機能だけでは

なく、当然ながら様々な機能を持つことが示唆された。 

アジアの他の国とともに、皮膚科学を発展させていくこ

とが、今後の日本における皮膚科学の大きな発展につなが

るものと思われる。 

 

心臓血管外科学分野に関する学術研究動向 

–新規術式による治療戦略の変遷と臨床成績の推移- 

碓氷 章彦（名古屋大学大学院医学系研究科・教授） 

 

心臓血管外科領域では、新規術式の開発により手術戦略

が変化し、手術適応の拡大および手術成績の向上が認めら

れる。大血管外科領域では 2008 年に市販ステントグラフ

トの使用が可能となり、ステント治療が大きく普及し手術

戦略が変化している。手術の低侵襲化に伴い超高齢者にま

で手術適応が拡大し、人工血管置換とステント治療を組み

合わせたハイブリッド治療の普及により、術式選択も変化

している。また、弁膜症外科領域ではカテーテル操作によ

る大動脈弁置換術が大動脈弁狭窄症に対し 2013 年に臨床

使用可能となり、ハイリスク例や高齢者に対し広く施行さ

れるようになった。これに伴い、大動脈弁狭窄症に対する

治療戦略は大きく変化し、手術適応が大きく拡大した。本

研究では心臓血管外科各領域の学術集会発表、論文発表を

もとに、治療戦略の変化および臨床成績の推移を調査し

た。 

日本胸部外科学会学術集計によると、胸部大動脈手術に

おけるステントグラフト術は 2008 年以降に急激に増加し

た。慢性 B型解離に対するステントグラフト治療は、2008

年 200 例であったが、2015 年には 1000 例に増加した。急

性 B型解離に対するステントグラフト治療も同様の傾向を

示し、2008年 30例であったが、2015年には 300例に増加

している。30日死亡率は弓部下行置換術が慢性 B型、急性

B 型でそれぞれ 6%, 20%であるのに対し、ステント治療は

35, 10% であり、手術成績の向上に寄与している。 

大動脈弁狭窄症に対するカテーテル式弁置換術は、2013

年から開始されたが、2017 年には約 5000 例が施行され、

急激な増加を認め、外科的単独大動脈弁置換術 12000例の

約半数に迫っている。欧米では既にカテーテル式弁置換術

が外科的大動脈弁置換術を上回っているとの報告がある。

カテーテル式弁置換術は外科的大動脈弁置換術の対象に

ならないハイリスク例を対象としているが、30日死亡率は

2%前後と良好であり、今後は中リスク症例への適応拡大が

予想されている。 

 

細菌学、ウイルス学、寄生虫学、感染症内科学分野に

関連する学術研究動向 —感染症関連分野における

新たな潮流と展開（基礎と臨床の両面から）— 

林 哲也（九州大学大学院医学研究院・教授） 

 

 細菌学、ウイルス学、寄生虫学、感染症内科学に関連す

る学術研究動向では、以下の 3点が注目される。 

（1）基礎系の学会での会員減少が大きな問題となってお

り、若手研究者や女性研究者の数にも大きな変化はなく、

若手・女性研究者の育成やキャリアパスに対する対応でも

目立った対策は見当たらない。大型研究費を獲得した若手

の中には非常に優れた研究を行っている例も散見される

が、分野全体としては、若手・女性研究者の育成が今後ま

すます大きな問題となると予想される。 

（2）国際ワークショップの開催等を通じた調査では、ゲノ

ム情報を利用した研究の一般化、高度化（特に解析の大規

模化）、高精度疫学解析への応用が大きな流れとなってい

ることが明らかである。いずれも、従来にも増してバイオ

インフォマティクス・統計学・集団遺伝学などの専門家と
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の共同研究や基礎と臨床系研究者の共同研究が必要であ

り、分野横断型研究が重要となってきている。また、上記

ワークショップでは、Observation だけでなく、流行など

の Prediction が今後は重要になるという議論もあり、ゲ

ノム情報を利用した微生物研究と数理生物学との融合が

今後重要な課題となる可能性が高い。また、先端的な研究

を行うためには、株収集やデータ解析に関して海外の研究

者との共同研究を行う必要性が高まっている。 

（3）科研費やその他の研究費の応募・採択課題の調査で

は、薬剤耐性、抗菌薬開発、新規治療法としてのファージ

テラピーに関係するものが目立ってきている。多剤耐性菌

とこれに関連した新規治療法の開発などの問題は、医・歯・

薬・獣医学にまたがる大きな課題であり、本分野の大きな

トレンドとなっている。メタゲノム解析を中心とした常在

菌叢に関する研究も、近年の世界的トレンドであるが、一

部の分野を除くと、海外に比べて解析の規模や質の点でや

や見劣りしている感が強い。予算面だけでなく、バイオイ

ンフォマティクス・統計学などの専門家との共同研究が不

十分であることも一因であると思われる。 

 

麻酔科学分野に関する学術研究動向-日本麻酔科学

会の取り組みの効果と展望- 

廣田 和美（弘前大学大学院医学研究科・教授） 

 

1) 日本並びに中国、韓国のインパクトファクター(IF)付

き麻酔科学誌への掲載論文数の年次推移の比較 

Thomson Reuters 社の Journal Citation Reports で

Anesthesiology のカテゴリーにあるジャーナル全 31 誌へ

の掲載論文数を、PubMed等の検索エンジンを用いて割り出

し、総論文数の年次的推移を調査した。調査の結果、イン

パクトファクター(IF)付き麻酔科学誌への日本からの掲

載論文総数は、昨年の報告でも述べたように 2012 年を最

低値として V 字回復を遂げ、それを現在も維持している。

中国は、順調に論文数を伸ばしており 2013 年以降の伸び

はさらに強まっていて、日本、韓国との差を徐々に広げつ

つある。韓国も 2013 年までは中国とほぼ同程度の伸びを

示し、2013年には日本との差をかなり詰めていたが、伸び

率が変わらないことから日本、中国との差が広がっている。

麻酔科学領域でメジャー3 誌である Br J Anaesth、

Anesthesiology、Anesth Analgへの日本からの 2018年の

掲載論文数は、ピークであった 2003年と比べて、73%減少

しており、これは最低だった 2012 年、2013 の論文数年と

ほぼ変わらないことから、論文の質の向上がまだ伴ってい

ないことが分かる。中国は、これら 3誌への論文数も増加

しており、数に質が伴う形で伸びていることが分かる。韓

国は日本同様に、3 誌への掲載数は増えておらず質に関し

ては停滞している。 

2) 日本麻酔科学会の取り組みの成果 

若手麻酔科医の英文での臨床研究や症例報告の論文発表

の環境を整えるため、2015 年に主たる学会機関誌である

Journal of Anesthesia (JA)の姉妹誌として JA Clinical 

Reportsが創刊された。2017年から私が編集長を務めてい

るが、投稿数は年々増加し、日本麻酔科学会員からの投稿

数は 2018 年には 140 編までになった。また、2018 年投稿

分の First authorを所属機関の HPを利用して分析してみ

たところ、全員を把握することは出来なかったものの、70%

以上は追跡可能であり、その内の 47.5%が卒後 10年以内の

若手麻酔科医であった。つまり、当初の目標である若手研

究者の投稿先としての役割を果たせていることが分かっ

た。 

 

「免疫学、実験病理学関連分野に関する学術研究動

向」―免疫学を基盤とした学際研究の新たな潮流― 

石井 直人（東北大学大学院医学界研究科・教授） 

 

従来はその関連が想定されていなかった多くの疾患の

発症や病態において免疫システムが関与することが明ら

かになりつつあり、疾患病態における免疫システム・生体

防御システムの関与機構の解明は今後のトレンドになる

ことが想定される。具体的には、脳組織特異的なマクロフ

ァージであるマイクログリアが、認知症発症や脳梗塞後の

組織再生などに直接関与する証拠が蓄積されており、有効

な治療法が存在しない脳神経疾患において、免疫システム

の観点から病態解明と治療法の開発が進展することが期

待される。すなわち、神経システムと免疫システムの機能

連関は新たな研究分野としてその動向が注目される。同様
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に、代謝異常の観点からその病態が理解されてきた肥満、

非アルコール性脂肪性肝炎や粥状動脈硬化症などの疾患

群と免疫システムとの関連も大きな研究領域になりつつ

あり、疾患病態における免疫システムの重要性は、従来に

増して注目されている。 

 アレルギー疾患や自己免疫疾患のみならず生活習慣病

などの様々な疾患の発症や病態形成において、近年、腸内

や皮膚の常在細菌と宿主生体防御システムとの相互作用

が強く注目されている。具体的には、動物実験において、

ある特定の細菌の存在と特定の疾患の感受性や体質との

相関が数多く報告されている。ヒトにおいて帝王切開での

出生と小児期の肥満や喘息発症との相関が知られていた

が、帝王切開では自然分娩に比し新生児期の腸内細菌の組

成が大きく異なること、この細菌組成の違いが乳児期まで

継続することが示された。すなわち、出生時に形成された

腸内細菌の組成がその後の体質に影響を与えるとの説を

指示する証拠が示されつつある。しかし、腸内細菌が体質

や疾患感受性にどのようなメカニズムで影響を与えるか

は依然として不明であり、その意味で、常在細菌と免疫シ

ステムとの相互作用の研究領域は今後も当分の間、トレン

ドであり続けることが推察される。 

 

常態系口腔科学関連（形態形成）分野に関する学術

研究動向 常態系口腔科学（頭蓋顎顔面形態形成）

関連分野に関する学術研究動向-形態形成の分子メ

カニズムに関連した力学的要因と定量化についての

新たな研究展開- 

井関 祥子（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科・

教授） 

 

 形態形成研究は、細胞集団によって組織が 3 次元的に構

築される過程であり、これまでは主として組織学的に遺伝子

発現との関連で示されることが多く、他には機能や進化との

関連について研究されてきている。1980 年代より遺伝子改

変技術が開発されたことにより、ある遺伝子の発現欠失や過

剰発現による影響を中心に検討されてきた。しかしながら、

近年、このような定性的といえる検討に加えて定量的解析を

加えて新たな知見を得る方向へと変化してきた。初期には細

胞が集合している組織での遺伝子発現量について検討され

ていたが、現在では 1細胞での遺伝子発現が解析できる 1細

胞 RNA-seq などが可能となり、組織を構築する細胞集団の

中で特定の細胞の遺伝子発現解析が可能となっている。この

解析技術はまだコストもかかるためさらなる時間が必要で

あると考えられるが、この解析技術によって、細胞集団から

特定の組織が形成される分子プロセスについて研究する新

たな研究分野が出現する可能性がある。 

 先天異常学については、ゲノム解析技術の発展と共にエク

ソーム解析などが開発され、原因遺伝子が次々と明らかにさ

れてきた。今後はイントロンを含めた効率的な解析方法の確

立が求められると考えられる。さらに先天異常は遺伝子要因

のみで誘導されるものだけでなく、環境要因、もしくは遺伝

子要因と環境要因が複雑に絡み合って誘導される場合も多

いと考えられている。環境要因については、 DOHaD

（Developmental Origins of Health and Disease）も関連

していると考えられ、さらに DOHaD に関連したエピジェネ

ティック変化にも関心が集まっており、環境要因に応答する

遺伝子発現の変化やエピジェネティクス状態の変化の解析

も今後進んでいくと考えられる。 

 また、先天異常の中でも奇形の中で中心を占める骨格系に

対しては、X線撮影装置などの画像を用いて骨格異常を定量

的に記述する試みも最近は多く認められる。表現型を定量的

に記述することで診断が容易になり統一が取れていくと考

えられる。 

 形態形成には細胞分化が伴うが、これまでのサイトカイ

ンなどによるシグナル伝達に加えて細胞が接着する表面

の性状の細胞分化への影響がここ 10 年ほどメカノバイオ

ロジーとして検討されている。また、細胞による組織構築

のための細胞動態の１つである細胞移動については、

collective cell migration という細胞集団での移動に近

年関心が集まっており、細胞骨格や細胞コミュニケーショ

ンとの関連から検討がなされている。 

 

腎臓内科学分野に関する学術研究動向 

-ゲノム医療や新規治療法開発の動向について- 

内田 信一（東京医科歯科大学大学大学院医歯学総合研究

科・腎臓内科学） 
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耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学とその関連分野に関す

る学術研究動向 

大森 孝一（京都大学大学院医学研究科・教授） 

 

平成 30年度、学術研究動向調査により、大きな潮流を認

めた。一つ目は、頭頸部癌治療の大変革で、免疫チェックポ

イント阻害薬として抗 PD-1薬 Nivolumabは、プラチナ不能

の転移性・再発性頭頸部癌に対して 2017年 3月から本邦で

も保険適用となった。抗 PD-1薬 Pembrolizumabの第三相試

験結果が 2019 年 1 月に報告され、PD-L1 陽性例において有

意に OSを延長させた。光免疫療法はセツキシマブと近赤外

色素の複合体を静脈注射し、近赤外線の光を照射することで

薬剤が化学反応を起こしがん細胞を破壊するもので、頭頸部

癌で特に効果が期待されている。がん遺伝子パネル検査につ

いては、京都大学ではオンコプライムとして遺伝子解析を国

内で先駆けて行われた。 

二つ目として、気道再建に使用できる医療機器とし

て、ポリプロピレンとコラーゲンからなる生体内組織再

生誘導型人工気管が開発された。有効性と安全性を確認

するための医師主導治験が行われ、医薬品医療機器総合

機構で先駆け審査指定制度の対象に指定されている。ま

た、咽頭・喉頭・気管狭窄症のレジストリ構築研究が開

始されている。喉頭・気管再生の基礎的な研究として

は、足場材料、細胞、調節因子を組み合わせることによ

り組織再生技術が開発されている。 

三つ目として、中年期の難聴が認知症発症の危険因子

であることが示され、難聴者における認知機能評価法の

確立と補聴器装用による認知機能障害者への介入の課題

があげられている。人工内耳手術では、術中にコーンビ

ーム CTを用いた電極の挿入深度の確認法や、蝸電図によ

る蝸牛への侵襲のリアルタイムでの評価法が開発されて

いる。遺伝性難聴に対する遺伝子治療は、AAVベクターを

用いて遺伝子改変動物の内耳への欠失遺伝子導入により

聴力の改善が報告されている。また、内耳発生について

は、単一細胞レベルでの網羅的遺伝子解析により、解明

が飛躍的に進みつつある。 

 

 

免疫学分野に関する学術研究動向－免疫学と他分野

との融合による新たな潮流と展開－  

竹田 潔（大阪大学大学院医学系研究科・教授） 

 

分子生物学的手法を駆使し 20 世紀後半に発展した免疫

学は、免疫関連分子の作用機序を明らかにすることに伴

い、これら分子群の生体恒常性維持およびその異常による

疾患発症との関わりも明らかにしてきた。即ち、分子・細

胞レベルでの解析から遺伝子改変マウスなどを用いた個

体レベルの解析にその標的が移り、さらに近年はヒトを対

象とした研究にも主眼が置かれるようになっている。この

ような中、近年の免疫学は、異分野の研究領域と融合する

ことにより、ヒトも含めた個体レベルの研究が進んでい

る。例えば、ライブイメージング技術を駆使した免疫細胞

動態の可視化による免疫反応の実態の理解、ケミカルバイ

オロジー分野との融合による免疫細胞・分子の活性状態の

測定、細菌学分野との融合による腸管粘膜免疫系の分子機

構の理解の進展、さらにはバイオインフォマティクス研究

分野との協働によるヒト疾患群の発症機序の新たな理解

など、様々な分野との融合による新たな研究領域の創生が

行われてきている。 

このように、免疫学は、これからも異分野研究領域との

融合により、個体レベルの免疫システムの理解、さらには

ヒト疾患との関わりを明らかにしていくことが可能にな

るものと考えられる。 

そこで、免疫学分野のみならずその周辺分野における研

究の潮流をとらえるための活動を行った。国外の免疫学領

域の学会に参加するとともに、国際シンポジウムを主催

し、海外の先進的研究成果を挙げている研究者を招へい

し、情報を収集した。その結果、免疫学分野およびその周

辺の研究領域では、これまでマウスを用いた研究から得ら

れた成果を実際にヒトの疾患へ応用するため、ヒトを対象

とした研究にその主眼が置かれる潮流があることを改め

て確認した。また、解析技術の向上に伴い、single cell 

analysis による新たな細胞サブセットの同定が可能とな

り、特に少ないヒトのサンプルを用いた解析では、single 

cell analysisが大きな武器となり、その解析の主流とな

りつつあることが判明した。 
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薬系分析および物理化学関連分野に関する学術研究

動向 

濵瀬 健司（九州大学大学院薬学研究院・教授） 

 

薬系分析および物理化学関連分野に関する最先端研究

の調査および学術研究動向調査- 

医歯薬学領域における「薬系分析および物理化学関連分

野」を中心として、物理系薬学周辺分野における 2018年度

のトレンド、研究分野、研究内容、重要性の変遷などを各

種学会への参加、情報収集を通して調査した。また、分析

化学、物理化学、放射化学、薬剤学などにおける国内外の

最新の研究例や注目すべき研究例などを調査した。 

具体的には領域をカバーする国内外の学会として日本

薬学会第 139年会（2019年 3月 20日～23日、千葉市）、

PBA2018（2018 年 9 月 9 日～12 日、Leuven, Belgium）に

参加し、研究動向の調査を行った。薬系分析としてはマイ

クロ流路を用いる微小分離担体の開発やクロマトグラフ

ィー技術の多次元化が広がっており、放射性核種を用いる

腫瘍イメージングや標的臓器への薬物送達、人工膜モデル

などを用いる薬物輸送などがトレンドとして特筆可能で

ある。また、最先端の研究成果調査として、クロマトグラ

フィーに特化した第 29 回クロマトグラフィー科学会議

（2018 年 11 月 7 日～9 日、豊橋市）、HPLC2018（2018 年

7月 29日～8月 2日、Washington DC, USA）、分光分析に

特化した学会として ISLS2018（2018年 6月 19日～22日、

Brest, France）に参加し、世界の最先端の研究成果、今後

注目すべき研究などについて調査を行った。クロマトグラ

フィー分野では LC の多次元化および質量分析の併用によ

る選択性の向上、超高速分離システムなどが最先端を牽引

しており、分光分析においては蛍光、化学発光などを用い

る感度と選択性の向上ならびに分離分析法との併用によ

る選択的定量分析、医療分野への実用展開が現在でも最先

端の実用的研究を牽引している。 

若手研究者の育成、キャリアパスなどに関する実態・動

向を調査するため、本年度は特にヨーロッパ地区およびア

ジア地区の大学を訪問し、ヒアリングを行った。具体的に

は、台北医学大学（台湾）、ナレスアン大学（タイ）、コ

ンケン大学（タイ）、ウィーン大学（オーストリア）を訪

問して意見交換を行った結果、台湾、タイでは地域特有の

薬用動植物などを利用する新たな創薬の展開は今後も多

くの価値を生み出すと考えられ、そのためには日本が有す

る分析技術との融合は有益であると考えられた。また、世

界各地で若手研究者のキャリアパスは多様化しているが、

日本人研究者の博士課程学生に対する支援は世界水準を

はるかに下回ると思われ、特別研究員制度などの一層の充

実が期待される。 

 

循環器内科学、代謝および内分泌学分野に関する学

術研究動向−老化制御から紐解く循環器・代謝疾患の

新たなる研究展開− 

南野 徹（新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内

科・教授） 

 

最近注目されている抗老化治療のストラテジーとして、老

化細胞除去（Senolysis）に関する研究が活発化している。

以前より加齢や疾患に伴い組織に蓄積する老化細胞が病的

老化形質の発現や加齢関連疾患の発症・進展に関与すること

が示唆されていたが、直接老化シグナルを阻害することはが

ん化を促進する可能性があり、臨床応用が困難であると考え

られてきた。これに対して最近複数の研究グループが、老化

細胞を除去できるように設計された遺伝子改変マウスモデ

ルを開発し、Senolysisによって早老症モデルマウスや高齢

マウスの病的老化形質を改善できることが示されている。さ

らに多くの研究グループが、老化細胞に対して特異的にアポ

トーシスを誘導できる薬剤（Senolytics）の開発を進め、

Senolytics による治療によって、高齢マウスの病的老化形

質を改善できることも示されている。今後、循環器疾患や代

謝および内分泌学分野における生活習慣病を含めた加齢関

連疾患に対する応用が期待される。そのほか、「腫瘍循環器

学」や「細胞内代謝」などが最近のキーワードとして注目さ

れている。 

 国内外の学会への参加、海外での招聘講演において、

老化研究の視点から循環器内科学、代謝および内分泌学分

野に関する学術研究動向を調査したところ、細胞老化を標

的とした抗老化治療の開発や代謝による老化制御機構の

解明、細胞内代謝と免疫老化などの分野において研究が進
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展していると感じられた。循環器系の学会では、腫瘍循環

器学分野の研究が進展しており、基礎的・臨床的な側面か

ら参加者の興味が集まっていた。専門研究員が主催した基

礎研究に関する中規模の研究会においても、免疫系と代謝

系のクロストークの重要性、さらにその変容が情動行動に

も影響しうること、代謝産物による免疫系制御機構、DNAダ

メージシグナルががん免疫に及ぼす影響、マクロファージ

の多様性などについて、活発に議論された。 

 

医化学分野に関する学術研究動向-脂質生物学研究

の新たな潮流- 

横溝 岳彦（順天堂大学大学院医学研究科・教授） 

 

水への溶解度が低く、遺伝子工学の手法を用いることが

できないなど、研究手法の制約が多い脂質生物学である

が、質量分析計を中心とした近年の解析機器の発達によっ

て、多数の分子種や微量脂質の定性・定量解析が可能とな

りつつある。単一サンプルから得られる脂質分子種の数は

多く、RNASeqや DNAマイクロアレイ解析に匹敵する高度な

データ解析が必要と思われるが、網羅的解析を行うための

情報が不足しており、精緻な網羅的データ解析を行うこと

は困難である。バイオインフォマティシャンの脂質生物学

への参画が望まれる。切片上における脂質分子の局在観察

を可能とした質量顕微鏡は、機器の性能向上や試料に塗布

するマトリックスの改善によって、感度と解像度が向上し

つつあるが、観察可能な脂質分子種は限定的であり、更な

る技術革新が望まれる。脂質メディエーターは重要な創薬

標的であり、脂質メディエーターに対する受容体の構造解

析は理論的創薬を行う上で極めて重要な研究領域である。

2018年度には、この分野が大きく発展した。ロイコトリエ

ン B4 第 1 受容体(BLT1)やプロスタグランジン E2 受容体

(EP3, EP4)の、作働薬や拮抗薬との結晶構造解析が成し遂

げられ、構造を元にした新規化合物の開発が可能となっ

た。また、これまで主流であった X線を使用した結晶構造

解析に代わって、クライオ電子顕微鏡による構造解析が行

われるようになった。クライオ電子顕微鏡による構造解析

では、時間を要するタンパク質の結晶化というプロセスが

不要であるため、今後の構造解析研究のスピードが加速す

ることが期待される。第 60回日本脂質生化学会、第 18回

国際薬理学会 (2018 年 7 月 1 日-6 日、京都市)、第 59 回

国際脂質生物学会議 (ICBL、2018 年 9 月 4 日-7 日、ヘル

シンキ)、第 2回日韓脂質シンポジウム (2018年 9月 12日

-14 日、札幌市)、第 91 回日本生化学会 (2018 年 9 月 24

日-26日、京都市)、肥満に関するキーストンシンポジウム 

(2019 年 2 月 10 日-15 日、カナダ)に参加し、学術動向調

査を行ったが、日本人の研究のレベルは他国と比較して高

い水準を保っているものの、他の生物学分野と同様、若手

研究者の数が減少しており、高い研究水準を保つために若

手研究者のサポートが必須であると考えられた。 

 

生体医工学、生体材料学関連分野に関する学術研究

動向—メカノバイオマテリアル、メカノメディシン研

究の医療展開に向けた新潮流 

木戸秋 悟（九州大学先導物質化学研究所・教授） 

 

科学研究費助成事業において、平成２２〜２４年度に時限

付き分科細目に設定されたメカノバイオロジー分野は人間

医工学の領域にも深く関わる新潮流であり、メカノメディ

シンとも呼ばれる医療応用分野を創出した。その研究領域

は近年、国内外においてますます拡がりつつあるが、特に

工学分野からの取り組みとしての生体材料・バイオマテリ

アル研究領域とのつながりや展開の確かさや存在感、特に

現実の医療応用との関わりでどの程度進んでいるかについ

て、すなわちメカノメディシンとバイオマテリアルとの融

合研究領域としてのメカノバイオマテリアル研究の最新動

向について、昨年度に引き続き調査を行なった。メカノバ

イオマテリアル研究に関する国内外の最新研究動向として

は、幹細胞操作に関わる材料設計の開発研究が欧米ばかり

でなく、中国・韓国・台湾を始め全世界的に盛んとなって

おり、Nature 系列や Cell 系列の論文誌などでの報告も続

いている。粘弾性高分子材料、機能性ハイドロゲル、ファ

イバーマトリックス、マイクロ流体デバイス等を活用する

系における幹細胞操作技術の開発とともに、幹細胞自体の

細胞生物学基礎研究も拡充されつつあり、幹細胞ニッシェ

の構築のバイオメミティックス研究との関わりも着実に発

展している。さらに、細胞集合体の自発的秩序構造形成（オ
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ルガノイド）を誘導する環境設計にも、メカノバイオマテ

リアル研究の観点からの取り組みも増えつつある。これら

の最新研究動向は着実に医療展開への可能性を拡充してお

り、今後の動向はますます注視すべきものと思われる。 
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