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Date （日付） 
   25/01/2021       （Date/Month/Year：日/月/年） 

 
 

Activity Report -Science Dialogue Program-  
（サイエンス・ダイアログ事業 実施報告書） 

 
- Fellow’s name （講師氏名）:  Saed Amjad Yousef Abbasi         （ID No. P19116 ） 
 
- Name and title of the accompanying person （講義補助者の職・氏名） 
Shimazaki Makoto                                                   
 
- Participating school （学校名）:    Kanagawa Prefectural Tama high school                           
 
- Date （実施日時）:       22/01/2021                （Date/Month/Year:日/月/年）  
 
- Lecture title （講義題目）: 
Nanomachines to Deliver Future Medicines                           
 
 
- Lecture format （講義形式）:  
  ◆Lecture time （講義時間）  60 min （分）, Q&A time （質疑応答時間）  20 min （分） 
  ◆Lecture style（ex.: used projector, conducted experiments） 

（講義方法 （例：プロジェクター使用による講義、実験・実習の有無など）） 

 Online (Zoom)                                                                  
 
- Lecture summary （講義概要）: Please summarize your lecture within 200-500 words. 
 
Humans have been fighting diseases since ancient times. In the beginning, we used simple 
medicinal herbs such as Kampo to treat some symptoms such as pain. Then, we started to isolate 
the active ingredients, identify their chemical structures and synthesize them to be 
commercialized as medicines. Some of the medicines we use nowadays are very effective but 
have serious side effects. In this lecture, I explained about our research in the innovation center 
of nanomedicine (iCONM) on nano-machines and their advantage in drug delivery and reduction 
of side effects. I used anti-cancer nanomachines as an example to explain about the concepts 
and mechanisms of drug delivery. In the second half of my lecture, I talked about a new class of 
future medicines called messenger RNA (mRNA), and described how a combination of mRNA 
and nano-machines can hopefully treat all human diseases without side effects in the near future. 
In more details, I explained to the students my recent research findings about using mRNA to 
encode for CRISPR/Cas9 for therapeutic genome editing. I summarized my findings in simple 
terms and showed visuals such as fluorescence and electron microscopy to make it easy for the 
students to understand real research results. I also briefly described about the use of mRNA in 
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the development of vaccines against COVID-19.    
 
 
 
  ◆Other noteworthy information （その他特筆すべき事項）:  
Students were smart and engaged actively in the Q&A session 
 
 
 
- Impressions and commnets from the accompanying person （講義補助者の方から、本事業に対する

意見・感想等がありましたら、お願いいたします。）: 
 
副作用の無い医薬品は存在しません。しかし、サイエンスは有効性を維持しながら副作用を下げること

ができます。Abbasi 博士は、リウマチ痛のようなひどい痛みにもよく効くものの、ひどい吐き気で苦し

むサリチル酸の副作用を改善したアスピリン誕生の物語を話しました。この話は、今のがん治療に通じ

るもので、がん医療が将来、より気軽にうけられるものになるために、ナノ DDS の研究があると説きま

した。そこで開発された高分子ナノミセルは、核酸医薬の単体としても注目され、変形性関節症や、新

型コロナウイルスに対するワクチン開発にも利用されているという話は、生徒たちに大きな興味付けに

なったかと思います。更には、彼の研究テーマでもある 2020 年度ノーベル化学賞を受賞したゲノム編

集の話に及びましたが、長時間にわたる英語での授業ということもあって、少々生徒たちの集中も途切

れ気味となりました。しかし、それでも、「祖父ががんで亡くなったのだけど、自分も同じ目に遭うのか？」

とか「ゲノムの編集は何％まで許されるのか？」とか「そんな大事な役割を担う mRNA なのに、なぜそ

んなに不安定なのか？」といった高度な質問を英語で行った生徒たちには驚きでした。「将来、研究者

になりたいと思っている。これからの時代の研究者についてアドバイスをください」という問いに、「でき

るだけ多くの、異なる専門性、文化を持つ人たちと接してください。いろいろな考えを吸収し、それを自

分でしっかりと融合させることが大事です」との彼の回答は立派だったと思います。 
先生からも「生徒たちにとってとても良い機会になったと思います。ありがとうございました」との感謝の

言葉を頂きました。 
 

 


