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成宮 周
た。そして、発刊以来70年目にして、この200号を発刊することになった。こ

京都大学大学院医学研究科 特任教授

れを記念して、医学を学ぶ若い世代へのメッセージを送るべく、諸先生にお集

山中伸弥
まりいただき、
「医学研究の可能性と挑戦」をテーマに座談会を開催した。

ことに決まりました︒１年以上前から

号を記念する座談会の特別号を発行する

髙折 ２０１７年の編集委員会で２００

ピティなどを切り口に︑みなさんのお考

まずは︑医学研究の醍醐味やセレンディ

うやや大きなテーマを掲げていますが︑

た︒本庶先生と山中伸弥先生︑お二人の

ノーベル生理学・医学賞を受賞されまし

くしくも２０１８年秋に本庶 佑先生が

医療の未来像などをお聞かせください︒

結びとして︑生命科学の可能性︑医学・

課題をお話しいただきます︒そのうえで︑

自身の専門領域での医学・医療の現状と

までの道のり︑印象的だった出来事︑ご

日程調整などをしてまいりましたところ︑ えをうかがい︑各論では︑研究者になる

り︑期待が高まるなかでの開催となりま

ますでしょうか︒

井村先生︑まず口火をきっていただけ

ノーベル賞受賞者を迎えての座談会とな
した︒

総論として︑
﹁医学研究の本質﹂とい

井村 いきなりむずかしい話ですね ︒︵笑︶

来求めているものとは違う宝物を見つけ

井村 セレンディピティというのは︑﹁本

研究者の志しとセレンデ
ィ ティ

話題の一つとして︑ノーベル生理学・医

泌の領域でいえば︑ラジオイムノアッセイ

る﹂という意味ですね︒われわれの内分

︵放射免疫測定︶の開発がそのよい例です︒

学賞は︑どういう研究がこれまで受賞し

１９５０年以降は︑圧倒的に基礎的研

ソロモン・バーソンとロサリン・ヤロー

ているかを調べてみました︒

究が多いですね︒基礎的な研究が 世紀

たことは間違いないと思います︒今日の

最初からそれを目的としていたわけでは

という二人の研究者が発見したのですが︑

ありません︒インスリンを注射すると抗

抗するための実験をするなかで︑アイソ

調べていた︒彼らの研究への批判に対

体ができるという仮説を立てて︑それを

たとえばリウマチの治療にステロイド

トープで標識したインスリンと抗体を使

ピティ︒バーソンは内科医でもありまし

ホルモンが有効であることを発見した

たが︑二人ともどちらかといえば基礎的

えば微量な血中インスリンを測れること

したエドワード・ドナル・トーマスさ

な研究者です︒バーソンは１９７２年に

を発見したのですね︒まさにセレンディ

ん︵１９９０年受賞︶
︑体外受精の技術を

亡くなったので︑ヤローだけが１９７７

さん︵１９５０年受賞︶
︑骨髄移植に成功

開発したロバート・Ｇ・エドワーズさん

アップさせる役割を果たしていますが︑

基礎的研究は医学を大きくステップ・

というか︑わからないことが多い︒この

いですね︒生命科学は基本的には原始的

本庶 セレンディピティは生命科学に多

ないとなにが埋もれているのかわからな

と掘ればよいが︑生命科学では掘ってみ

いかと︑私は考えています︒

医学研究︑とりわけ基礎的研究では︑

に進む︒もちろん︑そういう研究にもセ

が課題かがわかったうえで︑それを目標

物理や化学はあるていどの方向性︑なに

果的にセレンディピティが起こりやすい︒

いことが圧倒的に多い︒︵笑︶だから︑結

セレンディピティはとても重要ですね︒

レンディピティはあって︑思いもかけな

い発見をすることはある︒

くめて︑
﹁どう役にたつのか﹂を明確に

して邁進する研究もありますね︒

その一方で︑たとえば臨床での応用をふ

摘をいただきました︒

髙折 座談のスタートにふさわしいご指

これからの医学研究の大きな課題ではな

その橋渡しの部分をどう発展させるかが︑ ていれば︑そこをブルドーザーでガサッ

くの臨床医の努力の積み重ねが必要です︒ 山には必ずダイヤモンドがあるとわかっ

その成果を臨床の現場で生かすには多

れも臨床的に大きな意義のある発見です︒ 年にノーベル賞を受賞しています︒

︵２０１０年受賞︶などがおられる︒いず

フィリップ・ショウォルター・ヘンチ

いっぽう︑臨床的な研究での受賞は︑

ら生まれています︒

ゲノム研究なども︑そうした積み重ねか

後半の医学の発展に重要な役割を果たし
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らすばらしい︒それがとてつもない大き

﹁これだ！﹂と思えるものが見つけられた

る︒そこでセレンディピティが起こって︑

れば満足できるかを考えてチャレンジす

そういう時代のもとで︑なにが研究でき

それぞれの時代の医学の流れもあります︒

究も山中先生の研究も︑結果として臨床

ニズムに深く感銘します︒本庶先生の研

と証明できたとき︑自然のみごとなメカ

ね︒ある仮説を立てて︑それが成りたつ

中西 研究自体のおもしろさもあります

だろうと思います︒

さを自分の手で拓く︑そういう研究のす

に貢献していますが︑自然のみごとな美

髙折 本庶先生がノーベル賞授賞式の講

ばらしさ︑醍醐味を若い人にぜひ伝えた

しさがそこにあります︒医学に直接に関

演でおっしゃっていたように︑最近の若

いですね︒

な発見なのか︑身の丈にあったものなの

い人は流行りに流されすぎている︒目的

かはわからない︒でも︑問題意識をもっ

意識をもって︑本質的なものを追究する

係せずとも︑自然のしくみを知ることは

のが若い世代でした︒そういう本質的な
姿勢が必要です︒山中先生はそこをめざ

て大きな発見をめざしていれば︑必ず見

問題の解決策を︑次の世代がどう見つけ
して︑あらたな分野を開拓された︒そう

研究者には大きな喜びです︒自然の美し

井村 ﹁宇宙マイクロ背景放射﹂がま
るか︑どこに焦点を当てるかは︑いま問

つかるはずです︒

さにそうですね︒
アメリカのベル電話研究
われているもっとも重要な問題であると

加速する医学の進歩

ロバート・ウィルソンがアンテナの雑音を

たことで︑医学はいっそう進んだ︒血液

を志した時期があります︒外科医は外科

は観察と経験の学問だった︒患者さんを

井村 医学を歴史的にみると︑もともと

つつあると思います︒

ノム医学が臨床研究の基盤の一つになり

山中 短い期間でしたが︑私には外科医

お聞かせいただけますか︒

いう山中先生にとっての研究の醍醐味を

髙折 この 年で医学はかなり進歩しま

医としての醍醐味はありました︒一日一

生物学から分子生物学、生命科学

研究成果が医学に導入される機会はさら

日が勝負と言いますか︑目の前の一人の

疾患やがんなどがとくにそうですが︑ゲ

もちろん︑すべての研究がセレンディ
に増えます︒では︑さらにその先はどう

にいた︒分子生物学の柴谷篤弘︵元京都

から解剖がはじまり︑病理学が発展した︒ 本庶 ぼくらはその生物学と医学の時代

「全体を診る」医学の原点が
失われつつある

ピティによるものではありません︒ｉＰ

に応用する︒そういう学問として磨かれ

観察して︑経験を積み上げて︑診断・治療
てきた医学ですが︑ 世紀の終わりころ

患者さんを治せるか・治せないかという
短距離走のような日々でした︒いっぽう

なるのかですね︒

あったわけですからね︒
と言われた︒︵笑︶それはまさに︑医学の進

間が必要ですね︒でも︑本庶先生のご研

病気の原因を臓器の異常に求めることが

年の生命科学

本庶 あれは︑
﹁何歳まで生きたいか﹂

究がそうですが︑将来は何千人︑何万人

精華大学学長︶さんに言わせると︑医学

医学を変えたこの

年という時

中西 本庶先生の仕事も︑目的意識が
と聞かれて︑
﹁最大の可能性は１２０歳

は﹁枚挙の学問﹂︒なんらかの原理があっ

年︑

の研究は︑

はっきりしていましたね︒山中先生もあ

はじまった︒その後︑しだいに生化学的

あえず資金の支援がほしい﹂と主張する

く︑なにが当たるかわからないが︑とり

のはよいが︑
﹁しっかりとした考えもな

た方がセレンディピティの重要性を説く

とではありませんね︒大きな発見をされ

が偶然にでも見つかればよい﹂というこ

きな研究をして︑結果として新しい事実

セレンディピティは重要ですが︑
﹁好

新しい世界を拓くよう努める︒ふだんか

と︒
﹁これだ！﹂と気づけば︑そこから

つかったときに︑これを見落とさないこ

ない︒だいじなのは︑予想外のことが見

こを研究します︒ところが︑そうはゆか

があるかがわかっていれば︑みなさんそ

いじですね︒どこに新しい発見の可能性

界がどこにあるのかを意識することはだ

成宮 医学にかぎらず︑いまの研究の限

歳は無理ですよ︒︵笑︶

さんを目の前にしていますから︑とにか

れることがうれしい﹂と︒私たちは患者

者さんから︑先生の薬で助かったと言わ

だてておられるし︑本庶先生も﹁がん患

髙折 山中先生はｉＰＳ細胞を臨床に役

ころにあります︒

がある︒私の研究の醍醐味はそういうと

いつかたくさんの方に貢献できる可能性

日々こつこつと実験を積み重ねていれば︑

さらに︑ゲノム情報があきらかになっ

組みのみごとさを感じるようになった︒

思いもよらない発見もあって︑自然の仕

検査でわかることがどんどん増えると︑

観察がとてもだいじだった︒ところが︑

臨床検査がほとんどできなかったので︑

なり︑ 世紀後半には急速に発展して医

演繹性が出てきた︒その背景にあるのが

なった︒つまり︑演繹性のない学問から

生物学が盛んになり︑生命科学の時代に

て病気になることはわかるが︑その原理

えわからなかった︒ところがその後︑生

んはなぜ︑どのように発症するのか﹂さ

倫理観では許されない面もあるかもし

聞いています︒それでも彼は︑
﹁骨髄移
日本に足りない部分です︒
﹁どういう方
法なら限界を突破できるのか﹂を考える︒ 植はできる﹂と信じて成功した︒いまの

成宮 もう一つだいじなのは︑方法論︒

れないが︑
﹁患者さんを助けたい﹂とい
だいじなのは︑
﹁なにができれば自分は

いっぽう︑学生が研究者を志すときに

先生のおっしゃった医学研究の醍醐味は︑

う思いで取り組むのが医学研究者︒山中

わると思います︒そういう時代にきてい
る︒しかし︑遺伝子の情報がわかってい

ほかの基礎研究とは違う意味での醍醐味
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のは１９５０年代で︑

年以降は分子

1942年、京都市に生まれる。1966年、京
都大学医学部 卒。大阪 大学医学部 教 授、
京都大学医学部教授をへて、現職に。専
門は分子免疫学。抗原記憶を抗体遺伝子
に刻む分子「AID」を発見し、ワクチン効
果の分子生物学的原理を解明。免疫 細
胞の働きを抑制する分子「PD-１」を発見
し、PD-1抗体を使った新たながん免疫療
法を開発。この治療法はすでに肺がんを
含め10種 類のがんで世界的に承認され
ている。この功績により、ロベルト・コッ
ホ賞、文化勲章、京都賞につづき、2018
年にノーベル生理学・医学賞を受賞。

70

ＤＮＡの二重らせん構造が発見された

かなかった︒

私が医師になった１９５０年代はまだ︑ を詳細に記載して経験的な治療を施すし

学が科学的な基盤を具えるようになった︒

がどこにあるのかわからないから︑病状

のはどうか︒︵笑︶目標がしっかりしてい

く治せる研究をしたい︒
方法を開発してノーベル賞を受賞しまし

エドワード・トーマスは︑骨髄移植の

ら意識しておかないと︑これは見えない︒

もう一つ︑われわれが学生だった 年

前は︑臨床にかかわることはほとんどわ

たが︑多くの動物実験をへてヒトに応用

命現象のメカニズムがわかってきて︑科

山中先生の研究は︑その方法を発見した

した最初の２００例くらいは失敗したと

学技術も進歩した︒ましてや︑これから

ことで大きなインパクトがあった︒

かっていませんでした︒たとえば︑
﹁が

の医学の 年は︑もっとすごい勢いで変

研究のすばらしさ、醍醐味を
若い人に伝えたい

ないと︑ほんとうの研究はできません︒

ら理解する努力をされていた︒

な検査︑免疫学的な検査ができるように

18

という方を一気に救う可能性がある︒毎

30

日どれだけ伸びているかはわからないが︑

20

である﹂と言ったのです︒平均で１２０

10

る方向を決めて実験を重ね︑その結果か

年︑

歩に対する信頼と期待だと思うのですよ︒

中西 本庶先生は︑寿命は１２０歳になる

したから︑これからの 年で生命科学の
50

Ｓ細胞などは︑山中先生の発想が基本に

年にノーベル物理学賞を受賞した︒

１９６４年のこの発見で二人は１９７８

減らす研究をしていて︑偶然に発見した︒ 思いますね︒

所︵現ベル研究所︶
のアーノ・ペンジアスと

1931年、滋賀県に生まれる。1954年、京都大
学医学部卒。神戸大学教授、京都大学教授、
同医学部長をへて、1991年、第22代京都大学
総長に就任。総合科学技術会議議員として、
科学技術政策の立案・調整に関わり、第2期
科学技術基本計画作成では主導的役割を果
たした。2019年10月から日本学士院長。専門
は内科学、内分泌代謝学。ストレスホルモン
である副腎皮質刺激ホルモンの生合成、分
泌の機構を解明し、脳内活性物質の内分泌
調節における役割の解明、視床下部・下垂
体疾患の診断法の確立に貢献。武田医学賞、
エルウィン・フォン・ベルツ賞を受章。近年
は、発症前診断によりリスクの高い人に適切
な治療介入をして発症を未然に防ぐ「先制医
療」の重要性を提唱。
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たかおり・あきふみ

1986年、京都大学医学部卒。米国グラッ
ドストーン研究所研究員などを経て、京
都大学大学院医学 研 究科血液・腫 瘍内
科 学教 授に。京都大学医学部附属病院
がんセンター長、京都大学医学部附属病
院副院長。専門は血液・腫瘍内科学。レ
トロウイルス感染症と血液疾患を主な研
究テーマに、臨床研究者として、先進医
療の開発、地域医療の推進、若手医師の
育成、特に血液内科医を増やそうと日々
奮闘。

髙折 この 年間に︑ＤＮＡが見つかっ

経験的な医学から科学としての医学に

ましたね︒

どいない︒ドイツでも同じだと言ってい

とうの生理学を研究している人はほとん

科学を研究している先生はいても︑ほん

理学教室のある大学はほとんどない︒脳

これをぼくは︑いちばん憂いている︒生

たうえに︑結局はわからない状況になる︒

いろいろな診療科をたらいまわしにされ

専門が細分化されすぎて︑患者さんは

う医学の原点が失われている︒

集中してしまって︑
﹁全体を診る﹂とい

いる︒みんなの関心が分子などの細部に

学です︒ところが︑その生理学が廃れて

が医学をめざすなら︑だいじなのは生理

思います︒しかし︑これから若い人たち

は︑これからもいろいろ開発されるとは

シークエンスなどの新たなテクノロジー

もう終わったと思うのですよ︒ディープ・

のですが︑分子生物学が牽引する時代は

今日まで︑ほぼその流れで進んできた

運でした︒

時代に巡りあうことができた︒とても幸

新しいステージにいたぼくらは︑革新の

ドの発見です︒そういう生命科学という

ＤＮＡの二重鎖とジェネティック・コー

髙折晃史

いむら・ひろお

井村裕夫
50
満足するか﹂です︒好き嫌いもあれば︑

ほんじょ・たすく

本庶 佑

いまの医学生たちは臨床の現場も見ら

ってもみませんでした︒

あいだに︑このような時代がくるとは思

いまは飲み薬で治る︒自分が生きている

ては自分たちに治せなかった患者さんが︑

て︑とても幸運だったと思います︒かつ

になった︒私もこの時代に生きた者とし

て︑経験的な医学から科学としての医学

50

50

なかった時代に︑この解明に取り組んだ

50
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との違いは︑
は頭の

いし︑メリットもない︒

べきです︒診療点数が上がるわけでもな

髙折 医学研究の醍醐味︑
﹁多くの人を
救える﹂ことに︑もっと関心をもってほ
しいですね︒
山中 研究では予想外のことが起こりま
す︒朝がくるたびに︑
﹁きょうはなにが
り返しです︒それでも︑こういう研究を

起こるのかわからない﹂という日々の繰
職業にしていることがほんとうに楽しい︒
かしたら医学の進展に貢献できるかもし

しかも︑この研究の積み重ねが︑もし
れない︒そういう二重の喜びがあります︒

結果はどちらも﹁驚き﹂です︒ＰＤ │１は︑

お仕事は違う分野の私にとっても︑その

本庶 一言つけ加えると︑医師になって

思います︒

味わえることが︑医学研究の醍醐味だと

が︑ 代半ばから自分が好きなこと︑し

ころが研究者は︑１００％とは言わない

いし︑したいと思うこともできない︒と

日々の喜びと長期の可能性︑この二つを

免疫系の抑制でみごとにがんを抑えてい

1942年、岐阜県に生まれる。1966年、京都
大学医学部卒。米国国立衛生研究所、癌
研究所研究員をへて、京都大学医学部教授、
医学研究科科長・医学部長。財団法人大阪
バイオサイエンス研究所長、公益財団法人
サントリー生命科学財団・生物有機科学研
究所所長を歴任。専門は生化学、分子生物
学、神経科学。Gタンパク質共役受容体に
関する世界的権威。沼 正作氏とともに多ホ
ルモン前駆体の構造、遺伝子、進化に関す
る研究を発表。「記憶のもと」と考えられ
るタンパク質のNMDA型グルタミン酸受容
体の構造を世界で初めて解明。日本学士院
賞、恩賜賞、文化勲章を受賞。

リバーシブルである﹂という事実を前に

るという驚き︒ｉＰＳ細胞は︑
﹁発生は

んに使われるか︑上司に使われるかのど

も自分のしたいことはできない︒患者さ

たいことができて︑しかも給料ももらえ

れなかった︒

ターニングポイントと選択眼

ちらか︒︵笑︶したいことをする時間はな

る︒こんな職業はそんなにない︒︵笑︶

したときの驚き︒どちらの仕事も︑
﹁早
く成果を出せ﹂といういまの学問の流れ
からは外れていた︒しかし︑
﹁えっ︑そん
なことになっているの！﹂と︑ぼくは感
動した︒京都大学医学部の学生には︑こ
の﹁驚き﹂と﹁感動﹂を継承してほしいと
強く願いますね︒

活性を具えているのか疑問に思って︑試

しに測ってみたのです︒すると免疫活性

はゼロでした︒そこでいくつかの抗体を

つくって比べてみたところ︑抗体によっ

て反応が違うことがわかったのです︒私

が最初に使った抗体は︑生物活性のない

部分を認識していたのです︒

臨床と基礎の研究者とのタッグが重要

井村 １９６５年にアメリカ留学を終え

て日本に帰ってきたころ︑がん細胞がＡ

ＣＴＨをつくることがあるとわかった︒

懸命になっている︒医師の教育を受けた
ではいろいろな経験が蓄積され︑現象と

見方は︑ぼくも先生方と同じです︒片方

成宮 これまでの医学の流れについての

時間をあるていど戻すことができるとい

いはずです︒ところが︑細胞の初期化は︑

つねに増大するし︑時間は元には戻らな

きました︒というのも︑エントロピーは

体験などをお聞かせいただけますか︒あ

ソード︑ご自身のセレンディピティのご

ニングポイントとなった印象的なエピ

に掘り下げて︑それぞれのご経歴でター

髙折 医学研究の醍醐味から話題をさら

指示した︒私には︑
﹁副腎皮質刺激ホル

つに︑
﹁あなたはこれを測りなさい﹂と

なかった︒だから︑教授は研究員一人ず

になっていたが︑それでもまだ検査部は

研究室で︑いろいろのものが測れるよう

戻ってきた１９５８年ころは︑ようやく

日本ではまだ見つかっていなかったが︑

人が研究をすることには︑重要な意味が
してリファレンスされ︑片方ではホルモ

わせて︑ご専門のフィールドの現状と課

モン︵ＡＣＴＨ︶
を測りなさい﹂︒ところが︑ ＴＨがつくられているからではないかと

地方の病院での研修を終えて大学院に

あります︒もちろん︑医学以外の分野の

ンや抗体などのモノ︵物質︶が発見された︒ う発見です︒これはたいへんな驚きだっ

題︑その展望などもお願いできますか︒

すべての転機は人との出会いから

人が入ってくることも必要だが︑やはり

た︒山中先生ご自身はどう考えておられ

で︑３年間研修してから入りました︒い

研究する人もいました︒ぼくは長いほう

学部で培った知能・蓄積を使って︑これ

わからない病気がまだたくさんある︒医

１もそうですが︑一部は解けても本体は

しずつわかってきました︒でも︑ＰＤ

がつかない︒それでアメリカに留学した

のですが︑ＡＣＴＨを測れるところまで

研究が進んだときに︑私が発表しようと

したすべてが他の人の論文に出てしまっ

た︒落胆しましたね︒

│

ＡＣ

でも︑そんなときに机の上に︑ある研

究者が実験に使っていた合成１

ＴＨのバイアルが一つポンと置いてある

のを見て思いついたのです︒ＡＣＴＨは

個のアミノ酸が並んでいて︑そのうち

の１番から 番まででほぼ完全な生物活

力して︑あるいは基礎の研究者が発見した

床医として働いていて︑基礎の研究者と協

研究が大きく発展する時期に私どもは臨

やかなことかもしれません︒しかし︑臨床

んだことは︑基礎研究の人から見ればささ

ことが重要だと思います︒私たちが取り組

ら︑必要に応じて基礎の研究者と協力する

すから︑臨床での経験をだいじにしなが

現在も臨床の研究者のほうが多いので

発展パターンの一つです︒

な成果につながった︒当時の臨床研究の

すが︑それが基礎研究と結びついて大き

囲のことだけをしようと思っていたので

私たちは臨床から出発して︑できる範

で︑その前駆体の構造を明らかにした︒

生︑沼 正作先生が分子生物学的な手法

があることがわかった︒そして︑中西先

研究をはじめると︑ＡＣＴＨにも前駆体

のほうがうんと高い︒これは異常なＡＣ

性とが違う︒多くの場合︑免疫学的活性

かを測ると︑生物学的活性と免疫学的活

ようなケースがあって︑そういういくつ

しました︒京都大学の第三内科にも似た

九州大学から胸腺腫が送られてきて測定

病気のことを知っている人に研究してほ

モノがただ列挙されているあいだは︑そ

るかわからないけれども⁝⁝︒︵笑︶

れがなにに︑どう働くのかわからなかっ

当時の技術だと２００ミリリットルくら

しい︒医師として患者さんを診察しなが

井村 山中先生も外科医としてのご経験

い採血しないと測れない︒︵笑︶

ら研究もする︑フィジシャン・サイエン

中西 研究の評価がしばしばズレるのは︑

がおありですが︑司会の髙折先生を除い

た︒しかし︑ゲノム解析の方法論ができ

て私はこのなかで唯一の臨床の研究者で

ティストがもっと増えてほしい︒

そうした﹁驚き﹂を評価せずに︑既存の

インスリンのラジオイムノアッセイが開

まは義務化された前期研修２年と後期研

をどう研究するかが︑卒業生たちの課題

ちょうどそのころ︑冒頭にお話しした
コンセプトに沿った結果の積み上げを高

発された︒私は︑これをＡＣＴＨに応用

て︑これまで見ていたモノと経験論とが

す︒私が医師としてスタートしたころは

しようとしたのですが︑日本では研究費

結びつくメカニズムが解明された︒これ

く評価するからです︒そうではなくて︑

たちで測れる血糖や BUN 程度しか測

まだ︑大学に中央検査部がなくて︑自分

本庶 臨床研修が余計なのです︒前期研

﹁驚き﹂と﹁感動﹂を与える成果を︑この

修は１年で充分ですよ︒専門医研修はさ

たからこれで終わりではないですね︒医
ここにはまだ︑たくさんのものが残って

をとる必要はない︒
いけないね︒

いるのです︒

学というのはディジーズ・バイオロジー︒ 京都大学からぜひ出してほしいですね︒

髙折 ぼくらのころは︑早い人は１年だ

生命科学が進歩して︑病気の原理は少

修３年で︑最低５年の研修が必要︒長い

け臨床研修して︑すぐに大学院に入って

人は７年もしていますからね︒７年もた

だと思います︒

│

つと頭も固くなる︒
﹁文献にはこう載っ

中西 当然ありえる筋道から出てくる

24

性があります︒それが免疫学的にどんな

24

ています﹂という話になってしまう︒︵笑︶

ますが︑たとえば本庶先生と山中先生の

本庶 専門医制度をくっつけたことで︑ ﹁あっ︑そうか﹂という発見も評価され

1949年、滋賀県に生まれる。1973年、京
都大学医学部卒。京都大学教授、医学部
長・医学研究科長をへて、京都大学医学研
究科特任教授、メディカルイノベーション
センター長。専門は薬理学、生化学。炎
症、発熱、痛みなどを制御するプロスタ
グランジンの受容体を特定し、作用機構
を解明。創薬標的としての可能性を見出
し、臨床応用に貢献。また、ボツリヌスC
３酵素を発見し、この標的として、Rho蛋
白質を単離し、その機能解析からアクチ
ン細胞骨格が形成される仕組みを解明。
武田医学賞、エルウィン・フォン・ベルツ
賞、上原賞、日本学士院賞、恩賜賞、紫
綬褒章などを受賞、文化功労者顕彰。

井村 臨床研修のあり方を考えなければ

がぼくらの世代だった︒でも︑解明され

井村 山中先生の仕事には︑世界中が驚

1962年、大阪府に生まれる。1987年、神
戸大学医学部卒。米国グラッドストーン
研究所博士研究員、奈良先端科学技術
大学院大学教 授、京都大学 再生医科 学
研究所教授などへて、iPS細胞研究所長。
2006年にマウスの皮膚細胞から、2007
年にはヒトの皮膚細胞から人工多能性幹
（iPS）細胞の作 製に成 功し、新しい研
究領域を拓く。これらの功績により、文
化功労者顕彰、文化勲章受章につづき、
2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞。
再生医療・創薬への医療応用に向け、安
全かつ有効なiPS細胞の樹立、評価技術
の確立に努めるとともに、ヒト生殖細胞
の発生メカニズムの解明にも取り組む。

れるし︑研究する機会もある︒すべての
選択肢があるなかで︑彼ら自身がなにに
関心を抱くかが︑
本質なのかもしれません︒
本庶 興味はそれぞれが見つけるしかな
と

いが︑医学の特性は生物学です︒いわゆ
る
先から足の先まで︑生物学としての基本
を習う︒すると︑
﹁腎臓で起こっている
ことも肝臓で起こっていることも︑結局
は人間の体の内部で起こっていること
だ﹂という視点が得られる︒
﹁学生時代
していたのか︒それが人間の感情にまで

に習った脳の神経核は︑こういう働きを
つながっているのか﹂と︑なんとなく人
がほとんどいないから

なかにし・しげただ

らに３年もかかる︒すぐに専門医の資格

「驚きと感動」

医学研究の醍醐味の根っこにある

ろで言っているからね︒︵笑︶

本庶 問題ないよ︒ぼくはいろんなとこ

髙折 これは文字に残してもよいのですか︒

意味でつぶしている︒

かく優秀な医者にしておきながら︑ある

です︒これはとても大きな問題です︒せっ

究歴のある

井村 形式ばかりの制度です︒政府に研

が研究すること︑とくに生

間の全体像をみる素地ができる︒だから
ぼくは︑
命科学の研究者になることは︑とても重
要だと思うのですよ︒
フィジシャン・サイエンティストが
増えてほしい

井村 たしかに︑医師の資格をもつ人が
研究する流れが廃れつつありますね︒専
門医制度ができて︑若い人は研究への関

やまなか・しんや

山中伸弥

M
D

心よりも専門医の資格をとることに一所

P
h
D

30

M
D

M
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中西重忠

P
h
D

さらに悪くなった︒専門医制度は再考す

39
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ぼくと一緒にやるか﹂と言われたので

フテリア毒素のＡＤＰリ

当時の本庶先生は︑ジ

いう思いが強かったのです︒

︵笑︶
﹁自分は自分の研究をやりたい﹂と

ものです︒

ボシル化のサイト同定を

じめられたころでし
体をクローニングす

ジフテリア毒素は酵素で︑ があると思っています︒︵笑︶

研究しておられました︒

中西 医化学教室には伝統的に︑
﹁優秀

ンパ節郭清をするな﹂とおっしゃってい

れば︑その前駆体の

な人には自分のやりたいことをやらせ

を自分で考え︑抗体遺伝子の研究をつづ
井村 ﹁リンパ節を残しておけ﹂と言わ
構造と生物学的意味

これがタンパク質の合成

ことを利用して︑次のステップに進めるこ

れると︑臨床医は迷うだろうね︒
がわかるというとこ

をシャットアウトして細

すが︑そのときは丁重にお断りしました︒

本庶 ネズミの実験では︑リンパ節郭清
ろまできていました

た︒ＡＣＴＨの前駆

とはなかった︒それなりに苦労はあって
をすると免疫療法が効かない︒
ので︑
本庶先生に﹁助

ました︒あれには衝撃を受けました︒︵笑︶

も︑やめようと思うことはなかった︒印
井村 人間でも︑そこは慎重にやらない

けることにした︒

本庶 ぼくは若いころに︑免疫学に巡り
象的なエピソードといえば︑そういう人
とね︒

とを実感できた︒そういう時代だったので

あいました︒しかし︑ぼくが医学部を卒
との出会いがほとんどです︒たくさんの
髙折 がんの多様性︑がんや免疫の微小

すると本庶先生から﹁急いでいるの

話したのです︒

けてくれるか﹂と電

者としての考え方に︑プライミングを受

くはこれに強く衝撃を受けました︒研究

の作用機構を初めて解明されていた︒ぼ

胞死をきたすという毒素

中西 その結果︑早石先生の仕事と違う

成宮 ありましたね︒

者の姿勢としてあるね︒

る﹂雰囲気があった︒教室のトップたる

私の研究人生は順調で︑行き詰まるこ

業したころは︑免疫学はわけのわからな
人に助けてもらった︒
未来展望をとのことですが︑ぼくはが
環境は︑本庶先生がおっしゃったように︑

か﹂と聞かれた︒﹁競争だから急いでいる﹂

はないかと思いますね︒

い学問でした︒
﹁抗体というのはなんぼ
はみんなそういう話を聞いていましたね︒
ん治療の専門家と思われているかもしれ
ヒトの検体で実験しないとわからないこ

あのときお断りしたことで︑現在の私

でも出てくる︑ふしぎやな﹂と︒医学生
フランク・マクファーレン・バーネット
とが多い︒臨床の現場において︑基礎研

分野の研究をされた方がほんとうに独自

ないけれど︑
これは髙折先生の領域︒
︵笑︶

けました︒

髙折 本庶先生は︑
﹁化学療法はいらん﹂

と言ったら︑﹁だったら︑
俺と組むな﹂
︵
︒笑︶

期でした︒し
究との距離感がもっと縮まらないといけ

の本も︑みんないちどは読んだような時
とおっしゃっていましたね︒︵笑︶

の道を拓いて世界をリードされた︒︵笑︶

かし︑あまり

医化学教室では︑ランチ・セミナーが

﹁残念ながらクローニングするには日本

西塚泰美先生も沼 正作先生も︑本庶先

ないと思います︒がん免疫療法研究セン

生︑成宮先生にしても︑みんな違うこと

本庶 固形がん治療にかぎってはそうで

んなで議論するのですが︑そこでは論文

よくありました︒最新の論文についてみ

にも掴みどこ

では︑酵素からなにから︑すべて自分た

学としては薬を使った科学はまだ生きつ

ちでつくるから︑ものすごく時間がかか

すが︑すべていらんとは言っていないよ︒ ターができれば︑そうした部分が進むと
︵笑︶がんの免疫療法は始まったばかり

づけると思うのですよ︒たとえば︑うつ

期待します︒

ろ が な く て︑
﹁研究の対象

この点で︑中西先生から多くを学びまし

病にケタミンが効くという最近の結果は

をしていた︒それをサポートしていた早

大学と共同で研究することになって︑４

た︒こういう経験を踏むことで︑ぼくは

思いもかけなかった︒ｉＰＳ細胞でフェ

のテーマよりも︑だれがどういう質問を

で︑わからないことがたくさんある︒ネ

か月ほどでＡＣＴＨ前駆体のクローニン

イギリスに留学したのは１９７６年︑

薬理学者の道を進むことになったのです︒

る︒早く結果を出したいなら︑ハーバー

になるんかい
ズミの検体で研究するだけでは︑ほんと

中西 私も自らの手で拓いて自然の美し

グに成功し︑本前駆体は多数の活性ペプ

石先生の偉さです︒

うのことは解明できない︒やはりヒトの

さに感動するというすばらしい経験を味

チドを含むものであることを初めて明ら

成宮 せっかくだから話しますが︑薬理

な﹂と︒とく
体で︑臨床家と共同で研究しないといけ

わうことが出来ました︒私の若い時代の

するかがだいじでした︒
﹁この人は︑こう

に︑われわれ
ない︒京都大学に﹁がん免疫療法研究セ

お話しをしますと︑医学部生のときには

いうことを考えて質問しているのか﹂と︒

のように生化
ンター﹂ができるとすれば︑基礎と臨床

かにした︒

うがよい﹂と︒それで︑スタンフォード

学 を 学 ん で︑
の人とが病院の中で入りまじって研究す

基礎か臨床かでずいぶん悩みましたが︑

ド大学やスタンフォード大学と組んだほ

づいた生命現象を研究したい﹂という人

﹁物質でなにかを知りたい︑物質にもと
るのがよいと思うのですよ︒

先生は︑カエルのリボソーム遺伝子を研
ブロックしたら免疫が元どおりになって

よくわかっていない︒ＰＤ １
│ の働きを

うまく進んでいますが︑なぜ治るのかは

の中で細胞がどうコントロールしあって

時の医学教育では︑臓器連関など体全体

達を対象にするのかでも迷いました︒当

果からこれを説明できますか﹂と︒ぼく

ういうケースがあるが︑あなたの実験結

いつも井村先生から︑
﹁じつは臨床にこ

われわれの実験結果を井村先生に伝え

賞したジョン・ベインの研究室︒そこで

た︒そのときの留学先がノーベル賞を受

一つのツールだと考えて薬理学をはじめ

成果をお話してから か月くらいたつと︑ ろいろありましたが︑ぼくは薬や毒素は

ると︑
﹁そうですか﹂とだけ︒︵笑︶でも︑

薬を使って新しい事実を発見する方法を

がかりにするかが重要でした︒方法はい

は︑生体の謎をなにで解くか︑なにを手

分子生物学が出はじめたころです︒当時

い︒︵笑︶

調しておきた

る︒これを強

だ可能性があ

学にはまだま

薬を使った科

病気のメカニズムもわかってくると思う︒

ノタイプの変換性のある薬を探すことで︑

人的接触と情報交換が
ブレークスルーを生む

には︑免疫学は漠としていた︒

究されていたのですが︑免疫学の課題に

がんは治るが︑なにがどうしているのか

らの結果をふまえて議論が拡がった︒

の治療は︑５年生存率 〜 ％くらいで︑ の道を選びました︒さらに︑細胞内の情

て医学部出身の強みを発揮できるような

はいろいろ教育を受けてきました︒従っ

井村先生という︑基礎と臨床の一流の先

私が研究を進めるうえで︑本庶先生と

井村 たしかに基礎医学はだいじだと私

たいと︒︵笑︶

報伝達を対象にするか︑細胞間の情報伝

そもそも︑免疫があるのになぜがんは

生との接点があったことは︑私には幸い

成宮 日本に帰ってから︑薬あるいは毒

も申しましたし︑そのとおりだと思いま

研究所でお会いしたドナルド・ブラウン

やはり生体情報系に興味があって医化学

アプローチする重要さを理解されていた︒

いるかという細胞間の情報伝達について

免疫チェックポイント阻害薬でのがん

そのブラウン先生に︑
﹁どこに行けば研究

は︑ほとんどわかっていない︒

転機はアメリカ留学でした︒カーネギー

できるか﹂と聞いたら︑マウスの抗体遺伝

増えるのか︒免疫のトレランス︵免疫寛容︶

研究︑すなわち細胞間の情報伝達機構の

でした︒研究者が互いの強みを生かすこ

ジンの受容体の研究であり︑
Ｒｈｏ︵ロー︶

素を使ってはじめたのがプロスタグラン

薬理学を専攻

きたのですが︑甲状腺ホルモンは前駆体

１９７４年にアメリカ留学から帰って

受容体︑神経伝達物質︑グルタミン酸受容

の情報伝達系を知るために︑ペプチドの

タシスのメカニズムをいろいろ見ました︒ 効果的に臨床応用するかのトランスレー

情報伝達も研究して︑体内でのホメオス

というＧタンパク質の研究です︒細胞間

その一つが︑基礎研究の成果をどのように

す︒でも︑臨床医学がやはりだいじ︒
︵笑︶

していただき

これから進めるべきだろうと思っていま

でできているのではないかと研究を始め

いっぽうで︑細胞内情報伝達も研究して︑ ション︒それがうまくできれば︑本庶先

優秀な人にやりたいことをさせる伝統

ぜ ひ︑

博士を紹介された︒それが 代の初めで

子を研究しているフィリップ・レーダー

といいますが︑その原理もほんとうの意

研究︑具体的には神経内分泌学の研究を

とはだいじです︒あらためて︑お二人に

髙折

した︒レーダー博士のもとに３年ほどい

味ではわかっていない︒免疫の根本的な

感謝します︒︵笑︶その後はさらに細胞間

学んだ︒この経験は大きかったですね︒

たことで︑最先端のテクノロジーに触れ︑

進めることを考えました︒

ぼくはいつも﹁運がよかった﹂と言っ

す︒というのも︑基礎研究でがんの実験

の研究を展開し︑とくに脳機能の発現の

体の研究と細胞間情報伝達のメカニズム

しかわかっていない︒臨床研究として

ていますが︑
そのときは﹁宝くじに当たっ

のころ︑井村先生のお話にもあったよう

をするときに若いマウスを使うでしょう︒ たものの︑うまくいきませんでした︒そ

生のＰＤ │１抗体ももっと早く進んだので

でも︑多くのがん患者さんは歳をとっ

細胞の接着・移動を見ました︒こうして

はないか︒そこがまだまだ未熟でしょう︒

た﹂意識はなかったのです︒それでも︑

分子メカニズムの解明を進めてきました︒

成宮 そうなんです︒そこがたいせつです︒

あとから考えるとこの経験が大きな転機
になった︒

見がたくさんありましたね︒研究者人生

研究を進めると︑思ってもいなかった発

本庶 こうして日本に戻って東京大学医

べるほど複雑で︑ほんとうに一部の遺伝

完全にはわからないと思う︒調べれば調

井村 私は︑がんの本体がなにか︑まだ

当時はまだ分子生物学︑いわゆる遺伝

いします﹂と︒︵笑︶

られた井村先生の教授室に行って﹁お願

スタートさせました︒当時神戸大学にお

ました︒本庶先生も中西先生も大学院を

先生の医化学教室に入って研究をはじめ

成宮 私は医学部生のときに︑早石 修

助手の時代に本庶先生が京都大学医学

いせつに研究してほしい︒医化学教室の

います︒若い人たちは︑個人の思いをた

研究は﹁個人を出す﹂ことだと思って

たいのですよ︒

講座を臨床医の研究の場としていただき

らしい仕事をしていただいて︑創薬医学

う意味では︑成宮先生にはますますすば

めて社会にインパクトを与える︒そうい

ので︑井村先生にお願いして共同研究を

は前駆体から生成されるらしい﹂という

学部に行くと真野嘉長先生が︑
﹁好きな

子の異常だけで起こるのかという疑問も

修了されてアメリカに行かれる前で︑ぼ

部の教授に就任されて︑
﹁きみどうや？

井村 基礎研究は臨床に生かされて︑初

ことをやっていいよ︑質の高い研究さえ

子工学は日本に根づいていなくて︑唯一︑

くらはお二人の背中を見て育ったような

のなかでも楽しんだ時期でした︒

してくれればね﹂と︒当時は︑
﹁なんちゅ

ある︒

東京大学の本庶先生のところが研究をは

研究者どうしの議論で、
だれがどういう質問をするかに学ぶ

う先生や﹂と思いました︒︵笑︶だけど︑

山中 本庶先生は外科学会の講演で︑﹁リ

は︑よく知られている︒
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それがラッキーだった︒なにをすべきか
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│ 抗体をほどこしても効かないこと

に︑
﹁ 個のアミノ酸からなるＡＣＴＨ

にも強く影響を受けました︒

ところは複雑で︑いまだにそのごく一部
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小板活性化因子︵パフ︶を動物に静脈注

実験で予想外のことが起こりました︒血

出たことでした︒これは幸

外の実験結果が１回ずつ

とポスドクのときに︑予想

ニングポイントは︑大学院

ＬＤＬ︵コレステロール︶が下がるだろう︒ らが正しいのかは︑結果をみないとわか

れを肝臓でたくさん働かせると︑きっと

をする遺伝子の研究をしていました︒﹁こ

ベック１というＲＮＡのエディティング

ン研究所に留学して︑

としてグラッドストー

そのあと︑ポスドク

いう経験をしました︒

わかりませんが︑そう

があるのかはいまだに

人の病気とどんな関係

がったのです︒これが

血管が開いて血圧が下

る研究をはじめる選択もあります︒どち

す︒起こったことに引きずられて︑異な

動脈硬化の研究をつづける選択もありま

を止めて︑血圧なら血圧︑動脈硬化なら

れば︑そこで選択を迫られる︒その実験

いかなと心配︒︵笑︶予想外のことが起こ

価値もない﹂と抹殺されているのではな

山中 ﹁予想とちがうから報告の意味も

﹁それはいかんやろう﹂と︒

データをまったく出さないことがあって︑

髙折 うちの研究室でも︑ネガティブな

はないかと︑気になっています︒︵笑︶

うな事態を無視して報告していないので

うが︑驚きがなくなるのは悲しい︒自分

当然ながら︑細部まで研究したいと思

ました︒

究というのはむずかしいものだなと思い

な展開が出ない︒そう言われて︑医学研

まりにも研究が細分化すると︑驚くよう

近︑おもしろくない﹂とおっしゃる︒あ

を見つけられたあとにお話をしたら︑﹁最

西塚泰美先生がプロテインキナーゼＣ

ことよりも︑細分化される方向に進む︒

分野では︑なにか新しいことを発見する

世界中が競いあって研究し発展している

中西 山中先生のｉＰＳ細胞のように︑

期的な薬が出にくくなって

飽和状態といいますか︑画

すばらしかったが︑いまは

は︑日本の薬理学の貢献は

低分子薬を見つけることで

山中 受容体や拮抗薬など

はまだはっきりしていない︒

は驚きですが︑メカニズム

成症に効果があるというの

ロール血症治療薬のスタチンが軟骨無形

スタチンなどがそうでしょう︒高コレステ

れば︑新しい発見があるかもしれません︒

成宮 ｉＰＳ細胞を使って薬理を検証す

投薬効用などはとても重要です︒

山中 薬理はもちろん︑ｉＰＳ細胞での

究したら？︵笑︶

が圧倒的に多い︒

﹁治った﹂というほう

らないが︑結果的に

少ない︒なぜかわか

でも︑
﹁治す﹂医学は

しています︒現段階

い︒それを楽しみに

が解けるかもしれな

過程で免疫現象の謎

こと︒これをどう解決できるか︒その

最大の問題は免疫力は個体差が大きい

主力は免疫療法だと思う︒

法も︑放射線療法もその一つ︒ただし︑

せ療法も進んでいるし︑もちろん化学療

がんは解決するのではないか︒組み合わ

なければよい︒その意味で︑半分以上の

ｉＰＳ細胞は
精神病の治療の道をも拓くか

射すると︑血圧が少しだけ下がります︒
らないのですが︑予想外の結果が握りつ

だけが研究しているなら驚くことはたく

予想外の実験結果が
その後の自分を創造する

パフが直接に下げているのではなく︑ト
あわよくば︑家族性高脂血症の遺伝子治
ぶされると︑二つめの選択肢はなくなる︒

の薬理学教室だったのですが︑初めての

大学院は大阪市立大学

運でした︒

山中 ぼくにとってのター

ロンボキサンＡ２を出して下げているの
療に使えるのではないか﹂と企んでおら

動脈硬化の研究をしました︒ボスはアポ

だろうという仮説を︑ぼくの指導医は立

髙折 予想外の出来事は︑一生に 回も

年後に﹁が

れました︒

山中 そのモチベーションが⁝⁝︒ｉＰ

らどう？︵笑︶

ろ︑大胆にええ加減なことをやってみた

は競って研究するからね︒だから︑むし

れていますが︑これはとてもだいじだと

成宮 精神病などもｉＰＳ細胞で研究さ

つながるかもしれない︒

あるという薬は︑別の病気の治療方法に

ニング︶で︑なぜかわからないが効果が

ピック・スクリーニング︵表現型スクリー

ない︒関連する遺伝子が２００も３００

梗塞などの原因は︑ほとんどわかってい

多いのですが︑糖尿病や高脂血症︑心筋

︵笑︶高齢者には多因子疾患が圧倒的に

が︑これは本庶先生に任せておけばよい︒

井村 がんの治療はもちろんだいじです

すね︒

んが治る﹂というのは︑一つの到達点で

髙折

てておられた︒そこで︑製薬会社から手

から︑もう少し多くても⁝⁝︒︵笑︶

Ｓ細胞ができたときは︑どうしてこんな

思いますよね︒

います︒でも︑フェノティ
さん出てくるだろうが︑おもしろい分野

本庶 予想外のことは︑ぼくはいまでも

ことが起こるのだろうと驚いて︑そのメ

井村 ｉＰＳ細胞を使った研究は︑これ

あれば充分ですよ︒︵笑︶

ビットをつくることが私の仕事でした︒

けっこうありますよ︒
﹁こうではないか﹂

カニズムの研究に打ち込んでいました︒

これを証明するために︑トランスジェ

ところが︑マウスは動脈硬化にならない

という想定と結果が︑まったく違う︒そ

でも︑そのうちみんなが研究をはじめる

に入れたトロンボキサンＡ２の合成阻害
下がらなくなるのではないかとの仮説の
どころか︑肝臓が腫れ上がってがんにな

れが大当たりの場合と︑大はずれの場合

人が実験しているのだ

もとに︑初心者向けの実験をさせていた
る︒これも完全に予想外の結果でした︒

とがありますから︑それは実験した本人

人︑

だいた︒
結局そこからがんの研究をはじめるよう

この二つの予想外の実験結果がその後

ない︒現場に行けていない︒

これにどうアプローチするのかはこれか

らの課題で︑これを解決しないと１２０

歳までは生きられない︒︵笑︶臨床の研究

者は︑ぜひこれに関心をもって︑なにか

を見つけてほしい︒

ただきたく思います︒

髙折 そろそろ座談会の結びの議論をい

髙折 みなさんの頭脳をもってしても︑

ませんよ︒︵笑︶

生命科学の未来

成宮 山中先生︑もういちど薬理学を研

も見つかるが︑それが病気とどう関連し

ヌが死ぬのではないかというショック状

の自分の研究に大きく影響するとは︑予

髙折 私がグラッドストーン研究所に

からますます重要になりますね︒とくに

態になって血圧がドーンと下がった︒そ

想もしていなかった︒それを研究者とし

行ったのは１９９５年で︑エイズ・ウィ

と︑
﹁べつに︑ぼくたちがやらなくても

れを見て︑ぼくはものすごく興奮した︒

ての初期に経験できたのは︑ほんとうに

ているのか︑臨床的にはわかっていない︒

結果に驚いたというより︑それを見て興

ルスの研究をしていました︒当時は︑エ

イク・マッキューン先生がボランティア

シスコ・ジェネラル・ホスピタルではマ

イズは治らない病気でした︒サンフラン

幸運でした︒

その瞬間に︑
﹁ぼくは臨床医ではなく
て︑研究者が向いている﹂と思いました︒

で診察していましたが︑患者さんはど

多因子疾患を
ゲノムやエピゲノムのデータで解明

髙折

んどん亡くなった︒当時のＨＩＶの研究

よって違うし︑人生のステージによって

しされて︑この 年間でかなり進歩しま

本庶 進歩のスピードは加速します︒こ

になるわけやね︒︵笑︶

たことが正しいかどうかを検証すること

え方が必要ではないでしょうか︒

︵笑︶では︑あらためて

れまでの 年の変化は急激でも︑今後は

これをきっかけにいまも

したかっただけでしたが︑

時の私はアメリカに留学

衝撃を受けましたね︒当

んなに役にたつのか﹂と

山中 人類がいなくなっているかもしれ

ているかもしれない︒︵笑︶

井村 １００年後には︑
医学が不要になっ

はないでしょうか︒

です︒︵笑︶せいぜい 年が現実的な話で

したら︑１００年後を想像するのはむり

この２倍︑３倍のスピードで進歩すると

老人は︑一定の大きさ以上に大きくなら

完全に消えなくてもよいのです︒とくに

治るか︑慢性疾患になると思う︒がんは

本庶 ぼくの予測では︑かなりのがんは

もの虐待やネグレクトなどが︑脳の発

ト研究であきらかになっている︒子ど

健康に大きく影響することは︑コホー

井村 そうです︑胎生期の環境がのちの

必要になるかもしれない︒

集積して︑ＡＩを使って分析することも

るゲノムやエピゲノムのデータをずっと

研究をつづけているので

がんは免疫療法で
解決するのではないか

すから︑
不思議なことです︒

髙折 子どものころから成長過程におけ

話でした︒
﹁医学研究はこ

年飲んだら治る﹂という
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じつは私も︑山中先生と同じこ

ろにグラッドストーン研究所にいまし

医学について︑本庶先生はどのようにお

も違う︒そうすると︑赤ちゃんのときか

臨床でそんな事態になると患者さんは亡
くなるかもしれないし︑
指導医に﹁バカ！

﹁とにかく治そう﹂という使命感
た︒山中先生がリトリート︵年次報告会︶
で︑ 室は︑

した︒では︑１００年後はどうなってい

考えですか︒なにしろ︑１２０歳まで生

らゲノム情報や医療情報をすべて蓄積し

もありますが︑最初の

井村 もう一つは︑エピジェネティック

なんか違うものを入れたやろ﹂と怒られ

で研究していた︒ところが︑その翌年に

るのか︒私の頭ではなかなか想像できま

きられるのですから︒︵笑︶

て︑これを活用して病気を防ぐという考

実験で起こり︑ポスド

１００年後を想像するのはむりですか︒

て︑喜ぶ余裕なんかない︒でも︑研究だ

アポベック１のトランスジェニック・マ

現在のカクテル療法が開発されて︑とた

せんが︑みなさんは︑どういう展開が待っ

本庶 １２０歳まで生きれば︑私が言っ

山中 じつは︑それにはきちんと理由が

クでも経験したことが︑

20

臨床での観察が基礎医学に還元・橋渡

と﹁これはおもしろい！﹂
︒最初の実験

ウスの話をされていたのを覚えています︒

んに﹁エイズは治る﹂という話になった︒

ているとお考えでしょうか︒

あって︑たしかにパフはトロンボキサン

なぜいまは起こらない

ス︒その制御のしくみは複雑で︑臓器に

でそういう経験をしました︒どうして予

山中 そうでしたか︒ところが︑そのあ

完治はしないが︑当時は︑
﹁その薬を３
予想外のことがあまり
起こらない︒自分で実

Ａ２を大量に出していたが︑それを止め

のか︒いまの大学院生

年後の医療・

想外のことが起こるのか︑それがぼくの

と 年くらい研究をつづけていますが︑

予想外の実験データが
一生に２回もあれば……

奮した自分に驚いた︒︵笑︶

脳は︑わからないことが多いから︒

山中

初めての実験で嬉々として取り組みま
になり︑そのためにＥＳ細胞をあつかっ

ニック・マウスとトランスジェニック・ラ

した︒ところが︑トロンボキサンＡ２を

に聞かないとだめ︒

薬で前処理してパフを投与したら血圧は

止めておいてパフを入れると︑血圧が下
て︑これがｉＰＳ細胞につながった︒

20

がらないどころか︑実験で使っていたイ

2

よいのではないか﹂と思えてくる︒︵笑︶

20

山中 ぼくは︑それがきちんとできてい

10

学位のテーマになりました︒
驚きの実験結果を前にして

ると前駆体のアラキドン酸が行き場を失

やポスドクは︑そのよ

験をしなくなったこと

う︒トロンボキサンＡ２の代わりにプロ

20

どうふるまうのか

スタサイクリンがたくさん出て︑それで
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達に大きく影響することもわかっていま
す︒胎生期から生後の情報を継続して蓄
積することによって少しでも多くの人が︑
１２０歳とはいわなくとも１００歳くら
いまで生きられる時代がくるのではない

ヒトの精神活動や社会活動はマウスの実
験では解決できない︒
アルツハイマー病も
免疫系の進歩が解明する

生理学の教育を提供してもおかしくない︒

元に行きなさいということ︒一見︑やさ

点は︑よい指導者を見つけて︑その人の

しいことのようですが︑よい指導者を見

がきっとかかわっている︒

つけても︑たとえばその人が他大学にい

井村 それは一つの新しい研究分野ですね︒

山中 これが日本でできるかどうか︒個

るとすると︑京都大学出身者はなかなか

中西 それは原理的な問題ですね︒

人の研究者や一大学の努力ではむりで︑

山中 はい︑でも 年後︑１００年後な
ら⁝⁝︒

国家が真剣に取り組めるかどうかにか

そこに行かない︒でも︑そこで躊躇して

京都大学は総合大学ですからね︒
本庶 たしかにそう︒医学修士のあいだ
に分子生物学の手技を学ぶよりは︑解剖
学や病理学︑生理学を学ぶほうがよい︒

かっていると思います︒

井村 中西先生が大学院生命科学研究科

はだめです︒よき指導者を求めて積極的

中西 いっぽうで︑楽観的なのは脳の疾

に動くべきです︒逆も真で︑京都大学に

か︒これに向けてすべきことは︑多因子

はそういう若者を受け入れてほしい︒若

山中 井村先生が指摘された多因子疾患︑ 井村 それはだいじな指摘だと思いま

す︒地球上に人類が拡散したころに︑そ

におられたころは︑京都大学の理学部卒

れぞれセレクションがかかって︑ゲノム

い人は積極的に︑自らの道を見つけてほ

病です︒アルツハイマー病などは︑慢性

よっても変わりますが︑身長は計測さえ

が少しずつ違ってきた︒たとえば︑東洋

しいと思います︒

疾患の解明ではないかと︑私は思います︒
生の講義はとても新鮮だったという話を︑

すればパラメーターはわかるので︑研究

人は栄養状態が良くなっても太らないの

業生に講義をされていたのでしょう︒先
理学部の方から聞きましたよ︒

がもっとも進んでいますね︒ 年くらい

炎症やグリア細胞が深くかかわっている
のあいだに︑原因をふくめて理解が大き
髙折 生命現象の基礎がわかっていない

髙折 臨床データを集めるには︑臨床家
井村 イギリスでは大きなコホート研
く進むと思います︒免疫学者がこの分野
と︑医学研究はできませんよね︒

果が出てくるか楽しみです︒
ですがね︒︵笑︶

山中 京都大学の学生は︑文系であって

ワイド関連解析︶
でも︑千人︑一万人の段

は︑よくわからない︒ポピュレーション・

に︑糖尿病になる︒どうしてこうなのか

満足に死ねるのか﹂と考えて︑
﹁自分が

成宮 ぼくは若いときに︑
﹁どうしたら

が因子をもっていて︑確実に身長と有意

山中 日本人を対象に研究する︑このこ

くってほしい︒卒業生がそれぞれ一つで

死んだ後にも残るものを発見できたら

なのですが︑そのスニップをもっていて

も︑そういうものを残せたら⁝⁝︒

ジェノミックスを進めて詳しく研究しな

教養・共通教育で授業しています︒受講

も身長は１ミリメートル変わるかどうか︒ とに意味がありますからね︒

山中 京都大学の医学部生のほとんどは

階では多くのスニップ︵ＳＮＰ 一塩基多

ゲノムもアプローチできない︒
者の大半は文系ですが︑とても熱心に聞

井村 先生方が﹁ゲノムコホート研究が

臨床医になると思うのですが︑できるだ

な﹂と思っていた︒人生いちどきりとい

成宮 井村先生が提起されたことは︑医
いて︑すごい質問が出る︒

そういうわずかな影響しか出ない︒

必要だ﹂と盛んに言っても︑日本ではな

け︑１年生に国際高等教育院が実施する

ベルでの理解はずいぶん進みました︒こ
学の本質的な問題です︒ぼくは︑統合オ

中西 問題は教官側と教育体制であって︑

１００万人で研究すると︑０・１％の人し

かなか進まない︒しかし︑イギリスはす

うのなら︑死んだあとにも残るものをつ

うしたハードに対してソフトの問題︑い
ミックスがだいじだと思うのです︒片方

生理学が重要だと感じる人間はたくさん

かもっていないスニップでも︑２センチ

いとわからないことが︑かなりあるよう

わゆる情報の統合や処理などの原理的な
で多彩な知識が集積し︑片方でオミック
いるということですね︒

メートルも違ったりする︒そういうケー

に思いますね︒

問題は︑どの系もまだよくわかっていな
スのデータが出て︑動物実験のデータも

井村 どうやって︑若い人に火をつける

％の人

い︒その典型が脳です︒情報処理や統合
ある︒そういうときに︑仮説を出せるよ

のかですね︒優秀な学生はたくさんいる
のだから︑火をつけるといろいろな燃え

とても少ないので︑これは数の勝負︒糖

スが次つぎに見つかっています︒頻度が

山中 追跡調査も必要です︒

メリカは１００万人を計画中︒

でに 万人のゲノムを集めているし︑ア

これまで医学部卒の研究者と医学部卒以

医学部卒の研究者がどんどん減ります︒

研究を経験してもらいたい︒これからは︑

け早いうちに︑できれば学部のあいだに

ところが︑ヨーロッパを中心に 万人︑ プロジェクトが必要ですね︒

髙折 多因子疾患に関しては︑国家的な

の破綻が精神疾患のような疾病にかかわ
うなアルゴリズムを考えて︑それをテス

方をすると思うな︒

井村 そうなのです︒しかも︑ほとんど

ｉＰＳ細胞による
再生医療の 年後を読む

尿病なども︑その規模で研究すればきっ

学部のあいだに
研究を経験してもらいたい

年でこれをどこま
トするシステムをつくることがだいじだ

共通性からマウスを使って実験できたが︑ と思う︒
もう一つは老化の研究です︒老化細胞
などいまの課題がどう決着するのか︑そ
れによって老化関連疾患の対策ができる
かどうかです︒老化研究はこの 年で決

井村 ジーバスでは引っかからないよう

と見つかると思うのです︒

の情報はヨーロッパ系の人たちのデータ

外の研究者の両方で支えられてきたもの
なものがたくさんあると︒

が︑片方になってしまいます︒

髙折 山中先生には︑ｉＰＳ細胞の未来

ｉＰＳ細胞研究所にも Ｄの方がたく

で︑これ以外のデータはきわめて少ない︒
について⁝⁝︒

山中 頻度が少なくても︑そういうもの
山中 ｉＰＳ細胞による再生医療の 年
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さんこられるのですが︑たいていは 歳

間の素養としてもだいじです︒これを社

なく神経科学を教えるべきだと思う︒人

きれば︑京都大学の学生には学部に関係

と人文科学の融合だと思うのですよ︒で

成宮 脳の研究は︑最終的には生命科学

験のうち︑一つでも二つでも︑三つでも︑

むずかしい︒それでも︑十数件の臨床試

し︑患者数も限られていますから評価も

のような完全な二重盲検法はとりづらい

ています︒基本的には移植手術なので薬

治験や臨床試験が多様な分野ではじまっ

に向けてでもよいし︑医学研究者をめざ

京都大学の学生さん︑あるいは若い医師

ちへのメッセージ﹂をお願いできますか︒

髙折 最後に一言ずつ︑
﹁若き研究者た

ことをやればよい︒ただね︑
﹁ ︑ 歳

本庶 人生は一回しかないから︑好きな

間は全員が研究するとかね︒︵笑︶

年勉強すれば医者になれます︒残り１年

を過ぎていて︑
社会的にも﹁先生﹂になっ

会の問題を考えるベースにすべきだと思

できうるかぎりの科学的検証に耐えるも

す人に向けてでもけっこうです︒

なってから︑泥臭い基礎研究に身を投じ

るのはむずかしいかもしれない︒ですか

ら︑学生時代にもっと研究を経験して︑

いろいろな仕組みがありうると思います︒

﹁研究はおもしろいな﹂と感じてほしい︒

理学部の優秀な学生たちが医学系や生命

はいっていない︒脳の研究の発展には︑

のように︑しっぽを切っても骨からなに

法は究極の姿ではないはずです︒イモリ

えると︑外で細胞をつくって移植する方

もう少し長いスパンで再生医療をとら

かなりあって︑臨床でも基礎研究に触れ

髙折 臨床の現場にも基礎研究の要素は

臨床の立場で研究することがたいせつです︒

らないことが多い︒これを解明するには︑ 修正すればよい︒失敗してもやり直しの

雑で︑きょうも議論があったようにわか

意味では宝の山です︒ただし︑とても複

ほしいね︒︵笑︶臨床というのは︑ある

らいチャレンジしてみたらどうかな︒

やはり

から好きなことを﹂と言われてもね︒︵笑︶

カッションでした︒充実した２００号記

髙折 たくさんの話題をいただきました

ほしいね︒

京都大学の医学部生は優秀ですから︑５

科学系に進んでくれるのが望ましい︒医

からすべて再生するような⁝⁝︒研究が

好きなことに臆せず
チャンレンジしてほしい

ておられる方が多い︒そういう年齢に

いますよ︒

の︑効果のあるものとして残ってほしい︒

井村 私はやはり︑臨床研究者になって

学部の解剖学や生理学のような系統だっ

進んだら︑人間の足だって切断しても再

Ｄは気楽なものです︒一生にいちどく

度の高い大学です︒その特性を生かして

たいと思います︒フルートフルなディス

チャンスはあるからね︒そういう点では︑ ので︑きょうはこのあたりで終わりにし

べきです︒やりすぎたと思ったら︑軌道

30

井村 京都大学は︑日本でもっとも自由

た教育 ︱︱ それゆえに退屈でもあったの

念号になると思います︒ありがとうござ

代くらいの若いときに挑戦す

ですが︑あの教育があるからこそ︑一

中西 ぼくもまったく同じです︒好きな
年ではむずかしいかもしれませんが︒

ることができます︒ぜひとも︑
フィジシャ

60
定の基礎知識のもとで病気が理解できる︒ 生できるようになっているかもしれない︒

50

ですね︒

中西 いまのご指摘に関して︑京都大学

そして︑ 年後︑ 年後には一般的な治

後ということでは︑すでに十数件ほどの

30

着がつくのではないでしょうか︒そこは
見届けたいですね︒

50

20

いました︒
︵了︶

療法になってほしいと願っています︒

20

ことをやりなさいと言いたいね︒もう一

キュラムには基本的に解剖学や生理学が

10

ン・サイエンティストをめざしてほしい

理学部などの学生に︑医学部が解剖学や

20

M

20

10

若き医師・研究者たちへ

M

20

は別ですが︑他大学の理学部の教育カリ

解剖学や病理学、生理学を教え込む

20

20

るとすると︑この
で解明できるか︒ぼくはかなりむずかし

50

いと思っています︒因子の理解は生体の

型︶が見つかりました︒ ％︑

もレセプターが多い︒ぼくは年に１回だ

から︑免疫系の進歩によって︑この 年

究をしています︒ＵＫバイオバンクは︑
でもふたたび活躍するのは許しがたいの

の役割はだいじですね︒

万人のデータを集めている︒どんな結

前のいわゆるジーバス︵ＧＷＡＳ ゲノム

たとえば身長はまさに多因子で︑環境に

大規模なゲノムコホート研究で、
多因子疾患の解明を

50

井村 脳は残された領域ですね︒脳には

10

20

中西 この 年間の医学研究で︑物質レ

50
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着任のご挨拶

脳統合イメージング分野 教授

ロからマクロレベルまでシーム

中枢神経系の機能解剖をミク

したいと思います︒

崩壊数日前のＷＴＣツインタ

こりました︒週末の小旅行中に
ワーを見上げたことを鮮明に記

センター﹁ハイメ

大阪

想像する以上に難しい課題なの

る身として︑常に心に留めてお

講演に続いて︑湊谷謙司先生

かねばならないと感じました︒

続いて松村先生は︑ご自身が

だという印象を強く受けました︒

て︑かつての大学の様子や湊谷

しくなったカリキュラムについ

現在の医学部構内の様子や︑新

年に

ディック棟﹂が完

を交えながら︑医療安全を目的

見直しなどの活動のエピソード

先生ご自身の学生時代も振り返

成︒翌平成
は︑イ ノベ ー シ ョ

として改革をするうえで重要な

いての現況報告がありました︒

ンハブ京都が開所

テルグランヴィア大阪にて︑令

ことや︑生じうる問題について

から京都大学医学部の体制につ

レスに画像化する技術を開発し︑

和元年度の芝蘭会大阪支部総会

カルテ導入やダブルチェックの

大学病院と連携し︑精神・神経
積貞棟の北側で

されました︒

が開催されました︒物故会員追

実際に取り組んでこられた電子

疾患の診断・ニューロリハビリ

は現在︑急性期病

医療安全の向上に
現場からの提言

テーションへの展開も積極的に

棟を中心とする中

憶しています︒

ｅｓｌａ ＭＲＩ研究の立ち上
回生の神経および神経実習を

推進するつもりです︒授業では︑

月に脳機能総合研究セン

ターに助教として着任し︑ Ｔ

病棟の建設が進ん

長のご挨拶があり︑続いて平成

悼ののち︑はじめに坂田隆造会

ました︒確立している体制や︑

もわかりやすくお話しください

総会終了後には︑写真撮影に

りながらお話しくださいました︒

には小平市にある国立精神・神

でいます︒京大病

にまつわるさまざまなお話をし

続き︑懇親会が行われました︒

てくださいました︒こうして宴

たくさんの先生方が私たち学生

タを集めて問題を提起し︑代替

当たり前と思われている体制の

案を提示する必要があります︒

もたけなわとなり︑会は惜しま

年度の活動状況報告︑会計報

その後︑林 富士男先生の進行

実際の医療現場にいまだ立っ

結論にたどり着くというように︑ れながらもお開きとなりました︒

そして︑議論を重ねてようやく

たことのない私ですが︑具体例

院 は︑ わ が 国 の

のもとで学術講演が行われまし

根気強くいくつかのステップを

臨床研究の中核

京大神経科学の興隆を通じて︑

た︒
﹁京都大学医学部附属病院

踏むことが必要です︒こうした

にも話しかけてくださり︑医療

研究科や研究所と

における患者安全の取組み

課題をわかりやすくお話しいた

をあげながら医療安全の実情と

うとするならば︑具体的なデー

の連携を推し進め

しなやかで持続的な組織変革を

られたからこそ︑松村先生の活

ステップと真摯に向き合ってこ

だき︑とても勉強になりました︒

中に問題を感じ︑それを変えよ

ています︒常に新

目指して ﹂と題し︑京都大学医

このような会にお招きくださっ

計予算についての承認︑人事報

しい医療に取り組

学部附属病院医療安全管理部教

ました︒そして︑問題を見つけ

動は実を結んでいるのだと感じ

告︑監査報告︑令和元年度の会

次世代の基礎・臨床神経科学者

み︑京大病院発の

授の松村由美先生が医療安全に

はじめに松村先生は︑リーダー

れる思いでした︒

いう事実を︑改めて痛感させら

ただけでは何も変えられないと

ただきます︒

大阪支部の報告を終わらせてい

たことへの感謝の意をもって︑

がありますが︑近年はこうした

ターの改組︑校友会の活動報告︑ では︑上から与えるという印象

ことや変革を恐れな

取ること︑常識を疑う

も︑状況の変化を汲み

ギル大学と連携し︑グローバル

くにお声をかけてくださり︑た

生方が私たち雑誌部員にも気さ

報告が行われました︒多くの先

組織改革においては︑トップは

たちへと変容しているようです︒

態度をとることを重要視するか

ひとりが目標をもち︑主体的な

のではなく︑組織の中でも一人

さなリスクに捉われる

処しようとする際︑小

療の現場でリスクに対

おっしゃいました︒医

において特に重要だと

うしたことが医療安全

ること︑松村先生はこ
大学一般・消化器外科学教授の

解消できるというご指

れば︑こうしたことも

︵文責・２回生 青木ちひろ︶

シップとフォロワーシップのあ

イメージを払拭し︑管理者には︑

基本の考え方を重んじながら

るべき姿についてお話しされま

告が行われました︒

新しい医療を開発

ついて講演されました︒

などのさまざまな

で き る よ う︑ 中
iPS 臨床試験セ
ンターの建設も進
んでいます︒

││

病棟の北側では

拠 点 病 院 と し て︑

中心に︑解剖の授業と実習の一

含む多モーダル脳計測と機械学

に出会えることを楽しみにして

部も担当します︒

ました︒１９９６年に医学研究
習を精神・神経疾患の診断に応

石川

役割を果たしていると述べられ

願いもなされ︑一連の報告を終

KMS │FUND への寄附のお

した︒従来のリーダーシップ観
ました︒自己点検評価報告書を

このほか臨床研究総合セン

作成し︑領域別検討会議を開く

な教育環境を整えていることも

めになる話を多く拝聴し︑とて

模範型フォロワーを育て︑部下

いこと︑そして組織と

強調されました︒

も有意義な時間を過ごさせてい

は各々が主体的に模範的フォロ

懇親会は︑金沢医科大学教授

その後︑本庶 佑京都大学特

ただきました︒会は終始和気あ

職員と患者という三者

ケーションを大切にす

間それぞれのコミュニ

別教授の２０１８年度のノーベ

いあいとした雰囲気で進み︑宴

求められるようになっています︒

入れています︒また︑大学院にお

フォロワーシップについても同

小坂健夫先生の司会のもと︑新

ル生理学・医学賞受賞にもふれ

あまり︑根本にある問

他者の視点も取り入れる姿勢が

テル日航金沢のレストラン︑
ラ・

様に︑上からの方針にただ従う

えられました︒

授︑金子武嗣教授が築かれた神

まり︑先生方の自己紹介や近況

の加藤伸郎先生による乾杯で始

入会員紹介︑決算報告が行われ

られました︒京都大学は数々の

題にたどり着けないこ

ほか︑病院・実習の見学も受け

経解剖学の系譜を継承しつつ︑

いては︑本格的な国際ジョイン

ました︒続いて︑京都大学肝胆

ると︑指摘なさいました︒

ワーを目指せる体制が理想であ

総会は︑福祉部長の金沢医科

膵・移植外科教授の上本伸二先

もたけなわとなるなか︑松井 真

とや︑変革しようにも

ノーベル賞受賞者を輩出してき

ルールが足かせとなる

ましたが︑なかでも本庶先生は︑ 先生による閉会の辞で締めくく

こうした変化は医療現場にお

生から︑京都大学医学研究科お

いても︑もちろん例外ではあり

ことがしばしばありま

られ︑惜しまれながらも解散と

ません︒
﹁院内での医療安全のた

ケーションがとれてい

す︒しかし︑コミュニ

ので︑医療安全の問題を根底か

生のお言葉はとても心に残るも

なりました︒
最後になりましたが︑このよ

めには組織の適切なあり方を見

よび医学部の現況の報告がなさ

日に芝蘭会主催でお祝いの会を

だいたことに感謝の意をもって︑ 直す必要がある﹂という松村先
芝蘭会石川支部例会および懇親

さらに︑病院施設の現状と︑病

会の報告を終わらせていただき

摘は︑将来医療に関わ

ありました︒すでに平成 年に

ら大きく変えることは︑我々が

院建設の計画に関しての報告も
28

は︑先制医療・生活習慣病研究

ます︒
︵文責・４回生 谷本将崇︶

上本先生は︑京都大学医学
JACME日本医学教育評価機

部医学科の教育プログラムは

いてのお話もありました︒

の教授などの紹介ののち︑京都

21
開くことが伝えられました︒

5
大学の教育改革の取り組みにつ

うなすばらしい会にお招きいた

芝蘭会会員として初の受賞者に

11

なるそうです︒令和元年 月

4

れました︒京都大学医学部附属

31

病院の現在の運営体制や︑新任

平成 年 月 日︵木︶にホ

Ｔｅｓｌａ ＭＲＩを用いた機

を得て米国
Fellowship Award
ＮＩＨ │ＮＩＮＤＳに 留 学 し︑

トディグリー大学院として︑マ

京大病院の現状と
これからを語る

ど︑日本の医学教育を先駆ける

iPS 細胞研究所

研究所疾病研究第七部の室長と
して赴任し︑多モーダル同時脳
ました︒

機能計測技術の開発に取り組み
２００８年に科学技術振興機
︵ＢＭＩ︶
Brain-Machine Interface
学習とヒトおよび動物を対象と

構﹁さきがけ研究﹂に採択され︑

イメージング分野︵ 旧・高次脳

新設された脳病態統合イメージ

た︒２０１１年にＮＣＮＰ内に
ングセンター︵ＩＢＩＣ︶の部長

した神経可塑性研究を始めまし

業し︑神経内科医として附属病

私は︑１９９１年に本学を卒
院で１年間︑天理よろづ相談所
に就任し︑分子イメージングを

形態分野︶教授を拝命しました︒

病院で 年間の臨床研修を行い
科博士課程に入学し︑現在まで

東京に骨を埋める心算にして

一貫して専門としているニュー

いたところ︑思いがけないご縁

用する研究を手がけ始め︑現在

パーキンソン病の歩行障害の病

に至ります︒

態解明研究で学位を取得しまし

います︒

経研究センター︵ＮＣＮＰ︶神経

︑ホ
令和元年６月 日︵土︶

げに携わりました︒２００５年

構に国内で初めて認定されるな

8

プラージュにて ︑芝蘭会石川支

Competitive をいただき︑京都に戻ることに
なりました︒今後︑水野 昇教

30

ニューロイメージングや機械学

山木 昌雄

能的ＭＲＩ研究を学びました︒

（教室会員 口腔外科学）
広島大学名誉教授

充実した日々でしたが︑帰国直

◈瑞宝中綬章

部総会および懇親会が開催され

秋の叙勲

ました︒

大阪大学免疫学フロンティア研究センター
実験免疫学教授

習と融合させた統合的神経科学

坂口 志文（昭 51 卒）

にアップデートするために尽力

❖文化勲章

前の２００２年 月に悲劇が起

た︒２０００年には

2

10
ロイメージングの研究を始め︑

4

29

3

支部
だより

花川 隆

２０１９年 月 日付で︑医
1

学研究科高次脳科学講座脳統合

10

9

令和元年度の受賞者

3
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続いて︑京大病院と関係病院

との今後の関わりについて︑宮

演が行われまし

本 享病院長︑
三輪聡一病院長︵公

た︒さらに質疑応

２０１９年度 京大関係
病院長協議会定例総会を開催

定例総会では︑宮本 享病院

答では︑関係病院

︑平岡
立豊岡病院組合 豊岡病院︶

長の開会挨拶と講演﹁京大病院

の先生方との活発

眞寛院長︵日本赤十字社和歌山医

会を芝蘭会館にて開催しました︒ の現状について﹂︑森本尚樹教

れるなど︑充実し

な意見交換が行わ

18

ら１６０名余りが参加しました︒ 療センター︶より︑それぞれ講

授︵形成外科長︶
︑長尾美紀教授

た定例総会となり

10

京都大学医学部附属病院は︑

病院長が親睦を深めるとともに︑ ︵検査部長︶より新任者挨拶︑横

度京大関係病院長協議会定例総

井秀基講師︵腎臓内科︶
︑滝田順

ました︒

去る 月 日︵金︶に２０１９年

医学の進歩と発達及び病院経営

子教授︵小児科長︶
︑村井俊哉教

本協議会は︑同会員である関係

の合理化を企画することを目的

終了後に開催され

また︑定例総会

て﹂︑平木秀輔助教︵医療情報企

た情報交換会にお

療領域の﹁新専門医制度につい

より﹁実践的医療経営プロ
画部︶

いて︑出席いただ

授︵精 神 科 神 経 科 長 ︶より各診

フェッショナル教育プログラム

いた関係病院の先

として年一回︑定例総会を開催

︵ＫＵＭＡＨＯＰＥ︶の紹介につ

生方と本院の先生

三輪聡一病院長

（ 8 ）

しているものであり︑学内外か

いて﹂︑小西靖彦教授︵医学研究

方による活発な情

陳 豊史

科医学教育・国際化推進センター

R1.8.31

決勝トーナメント〈第 4 位〉
1 回戦 京都大学 21-9 高知大学
4 回戦 京都大学 21-10 福井大学
準決勝 京都大学 15-20 京都府立医科大学
3 位決定戦 京都大学 17-18 岐阜大学
【バドミントン部】
女子シングルス〈ベスト 32〉
女子団体〈ベスト 16〉
【サッカー部】
1 回戦 京都大学 0-2 大阪医科大学
【バスケットボール部】
1 回戦 京都大学 46-54 香川大学
【準硬式野球部】
1 回戦 京都大学 1-11 福井大学
【ヨット部】
国際 470 級〈第 2 位〉国際スナイプ級〈第 5 位〉
【弓道部】
男子団体〈36 位〉女子団体〈24 位〉

報交換が行われ︑

【ボート部】
男子シングルスカル〈優勝〉
男子ダブルスカル〈優勝、準優勝〉
男子舵手付きフォア〈優勝〉
総合順位〈優勝〉
【卓球部】
男子団体〈5 位〉女子団体〈ベスト 16〉
【硬式テニス部】
男子 1 回戦 京都大学 2-5 大阪市立大学
女子 1 回戦 京都大学 0-3 岡山大学
【軟式テニス部】
男子 1 回戦 京都大学 4-1 和歌山県立医科大学
2 回戦 京都大学 1-3 久留米大学
女子 1 回戦 京都大学 0-3 大阪大学
【バレーボール部】
男子〈ベスト 8〉
1 回戦 京都大学 2-0 大分大学
2 回戦 京都大学 2-0 広島大学
3 回戦 京都大学 0-2 名古屋市立大学
【ハンドボール部】
予選リーグ〈突破〉
1 回戦 京都大学 30-8 名古屋大学
2 回戦 京都大学 16-9 鹿児島大学

臨床教育部門長︶より﹁臨床実習

他の部活は、以下に結果のみを掲載いたします。

とても有意義な総

士が切磋琢磨したいと思います。

宮本 享病院長

会となりました︒

回生の雄姿を目に焼きつけ、来シーズンも部員同

2020（ 令和２ ）
年1月15日

について﹂︑それぞれ報告が行

をこらえることができませんでした。引退する 6

報

われました︒

決勝進出者のなかには 6 回生の選手もおり、ラ
ストレースで偉大な成績を残した先輩の姿に、涙

71

学生たちが日頃の成果を思う存

大会を盛り上げました。

会

西日本医科学生 総合体育大会
水泳男子 総合６位入賞

優勝、400ｍ自由形では 2 位という結果を残し、

44

第 回西日本医科学生総合体

わせて 5 種目で決勝に進出し、800ｍ自由形では

分発揮し大会を盛り上げるなか︑

1

結力を発揮しました。また、個人種目では男女合

育大会は︑関西医科大学が主幹

リレー種目では、800ｍメドレーリレー、フリー
リレーでそれぞれ 5 位、8 位に入賞するなど、団

京都大学も健闘し︑一年に一度

位入賞という成績を残すことができました。

校を務め︑西日本各地から集まっ

ましたが、部員一人ひとりが健闘し、男子総合 6

の大舞台に花を咲かせました︒

今年の水泳部門は大会 1 日目に、台風のために
競技開始が遅れるなどのアクシデントに見舞われ

た 大学が優勝を目指し︑しの

ぎを削りました︒ 万人以上の

【水泳部】

蘭

平岡眞寛院長

人事異動

辞任

呼吸器外科学准教授 ➡ 名古屋大学大学院医学研究科教授

R1.10.1

三好 弘之

採用

京都大学産官学連携本部特定研究員 ➡ 臨床研究総合センター准教授

R1.10.1

藤本 正数

採用

和歌山県立医科大学人体病理学講座講師 ➡ 病理診断科講師

R1.10.1

秦 浩一郎

昇任

外科（肝胆膵・移植外科）助教 ➡ 臓器移植医療部准教授

R1.10.31 井上 貴博

辞任

泌尿器科学准教授 ➡ 三重大学医学部教授

R1.11.1

坂本 道治

採用

形成外科学特定講師 ➡ 同講師

R1.11.1

福田 晃久

昇任

消化器内科学助教 ➡ 同講師

R1.11.1

田邉 康人

採用

医学部附属病院医員 ➡ 認知症制御学講座（産学共同）特定准教授

辞任

分子細胞情報学特定助教 ➡ 同特定准教授

R1.9.15

CHAO, Chen wai

辞任

医学教育・国際化推進センター国際化推進部門講師
➡ 東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構特任准教授

R1.9.30

海道 利実

辞任

臓器移植医療部准教授
➡ 聖路加国際大学聖路加国際病院消化器・一般外科部長

R1.10.1

花川 隆

採用

国立精神・神経医療研究センター部長
➡ 脳統合イメージング（高次脳形態学）教授

R1.10.1

上田 敬太

昇任

精神科神経科助教 ➡ 同講師

R1.10.1

大槻 文悟

昇任

整形外科助教 ➡ 同講師

R1.10.1

久保 武

昇任

放射線部助教 ➡ 画像診断学・核医学講師

R1.10.1

松村 康史

昇任

検査部講師 ➡ 臨床病態検査学准教授

R1.10.1

原田 範雄

昇任

糖尿病・内分泌・栄養内科学講師 ➡ 同准教授

R1.11.30 南後 恵理子

R1.10.1

鈴木 裕史

採用

中外製薬㈱製薬企画推進部副部長（6/30 まで）
➡ 医学領域産学連携推進機構特定准教授

R1.10.1

山口 太郎

昇任

医学領域産学連携推進機構特定助教 ➡ 同特定講師

R1.10.1

坂野 晴彦

採用

iPS 細胞研究所研究員 ➡ 臨床研究総合センター准教授

R1.12.1

赤松 秀輔

昇任

泌尿器科助教 ➡ 同講師

R1.12.1

中島 大輔

昇任

呼吸器外科助教 ➡ 同講師

R1.12.1

北村 守正

昇任

耳鼻咽喉科・頭頸部外科助教 ➡ 同講師

R1.12.1

奥田 裕子

採用

環境衛生学特定助教
➡ 疼痛疾患創薬科学講座（産学共同）特定准教授

R1.12.1

南後 恵理子

採用

分子細胞情報学特定助教 ➡ 同特定准教授

R1.12.1

山本 正樹

昇任

検査部助教 ➡ 同講師

謹んでご冥福をお祈りいたします
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釘本 完

昭和 21 年卒

北村 英一
今村 伸二
古座谷 醇

昭和 23 年卒

野田 克巳

昭和 23 年卒

日付はご逝去日

久郷 威彦

昭和 28 年薬卒

令和元年９月 17 日

錦織 壮

昭和 41 年卒

令和元年 11 月 26 日

昭和 22 年薬卒

鏑木 恒男

昭和 30 年卒

令和元年 11 月 30 日

奥田 佳朗

昭和 44 年院卒

令和元年７月７日

昭和 23 年卒

桑名 一雄

昭和 30 年卒

令和元年 6 月 26 日

吉田 益美

昭和 46 年卒

令和元年７月 23 日

平成 29 年 6 月 4 日

菅野 泰

昭和 30 年卒

平成 30 年 12 月 2 日

平田 和男

昭和 52 年卒

令和元年 10 月 6 日

平成 31 年 4 月 10 日

芹生 陽一

昭和 30 年卒

令和元年 11 月 24 日

河合 敏秀

昭和 55 年卒

令和元年７月

屋代 正一

昭和 24 年卒

令和元年 7 月２日

湯浅 賢二

昭和 30 年薬卒

令和元年 7 月 4 日

久米川 雅之

昭和 55 年卒

平成 31 年４月 15 日

鷲尾 博

昭和 24 年専卒

令和元年８月 30 日

廣瀬 正

昭和 32 年卒

令和元年 11 月 5 日

乾 健二

昭和 56 年卒

令和元年 9 月 15 日

遠藤 一郎

昭和 25 年専卒

令和元年９月６日

工藤 昂

昭和 33 年卒

平成 31 年 1 月 22 日

伊藤 瑞

教室会員 病理

平成 31 年４月 16 日

田中 守也

昭和 25 年専卒

令和元年 11 月８日

牧本 一男

昭和 33 年卒

平成 31 年４月 16 日

里村 木見子

教室会員 内科１

令和元年 5 月 15 日

岡部 昭七

昭和 25 年薬卒

令和元年 9 月 27 日

柳田 哲男

昭和 34 年薬卒

令和元年 10 月３日

出目 弘

教室会員 内2、胸部研、病理 令和元年８月 31 日

岡田 慶夫

昭和 27 年卒

令和元年 11 月 18 日

東村 輝彦

昭和 36 年卒

令和元年 10 月 7 日

白井 毅

教室会員 内科 3

令和元年 10 月 17 日

山本 義明

昭和 27 年専卒

平成 30 年 12 月 31 日

四宮 敬介

昭和 39 年卒

平成 30 年５月 4 日

林 俊郎

教室会員 産婦人科

平成 30 年 12 月 10 日

高三 秀成

昭和 28 年卒

令和元年９月 16 日

関口 英雄

昭和 39 年卒

平成 31 年４月 30 日

武田 正視

教室会員 口腔外科

令和元年 8 月 3 日

17
4

事務局から

平成 年 月からの﹁個人情

報保護法﹂の全面施行により︑

個人情報の取り扱いに厳しい制

約が課せられました︒つきまし

ては︑会員の連絡先等のお問い

合わせは︑必要理由等を明記の

上︑郵便または FAX により事

集

務局までご送付ください︒電話

募

でのお問い合わせにはお答え致

稿

しかねますので︑ご了承ください︒

FAX

075 ─752 ─4015

原
＊＊＊

芝蘭会報は、会員の皆様の

情報交換・意見発表の場で

あります。支部活動、クラ

薦・他薦）及び医学・医療

ス会、
会員の著書の紹 介（自

等に関するご意見等を寄稿

ください。なお、原稿の採

用及び掲載時期については、

編集委員会で決めさせてい

芝蘭会報 編集委員会

ただきます。

委員長 髙折晃史

芝蘭会報編集委員会

委員 中村保幸︑吉岡秀幸︑

清川岳彦︑園部 誠︑松村由美︑

甲斐亜沙子︑諫田淳也
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