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１．研究領域 

「生体と制御」（平成 13 年度発足） 

本領域は、感染症、アレルギー、免疫疾患などの発症メカニズムを生体機能や病原微生物と

の関わりに着目して、分子レベル、細胞レベルあるいは個体レベルで解析することにより、こ

れらの疾患の新しい予防法、治療法の基盤を築く研究を対象としている。 

具体的には、病原微生物のゲノム解析によって明らかになった情報や、ヒトゲノム計画の進

展によって得られたゲノム情報を利用したワクチンの開発や遺伝性疾患の解析、あるいは生

体防御反応・免疫応答に関わる分子の生体レベルでの解析による免疫系疾患の病因解明、

およびそれらに対する新しい治療方法の探索を目指す研究等が含まれる。 

 

 

 

 

２． 研究総括 

    竹田 美文（株式会社シネ・サイエンス研究所 所長） 
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３． 採択課題・研究費 

（百万円）

採択年度 研究代表者 

所属・役職 

上段：H19 年 3 月現在 

中段：終了時 

下段：応募時 

研究課題 研究費

上田 啓次 

 

浜松医科大学医学部 教授 

大阪大学大学院医学系研究科 助教授 

同上 

ウイルス潜伏感染機構の解明とその制御法確立の試み 87 

川端 重忠 大阪大学大学院歯学研究科 教授 

大阪大学大学院歯学研究科 助教授 

同上 

ゲノム情報を応用したＡ群レンサ球菌感染症の制御法の確立 125 

鈴木 敏彦 琉球大学大学院医学研究科 教授 

東京大学医科学研究所 講師 

同上 助手 

粘膜病原細菌の感染に対するワクチン開発を目指した新戦略の構築 92 

高柳 広 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研

究科 教授 

同上 

東京大学大学院医学系研究科 助手 

自己免疫性関節炎における骨破壊の分子機構の解明とその制御法の確

立 

90 

平成 

13 年度 

田中 義正 京都大学大学院生命科学研究科 助手 

同上 

同上 

 

感染および抗腫瘍免疫における交差性生体制御機構の意義 83 
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野崎 智義 群馬大学大学院医学系研究科 教授 

同上 

国立感染症研究所 室長 

プロテオーム解析による赤痢アメーバの病原機構の解明 93 

三田村 俊秀 国立国際医療センター研究所 室長 

大阪大学微生物病研究所 助教授 

同上 講師 

赤血球期マラリア原虫の細胞増殖と脂質代謝・輸送の分子機構の解明 96 

宮沢 孝幸 京都大学ウイルス研究所 助教授 

帯広畜産大学畜産学部 助教授 

大阪大学微生物病研究所 助手 

ウイルスとの共生：生まれながらにして持つ自然抵抗性機構の解明 101 

牟田 達史 東北大学大学院生命科学研究科 教授 

九州大学大学院医学研究院 助教授 

同上 

自然免疫による微生物認識の分子機構の解明 108 

吉田 裕樹 佐賀大学医学部 教授 

同上  

九州大学生体防御医学研究所 助手 

サイトカイン受容体による初期 Th１誘導機構の解明 77 

荒瀬 尚 大阪大学微生物病研究所 教授 

同上 助教授 

千葉大学大学院医学研究院 助教授 

ウイルス感染を制御する特異的レセプター群の解明と新制御法の開発 86 

平成 

14 年度 

川口 寧 東京大学医科学研究所 助教授 

同上 

東京医科歯科大学難治疾患研究所 助教

授 

 

新しいウイルスゲノム改変系を利用した難治性ウイルスの病原機構の解明 77 
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坂口 末廣 徳島大学分子酵素学研究センター 教授 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 助

教授 

同上 講師 

プリオン病の治療とワクチン開発のための基盤構築 86 

西川 喜代孝 国立国際医療センター研究所 室長 

同上 

同上 

新規な腸管出血性大腸菌感染症治療薬の創製 87 

藤永 由佳子 大阪大学微生物病研究所 助教授 

同上 

岡山大学大学院医歯学総合研究科 助手

細菌毒素の宿主細胞内輸送機構の解明と新規治療法開発の試み 85 

松本 功 筑波大学大学院人間総合科学研究科 講

師 

同大学臨床医学系内科 講師 

同上 

 

自己抗体誘導性関節炎のメカニズムとその制御機構の解明 80 

和田 昭裕 長崎大学熱帯医学研究所 講師 

同上 

同上 助手 

 

ヘリコバクター・ピロリの空胞化致死毒素の作用機序解析と新しい治療戦

略 

88 

平成 

15 年度 

河津 信一郎 帯広畜産大学原虫病研究センター 教授 

同上 

国立国際医療センター研究所 室長 

 

マラリア原虫の酸化ストレス応答メカニズムの解明と新規治療戦略 92 
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谷内 一郎 理化学研究所免疫･アレルギー科学総合

研究センター チームリーダー 

同上 

九州大学生体防御医学研究所 助手 

リンパ球の分化を制御する転写調節機構の解明と治療への応用 91 

中川 一路 東京大学医科学研究所 助教授 

同上 

大阪大学大学院歯学研究科 講師 

オートファジーによる細胞内侵入性細菌の排除機構の解析と応用 105 

福井 宣規 九州大学生体防御医学研究所 教授 

同上 

同上 助教授 

宿主応答を司る細胞骨格制御機構の解明とその応用 100 

堀 昌平 理化学研究所免疫･アレルギー科学総合

研究センター ユニットリーダー 

同上 

同上 研究員 

免疫制御性 T 細胞の分化メカニズムの解明とその免疫疾患治療への応用 84 

 総研究費  2,013 
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４．研究総括のねらい 

ヒトゲノム計画の進展により、ゲノムの情報を研究に活用することが出来るようになっている。

一方、病原ウイルスのゲノム情報が明らかになって久しく、病原細菌においても多数のゲノム情

報が明らかになりつつある。これらのゲノム情報を有効に活用して、生体と病原微生物とが複雑

に関わっている感染症のメカニズムを明らかにする研究が新しい時代を迎えようとしている。また、

アレルギーや免疫疾患の発症メカニズムの研究も、ゲノム情報の活用により新しい展開が期待さ

れている。更に、これまで別分野的要素が多かった感染症学と免疫学は、最近の自然免疫系の

分子機構の解明に伴い、密接な関連性があることがわかってきている。また、病原微生物の関与

が考えられる免疫疾患もいくつか報告されるに至っている。 

そこで、感染症、免疫疾患を包括的に捉えた新しい発想の基に、感染症については、特にワクチ

ン開発研究を、アレルギー・免疫疾患については、ゲノム情報を利用した遺伝性疾患の病原遺伝

子解明、分子レベルあるいは生体レベルの解析による病因解明、そして新しい治療薬の開発研

究を目指す若手研究者からの独創性ある提案を期待した。 

 

 

５． 選考方針 

5-1．選考基準 

さきがけ研究制度の趣旨及び本領域がポスドク参加型領域であることに鑑み、下記の基本的な

基準に従った。 

① 「生体と制御」領域の趣旨に合致していること。 

② 独創性に富む発想が含まれていること。 

③ 独立して研究を進めることができ、活力・統率力に富み、研究グループを構成して研究

を推進できる研究者であること。 

④ 提案された研究が予算的にも、期間的にも実施可能であること。 

 

5-2．選考方法 

1)選考は研究総括および 8 名の｢生体と制御｣研究領域のアドバイザー、計 9 名で行った。 

2)選考方法は、書類選考、面接選考を行った上で、総合選考により、採用候補者を選定した。 

3)書類選考においては、1 提案につき 3 名の選考委員が査読審査を行い、書類選考会議におい 

て各選考委員がつけた評点を集計し、上位 20 名程度を専門分野（細菌学、ウイルス学、原虫・寄 

生虫学、免疫学）の拡がりを加味して選定し、面接の対象とした。 

4)面接選考会においては、各選考委員の評点を集計し、上位者より候補者を決定したが、ボーダ 

ーラインの数名については専門分野、所属機関および地域性の拡がりを考慮して、バランスのよ 

い人材選定となるよう配慮した。 

5)候補者が選考委員と近しい関係にある場合は、公平な選考を維持するため、書類選考におい 

ては、当該候補者の査読委員に当らないよう配慮し、また面接選考においては、当該候補者の評 
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価を棄権することとした。 

 

６． 領域アドバイザーについて 

本領域の専門分野は、細菌学、ウイルス学、寄生虫学、免疫学と多岐にわたるので、領域アドバ

イザーの人選に当たっては、専門分野のバランスを十分に考慮した。その上で、各分野からそれ

ぞれの分野を超えた広い視野を持つ卓越した研究者を選んだ。 

 依頼したアドバイザーは以下の通りである。 

 

アドバイザー名 所属 現役職 任期 

笹川 千尋 東京大学医科学研究所  教授 平成 13 年 8 月～

平成 19 年 3 月 

鈴木 守 群馬大学  学長 同上 

竹田 泰久 中外製薬(株)がん領域部（戦略マーケテ

ィングユニット）  

部長 同上 

光山 正雄 京都大学大学院医学研究科  教授 同上 

湊 長博 京都大学大学院医学研究科  教授 同上 

宮村 達男 国立感染症研究所  所長 同上 

山西 弘一 独立行政法人医薬基盤研究所  理事長 同上 

渡邊 武 理化学研究所免疫・アレルギー科学総

合研究センター 

ユニットリ

ーダー 

同上 

 

 

 

７． 研究領域の運営について 

7-1 研究総括の方針や研究領域のマネジメントについて 

 本領域では、感染症、免疫疾患を包括的に捉えた新しい発想と独創性に富む研究提案の中か

ら、専門分野の拡がりとバランスを考慮しながら、平成 13 年度 10 題、平成 14 年度 7 題、平成 15

年度 5 題、計 22 題の研究テーマを採択したが、優れた研究提案の多かった免疫学分野の採択課

題が結果的にはやや多くなった。 

 研究総括は、各研究者の採択年度内に所属機関を訪問し、研究環境の調査と研究進捗状況の

把握を行い、所属機関関係者にさきがけ研究への協力を依頼した。また、研究期間内に研究者

の異動があった場合にも同様の訪問を実施した。 

7-2 研究支援活動、シンポジウムなど 

研究者同士の交流と研究進捗状況の把握の場として、年2回を基本として計9回の領域会

議を開催し、専門分野を異にする研究者同士が、互いに刺激し合い、積極的な情報交換が行わ

れ、共同研究への発展の機会ともなるように努めた。 
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各研究者の研究課題の進め方については、概ね各自の自由に任せたが、領域会議の都

度、現在のアプローチから得られる成果が将来においてどのような意味をもつのか、あるい

は、研究の方向や目標にどんな意義があるのか、など基本的な質疑を通して、自分の研究を

見直すことをアドバイスした。各領域会議には毎回殆ど全員の領域アドバイザーが出席し、熱

心な討論と適切なアドバイスを行った。 

7-3 予算配分について 

 基本的には研究者の予算計画を満たすよう配分した。また、領域会議において、領域アドバイ 

ザーの協力の下に、各研究者の研究進捗状況を詳細に把握･評価し、それに基づいてメリハリの 

ある予算配分を行った。 

 

８．研究を実施した結果と所見 

 多くの優れた研究成果が得られたが、国際的に注目を浴びている｢骨免疫学｣という新しい

学際的な研究領域を切り拓いた高柳研究者の研究成果は、単に基礎研究としての価値ばか

りではなく、関節リウマチ等の自己免疫性関節炎の予防･治療法の開発に結びつく極めてイ

ンパクトの大きい研究成果である。 

 個別研究者の研究成果については、以下、各期別に 50 音順に示す。 

8-1 第一期生（10 名） 

 上田啓次研究者の研究は、ヒトγヘルペスウイルスに属するカポジ肉腫関連ヘルペスウイルス

の潜伏感染のメカニズムを明らかにし、その制御を目指した研究である。潜在感染の樹立・維持

に必須の因子である LANA がウイルスゲノムの末端に存在する GC に富む末端反復配列（TR）に

結合するのに関与する宿主因子 PARP1 を分離するなど、一定の成果を挙げた。しかしながら潜

伏感染のメカニズムの本質を明らかにするには至っていない。今後 LANA や PARP1 の解析を進

めることにより潜伏感染の機構とその制御を明らかにすることを期待する。 

 川端重忠研究者の研究は、A 群レンサ球菌の中でヒトに重篤な症状を起こす侵襲型レンサ球菌

及び劇症型 A 群レンサ球菌について、発症機構や劇症化に関わる宿主因子の解明を目指した研

究である。A 群レンサ球菌の重症化因子の１つとして、インフルエンザウイルスによる先行感染が

重要であることを示したことは高く評価できる。また A 群レンサ球菌の全ゲノム情報から新規病原

因子を同定することにも成功しており、今後さらなる発展が期待できる。 

 鈴木敏彦研究者の研究は、赤痢菌の新世代ワクチンの開発を目指した研究である。赤痢菌の

感染は粘膜細胞に侵入して成立するが、この粘膜感染に必須のエフェクター蛋白が数多く報告さ

れている。これらエフェクター蛋白の機能の一部を明らかにしたことは評価に値する。また、赤痢

菌は抗原提示細胞の細胞死を誘導するが、この細胞死の分子機構の一端を明らかにした。さら

に、これらの成果を踏まえて新たなワクチン候補株を作製し感染防御を誘導することを示した。今

後の新世代ワクチン開発の基礎を示したものとして期待される。 

高柳広研究者の研究は、関節リウマチなどの自己免疫性関節炎における骨破壊の分子機構

の解明のために、骨吸収と骨形成の制御に必須の分子を同定し、その機能を明らかにすることを
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目的とした研究である。破骨細胞の分化のマスター転写因子の発見や同シグナルを伝える免疫

グロブリン様受容体の発見などにより、骨代謝学と免疫学の境界領域である骨免疫学を確立し、

骨破壊制御による治療の基盤を樹立した極めて独創的かつ発展性豊かな研究である。 

田中義正研究者の研究は、ヒトγδ型 T 細胞の感染免疫作用と抗腫瘍免疫作用との交差性を

利用した新しい腫瘍標的免疫療法を確立するための基盤解析を目標とした研究である。γδ型 T

細胞の感染免疫学的側面を利用したピロリン酸モノエステル系化合物によるγδ型 T 細胞の増

殖誘導やその細胞の腫瘍免疫的側面を利用した窒素含有型ビスホスホン酸処理により感作した

腫瘍細胞の効率の良い傷害など、新しい腫瘍標的免疫療法を確立するための基盤解析を行い、

今後の発展が期待される成果を挙げている。 

 野崎智義研究者の研究は、腸管寄生原虫赤痢アメーバの小胞輸送の特殊性を分子レベルで明

らかにすることにより、赤痢アメーバの小胞輸送が病原機構にどう関与するかを解明することを目

的とした研究である。赤痢アメーバの貪食の特殊性を明らかにするとともに病原性に直接関与す

る蛋白因子を解明した。また貪食の小胞輸送に関与する蛋白の機能を解明して、赤痢アメーバに

特異的な細胞内オルガネラの同定と空胞の成熟機構を発見した。さらに小胞輸送を分子プローブ

を用いて可視化することに成功し、初期の研究目的を達成した。 

 三田村俊秀研究者の研究は、赤血球期マラリア原虫の細胞増殖に必須な血清中脂質成分の

代謝・輸送の分子機構を解析し、マラリアの治療・予防のための新規抗マラリア薬開発につなが

る標的分子の発見を目指した研究である。熱帯熱マラリア原虫のトリアシルグリセロールが熱帯

熱マラリア原虫感染赤血球内において機能している分子であり、また血清中脂質成分であるパル

ミチン酸とオレイン酸の熱帯熱マラリア原虫感染赤血球内への取り込みもしくは輸送に関与する

因子を同定することが出来た。しかしながら、初期の目的を達成する成果を挙げることは出来て

いない。今後の発展に期待したい。 

 宮沢孝幸研究者の研究は、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）に対してヒトは感受性があるがアカゲザ

ルやアフリカミドリザルは抵抗性であるのは、サルが HIV に対して細胞内で働く抵抗因子を持って

いることを示すことにより、動物のレトロウイルス宿主特異性決定機構および病原性発現機構の

解明の手がかりとすることを目的とした研究である。ヒトやサルがマウス白血病ウイルスに対して

抵抗性因子を持ち、サルのこの抵抗性因子は HIV に対しても抵抗性を発揮することを証明し、そ

の遺伝子をクローニングした。さらにレトロウイルスを用いた発現クローニング法の改良を行い、

ウイルスのレセプターを効率よくクローニングする系を確立し、今後のウイルスレセプター遺伝子

の効率良いクローニングへの道を拓いた。 

 牟田達史研究者の研究は、自然免疫系において受容体として機能する Toll‐Like Receptor

（TLR）による微生物表層物質に対する分子認識機構を解明するとともに新規誘導型核蛋白質

IκB-ζによる細胞応答制御機構を明らかにすることを目的とした研究である。微生物由来物質に

よる TLR 活性化に関しては、真菌の構成成分であるβ-グルカンがその高次構造依存的に細胞刺

激活性があることを示した。また IκB-ζによる細胞応答制御については、in vitro の解析によって、

この分子の NF-κB 結合性および転写活性化能、さらにその特異的誘導機構について明らかにし
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た。今後これらの成果を基に一層の発展が期待される。 

吉田裕樹研究者の研究は、リガンド不明のサイトカイン受容体 WSX-1 の生体内における役割

を解明し、WSX-1 のリガンドを同定し、シグナル伝達経路を解析することを目的とした研究である。

WSX-1 のリガンドが IL-27 であることを示し、WSX-1 が Th1 反応の減弱と感染抵抗性の減弱に関

与することを証明した。IL-27/WSX-1 が炎症反応を抑制することを明らかにしたことは、今後、新

しい研究展開があるものと期待される。 

 

8-2 第二期生（7 名） 

 荒瀬尚研究者の研究は、NK 細胞やマクロファージ等の自然免疫細胞が発現するペア型レセプ

ターによる病原体認識を明らかにすることにより、病原体に対する宿主の感染抵抗性決定機構や

病原体の宿主免疫逃避機構を明らかにすることを目的として行われた。その結果、まず新たなペ

ア型レセプターとそのリガンド４種類をクローニングすることに成功した。さらにこれらレセプターと

リガンドの解析により、黄色ぶどう球菌とマラリア原虫のペア型レセプター認識機構を明らかにし

た。これらの成果は当初の研究計画以上のものであり、関連研究領域に大きいインパクトを与え

るものである。 

 川口寧研究者の研究は、単純ヘルペスウイルスをモデルとして、ヘルペスウイルス研究の為の

新しいテクノロジーを開発し、それを効率的に利用することによってヘルペスウイルスの増殖機構

および病原性発現機構を解明することを目的として行われた。その結果、野生株の性状を持った

完全長の単純ヘルペスウイルスの感染性クローンを大腸菌に保持させることに成功した。この新

しいヘルペスウイルス改変系を利用して、ウイルスの増殖機構と機能発現機構を解明した。さら

に光学顕微鏡によってウイルス粒子を観察することに成功し、生きた細胞におけるウイルスのリ

アルタイムイメージング系を確立した。これらの成果は、当初の研究計画をはるかに超えるもので

あり、特に従来電子顕微鏡下で固定した試料でしか観察できなかったウイルスを光学顕微鏡下で

可視化し、しかもウイルスの動きを観察できるようにした技術開発は、関連領域に極めて大きいイ

ンパクトを与えるものである。 

 坂口末廣研究者の研究は、正常プリオン蛋白の生理学的機能の解明と、プリオン蛋白特異抗

体や SiRNA による異常プリオン蛋白の産生抑制、およびレコンビナントを用いたプリオンワクチン

の開発を目的として行われた。その結果、正常プリオンの生理学的機能として、虚血による細胞

死から神経細胞を保護することに重要であることを明らかにした。また異常プリオンの産生を抑制

する SiRNA の作製に成功した。さらにレコンビナントを用いたプリオンワクチン開発の基礎データ

として、異種レコンビナントプリオン蛋白を免疫することによって、プリオン蛋白に対する免疫寛容

が破綻して高い抗体産生が得られプリオン病の発症を有意に遅延させることを証明した。これら

の成果は、当初の研究目標を達成したとは言えないものの、今後の研究の発展の道筋を呈示し

た貴重なものである。 

 西川喜代孝研究者の研究は、腸管出血性大腸菌（病原性大腸菌 0157）が産生する志賀毒素

(Stx)に対する結合ユニットおよびそれを集積させる核構造を開発し、新しい Stx 吸着剤および中
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和剤を開発することを目的として行われた。その結果、まず糖鎖含有型 Stx 阻害剤を開発しその

最適構造を同定するとともに阻害メカニズムを分子論的に明らかにした。また、経口投与可能な

糖鎖含有型 Stx 吸着剤を合成し感染実験においてその有効性を確認した。更に、糖鎖に代わる

新しいペプチド性 Stx 結合ユニットの合成に成功し、このユニットを用いて多価型ペプチド性阻害

剤を開発した。本化合物は感染実験において極めて優れた Stx 阻害作用を示すことを証明した。

これらの成果は、当初の研究目標をはるかに超えるものであり、特に多価型ペプチド性 Stx 阻害

剤は、臨床応用に大きな期待が持たれている。 

 藤永由佳子研究者の研究は、腸管上皮細胞を毒性発揮の標的としているコレラ毒素と、腸管上

皮細胞を宿主への侵入門戸としているボツリヌス毒素について、毒素の細胞内輸送経路を明らか

にすることを目的として行われた。その結果、コレラ毒素はホロ毒素の状態で細胞膜から小胞体

まで輸送されること、その輸送は B サブユニットが脂質ラフト中の GM1 ガングリオシドに結合する

ことで行われていることを明らかにした。一方ボツリヌス毒素については、毒素の精製、抗体作製、

in vitro, in vivo の assay 系の確立を行ったものの、毒素の移行に関しての現象の解析を行うには

至らなかった。今後の研究に期待したい。 

 松本功研究者は、自己抗体誘導関節炎のメカニズムとその制御機構を解明することを目的とし、

ヒト抗 GPI 抗体の病因的意義の解析、ヒトの細胞およびヒト型抗体を用いた疾患モデルの作製を

目標とした。結果としては一定の結論を得るに至らず、しかも他動物の生体内での反応をヒト細胞

で再現することの難しさ、抗 GPI 抗体の陽性率が予想と違って高くなかったこと、サンプルの供給

源が限定されていたこと等の理由から、今後は解析研究を遂行する意義が乏しいという考えに至

った。今後は得られた成果について、もう一度作業仮説を立て直して研究を進めることを望む。 

 和田昭裕研究者の研究は、ヘリコバクター・ピロリが産生する VacA 毒素の初期効果を解析し、

VacA 毒素とその受容体との相互作用を調べ、その結果生じる細胞内での空胞化形成とミトコンド

リア障害から細胞死に至る病原メカニズムを明らかにすることを目的として行われた。その結果、

VacA の宿主ターゲット分子を明らかにするとともに VacA の結合に重要な糖鎖を同定した。さらに、

VacA が MAP キナーゼの活性化を引き起こすこと、Bax の活性化を介したチトクローム C の遊離

がアポト−シスを引き起こすこと、これらの活性は空胞化活性とは独立して起こること等を示した。

以上の成果は今後のヘリコバクタ−・ピロリ感染とそれによる胃炎、胃潰瘍、胃ガン発症の機構解

明の研究と治療戦略の研究に重要な情報を提供するものである。 

 

8-3 第三期生（5 名） 

 マラリア原虫にとって、細胞内レドックス（酸化・還元）バランスの制御は、宿主内適応、発育およ

び増殖の成否を決める重要なメカニズムである。河津信一郎研究者は、熱帯熱マラリア原虫とネ

ズミマラリア原虫における細胞内レドックスバランスの制御の生理的意義と同原虫の遺伝子発現

のメカニズムについて、新たな知見を見出し、今後の新規マラリア制御法開発研究の基盤を提供

した。 

 谷内一郎研究者の研究は、高等生物における分化や高次機能制御において、クロマチン構造

11



の修飾を介した遺伝子発現パターンの確立と維持が果たす役割とその分子機構の解明、および

リンパ球の分化制御における Runx ファミリーの機能解明を目的として行われた。後者の課題につ

いては複数の遺伝子改変マウスを作製し、その解析により、Runx 複合体が関与する喘息様疾患

や炎症性腸疾患の新たな治療法の開発につながる研究成果を挙げた。しかし前者の課題につい

ては、研究が緒に就いたばかりであった。 

 中川一路研究者は生体内に侵入した病原細菌が生体内より排除される機構として、従来知られ

ている貪食細胞による排除機構とは別に、オートファジーと称する機構が存在することを明らかに

した。特に、A 群レンサ球菌と黄色ブドウ球菌に対するオートファジーによる感染防御機構につい

て、極めて独創的な重要な新知見を見出し、感染防御機構においてオートファジーが重要な役割

を担っていることを明らかにした。 

 福井宣規研究者は免疫系に特異的に発現する DOCK2 がケモカイン受容体や T 細胞受容体の

下流で機能するマスター分子で、リンパ球遊走や免疫シナプス形成に不可欠の分子であるという、

本研究者自身の従来の研究成果を踏まえて、DOCK2 によるリンパ球ホーミングの制御機構、

NKT 細胞の発生における DOCK2 の役割、DOCK2 による好中球遊走の制御機構などの研究課題

において極めて重要な研究成果を挙げ、この分野の研究に大きい貢献をした。 

 堀昌平研究者の研究は致死的自己免疫疾患である IPEX の原因遺伝子である転写因子

Foxp3 が、制御性 T 細胞特異的に発現する分子であり、その発生・分化と機能を制御するマスタ

ー遺伝子として機能するということを明らかにした本研究者の実績を踏まえて、制御性 T 細胞の

免疫制御系における生理的意義の確立、Foxp3 が誘導される分子メカニズム、Foxp3 による制御

T 細胞の発生・分化と抑制機構の制御メカニズムの解明を目的として行われ、重要な成果を挙げ

た。特に第 3 の目的に関しては、制御性 T 細胞による免疫抑制の分子メカニズムを解明する上で

大きな手がかりとなる成果を挙げ、今後の発展に大きい期待を寄せることができる。 

 

９．総合所見 

 前述の高柳研究者の研究成果以外にも、基礎研究として、また各種疾病に対する新規な予

防･治療法の開発に結びつく研究として高いレベルの研究成果が得られた。 

細菌学の研究においては、A 群レンサ球菌の重症化因子と新規病原因子を特定した川端

研究者、赤痢菌に対する新世代ワクチン開発の基盤を築いた鈴木研究者、腸管出血性大腸

菌が産生する Vero 毒素に対する画期的なペプチド性中和剤を創製した西川研究者、細胞内

侵入性細菌に対する新規な防御機構としてのオートファジーの分子論を展開した中川研究者、

ウイルス学の研究においては、新規なヘルペスウイルス改変ベクターを構築し、ウイルスの

増殖機構と機能発現の解析に画期的な技術開発をもたらした川口研究者、寄生虫･原虫学

の研究においては、赤痢アメーバの病原因子に直接関与するたんぱく質因子を解明した野

崎研究者の研究成果が顕著である。また、免疫学の研究においては、微生物由来抗原によ

るヒトγδ型 T 細胞の増殖誘導およびそれを利用した新規な抗腫瘍免疫療法の開発を行い、ヒト

腎がん治療を対象としたトランスレーショナルリサーチを開始している田中研究者の研究成果を
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はじめとして、免疫学分野の研究者 9 名ほぼ全員がそれぞれ国際的にもトップレベルの研究成果

を挙げた。これらの研究業績は研究者自身に対する外部からの評価としても現れていて、研究期

間内、あるいは研究終了後数年以内に大学教授をはじめとして、キャリアアップを果たした研究者

が 22 名中 18 名にも及んでいる。 

本領域は平成 13 年に設置されたが、新興感染症･再興感染症に対する対策が急務となっ

ている中で、関連分野で研究する若手研究者に対する大きな励みとなったと信ずる。 

4.で詳述した｢ねらい｣の下に、関連分野で研究する若手研究者から提案された独創性に

富む研究課題を 3 年にわたって採択し、それぞれ 3 年間研究を行った。研究期間として十分

であったとはいえないが、採択された研究者はほぼ全員がそれぞれの専門分野でトップレベ

ルの研究成果を挙げている。中には予想と期待をはるかに超える成果を挙げ、国内外の研

究をリードしている研究者もいる。本領域の立ち上げにより、関連分野で研究する若手研究

者の独創性に富んだ研究構想が具体化され、日本の基礎研究のレベルアップに果たした役

割は極めて大きい。しかしながら一方で、基礎研究で達成された成果を一般国民に還元する

取り組みとしての、具体的なワクチンや薬剤の開発にまで至る道は残念ながらまだ遠いとい

わざるを得ない。薬剤の開発は種々困難な問題を抱えており、一朝一夕で行えるものではな

いが、テーマの設定に戻って考える必要も今後は出てくるであろう。 

本領域の研究成果は、関連はするがそれぞれ異なった研究分野で研究する研究者が｢生

体と制御｣という領域に集まり、互いに刺激しあって研究を進めることによって得られた部分

が大きい。中でも、豊富な知識と経験に裏打ちされたアドバイザーの先生方の厳しい批判と

時機を得た適切な助言が各研究者の研究の方向付けと成果の達成に果たした役割は絶大

なものがあり、アドバイザー諸先生方に深く感謝するものである。 
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