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汎⽤的かつ標的臓器特異的な新規遺伝⼦治療法の開発 
 
 

代表研究者：塩澤 裕介（⽇本医科⼤学 研究部共同研究施設分⼦解析研究室） 
 

１）研究内容 
① 研究⽬的 

多くの遺伝性疾患はこれまで対症療法以外の治療法がなく、その治療成績は芳しくなかった。遺
伝⼦治療はこれらの疾患の根治療法として期待されたが、初期の臨床試験での重篤な有害事象の影
響もあり、開発は順調には進まなかった。しかし近年、アデノ随伴ウイルス（Adeno-associated virus: 
AAV）ベクターの研究の進展を背景に臨床応⽤が進み、承認・上市に⾄るベクター製剤が増えてき
ている。AAV ベクターは、免疫原性の低さや持続的な遺伝⼦導⼊が可能であるといった利点の⼀⽅、
ベクターの組織指向性に由来する問題が臨床応⽤の障壁となっている。まず、AAV ベクターは治療
標的以外の臓器にも広く取り込まれる。これにより、⾮標的臓器での有害事象や、標的臓器への遺
伝⼦導⼊効率の相対的な低下が⽣じている。また、造⾎細胞をはじめとして、AAV の指向性が低い
組織を治療標的とすることは困難であり、遺伝⼦治療の適応疾患の拡⼤を妨げている。 

そこで本研究では、標的臓器に対して特異的な遺伝⼦導⼊が可能な、新規 AAV ベクターの開発
を⽬指すこととした。開発にあたっては、いかなる表⾯抗原でも標的にできる⽅法をとることとし、
任意の標的臓器に対して応⽤できるベクターシステムの確⽴を試みた。 

 
② 研究⽅法 

薬剤などを標的細胞に特異的に送達するためには、表⾯抗原に対する抗体を⽤いるのが⼀般的で
ある。AAV ベクターにも抗体を結合させられればよいが、AAV カプシドに抗体を組み込むことは
分⼦量の制約から不可能であり、このことがベクターの能動的ターゲティングを困難にしていた。
そこで本研究では、⼀本鎖抗体（single chain Fv: scFv）にアダプターを付与し、これを介して抗体
と AAV カプシドを間接的に結合させるシステムを開発することとした（図 1）。アダプターとして、
まずは短いロイシンジッパーを⽤いることとし、ベクター作製後にカプシドと任意の抗体とを結合
させることを試みた。具体的な⼿順を以下に⽰す。 
１．AAV カプシドへの変異導⼊：AAV が細胞表⾯に結合する際の代表的な受容体は、ヘパラン硫

酸プロテオグリカン（HSPG）である。AAV カプシドと HSPG の結合には、カプシドを構成
するタンパク質である VP1・VP2・VP3 の 585 番⽬と 588 番⽬のアルギニンが必要である。
そこで、これらをアラニンに置換した。 

２．AAV カプシドとロイシンジッパーの融合：カプシド構成タンパク質である VP2 は、N 末端側
にペプチドを挿⼊できる。しかし、100 残基を超えるペプチドは挿⼊できないため、抗体や scFv
をそのままカプシドにつなぐことはできない。そこで、アダプターとして 40‒50 残基のロイシ
ンジッパーを挿⼊した。ロイシンジッパーは、異なるアミノ酸配列を持つロイシンジッパーと
ヘテロ⼆量体を作る性質がある。そこで、ヘテロ⼆量化するロイシンジッパーのペア AZip と 
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図１：アダプター付き⼀本鎖抗体（scFv）を⽤いた AAV ベクターの能動的ターゲティング 
⼀対のロイシンジッパーをアダプターとして⽤いた AAV ベクターを⽰す。⼀本鎖抗体（scFv）
とロイシンジッパー（BZip）を融合させ、これを介して抗体と AAV カプシドを間接的に結合さ
せる。AAV カプシドにはペアとなるロイシンジッパー（AZip）を付与する。 

 
BZip のうち、VP2 に AZip を挿⼊した。こうして作製したベクターを、ここでは zipAAV ベク
ターと呼ぶ。 

３．scFv のコンストラクト作製：本研究ではまず、⾼親和性の scFv が既に知られている表⾯抗原
である、HER2 を発現する細胞への遺伝⼦導⼊を試みた。そこで、HER2 に対する scFv を発現
するプラスミドを作製した。 

４．scFv とロイシンジッパーの融合：scFv と zipAAV ベクターを結合させるため、scFv の C 末端
側に BZip をつなげた。これを zipFv と呼ぶ。作製した zipFv 発現プラスミドを CHO 細胞にト
ランスフェクションし、zipFv を産⽣させた。精製にあたっては scFv の C 末端に付与したヒス
チジンタグを利⽤した。BZip は VP2 に挿⼊した AZip とヘテロ⼆量体を作るため、zipAAV と
zipFv は結合し、ベクター表⾯に scFv が提⽰されると期待される。 

５．HER2 発現細胞への特異的遺伝⼦導⼊：HER2 を強発現する乳がん細胞株 SK-BR-3 に、HER2
に対するアダプター付き scFv とロイシンジッパーを付与した AAV ベクターを投与し、遺伝⼦
導⼊効率を調べた。 

続いて、異なるアダプター分⼦としてある分⼦ A（知財申請準備中のため詳細を伏せている）を
scFv に付与し、これを介して scFv と AAV カプシドを結合させることを試みた。具体的な⼿順は以
下の通りである。 
１．scFv と分⼦ A の融合： HER2 に対する scFv の C 末端側に分⼦ A をつなげた遺伝⼦の発現プ

ラスミドを CHO 細胞にトランスフェクションし、scFv と分⼦ A の融合タンパク質を産⽣させ
た。精製にあたっては scFv の C 末端に付与したヒスチジンタグを利⽤した。 

２．HER2 発現細胞への特異的遺伝⼦導⼊：乳がん細胞株 SK-BR-3 に、scFv と分⼦ A の融合タン
パク質とカプシドに変異を導⼊した AAV ベクターを投与し、遺伝⼦導⼊効率を調べた。 
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２）研究結果 
（１）ロイシンジッパーをアダプターとした AAV ベク

ターシステムの構築と性能評価 
１．AAV カプシドへの変異導⼊：まず、⾮標的細胞へ

のベクター送達を防ぐため、カプシドタンパク質
に変異を導⼊した。VP1・VP2・VP3 の 585・588
番⽬のアミノ酸残基をアラニンに置換すること
で、AAV ベクターの培養細胞株への感染を完全
に抑制することができた。 

２．AAV カプシドとロイシンジッパーの融合：前ス
テップで変異を導⼊した AAV カプシドに対し
て、VP2 の N 末端側にロイシンジッパードメイ
ン（AZip）を挿⼊した。修飾後の VP2 がベクタ
ー粒⼦に組み込まれ、産⽣効率も低下しないこと
を確認した（図 2）。 

３．scFv のコンストラクト作製：HER2 に対する scFv（ML39 というクローン）と、その N 末端
側に Ig鎖分泌リーダー配列を持つプラスミドを作製した。これを CHO 細胞にトランスフェ
クションすることで scFv を産⽣させた。得られた抗 HER2-scFv が HER2 タンパクと結合する
ことをプルダウンアッセイで確認した。 

４．scFv・ロイシンジッパー融合タンパク質の作製：HER2 に対する scFv の C 末端側にロイシン
ジッパードメインとヒスチジンタグを付けた発現プラスミドを作製した。これを CHO 細胞に
トランスフェクションし、scFv を産⽣させた。ヒスチジンタグを利⽤して精製し、収量や純度
の点でトランスフェクション後 8 ⽇⽬の回収が最適であると判断した。 

５．HER2 発現細胞への遺伝⼦導⼊：乳がん細胞株 SK-BR-3 に対して、ロイシンジッパーを融合さ
せた AAV ベクターを感染させた。HER2 に対するロイシンジッパー付き scFv を加えても、ベ
クターによる遺伝⼦導⼊は⾒られなかった。 

 
（２）分⼦ A をアダプターとした AAV ベクターシステムの構築と性能評価 

１．scFv・分⼦ A 融合タンパク質の作製： HER2 に対する scFv の C 末端側に分⼦ A とヒスチジ
ンタグを付けた発現プラスミドを作製した。これを CHO 細胞にトランスフェクションし、scFv
を産⽣させた。プルダウンアッセイを⾏なったところ、scFv と分⼦ A の融合タンパク質が AAV
カプシドと結合することが確認できた。 

２．HER2 発現細胞への遺伝⼦導⼊：乳がん細胞株 SK-BR-3 に対して、カプシドに変異を導⼊した
AAV ベクターを multiplicity of infection (MOI) 105 vg/cell で感染させた。コントロールとし
て、カプシドに変異を⼊れていない野⽣型の AAV ベクターも同様の MOI で感染させた。scFv
と分⼦ A の融合タンパク質を加えなかったときはほとんど遺伝⼦導⼊が⾒られなかったのに
対して、これを加えたときは野⽣型のカプシドを持つ AAV と同程度の AcGFP の蛍光が認め
られた（図 3）。 

図２：ロイシンジッパードメイン挿⼊前後の AAV カプ
シドタンパク質の分⼦量⽐較 

カプシドを改変していない AAV と、ロイシンジッパー
ドメインを挿⼊した AAV について SDS-PAGE を⾏な
った。VP1・VP2・VP3 の各タンパクを⽰す。ロイシン
ジッパードメインを挿⼊した VP2 タンパクが上⽅に偏
位しており、分⼦量が⼤きくなっていることが分かる。
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図３：分⼦ A をアダプターとした AAV ベクターシステムの性能評価 

乳がん細胞株 SK-BR-3 に対して、野⽣型の AAV ベクターおよびカプシドに変異を導
⼊した AAV ベクターを multiplicity of infection (MOI) 105 vg/cell で感染させた。 

 
３）考察 

本研究ではまず、⼀対のロイシンジッパーをアダプター分⼦として利⽤し、抗体と AAV ベクタ
ーを間接的に結合させることを試みた。しかし、zipAAV と zipFv を⽤いた遺伝⼦導⼊はうまくい
かず、ロイシンジッパーをアダプターとして⽤いる系では標的指向性を改変できないことが明らか
になった。ロイジンジッパー（AZip）をつなげた VP2 タンパクの N 末端はペプチドを挿⼊できる
ことが知られており、実際に AZip と VP2 の融合タンパク質を含む AAV ベクター粒⼦を作製する
ことはできた。しかし、この融合タンパク質の構造予測からは、N 末端側に挿⼊したロイシンジッ
パーがカプシド外に提⽰されていない可能性が考えられた。 

この結果をふまえ、AAV カプシドに対して⾼い親和性を有する分⼦ A をアダプターとして⽤い
ることとした。その結果、カプシドに変異を導⼊して細胞に感染できないようにした AAV ベクタ
ーを⽤いた場合でも、標的抗原への scFv と分⼦ A の融合タンパク質を⽤いることで遺伝⼦導⼊が
可能であった。これにより、AAV ベクターの標的指向性を改変するための原理を確⽴できたと考え
られた。AAV カプシドの側にはアダプターをつける必要がないため、上記の「アダプター分⼦がカ
プシド外に提⽰されない」という課題も解決できている。本研究で開発したベクターシステムは、
分⼦ A を任意の表⾯抗原に対する抗体と融合させることで、様々な標的細胞に対して⽤いることが
できる。その意味で、本ベクターは汎⽤的な「ユニバーサルベクター」であると⾔える。今後は、
以下の２点について研究を進めていく。 
１）マウスの肝臓を標的とした遺伝⼦導⼊：カプシドを改変していない AAV ベクターと⽐して標

的特異性が向上しているかを検証するため、マウスの肝臓への遺伝⼦導⼊を⾏う。肝細胞マー
カーである ASGR1 に対するアダプター付き scFv と、ルシフェラーゼを発現する AAV ベクタ
ーを作製し、経静脈的に投与する。その後、経時的にルシフェリンを投与して⽣体内での発光
を撮像することで遺伝⼦導⼊部位と発現量を明らかにし、肝臓への特異性を評価する。 

２）マウスの造⾎前駆細胞を標的とした遺伝⼦導⼊：造⾎器疾患の治療モデルとして、造⾎前駆細
胞への遺伝⼦導⼊を試みる。CD34 に対するアダプター付き抗体を作製し、AcGFP を発現する
AAV ベクターとともにマウスに経静脈投与する。その後、⾻髄細胞を採取し、遺伝⼦導⼊効率
と特異性をフローサイトメトリーにより評価する。 

 
 

AAV Wild-type AAV

scFv- A - - +

AAV
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４）本助成成果に関する論⽂・学会発表など 
上記の成果に基づき、現在論⽂作成を進めている。 
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スプライシング異常による遺伝性腎疾患発症メカニズムの解明と治療法開発研究 
 
 

代表研究者：堀之内 智⼦（神⼾⼤学⼤学院医学研究科内科系講座⼩児科学分野） 
 

１）研究内容 
① 研究⽬的 

⼩児期に末期腎不全へと進⾏する患者のうち、30％以上が遺伝性腎疾患を原疾患とすることが判
明しており、いずれも対症療法以外の治療がほとんど開発されておらず⼩児科医にとって⼤きな課
題である。遺伝性腎疾患には遺伝性⽷球体疾患（Alport 症候群、ステロイド抵抗性ネフローゼなど）、
遺伝性尿細管疾患、先天性腎尿路異常（CAKUT）、腎嚢胞性疾患が含まれる。神⼾⼤学⼩児科は次
世代シークエンサー（NGS）を中⼼とした診断システムを構築し、⽇本において網羅的に遺伝性腎
疾患を診断している唯⼀の機関である。申請者らはすでに 1000 例以上の次世代シークエンサーに
よる gDNA 解析をおこなっている。しかし、これら現状のシステムにおいても全ての症例が遺伝⼦
診断に⾄るわけではない。次世代シークエンサーによる gDNA 解析のみでは診断に⾄れない異常の
⼀つにスプライシング異常があり、最も代表的な遺伝性腎疾患である Alport 症候群において、スプ
ライシング異常をきたすことにより病原性を有する場合が多々あることを⾒いだしてきた。
（Horinouchi et al. J Am Soc Nephrol. 2019, Horinouchi et al. Sci Rep. 2019）⼀⽅、あらゆる遺伝性
疾患において、スプライシング調節に影響を与える薬剤（Antisense Oligonucleotide：ASO や化学
化合物など）を⽤いた遺伝⼦標的療法により治療が可能であることが⽰唆され、近年⼤変注⽬され
ている。スプライシング調節を⽬的とした遺伝⼦標的治療はこれまで有効な治療法が⾒出されてい
ない遺伝性疾患に対する有効な治療法として実現の可能性が⾼く、そのためにもスプライシング異
常発症の機序解明が重要である。私たちはすでに、遺伝性腎疾患において Minigene を⽤いたスプ
ライシングアッセイ⽅法を確⽴し、（Nozu et al. Hum Genet. 2009）スプライシングパターン解析に
⾮常に有⽤であることを証明してきた。（Horinouchi et al. Sci Rep. 2019）また、スプライシングの
際にエクソン認識に関与する蛋⽩は既に様々明らかとなっている。私たちは SR 蛋⽩や U2 蛋⽩な
どのスプライシング制御蛋⽩の cDNA をトランスフェクションすることにより強制発現させる⼿
法や、逆に shRNA を⽤いた発現抑制（RNA ⼲渉）の⼿法などによりスプライシングパターンの変
化を観察することを試みるなかで、治療対象となる可能性が⾼いことを実感している。さらに、私
たちは Alport 症候群において、患者由来 iPS 細胞の樹⽴、患者と同じ変異を有するマウスモデルの
作成に成功し、ASO を⽤いたエクソンスキッピング療法の開発を⾏っている(Yamamura, 
Horinouchi et al. Nat commun,2020）。 

本研究では疾患を有するにも関わらず変異を同定できなかった患者を中⼼に、既存の NGS デー
タを⽤いてスプライシング異常をきたしうる変異を検出し、Minigene によるスプライシング解析
や RNA シークエンスなど、独⾃の技術を⽤いて網羅的にスプライシング異常の証明を⾏う。その
上で、in silico 解析を中⼼として、そのメカニズムの予測を⾏い、in vitro 系を利⽤してスプライシ
ング制御分⼦の強制発現もしくは発現抑制を⾏うことで機序の推定と実際にスプライシング異常
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を修正できることを確認する。この研究では以上の最新の技術を⽤いて、スプライシング異常によ
り病気を発症する機構を解明するとともに、遺伝⼦標的療法による疾患特異的新規治療法の開発を
⾏う、⾮常に有⽤で実現性の⾼い研究である。 

 
② 研究⽅法 

本研究では、以下のように我々が有するデータと最新技術を組み合わせて、治療法が開発されて
いない遺伝性疾患の疾患特異的新規治療法の開発を⽬指す。 
１）候補症例の同定 

上述のように、我々は既に 1000 例以上の遺伝性腎疾患患者の NGS データを保有している。そ
の中から、疾患が疑われるにもかかわらず、変異を同定できていない患者を中⼼に、スプライシ
ング異常をきたしうる変異を持つ患者を候補症例として同定する。 

２）スプライシング異常の証明  
次に、Minigene システムや患者由来検体を⽤いて RNA シークエンスを⾏い、当該変異がスプ

ライシング異常をきたすことを証明する。 
３）スプライシング異常の機序推定 

In silico 解析を⽤いて、当該変異がスプライシングにどのように影響するのかを予想する。さ
らに患者由来の尿中落下細胞や患者由来配列を含む Minigene システムなどの In vitro 系におい
て影響し得るスプライシング関連蛋⽩を強制発現もしくは発現制御することでスプライシングパ
ターンの変化を観察することで、スプライシング異常の機序を推定する。 

４）スプライシング異常の修正 
患者由来の尿中落下細胞や患者由来配列を含む Minigene システムなどの In vitro 系、iPS 細胞

から樹⽴したオルガノイドやマウスモデルなどの Ex vivo, In vivo 系に各種化学化合物や ASO な
どを投与することで、スプライシング異常の修正と疾患の軽症化を試みる。 
 

２）研究結果 
我々は Alport 症候群において、アミノ酸置換をきたさない Synonymous variant（サイレント変異

ともいわれる）は時にスプライシング異常を惹起することで病気の原因となり得ることや、スプラ
イシング異常により発症する患者には⾮典型的軽症例があり、スプライシング異常を有するトラン
スクリプトと同時に完全に正常のトランスクリプトを産⽣することで軽症型を呈するなど、新しい
疾患発症メカニズムを明らかにした（Horinouchi et al. Mol Genet Genomic Med. 2020）。 

また、我々は COL4A5 遺伝⼦の intron6 に Cryptic エクソンを⽣じる Hot spot 変異があること
を発⾒した。そこで、ASO を⽤い、この Cryptic エクソンをスキッピングさせる治療法の開発に着
⼿した。さらに、より汎⽤性が⾼いスプライシング調節蛋⽩の投与により Cryptic エクソンをスキ
ッピングさせ、スプライシング異常を修復することも試みた。対象となったのは4 家系4 変異（c.385-
756 C>G, c.385-749 T>A および c.385-645 T>A: ⾃験例、c.385-719 G>A：報告例)。異なる遺伝
⼦変異によりいずれも mRNA に同じ Cryptic エクソン (r.[384_385 ins 385-764_385-617])の挿⼊
を⽣じていた。まず、患者由来尿中落下細胞を⽤いて、ASO を導⼊することで Cryptic エクソンを
スキッピングさせることを試みた。さらに、minigene を⽤いた In vitro スプライシング評価系にお
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いて、U2Af65 の過剰発現による Cryptic エクソンのエクソン化低減を試みた。患者由来尿中落下細
胞(c.385-749 T>A)に ASO を導⼊することにより、Cryptic エクソンをスキップし、正常 mRNA の
みを発現させることに成功した。さらに全ての患者に関して、minigene スプライシング評価系にお
いて、ポリピリミジントラクトに結合しエクソン認識に寄与するスプライシング調節蛋⽩の⼀つで
ある U2Af65 の過剰発現により Cryptic エクソンのエクソン化を低下させることに成功した（論⽂
作成中）。 

 
３）考察 

本研究において、ASO のみならずスプライシング関連蛋⽩によりスプライシングパターンを修飾
し、正常スプライシングに戻すことが可能であることが⽰された。引き続き、様々な遺伝性疾患に
おいて、gDNA のみならず、トランスクリプト解析を詳細に⾏い、その発症メカニズムを明らかに
していく必要があるとともに、実際の患者さんへの投与を可能にするべく、研究を継続していく必
要がある。 

 
４）本助成成果に関する論⽂・学会発表など 

１．Horinouchi T, Yamamura T, Minamikawa S, Nagano C, Sakakibara N, Nakanishi K, Shima Y, 
Morisada N, Ishiko S, Aoto Y, Nagase H, Takeda H, Rossanti R, Ishimori S, Kaito H, Matsuo M, 
Iijima K, Nozu K. Pathogenic evaluation of synonymous COL4A5 variants in X-linked Alport 
syndrome using a minigene assay. Mol Genet Genomic Med. 2020, 8: e1342. 

２．Aoto Y, Kise T, Nakanishi K, Nagano C, Horinouchi T, Yamamura T, Ishiko S, Sakakibara N, 
Shima Y, Morisada N, Iijima K, Nozu K. A case with somatic and germline mosaicism in COL4A5 
detected by multiplex ligation-dependent probe amplification in X-linked Alport syndrome. CEN 
Case Rep. 2020, 9: 431-436.   

３．Nozu K, Takaoka Y, Kai H, Takasato M, Yabuuchi K, Yamamura T, Horinouchi T, Sakakibara N, 
Ninchoji T, Nagano C, Iijima K. Genetic background, recent advances in molecular biology, and 
development of novel therapy in Alport syndrome. Kidney Res Clin Pract. 2020 Nov 20. doi: 
10.23876/j.krcp.20.111. Online ahead of print. 

４．堀之内智⼦、⼭村智彦、永井貞之、近藤淳、⻘砥悠哉、榊原菜々、⻑野智那、忍頂寺毅史、飯
島⼀誠、野津寛⼤。 Deep intron 変異を有する Alport 症候群に対するアンチセンス核酸および
スプライシング調節蛋⽩による治療法の開発 第 56 回⼩児腎臓病学会 優秀演題奨励賞候補 

５．Tomoko Horoinouchi, Tomohiko Yamamura, Sadayuki Nagai, Atsushi Kondo, Yuya Aoto, Eri 
Okada, Rini Rossanti, Nana Sakakibara, China Nagano, Takeshi Ninchoji, Kazumoto Iijima, 
Kandai Nozu. Treatment with antisense-oligonucleotide or splicing regulating proteins for X-
linked Alport syndrome cases with deep intronic variants. 第 64 回⽇本腎臓学会学術総会「優秀
演題賞」受賞 
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ゲノム編集技術を⽤いた⾻髄不全モデルゼブラフィッシュの作成と病態解明 
 
 

代表研究者：新堀 哲也（東北⼤学⼤学院医学系研究科遺伝医療学分野） 
 

１）研究内容 
① 研究⽬的 

無巨核球性⾎⼩板減少症を伴う橈尺⾻癒合症（RUSAT）は、橈尺⾻癒合症（RUS）、第五指斜指
症、⾎⼩板減少症から汎⾎球減少に進⾏する⾻髄不全などを主徴とする疾患である。まれな疾患で、
橈尺⾻癒合症を持つが⾎球減少を合併しない例を含む家系例の報告もある。我々は、RUSAT の新
規原因遺伝⼦探索として全エクソーム解析を⾏い、新規原因遺伝⼦ MECOM（MDS1 and EVI1 
complex locus）に変異を同定した（Niihori et al. Am J Hum Genet 2015）。MECOM は⽩⾎病など
で増幅が⾒られる転写制御因⼦であり、N 末端に 7 個、C 末端に 3 個のジンクフィンガーモチーフ
を持つ。孤発例の患者 3 ⼈には共通して 8 番⽬のジンクフィンガーモチーフにミスセンス変異がヘ
テロ接合性に存在し、これらの変異により MECOM による転写調節の異常が起こることが⽰唆さ
れた。その後の他グループからの報告で、MECOM の null 変異（ナンセンス変異、フレームシフト
を起こす⽋失・挿⼊・スプライシング変異）では⾻髄不全を引き起こすが RUS は伴わず、8・9 番
⽬のジンクフィンガーモチーフにミスセンス変異やインフレームが予測されるスプライシング変
異が存在する場合は⾻髄不全と RUS を合併することが多いことが明らかとなった。しかし、8・9
番⽬のジンクフィンガーモチーフの変異について、機能的な詳細は明らかでない。 

本研究の⽬的は、⾻髄不全患者検体での MECOM 遺伝⼦解析を⾏い、表現型と遺伝⼦型の検討
を⾏うことで、遺伝カウンセリングに役⽴つ情報を得ることである。また、⾻髄不全のモデルゼブ
ラフィッシュの作成⽅法を確⽴し、その病態解明を⾏い、治療法開発に役⽴てることである。 

 
② 研究⽅法 

（i）患者サンプルにおける遺伝⼦解析 
RUSAT 患者およびその⾎縁者において⽑髪、⽖、頬粘膜細胞、末梢⾎等から DNA を抽出し、

MECOM 遺伝⼦のエクソンおよびその隣接するイントロンの塩基配列決定を⾏った。 
（ii）⾻髄不全モデルゼブラフィッシュの作成 

野⽣型である AB 系統のゼブラフィッシュを⽤いて解析を⾏った。ヒト EVI1 cDNA を鋳型とし
て mRNA を in vitro 合成した。mRNA およびゼブラフィッシュ mecom の正常スプライシングをブ
ロックするモルフォリノ、およびそれらの混合物を 1-4 細胞期のゼブラフィッシュ胚に注⼊し、受
精後 3 ⽇⽬に形態を観察した。 

さらに mecom で 8 番⽬のジンクフィンガモチーフをコードするゲノム領域をターゲットとした
ガイド RNA および Cas タンパクを 1 細胞期胚に注⼊し、受精後 3 ⽇⽬に形態を観察した。 

本研究はヒトゲノム遺伝⼦解析研究として東北⼤学医学系研究科倫理委員会、動物実験および遺
伝⼦組み換え実験として環境・安全委員会動物実験専⾨委員会及び遺伝⼦組換え実験安全専⾨委員
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会の審査承認を得て⾏われた。 
 

２）研究結果 
（i）患者サンプルにおける遺伝⼦解析 

2 家系の RUSAT で、いずれにおいても MECOM の新規のスプライスバリアントを認めた。家
系 1 においては、発端者⼥児は先天性⾻髄不全を持つが RUS は持たなかった。その⺟は RUS を持
つが⾎球減少は軽度で無治療で経過していた。末梢⾎を⽤いた発端者の遺伝⼦解析でスプライスバ
リアントを認めたが、⺟の末梢⾎では同じ変異を認めなかった。しかし⽑髪や⽖では同じバリアン
トを認め、末梢⾎検体で SNP アレイを⾏ったところ、MECOM を含む領域の copy-neutral loss of 
heterozygosity（CNLOH)を認めた。家系 2 においては、発端者⼥児は先天性⾻髄不全を持つが RUS
を持たず、⽗は⾎液学的に正常で RUS を持っていた。発端者の兄も⾎液学的に正常で RUS は持た
ず第 5 指斜指症のみを合併していた。3 ⼈の末梢⾎の解析でいずれも同じスプライスバリアントを
認めた。以上の結果より、MECOM のバリアントを持つ個⼈は家系内であっても幅広い症状を持ち
うること、およびその⼀部では CNLOH 等の somatic event が症状を修飾している可能性があるこ
とが明らかとなった。 

（ii）⾻髄不全モデルゼブラフィッシュの作成 
まず野⽣型 EVI1 mRNA を胚に注⼊し、観察したところ、容量依存性に体幹は後屈した（図 1）。 

 
図 1：受精後 3 ⽇⽬のゼブラフィッシュ a. 注⼊なし b. ヒト野⽣型 mRNA 100pg 注⼊ c. morpholino 3ng 注⼊ 

 
さらに mecom に対する morpholino を胚に注⼊し観察

したところ、容量依存性に体幹は前屈した（図 1）。 
しかし、mRNA と morpholino を混合して注⼊したが、

表現型は rescue されなかった。 
次に、CRISPR/Cas9 システムによるゲノムへの indel 導

⼊を⾏うため、ガイド RNA および Cas9 タンパクを胚に
注⼊した。受精 2 ⽇後に 10 匹分から RNA 抽出、逆転写、
PCR を⾏い徐々に温度を下げHeteroduplex を作成してア
クリルアミドゲルに泳動し、⼗分な効率で indel が導⼊さ
れていることを確認した（図 2）。 

同様に作成した F0 個体の表現型を確認したが、⼤きな
異常は認められなかった。 

 
 

a b c 

図 2：レーン 1：マーカー、レーン 2、3:注⼊なし（正
常対象）、レーン 4-13：ガイド RNA および Cas9 タ
ンパクを注⼊した胚。Heteroduplex となり泳動度が
変化したバンドが多数観察される。 
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３）考察 
2 家系での遺伝⼦解析でスプライスバリアントを同定した。これらのバリアントは新規であるが、

いずれも正常⼈データベースには収載されておらず、1 つはエクソンスキップが起こり、in-frame
の⽋失が起こったトランスクリプトが⽣成されること、もう 1 つはスプライス部位がイントロン側
に変化することで in-frame の挿⼊が起こったトランスクリプトが⽣成されることが逆転写および
PCR で確認されている。いずれも 8 番⽬のジンクフィンガーモチーフに変異が存在しており、家系
内で RUS を持つ個⼈が存在すること、および家系内での症状の発現が多彩であることはこれまで
の報告と⽭盾しない。⼀⽅で体細胞変異での修飾因⼦の存在はこれまで報告されていない。本研究
により、症状の多彩さの⼀部を説明するメカニズムとして新たに加えられた。 

まずは⼀過性の操作によるゼブラフィッシュモデルの作成を試みたが、野⽣型 mRNA の導⼊に
よっては morpholino による表現型の rescue は観察されず、それぞれ特異的な表現型への影響であ
る根拠が得られなかった。Rescue されていれば、野⽣型の代わりに変異型を混合して注⼊し、その
差を観察する予定であった。しかし、⽂献によれば（Schier AF et al. Annu Rev Genet. 2005）、BMP
シグナルを抑制する遺伝⼦の変異・抑制により体幹は前屈し、活性化する遺伝⼦の変異・抑制によ
り体幹は後屈する。MECOM は BMP シグナルを抑制する分⼦であり(Alliston T et al. J Biol Chem. 
2005)、それぞれ単独で観察された所⾒は合致していた。混合した注⼊で rescue が得られなかった
要因として、それぞれの量が多すぎて⾮特異的な発⽣への影響がでてしまった可能性、MECOM の
transcript の⼀つである MDS1-EVI1（EVI1 の N 末端側に PR ドメインを持つ）を混合する必要が
あった可能性、ヒト遺伝⼦でなくゼブラフィッシュ遺伝⼦を注⼊する必要があった可能性などが考
えられる。これらを考慮し、今後も詳細な検討を加えていく。 

ゲノム編集を⽤いて indel を導⼊したゼブラフィッシュの作成には成功したが、8 番⽬あるいは 9
番⽬のジンクフィンガーモチーフに変異を持つ個体を作成する必要があり、研究期間内には解析が
終了できなかった。ノックアウト個体とともに次世代以降で造⾎に関する詳細な検討を⾏う予定で
ある。 

 
４）本助成成果に関する論⽂・学会発表など 

なし（患者サンプルにおける遺伝⼦解析の論⽂を投稿中） 
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C/EBP依存的⾮古典的単球の制御による新規⼩児がん治療法開発 
 
 

代表研究者：⽥村 彰広（兵庫県⽴こども病院） 
共同研究者：宮⻄ 正憲（理化学研究所⽣命機能科学研究センター） 

 
１）研究内容 
① 研究⽬的 

兵庫県⽴こども病院の⼤規模⼩児がん患者検体を⽤いて、⼩児がん各病型・病態における C/EBP
依存的⾮古典的単球の関与メカニズム解明を本研究の⽬的とした。 

 
② 研究⽅法 

・兵庫県⽴こども病院の臨床データを⽤いた統計解析 
・ヒト末梢⾎を⽤いたマルチカラーフローサイトメトリー 
・ヒト末梢⾎を⽤いた１細胞 RNA-seq 解析 
・⼩児がん患者末梢⾎を⽤いたマルチカラーフローサイトメトリー 
・⼩児がん患者末梢⾎を⽤いた１細胞 RNA-seq 解析 
 

２）研究結果 
神経芽腫は、⾃然退縮する予後良好群から集学的治療後も半数以上が再発する⾼リスク群まで存

在する不均⼀な悪性腫瘍である。治療の進歩により⼩児がん全体の⻑期⽣存率が 70−80%に達する
中、⾼リスク神経芽腫患者の⻑期⽣存率は 40%に満たない。 

 
まずは、解析対象患者・細胞集団の絞り込みを⾏うために、既存データの解析を⾏った。兵庫県

⽴こども病院の有する膨⼤な臨床データを元に、初診時、治療中、治療終了時などの複数タイムポ
イントで、神経芽腫⾼リスク群の免疫学的予後予測因⼦の探索を⾏ったところ、⾮常に興味深いこ
とに、診断時における末梢⾎単球数と⻑期予後に強い相関があることを発⾒した。単球数とリンパ球
数の乗算値は、⻑期予後とさらに強い相関がみられた。さらに、この新規パラメーターを元に⾼リス
ク群を⼆分化すると、これまで分離不可能とされていた超⾼リスク群とそれ以外を明確に分離する
ことに成功した（次項図）(Tamura A et al. Front Oncol 2020)。本成果は、診断時の単球の状態を評
価することによって個別化医療が可能であることを⽰唆する重要な発⾒である。 

 
⼀⽅で、単球はこれまでの想定以上に不均⼀で多様なサブセットから構成されることが⽰唆され

ている。これらの知⾒から、⾼リスク神経芽腫の病態解明や、単球を標的とした新規治療法開発に
は、単球の不均⼀性の解明が必須であることは明⽩である。しかしながら、ヒト単球を⾼純度に分
離する技術は確⽴されておらず、単球不均⼀性の研究は進んでいない。 
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そこで、ヒト単球を⾼純度に分離する技術の開発を⾏うことにした。ヒト末梢⾎を⽤いて、CD14

と CD16 を⽤いた従来の単球ゲーティング法で細胞ソーティングした後、１細胞 RNA-seq 解析を
⾏った。驚くことに、従来の単球ゲーティング法では、NK 細胞や樹状細胞、好酸球、好塩基球等
が多数混在し、雑多な細胞集団であることが明らかとなった。すなわち、従来法によるヒト単球解
析は、混⼊した別系統の細胞も単球と誤認しており、単球による効果を正確に評価できていないこ
とになる。そこで、ヒト単球を純化する⽅法の確⽴が単球の不均⼀性解析研究の基盤であると考え
た。単球・マクロファージが正確に理解されていない根本の理由は、細胞分化に基づいた細胞定義
が存在しないことである。そこで申請者らは、単球・マクロファージの分化・⽣存に必須の
CD115(CSF-1R)陽性細胞を、単球と定義した。さらに独⾃に開発した⾼精度解析⼿法を⽤いて単球
を解析すると、真の単球は複数のクラスターに細分化されることが明らかとなった（次項図）。 
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３）考察 

今回の研究で、⾼リスク神経芽腫において、初診時の末梢⾎単球数と⻑期予後に強い相関がある
ことが明らかになった。初診時の単球の状態を評価することによって、治療の層別化や新規免疫療
法開発につながる可能性のある重要な発⾒と考えられた。 

⼀⽅で、単球はこれまでの想定以上に不均⼀で、多様なサブセットから構成されることが報告さ
れている。従って、神経芽腫の新規免疫療法開発や個別化治療のためには、単球の不均⼀性の解明
が必須である。 

しかしながら、今回の CD14 と CD16 を⽤いた従来の単球ゲーティング法を⽤いた１細胞 RNA-
seq 解析の結果、従来の単球ゲーティング法では NK 細胞や樹状細胞などが多数混在しており、雑
多な細胞集団であることが明らかになった。ヒト単球を⾼精度に純化する⽅法が確⽴されていない
ことが、単球不均⼀性の研究が進んでいない原因と考えられた。 

ヒト単球を純化する⽅法の確⽴が単球の不均⼀性解析研究の基盤となると考え、発現変動遺伝⼦
解析で得られた候補分⼦から、現在、単球を分類するフローサイトメトリーパネルを開発中である。 

 
４）本助成成果に関する論⽂・学会発表など 

Tamura A, Inoue S, Mori T, Noguchi J, Nakamura S, Saito A, Kozaki A, Ishida T, Sadaoka K, 
Hasegawa D, Kosaka Y, Miyanishi M. Front Oncol. 2020 Oct 2;10:572413. doi: 
10.3389/fonc.2020.572413. 
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ミトコンドリア病の細胞死病態の解明と治療薬開発 
 
 

代表研究者：宮内 彰彦（⾃治医科⼤学⼩児科） 
 

１）研究内容 
① 研究⽬的 

ミトコンドリア病とは呼吸鎖複合体の遺伝性疾患であり、病態として ATP 産⽣不全と、酸化ス
トレス; Reactive Oxygen Species (ROS) により、細胞機能不全をおこし細胞死に⾄る疾患である。
このため、酸化ストレス時における活性酸素や有害代謝物の除去や好気性 ATP 産⽣を担う電⼦伝
達鎖機能/呼吸鎖複合体活性の向上が、ミトコンドリア病の主な治療戦略となる。我々は先⾏研究
（Miyauchi, et al. Mitochondrion 2019）で、⼩児の⼆⼤病型である Leigh 脳症と MELAS 患者由来
の⽪膚線維芽細胞を⽤いて ROS による細胞死誘導を⾏った条件下での中枢神経薬のスクリーニン
グにより、Apomorphine、Olanzapine, Phenothiazine, Ethopropazine の 4 剤が細胞死を強⼒に阻害
することを⾒出した。さらに、Apomorphine については細胞死抑制機能に加えて ATP 産⽣増強作
⽤も併せもつ薬剤であることも⾒出した。そのため本研究では、Apomorphine を中⼼に、これらの
4 つの薬剤の細胞死抑制機能に着⽬し、細胞死抑制作⽤の解明およびミトコンドリア病に対する標
的分⼦やシグナルカスケードを解明すること、及び Apomorphine の最適化や誘導体合成による新
規ミトコンドリア病治療薬の開発を⽬的とした。 

 
② 研究⽅法 

我々は先⾏研究で、グルタチオン（GSH）を枯渇させ ROS を誘導する試薬である L-ブチオニン 
-(S,R)-スルホキシミン; BSO を細胞に添加し細胞死誘導を起こす系を⽤いて、中枢神経系の薬剤ラ
イブラリーの薬剤スクリーニングを実施した。この BSO に関して、近年がん細胞の研究でアポト
ーシスやネクローシスと異なる新たな細胞死の形式であるフェロトーシスを誘導することが報告
されている。フェロトーシスとは、鉄を介し細胞内で⽣じる脂質酸化の過剰が要因となる細胞死と
定義されており、ミトコンドリアとの関連も⽰されてきている。この点に着⽬し、我々の実験系が
フェロトーシスとの関連性があるか、フェロトーシスを特異的に抑制する阻害薬を使⽤し検証した。
続いて、フェロトーシス誘導薬である RSL3 を⽤いて、Leigh 脳症患者由来の⽪膚線維芽細胞にフ
ェロトーシスを誘導した際に、Apomorphine、Olanzapine, Phenothiazine, Ethopropazine が、BSO
添加時と同様に細胞死抑制効果を⽰すかについて検証した。さらに、細胞死抑制の効果がみられた
場合には、フェロトーシスの key factor あるいは biomarker とされている PTGS2、AIFM2、GPX4、
SLC7a11 などの遺伝⼦について、リアルタイム PCR により薬剤投与前後での mRNA レベルでの
変化を確認し、作⽤機序を検討した。 

Apomorphine はドパミン受容体（D-R）アゴニストとしてパーキンソン病で⽤いられている薬剤
であるが、半減期が 15 分と短く（T1/2; 15 分）、腸管吸収の悪さ、ドパミン受容体を介した催吐作
⽤などの問題点がある。そのため、Apomorphine 基本⾻格を持つ化合物の最適化によりこれらの問
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題を解決すべく、誘導体作成に着⼿している。我々は、先⾏して Apomorphine の OH 基を CH2O
（メトキシ基）に改変した誘導体を作成し、細胞死救済の活性保持に必須である OH 基とメトキシ
化により活性低下の起きない OH 基を⾒出しており、この部位に種々の⻑さおよび異なる官能基を
もつ炭素鎖を付加した誘導体を既に作成済みである。そこで、誘導体のドパミンアゴニスト作⽤を
評価すべく、ドパミン受容体への親和性を検討する評価系を検討した。 

 
２）研究結果 

ミトコンドリア病由来の⽪膚線維芽細胞に BSO で細胞
死を誘導した場合、正常細胞と⽐較して患者細胞では BSO
に脆弱であることがしられている。この脆弱性を利⽤し、
Leigh 脳症患者由来の⽪膚線維芽細胞（LSND3）に BSO で
細胞死を誘導し、フェロトーシス阻害薬であるFerrostatin-
1（Fer-1; 最終薬剤濃度 1μM）を使⽤したところ、
Apomorphine（Apo; 最終薬剤濃度 1μM）と同様、Fer-1
でも同様の細胞死抑制効果を認めた（図 1）。 

続いて、同患者細胞に対してフェロトーシス誘導薬であ
る RSL3 を⽤いてフェロトーシスを誘導したところ、BSO
同様に Leigh 脳症患者由来の⽪膚線維芽細胞で、RSL3 に脆弱性があることが確認された。そこで、
RSL3 によるフェロトーシス誘導下で、Apomorphine（1μM）を添加したところ、各種のフェロト
ーシス阻害薬（Fer-1、Liprostatin-1:Lip-1、DFO:最終薬剤濃度 1μM）と同程度で細胞死は抑制さ
れ細胞⽣存率の改善を認めた（図 2）
同様の実験を他の 3 剤に対しても⾏
い、それぞれ有効性を認める結果を得
た （ Olanzapine, Phenothiazine, 
Ethopropazine）。RSL3 負荷時の 4 剤
の EC50 を測定したところ、それぞれ、
Apomorphine 160nM 、 Olanzapine 
613nM, Phenothiazine 48nM, 
Ethopropazine 504nM の結果であっ
た。また、フェロトーシスが特異的に
抑制されているかの確認として、
BSO、RSL3 負荷時に、アポトーシス
阻害薬である Z-VAD-FMK、ネクロー
シス阻害薬である GSK-872 を使⽤し
検証したところ、これらでは細胞死抑
制効果は確認されず、フェロトーシス
を特異的に阻害していることが確認
された（図 3）。 
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図 1：BSO に対する Fer-1 の有効性 
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図 2：BSO、RSL3 負荷時の Apo と各種阻害薬効果 

図 3：アポトーシス・ネクローシス阻害薬の検討 
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続いて、作⽤機序や病態の検討するため、フェロ
トーシスにおける Key factor とされている PTGS2、
AIFM2、GPX4、SLC7a11、ACSL4 の 5 遺伝⼦につ
いて、RSL3 負荷時の Apo 投与前後での mRNA の
変化について、リアルタイム PCR 法で解析した。そ
の 中 で フ ェ ロ ト ー シ ス 誘 導 時 に ⾼ 値 と な る
biomarker として知られる PTGS2 が、Apo 投与に
より負荷前の⽔準まで有意に減少することを確認し
た。PTGS2 については、タンパクレベルでの評価と
して Western Blot 解析を追加し、タンパクレベルでも抑制することを確認した（図４）。 

誘導体開発については、ドパミン受容体 D2 への結合親和性の測定系を検討した。⽅法として、
D2 受容体を安定発現する CHO 細胞を⽤い、ERK1/2 のリン酸化を指標にドパミン受容体への親
和性を評価した（アルファスクリーンアッセイ TGR Biosciences/Perkin Elmer）。この評価系にお
いて、Apomorphine の誘導体の D-R 結合能を測定し、ネガティブコントロールと差がみられるこ
とを確認し、D-R 結合能が評価できるようになったため、今後、ドパミン受容体への親和性が低く、
細胞死抑制効果を維持する薬剤の同定を試みていく。 

 
３）考察 

本研究において、Apomorphine を始めとする先⾏研究で⾒出した 4 剤がフェロトーシスを阻害し
ミトコンドリア病患者細胞の細胞死を抑制することを新たに⾒出した。 

Apomorphine は、ドパミン受容体アゴニストとしてパーキンソン病で⽤いられている薬剤で、進
⾏した PD 患者のオフ現象に対するレスキュー薬として単回投与で追加されるが、近年では⽪下持
続注射も欧州で承認され、Apomorphine の持続⽪下投与がパーキンソン病の脳グルコース代謝や⾮
運動症状（認知機能、実⾏機能や Apathy）をも改善させることが報告されているが、この作⽤はド
パミンアゴニストの作⽤では説明できない。フェロトーシスはパーキンソン病やアルツハイマー病
などの神経変性疾患でも病態の⼀つとして注⽬されており、Apomorphine の持続投与の効果が我々
が⾒出した抗フェロトーシス活性が関係している可能性がある。今後はモデルマウスを⽤いたさら
なる薬効評価と遺伝⼦発現・代謝変化の検証を⾏う。誘導体に関しては、D-R 結合能が評価できる
ようになったため、今後、ドパミン受容体への親和性が低く、細胞死抑制効果を維持する薬剤の同
定を試みていく。さらに、有望な誘導体が⾒いだせれば、モデルマウス(Ndufs4-/-)に投与し、rota-
rod による運動評価、⽣存曲線解析により、薬効を評価する。また⾎漿および⼤脳における⼀次代
謝物を LC/MS/MS にて網羅的に解析することにより、病態とその薬効の関係を明らかにしたい。 

 
４）本助成成果に関する論⽂・学会発表など 

現在、本助成成果をまとめた論⽂の投稿準備中である。 

図 4：PTGS2 の変化 
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⺟体低栄養は胎児・新⽣児の肺発達および肺傷害・修復過程に影響するか？ 
 
 

代表研究者：難波 ⽂彦（埼⽟医科⼤学総合医療センター⼩児科） 
共同研究者：道川 武紘（東邦⼤学医学部社会医学講座衛⽣学分野） 

 
１）研究内容 
① 研究⽬的 

新⽣児慢性肺疾患（chronic lung disease、CLD）は未熟児にとって重篤な合併症である。CLD の
病態理解や新規治療法開発のために、新⽣仔マウスに対する⾼濃度酸素暴露モデルが利⽤される。
われわれは新⽣仔期の⾼濃度酸素暴露後に肺内の代謝産物の構成が変化することを、メタボローム
解析を⽤いて⽰した。また、Developmental Origins of Health and Disease（DOHaD）研究により、
⺟体低栄養は児の肥満や耐糖能異常等の代謝異常に関係することが明らかになっているが、胎児・
新⽣児の肺内代謝経路にどのように影響するかについては不明である。そこで、胎仔・新⽣仔マウ
スの肺発達における⺟体栄養の重要性について⺟体低栄養胎仔マウスの表現型を解析することに
⾄った。 

 
② 研究⽅法 
１．⺟体低栄養胎仔マウスの表現型解析 
(1) 再現性のあるマウス胎仔肺組織培養系の確⽴と表現型解析 

⺟体低栄養マウスモデルは、妊娠 0.5 ⽇から離乳まで蛋⽩制限⾷を与えて作製する。妊娠 12.5
⽇の低栄養マウスの⼦宮から実体顕微鏡下で胎仔肺組織を摘出し、組織培養を⾏う。経時的な
気道分枝数で肺発達を評価する。 

(2) ⺟体低栄養マウスモデルから出⽣予定の胎仔マウスの表現型解析 
妊娠 18.5 ⽇の低栄養妊娠マウスから帝王切開で仔を娩出させ、仔の形態、肺／体重⽐、肺湿
／乾重量⽐、組織学的特徴をコントロールと⽐較する。 

２．新⽣仔期⾼濃度酸素暴露された⺟体低栄養新⽣仔マウスの表現型解析 
(1) ⾼濃度酸素暴露した⺟体低栄養新⽣仔マウスの解析 

⺟体低栄養新⽣仔マウスに⾼濃度酸素を 72 時間暴露する。以降はルームエア下で飼育する。
⽣後 1〜8 週に呼吸機能検査を施⾏した後、両側肺を摘出する。 
HE 染⾊で病理学的検索を⾏う。メサコリンによる気道過敏性も評価する。 

(2) ⺟体低栄養が⾼濃度酸素性肺傷害・修復過程に影響する時期の検討 
⺟体マウスに、全妊娠期間、妊娠前・中・後期に蛋⽩制限⾷を与え、2-(1)と同様の項⽬につい
て⽐較し、どの妊娠時期の⺟体栄養が重要かを検討する。 

３．超早産児コホートを⽤いた、⺟体栄養と呼吸器予後との関係の検討 
(1) 超早産児の⺟体栄養・呼吸器予後関連データの収集 

県内出⽣の在胎期間 28 週未満の超早産児を対象とした多施設共同前向きコホート研究を⾏い、
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⺟体栄養・呼吸器予後関連データを取得する。取得したデータは教育ソフトウェア社と共同開
発したデータ登録アプリに保存する。 

(2) 超早産児の⺟体栄養・呼吸器予後関連データの解析 
収集したデータを⽤いて、⺟体低栄養と CLD の発症・重症度および呼吸器予後との相関を解
析する。 

 
２）研究結果 

① ⺟体低栄養胎仔マウスの表現型解析 
⺟体低栄養マウスモデルを作製するために、蛋⽩制限⾷とコントロール⾷（AIN-93G）を、既

報を参考にしてオリエンタル酵⺟株式会社と開発した（図 1）。 

 
図 1：蛋⽩制限⾷・コントロール⾷成分表 

 
妊娠マウスに対して、妊娠 0.5 ⽇から離乳まで蛋⽩制限⾷を与えて、⺟体低栄養マウスモデル

を作製した。また、妊娠 12.5 ⽇マウスの⼦宮から胎仔肺組織を摘出し、組織培養を⾏う系も確⽴
できた（Arai Y, et al. Pediatr Res 2020.）。 

② 新⽣仔期⾼濃度酸素暴露された⺟体低栄養新⽣仔マウスの表現型解析 
⺟体低栄養新⽣仔マウスおよびコントロール新⽣仔マウス対して、⽇齢 0 から⾼濃度酸素（95%

酸素）またはルームエア（21%酸素）を 72 時間曝露した。曝露後は、ルームエア下で飼育した。
蛋⽩制限⾷妊娠マウスは、コントロール⾷妊娠マウスと⽐較して、胎児死亡・早期新⽣児死亡が
多く、出⽣体重が⼩さかった。現在、各群間の肺組織化学および肺内の各炎症マーカーおよび成
⻑因⼦の遺伝⼦発現の違いについて解析中である。 

③ 超早産児コホートを⽤いた、⺟体栄養と呼吸器予後との関係の検討 
埼⽟県内出⽣の在胎期間 28 週未満の超早産児を対象とした多施設共同前向きコート研究を開
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始した（2021 年度からは⼀部他県の施設も含む）。現在、約 100 症例が登録されており（図 2）、
⺟体栄養・呼吸予後関連データを集積中である。本コホート研究のプロトコールを英⽂誌で出版
した（Namba F, et al. JMIR Res Protoc. 2021）。 

 
図 2：前向きコホート研究登録患者数 

 
３）考察 

再現性のある⺟体低栄養マウスモデルを作製した。すでにわれわれの研究室では、マウス胎仔肺
組織培養法や CLD マウスモデル作製法等は確⽴しており、⺟体低栄養の胎仔・新⽣仔の肺発達お
よび肺傷害・修復過程に対する影響について引き続き検討を⾏う。 

また、動物モデルだけでなく、現在収集中のヒト超早産児コホートからのデータを⽤い、⺟体栄
養と CLD の発症・重症度および呼吸予後との相関を解析する予定である。 

 
４）本助成成果に関する論⽂・学会発表など 

① Arai Y, Ito M, Tanaka K, Ozawa J, Motojima Y, Matsuoka K, Igarashi K, Namba F. Increased 
expression of heme oxygenase-1 suppresses airway branching morphogenesis in fetal mouse lungs 
exposed to inflammation. Pediatr Res. 2020;87(3):494-500. 

② Namba F. An experimental animal model of bronchopulmonary dysplasia-secondary publication. 
Pediatr Int. 2021 Jan 19. Epub ahead of print. 

③ Namba F, Tanaka K, Omori S, Ikeda K, Kawabata K, Sato H, Honda M, Ichikawa T, Minosaki Y, 
Michikawa T, Oka S, Kabe K. Extreme Prematurity and Pulmonary Outcomes Program in 
Saitama: Protocol for a Prospective Multicenter Cohort Study in Japan. JMIR Res Protoc. 2021 
Mar 5;10(3):e22948. 
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ドライパウダー化した⺟乳の保存期間による成分変化の検討 
 
 

代表研究者：櫻井 基⼀郎（千葉市⽴海浜病院） 
 

１）研究内容 
① 研究⽬的 

我が国の NICU では搾乳した⺟乳は冷凍保存し、早産児には−20℃で 3 か⽉以内に使⽤すること
が⼀般的（Riordan 2004）である。しかし、⺟乳分泌が児の哺乳量よりも多い場合、冷凍⺟乳を使
い切ることができずに 3 か⽉を超えてしまうことがある。保存期間の超過した⺟乳はそのつど破棄
しているが、⺟親や NICU スタッフは⺟乳を破棄することでの抵抗を感じていることも多く、特に
⺟親は搾乳量を控え次第に⺟乳分泌量が減少してしまうことも想定される。そこで、我々は⺟乳を
低温殺菌し、さらに凍結乾燥させることで⺟乳中の⽔分を除去し、⺟乳をドライパウダー状に加⼯
することにより、保存期間が伸ばせるのではないかと考えた。このことは⼀般の⾷品で⾏われてい
るフリーズドライ製法であるが⺟乳での試みはなされていない。凍結乾燥による栄養成分含有量の
変化や細菌繁殖の有無などを評価することにより、真空凍結乾燥⺟乳パウダーが 6 か⽉程度まで早
産児に投与可能な状態であるかを検討することを⽬的とした。 

 
② 研究⽅法 

⼿順１：試料は⽇本⺟乳バンク協会に集積された⺟乳の内、研究利⽤の許可が得られた⺟乳を⽤
いた。62.5℃、30 分で低温殺菌を⾏いパスツール化乳を作成した。低温殺菌後の細菌培
養検査においていかなる菌も検出されていないことを確認した。 

⼿順２：パスツール化乳を３℃の冷蔵庫で⼀昼夜かけて解凍し良く混和し、滅菌した耐圧フラス
コ内で予備凍結（−40℃）を⾏った。次に真空凍結乾燥器（10hPa）で 12 時間かけ⽔分
を昇華した。クリーンベンチ内において、作成した真空凍結乾燥⺟乳パウダーは滅菌済
みの 35ｍｌ容器に 1ｇづつ⼩分けした。 

⼿順３：⼩分けした真空凍結乾燥⺟乳パウダーを 1）−30℃冷凍庫、2）室温、3）3℃冷蔵庫でそ
れぞれ 3 から 6 か⽉間保存した。 

⼿順４：クリーンベンチ内において、⼩分けした真空凍結乾燥⺟乳パウダー1g に 9ml の滅菌蒸留
⽔を加えよく混和した。保存前、3 か⽉後、6 か⽉後の各時期に⺟乳成分測定、細菌培養
検査をおこない、それぞれを⽐較した。 

 
２）研究結果 

それぞれ保存後の真空凍結乾燥⺟乳パウダーは粉末状態であり、固形化は認めなかった。また、
3 検体とも保存後に明らかな⾊調の変化は認めなかった。保存前の成分測定は蛋⽩ 1.0±0.1g/dl、
脂肪 2.7±0.3g/dl であった。3 か⽉間保存の検体は、室温では蛋⽩ 1.0±0.0mg/dl、脂肪 2.4±
0.3mg/dl,冷蔵では蛋⽩ 0.9±0.1mg/dl、脂肪 2.7±0.2mg/dl であり、冷凍では蛋⽩ 0.9±0.1mg/dl、
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脂肪 2.7±0.3mg/dl、であった。6 か⽉保存の検体は室温では蛋⽩ 1.0±0.1mg/dl、脂肪 2.2±0.1mg/dl,
冷蔵では蛋⽩ 1.0±0.0mg/dl、脂肪 2.1±0.1mg/dl であり、冷凍では蛋⽩ 1.0±0.1mg/dl、脂肪 2.5
±0.2mg/dl、であった。細菌培養検査ではいずれの時期の検体からも細菌は検出されなかった。 

 

 

 
 

３）考察 
新⽣児集中治療室では搾⺟乳を冷凍保存し必要時に応じて解凍している。現状では、新⽣児集中

治療室における冷凍庫の容量不⾜や保存期間超過による⺟乳破棄が⽣じることがある。そこで、⺟
乳を乾燥させ粉末化することで⻑期保存に⽣かせないかどうか検討を⾏った。真空凍結乾燥機によ
る⺟乳の粉末化（真空凍結乾燥⺟乳パウダー）により、⺟乳の⻑期間の保存が可能となれば、破棄
⺟乳の減少につながり⺟乳の有効利⽤につながると考え、真空凍結乾燥⺟乳パウダー化の技術を応
⽤し、⺟乳が⻑期保存可能となるか検討を試みた。まず、⻑期間保存するにあたり、その栄養成分
変化と細菌汚染の有無の評価が必要となる。結果、それぞれ保存後の真空凍結乾燥⺟乳パウダーは
粉末状態であり、固形化は認めなかった。また、3 検体とも明らかな⾊調の変化は認めなかった。
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M/標準
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M/標準
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M/標準

保存前 室温3m 室温6m 冷蔵3m 冷蔵6m 冷凍3m 冷凍6m

蛋⽩

M/標準
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本研究での保存期間は3 か⽉間と6 か⽉間を設定した。3 か⽉間は通常の冷凍⺟乳保存期間であり、
6 か⽉間は、新⽣児集中治療室に⼊院中の重症⻑期⼊院児であっても、その多くは 6 か⽉程度で在
宅や⼀般病棟などへの退院といった⽬途が⽴つことが多いと考え設定した。結果、⻑期保存により
タンパク質の含有量には変化を認めなかったが、脂肪は若⼲の減少が認められた。脂肪の減少した
理由は明らかではないが、可能性として、凍結乾燥パウダーを溶解時には、よく混和し超⾳波ホモ
ジナイザーによる撹拌を⾏っているが、脂肪成分の容器壁への付着による影響の可能性が考えられ
た。しかし、脂肪成分減少の程度は少なく、減少の可能性については留意しておくべきであるが臨
床使⽤する際には許容範囲内と考えられた。本研究により、凍結乾燥によりドラーパウダーとなっ
た⺟乳が⻑期間保存可能であることが⽰唆された。本⼿法が確⽴すれば、以下の事項が利点となる
と考えられる。1）新⽣児集中治療室での⺟乳破棄量が減少し、⺟乳の有効活⽤ができる。2）⺟乳
破棄にともなう⺟親、スタッフの⼼理的抵抗が軽減する 3）⺟乳が常温保存可能となれば、⼤型の
冷凍庫やそれに伴うランニングコストを抑制できる 4）ドライーパウダー化すると容積は液体の
10 分の 1 程度まで圧縮できるため新⽣児集中治療室での保存に伴う場所の確保が容易となる。5）
場所を取らないため、退院時にも⺟乳を破棄せずに家庭に持ち帰ることが可能となる。さらに、本
⼿法が確⽴すれば、⺟乳バンクでの保存や輸送にも応⽤が可能である。すなわち⼤量の低温殺菌し
たドナーミルクを保存するために⼤型の冷凍庫は不要となる。また、現在、国内外の⺟乳バンクで
は、ドナーミルクは凍結状態で郵送しているが、これは保存容器の破損や精度（温度）管理の問題
を⽣じることがある。ドライパウダーを⼩分け包装した状態に加⼯することにより、輸送にかかる
コスト削減効果や厳密な温度管理を要さずに輸送可能となる可能性がある。今回は、栄養成分を主
体とした検討を⾏ったが、⺟乳中の IgA やラクトフェリンなどの他成分の含有量変化についても今
後の検討課題である。 

 
４）本助成成果に関する論⽂・学会発表など 

第 125 回⽇本⼩児科学会学術集会にて発表予定 
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⼩児領域に特化した⽇本語版臨床推論能⼒評価ツールの開発と妥当性検証 
 
 

代表研究者：野村 理（弘前⼤学） 
共同研究者：伊藤 太⼀（ミシガン⼤学） 

森 崇晃（都⽴⼩児総合医療センター） 
辻 聡（国⽴成育医療研究センター） 
井上 信明（国⽴国際医療研究センター） 

 
１）研究内容 
① 研究⽬的 

臨床推論は医療者が患者の疾患や病態を適切に診断し、治療につなげる過程を意味し、患者の予
後に直結する医療職に求められる重要な能⼒の⼀つである 1。特に多くの患者を同時に診療しなけ
ればならない救急外来では臨床推論能⼒は極めて重要であるため、その能⼒の評価ツール開発に多
くの医学教育研究がなされてきた。古典的には学習者の臨床推論に関する基本的知識の評価をする
ために、多選択肢問題（Multiple-choice questions）が、その⾼い信頼性や実⽤性を背景に多⽤され
てきた。⼀⽅、知識偏重の問題形式であることへの批判が⽣じ、選択肢数を増やした形式の Extended 
Matching Item なども開発されている。しかしながら、表⾯妥当性の低さや問題作成の対象となり
うる単⼀正解がある単純な疾患に関する学習を促す可能性があるなどの課題も議論されている 2。 

このため、⾃由記載回答を⽤いた Short Answer Questions や、⼝頭試問（Oral examination）な
ども⽤いられているが、採点作業の煩雑さや試験官などの⼈的資源なども新たな課題も⽣まれ、こ
れらの限界への対応として、実⽤性に優れた臨床推論に特化した評価ツール開発がなされるに⾄っ
ている 3。 

Script Concordance Test（SCT）は Script 理論に基づきモントリオール⼤学の Charlin らによっ
て 1990 年代後半に開発された 4。問題形式として、まず、臨床情報が⼗分ではない不確定な要素を
持つ症例シナリオが提⽰される。次に、想起された仮説が新しく得られた情報により影響を受ける
度合いについての選択肢が提⽰される。例えば、あなたが X と考えているときに Y を⾒つけた場
合、この答えは、a)より可能性が⾼い、b)より可能性が低い、c)または中⽴となるというに a、b、
c の選択肢から回答を選択する。受験者の回答は、予め収集された専⾨家パネルの回答と⽐較され、
同じ回答をした専⾨家パネルの数に応じて点数が付与される。最も適切な回答には満点が与えられ、
⼀部のパネルメンバーが提⽰した他の回答には部分点が付与される 5。SCT の臨床推論能⼒評価の
有効性について欧⽶を中⼼に多くの研究知⾒が蓄積されているが、⽇本国内では SCT に関する研
究はほとんどなされていない。そのため、本研究では SCT について系統的⽂献レビューにより同
定された⼩児救急領域に特化した臨書推論能⼒評価ツールである Pediatric Emergency Medicine 
Script Concordance Test (PEM-SCT)を⽇本語に翻訳し⽇本語版 PEM-SCT（Jpem-SCT）を開発、
次いでその妥当性を検証することを⽬的とする。PEM-SCT は⽶国のイリノイ⼤学とカナダのモン
トリオール⼤学の共同研究により開発され、その⾼い信頼性と妥当性が⽰されている 6。 
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② 研究⽅法 
本研究は 3 次施設 3 施設で⼩児救急診療を担当する 15 名の指導医および 75 名の研修医、専攻医

および修練医を参加者とし、1)Jpem-SCT の開発と 2)妥当性検証の 2 段階の構成で実施した。 
(1) Jpem-SCT の開発 

英語版と⽇本語版の適切な翻訳と異⽂化・⾔語的等価性を確保するために、異⽂化調査ガイドラ
インをもとにした TRAPD（Translation, Review, Adjudication, Pretest, Documentation）チーム翻
訳モデル 7 を⽤いて、PME-SCT を⽇本語に翻訳した。まず、翻訳者 2 名、翻訳評価者 1 名、判定
者 1 名からなる翻訳チームを結成し、まず⽇本国内および英語圏での 2 カ国での⼩児救急診療の経
験のある 2 名の⼩児救急医が、それぞれ PEM-SCT 全体を⽇本語に翻訳した。さらに、⽇本国内お
よび英語圏での 2 カ国での⼩児救急診療および⼩児救急に関する書籍の翻訳経験のある⼩児救急医
1 名が全項⽬を検討し、⼩児救急医学的側⾯、⾔語的側⾯から問題があると思われる項⽬を抽出し
た。翻訳チームですべての項⽬と問題点について議論により翻訳の精度を⾼め、チームメンバーの
合意を得て、⼩児救急医学と医学教育学の専⾨性を持つ判定者が Jpem-SCT のドラフト版を裁定し
た。TRAPD チーム翻訳モデルの最終段階として、ドラフト版の理解しやすさの評価および専⾨家
パネルによる Jpem-SCT 配点表作成のためにプレテストを実施した。 

研究参加施設で⼩児救急診療に従事する 15 名の⼩児救急を専⾨とする医師にドラフト版 Jpem-
SCT に回答してもらい、専⾨家パネルからの回答データを収集し、次いでモントリオール⼤学が開
発・公開しているスコアリングツールを⽤いて配点表を作成した 8。また、TRAPD モデルのプレテ
ストとして、設問の記述が⽇本の医療事情に対応しているかについてパネルに⾃由記載回答を求め、
得られた回答をもとに抗菌薬および輸⾎療法に関する記載について、⽇本の医療事情に対応した記
述に TRAPD 翻訳チームで議論および修正し、Jpem-SCT 最終版を確定した。Jpem-SCT 最終版に
は 38 症例について計 60 の設問が含まれ、診断、検査⼿技、治療に関する設問で構成された。 

(2) Jpem-SCT の妥当性検証 
研究参加施設 3 施設で⼩児救急診療に修練を⾏っている研修医・専攻医・修練医計 75 名に 60 分

の研究参加セッションを開催し、Jpem-SCT（38 症例に関する 60 問）、及び参加者の属性情報、
Jpem-SCT の難易度、設定された時間が適切か、臨床状況を適切に反映した問題か、について⾃⼰
回答式尺度（10 段階尺度）に関する尺度調査を⾏った。 

得られた 60 の設問につき、SCT ガイドラインに則り項⽬テスト相関を算出し、不適当な問題を
削除し Jpem-SCT の最適化を⾏い、最適化後の信頼係数（クロンバックα）を求めた 2,4,8。妥当性
検証の論拠として、Jpem-SCT のスコアを従属変数とし、参加者の属性を独⽴変数とした重回帰分
析を実施した。これらの得られたデータをもとに Kane の論証型妥当性枠組みを⽤いて妥当性を検
証した 9。 

 
２）研究結果 

75 名の参加者の属性の内訳は、研修医 9 ⼈、⼩児科専攻医 41 ⼈、救急科専攻医 18 ⼈、⼩児救急
修練医 7 ⼈であり、平均卒後年数は 4.7 年であった。項⽬テスト相関を⽤いて、識別性の低い項⽬
を削除する最適化プロセスにより 15 の設問が削除され、最終的に 45 設問からなる Jpem-SCT が
作成された。最適化後の信頼係数（クロンバックα）は 0.70 であった。 
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参加者が感じた Jpem-SCT の難易度は、10 点満点で平均 6.6（10：最も難しい、SD1.4）であっ
た。回答完了に要する時間に関する質問（1：⼗分な時間があった）については、平均 1.4（SD1.7）
と回答された。Jpem-SCT の内容が実際の臨床状況を表現しているかの評価は、平均 6.7（10 が最
も良い、SD1.8）であった（表 1）。設問の理解が困難な記述がないかについて⾃由記載を求めたが、
修正を要する設問の指摘はなかった。 

表 1：参加者の属性および結果概要 
 

Postgraduate year (years), M (SD) 4.7 (2.4) 
Training specialty, % (n)  
  Intern 12.0 (9) 
  Pediatric resident 54.7 (41) 
  Emergency medicine resident 24.0 (18) 
  Pediatric emergency medicine fellow 9.3 (7) 
Perceived level of difficulty 6.6 (1.4) 
Time allotted to complete the task 1.4 (1.7) 
Similarity to real-life clinical problems 6.7 (1.8) 
SCT score 68.6 (9.8) 

 
Jpem-SCT スコアに関する多変量解析結果については、初期研修医が負の予測因⼦（β = ‒0.26,  

p = 0.04）であることが⽰された（表 2）。 
 

表 2：JPEM-SCT スコアに関する多変量解析 

Variable Adjusted β 95% CI p value 
Constant  56.0 to 80.5 <0.01 
Postgraduate year 0.21 ‒0.26 to 1.93 0.13 
Training specialty, % (n)    
  Pediatric resident (Reference) - - - 
  Intern ‒0.26 ‒15.29 to ‒0.45 0.04 
  Emergency medicine resident ‒0.05 ‒6.42 to 4.31 0.70 
  Pediatric emergency medicine fellow 0.12 ‒4.16 to 12.4 0.32 
Perceived level of difficulty ‒0.06 ‒2.02 to 1.14 0.58 
Time allotted to complete the task 0.18 ‒1.25 to 1.46 0.88 
注. R2 = .221 (p < .05).  

 
３）考察 

⼩児救急に特化した臨床推論能⼒評価ツールである Jpem-SCT を開発した。Kane の論証型妥当
性枠組みを⽤いて以下の 4 推論要素（得点化、⼀般化、外挿、実装）ごとに得られた論拠を考察す
る 9。 
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(1)得点化推論 
この段階では、Jpem-SCT のデータを収集し臨床推論能⼒を得点化するプロセスが適切かを論証

する。まず、ドラフト版 Jpem-SCT によるプレテストにおいて専⾨家パネルに設問記述の適切性に
ついて意⾒を求めその修正を⾏うことで、回答者が設問の記載を⼗分に理解できるように設計した。
その結果、参加者は Jpem-SCT を時間内に回答が完了することが可能と回答し、また理解が困難な
設問記述の指摘もなかった。また、本研究で得られた難易度のスコアは先⾏研究のものと同様であ
り、これらの論拠を総じて考慮すると、Jpem-SCT の得点化推論のプロセスについて解決すべき問
題は認められなかった。 

(2)⼀般化推論 
ここでは、Jpem-SCT で得られたスコアが⼀般化可能なものか論証する。60 の設問への回答スコ

アについて項⽬テスト相関を算出し、不適当な問題を削除することで最適化を⾏い、⼀般化可能な
45 問の Jpem-SCT を作成した。最適化プロセスを経て最終確定された Jpem-SCT の信頼性係数（ク
ロンバックα）は概ね良好な数値（0.70）であり、⼀般化のための⼼理統計論拠としては良好と考
えられた。 

(3)外挿推論 
Jpem-SCT で測定された能⼒が実際の臨床推論能⼒を反映する真正性を論証するこの段階では、

多変量解析の結果が論拠となる。Jpem-SCT は⼩児救急領域の臨床推論能⼒評価を⽬的としており、
その主たる受験者は⽇本国内で⼩児救急医療を実践している学習者である⼩児科および救急科の
専攻医である。その⽂脈において、初期研修医であることがスコアの負の予測因⼦である（すなわ
ち、初期研修医には難易度の⾼い問題であった）ことは、対象者の臨床推論能⼒と Jpem-SCT スコ
アとの関連性を⽰すものであり、外挿性の適切さの論拠となりうる。 

(4)実装推論 
Jpem-SCT スコアの臨床教育での活⽤性について議論する。参加者は Jpem-SCT の内容が実際の

臨床状況を良く表現していると回答し、平均値（6.7）は先⾏研究と同等のものであった。これらは
Jpem-SCT が⽇本国内での臨床教育に⼗分利⽤可能であることを⽰す論拠となる。 

結語 
⼩児救急領域に特化した⽇本語版の Script Concordance Test を開発し、その妥当性を検証し、⽇

本国内の⼩児救急での臨床教育に活⽤可能であることを確認した。新たな問題を作成し、参加施設
および参加者数を拡⼤したさらなる妥当性検証を⾏うことで、研究知⾒の蓄積を⾏う必要がある。 
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思春期におけるスマートフォン依存の有病率調査と⽣活習慣 
及び精神保健アウトカムへの影響の検討：⽀援つき疫学調査研究 

 
 

代表研究者：森島 遼（東京⼤学⼤学院医学系研究科脳神経医学専攻精神医学教室） 
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森⽥ 正哉（東京⼤学⼤学院医学系研究科脳神経医学専攻精神医学教室） 
⾦原 明⼦（東京⼤学⼤学院医学系研究科脳神経医学専攻精神医学教室） 

 
１）研究内容 
① 研究⽬的 

スマートフォン（スマホ）依存は、スマホが⼿元にないと落ち着かない、スマホ中⼼の⽣活にな
る、スマホの過剰使⽤により⽇常に⽀障が⽣じる、などといった特徴の⾏動嗜癖（依存症）の⼀つ
である。この新しいタイプの依存症は思春期児童の約 4 ⼈に 1 ⼈にみられると推計される（e.g., Zou, 
2019)。スマホを含むデジタルメディアの使⽤時間増加は睡眠や運動など⽣活習慣の変化の⼀端を
担っており（Viner, 2019, Lancet Child Adolesc Health）、現代において⽣活習慣の推奨基準に当て
はまる思春期児童は全体の 10％に満たない（Pearson, 2019, JAMA Pediatr）。不適切な⽣活習慣に
よる様々な⾝体的および精神的健康への悪影響は、現代の公衆衛⽣学的課題である（Saunders, 2016; 
Viner, 2019）。 

⽇本⼈の約 80%がスマホを保有している現代において（総務省, 2018）、思春期児童がスマホ依存
に陥るリスクは極めて⾼いと考えられる。過去の調査では⾼校⽣約 15,000 名のうち 4.6%に⾼いイ
ンターネット依存傾向がみられた（総務省, 2013）。しかし、依存対象の違いや、2013 年以降のスマ
ホ保有率の急増（63%から 80%へ）をふまえると近年の⽇本⼈思春期児童のスマホ依存の有病率を
調べる必要がある。また先⾏研究では⼤学⽣を中⼼に幅広い年代のスマホ依存が、睡眠の質低下や
精神保健アウトカムの⼀部（抑うつ・不安など）と関係することが⽰されている（e.g., Tateno, 2019; 
Yang, 2019; Elhai, 2017; 2019）。しかし⽇本の思春期児童のスマホ依存が不適切な⽣活習慣（睡眠
や運動機会の減少）、多様な精神的問題（情緒症状、不注意多動の問題、素⾏の問題）、学習/進学意
欲低下などと関係するか評価した疫学調査研究はない。 

本研究は、中学・⾼等学校を対象に疫学調査を実施し、思春期児童のスマホ依存有病率と、スマ
ホ依存による⽣活習慣、精神的問題、学習/進学意欲への影響を調べた。また、得られたエビデンス
に基づいた本⼈、親、教師向けのガイダンスに載せる内容の⽅向性を整理し、精神保健教育の出前
授業を実施する⽤意をすすめた。 
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② 研究⽅法 
S 県私⽴中⾼協会の協⼒のもと、21 校（9 中学校、12 ⾼等学校）が調査に参加した。無記名アン

ケートは、2020 年 10 ⽉ 1 ⽇〜11 ⽉ 7 ⽇に各校で実施された。無記名アンケートは回答者⾃⾝が回
答後に封筒にいれ、各校で教員が回収の上、東京⼤学に返送された。有効回答は、5000 名（中学⽣
780 名、⾼校⽣ 4220 名）から得られた。本研究は、東京⼤学医学部[審査番号 2019271NI-(3)]の倫
理委員会の承認を得て実施している。 

調査項⽬は、スマホ依存(Smartphone Addiction Scale-Short Version, SAS-SV)、睡眠時間、不眠
症状(⼊眠の問題、1〜3 点、運動習慣(過去 1 週間の中⾼強度の運動を⾏った⽇数、0〜7 ⽇)、精神
的問題(Strength and Difficulties Questionnaire より、情緒症状、素⾏の問題、不注意多動の問題)、
学習/進学意欲の程度(まったくない(1)〜いつも(5))、その他の変数(中学⽣/⾼校⽣、性別)等を含め
た。SAS-SV は、スマホ依存に関連した症状(e.g., “スマホを使⽤するため、予定していた仕事や勉
強ができない”)について 10 項⽬を 6 件法（まったく違う(1 点)〜⾮常にあてはまる(6 点)）で聴取
する(Tateno et al., 2019)。本研究では、SAS-SV の合計点を先⾏研究のカットオフ値に従い 2 値変
数にし(Tateno et al., 2019)、このカットオフ値を超えた思春期児童を“スマホ依存”ありと定義した。
情緒症状、素⾏の問題、不注意多動の問題は、SDQ のカットオフ値に従って 2 値変数にした
(Goodman et al., 1998)。 

まず、スマホ依存に該当する思春期児童の数を算出し有病率を調べた。また、スマホ依存有無に
より睡眠時間、⼊眠の問題、運動習慣、情緒症状、不注意多動の問題、素⾏の問題、学習/進学意欲
が変化するか調べるため、t 検定およびカイ⼆乗検定を⾏った。 

 
２）研究結果 

有効回答が得られた 5000 名の中学⽣・⾼校⽣のうちスマホ依存に該当するのは 1611 名（33.1%）
であった。中学⽣と⽐べ、⾼校⽣の⽅がスマホ依存は多かった（中学⽣ 24.2%,⾼校⽣ 34.7%, 
χ2=29.4, df = 1, p < 0.001）。⼥性と⽐べ、男性の⽅がスマホ依存は多かった(男性 35.2%, ⼥性
30.6%,χ2=11.2, df = 1, p < 0.001）。 

スマホ依存に該当する⽣徒は、そうでない⽣徒と⽐べ、睡眠時間が短く（6 時間 vs 6.2 時間, t = 
5.8, p < 0.001）、不眠症状が強かったが（1.9 点 vs 1.6 点, t = 9.5, p < 0.001）、運動頻度が少なかっ
た（2.6 ⽇ vs 3.0 ⽇, t = 5.2, p < 0.001）。また、スマホ依存に該当する⽣徒は、そうでない⽣徒と⽐
べ、情緒症状（25.4% vs 15.7%,χ2=63.1, df = 1, p < 0.001）、素⾏の問題（11.1% vs 4.5%,χ2=71.1, 
df = 1, p < 0.001）、不注意多動の問題（19.3% vs 7.0%,χ2=156.6, df = 1, p < 0.001）を多く報告し
た。さらにスマホ依存に該当する⽣徒は、そうでない⽣徒と⽐べ、学習意欲が低く（2.7 点 vs 3.2 点, 
t = 16.9, p < 0.001）、進学意欲も低かった（4.4 点 vs 4.5 点, t = 4.2, p < 0.001）。 

 
３）考察 

⽇本の中学校および⾼等学校に通う⽣徒のうち、スマホ依存有病率は、33.1%であった。本研究
のスマホ依存に該当する⽣徒は、⽣活習慣に問題が⽣じやすく、精神的問題を持ちやすく、学習/進
学意欲が低い傾向にあった。 

本研究は、⽇本の思春期児童におけるスマホ依存有病率が約 3 ⼈に 1 ⼈に及ぶことを⽰した。こ
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の結果は、2014 年に中国で中学⽣を対象に実施された調査（22.8%; Zou, 2019）や⽇本の⼤学⽣を
対象に実施された調査（22.8-28.0%; Tateno, 2019）より多い数字であった。さらに、⽇本の⾼校⽣
約 15,000 名のうち 4.6%に⾼いインターネット依存傾向がみられた過去の調査と⽐べ（総務省, 
2013）、約 7.2 倍多かった。これらの結果の違いは、技術の発展に伴う依存対象の普及率、国や⽂
化、年齢などといった要因が関連したかもしれない。これらの可能性に加え、本研究は新型コロナ
ウイルス感染症の流⾏時期における調査であり、⾃宅での⻑期間の⽣活を余儀なくされたことが、
スマホ依存傾向と関係した可能性もある。 

また、スマホ依存に該当する思春期児には、⽣活習慣（睡眠、運動）の問題、精神的問題、意欲
低下は統計的により多く報告された。この結果は、先⾏研究の報告とも⼀致している（e.g., Tateno, 
2019; Yang, 2019; Elhai, 2017; 2019）。特に、情緒症状は約 10％、素⾏の問題は約 6％、不注意多動
の問題は約 12%多かった。以上の結果から、スマホ依存に該当する思春期児は精神的問題が併存し
やすいことが⽰唆された。⼀⽅、睡眠の問題（睡眠時間、⼊眠障害）や意欲低下の差はわずかであ
り、結果の解釈には慎重を要する。 

今後は、期間を空けてさらに調査を実施の後、エビデンスに基づくガイダンス作成と出前授業を
⾏う体制を確⽴する必要がある。先述のように、本研究は新型コロナウイルス感染症の流⾏時期に
実施されたため、それ以前の時期より、スマホ依存の有病率が⾼く推計された可能性がある。事実、
本調査が実施された 10 ⽉頃は思春期児童の⾃殺率が約 1.5 倍上昇していたことが報告されており
（Tanaka, 2021, Nat Hum Behav）、精神的健康が通常時より阻害されていたと考えられる。今後の
研究では、新型コロナウイルス感染症の流⾏が沈静化してから再度調査を実施し、パンデミック時
および通常時のスマホ依存有病率を報告する必要があると考えられる。また、これにより得られた
エビデンスに基づき、パンデミック時および通常時の両者に対応したガイダンスを作成し、出前授
業を実施する必要がある。 

 
４）本助成成果に関する論⽂・学会発表など 

なし。 
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