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先端生体計測と臨床現場をつなぐ
実学応用研究
「個の医療」がキーワードとなる21世紀の医療。
「世のため、人のため、社会のため」をコンセプトに、
臨床で実用できるバイオチップを開発する。
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一石 英一郎

臨床医にして研究者
の視点

個の医療を支える、
次世代のバイオチップを
開発

しかし、研究用途のバイオチップと、臨床

一石英一郎教授は、これまでに９０００

で求められている診断機器とを比べると、

例を超える内視鏡の経験を有する医師

そこには大きな隔たりがある。そのような

であり、最先端分野で研究を展開して

現状の中で、一石教授は医療現場と先

いる、
ＪＡ
Ｉ
ＳＴでも異色の経歴の持ち主だ。

端技術の橋渡し役になりたいと語る。

２００７年に医用高分子科学講座の教

「現代医療の限界に直面し、実際の医

授に着任し、現在、臨床用遺伝子診断

療現場には閉塞感が漂っている事が多々

システムの開発を行う国家プロジェクト

あります。また研究の世界では理想を追

（NEDO技術開発機構・助成事業）に

い求めるあまり、
現実からかけ離れがちです。

おいても、mRNA安定化プロトコル研究

私自身、電子スコープ技術を含め、最先

という主要な役割を担っている。

端の医療機器が病気の早期発見・早期

「現在、研究用途に用いられているバイ

治療にいかに威力を発揮するかは良く知

オチップを第一世代とするなら、私たちが

っていますから、両方の世界をつなぎ、本

開発しようとしているのは、診断用途へ

当に使えるバイオ診断システムを実現す

Professor Eiichiro Ichiishi

の展開を可能にする第二世代、次世代

ることが、
私の重要な役割と考えています」。
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のバイオ診断システムです」。

バイオチップを臨床で使えるものにするた

半導体エレクトロニクスの技術やナノテ

めには、
「安く、早く、簡単で、安全で、信

クノロジーの進展とともに、数千から数万

頼性のある」という５つの点をクリアしな

にわたるＤＮＡやタンパク質を一挙に検

ければならないと一石教授は語る。ハード

出できるバイオチップの開発が世界中で

ルは高い。しかし、生体計測技術を始め

進んでいるが、現在のところ、
その用途は

さまざまな分野の世界トップクラスの研究

ほとんどが研究目的に限られている。一

者が集結するＪＡＩ
ＳＴは、一石教授にとっ

方でバイオチップは、遺伝子診断やバイ

て最高の研究開発のステージとなっている。
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（2007）
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オマーカー診断により一人ひとりの体質

支える有力な診断ツールとして位置づけ

大学間連携、
医工理連携で、
研究開発を進める

られており、産業界からの視線も熱い。

近年、大学間連携の重要性が叫ばれて

に最適な治療法を選ぶ 個の医療 を

いる。すでにＪＡＩ
ＳＴでも、文部科学省の

を発見できれば、
まちおこしや産業の活

ちましたから。 医者の仕事だけで十分

先端研究施設共用イノベーション創出

性化にもつながるのではないかと思って

じゃないか と、冗談交じりに言われるこ

事業の一環として、京都大学と奈良先

います。また、福井県も健康長寿県で有

ともあるんですが、私自身は、
こんな生き

端科学技術大学院大学と連携し、ナノ

名ですね」。

方もあるんじゃないかと思っています」。
一石教授のパワーの源は、大学時代に

テクにおける研究施設・機器の共用を

指したバイオチップの開発についても、

one for all,
all for oneの精神で

「ラグビーには、one for all, all for one

大学間の連携が欠かせないと一石教授

昼は患者さんを診察し、夜、
自分の研究に

という素晴らしい精神があります。一人

は強調する。

取り組む。これまで多忙な毎日を送ってき

はみんなのために、
みんなは一人のために、

「本学は病院や医療機関を有していま

た一石教授。原動力となっているのは、社

研究についてもこの精神があってこそ、

せんが、
これから治療に結びつくシステ

会貢献への使命感だ。

有意義な成果が得られると信じています。

開始している。今後、臨床での実用を目

ムを開発していくためには、大学間連携

「小さい頃から、 世のため、人のため、

や医理工連携が欠かせません。私はこ

社会のため に生きなさいと言われて育

れまでの経験とネットワークを活かして、
医療現場と本学の科学技術をつなぐパ
イプ役としての役目を果たしていきたい
と思っています」。

伝統食から
健康のヒントを探る
一石教授は、地域の伝承や伝統的な食
生活にも関心がある。昔から言い伝えら
れている植物由来の薬や治療法などには、
科学的にその効果を立証できることが
多いという。また日本国内でも統計的に
長寿だといわれる地域があるが、
そこに
は何か、地域性のある伝統的な食生活
が関与していると考えられる。
「石川県にも加賀野菜を始めたくさんの
特産品がありますが、
そこに有用な成分

夢中になったラグビーにもある。

私の役割はさしずめ現役時代と同じハ
ーフバック、司令塔ですね」。
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主 な 研 究 テ ー マ
先端生体計測と臨床現場をつなぐ実学応用研究
1. 疲労・ストレス科学における基礎及び臨床医学的研究
疲労・ストレス科学における計測評価のために基礎及び臨床的検討を行う。
2. 健康増進、疾病予防に関わる機能性成分の分析とスクリーニング
天然成分や生薬、食品中の機能性成分のスクリーニングと分析評価について行う。
3. 次世代型バイオチップ開発と臨床コンテンツ探索
診療における実用バイオチップについて各種デバイスの基礎的検討を行う。その際に
臨床用コンテンツ創製のための基礎的検討も行う。
図2.大腸炎内視鏡像

4. 地域再生を目指した産業社会における新素材（マテリアル）探索及び開発
地域再生・産業活性化を念頭においた新素材（マテリアル）探索及び開発について各
種計測方法を用いて基礎検討を行う。

図1.肝臓癌と血流計測

21世紀は「個の医療（personalized medicine）」あるいは「予防医学」の時代といわ
れています。
この未来医療の実現のためには、大きく分けて二つのハードルがあります。一つ目は「ハ
ード面」でのチャレンジです。つまり、現在研究用として使われているDNAチップ・マイクロ
アレイ、
タンパク質・抗体搭載アレイなどの先端計測機器（技術）は、医療現場で求められ
る診断機器と比較すると、
かなり隔たりが存在することは明らかです。臨床現場のニーズに

図3.炎症細胞（好中球）

図4.炎症細胞と活性酸素

図5.活性酸素計測１

図5.活性酸素計測２

立脚した「次世代型」バイオ解析機器といわれるべき機器が実現して初めて、先進的な「個
の医療」や「予防医学」が実現できます。具体的に列記すると、①高信頼性（高再現性、
高精度/確からしさ）②安全性③廉価④簡便性⑤迅速性が挙げられます。現状では、
これ
ら必達課題を技術的にクリアするためのハードルは高いので、臨床現場用バイオチップ診
断機器の領域は、未だ世界に主流のシステムや様式が存在しない数少ない領域となって
います。FDAにおいても、
これらの分野を推進すべくガイドラインを設定し、且つコンソーシ
アムを組んで評価・検討を行いつつあります。核酸、
タンパク質、代謝物、細胞等をターゲ
ットとした臨床現場（外来、ベッドサイド、僻地診療）において実用可能な、臨床診断（予測）
バイオチップ技術開発を、学内あるいは学外における「医理工連携」連携・
トランスレーシ
図6
炎症細胞の網羅的
遺伝子発現解析

ョナル研究として実現していきます。
また二つ目に「ソフト面」でのハードルがあります。これはコンテンツとしての問題で、如
何に優れた計測装置ができても中身として臨床診断或は予防医学に向けて診療現場に
適合したものでなければ「名刀正宗で大根を斬る」失態となってしまいます。そのためには
できるだけ現場を体験、体得し、
そこから何かを見いだす「出口からの研究」帰納的な研究
方法も進めて行きます。
つまり医師或は理工学者の「自己満足」ではなく「現場の、現場による、現場のための」

図7
病理組織（タンパク特
殊染色）による評価

実学を目指した「個の医療」
「予防医学」のための研究開発を体系的に「ソフト面」と「ハ
ード面」からのアプローチにより実現していきます。
使用装置

核酸増幅装置、核酸検出装置、
プロテオーム・メタボローム解析装置（MS）、
セルソーター、蛍光顕微鏡、心電図、医療
用超音波装置、血圧計、聴診器、採血セット

キーワード

分子診療、バイオ先進計測応用、
オーダーメイド予防医学
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