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2018 年 2 月 
報道関係各位

～日本学術振興会「育志賞」を受賞した本学大学院生の研究内容について～

ごく小さな粒子は子供の脳の発達に影響する

「大気環境中超微小粒子の妊娠期曝露が

次世代の子どもたちの中枢神経系に及ぼす影響とそのメカニズムの解明」

東京理科大学

東京理科大学（学長：藤嶋 昭）では、本学薬学研究科 博士後期課程 3 年の小野田 淳
人氏が、「第 8 回（平成 29 年度）日本学術振興会 育志賞」を、2018 年 1 月 30 日に本学

では初めて受賞しました。受賞の小野田淳人氏、梅澤雅和（本学 研究推進機構 総合研究

院 プロジェクト研究員）、及び武田健教授（山陽小野田市立山口東京理科大学 薬学部設

置準備室）らの研究では、大気中超微小粒子（ナノ粒子）のモデルであるカーボンブラッ

クナノ粒子（99%以上が炭素で構成されたナノ粒子）を妊娠マウスに経気道曝露、出生児

の脳を解析し、ナノ粒子は子供の脳の発達に影響すること、また、その機序の一端を明ら

かにしました。

受賞した研究内容は下記のとおりです。

研究の内容

１）実社会で曝露されうる低用量のナノ粒子の妊娠期曝露が、出生児の脳の中でも、とくに

脳血管周辺の細胞群に顕著な組織病理学的異変を誘導することを明らかにしました。

また、ナノ粒子の妊娠期曝露に対して、定量的な評価指標となりうる、鋭敏かつ用量依

存的（注 1）に応答する細胞（血管周囲マクロファージ、アストロサイト）と生体分子（グ

リア線維性酸性タンパク質、アクアポリン 4）を世界に先駆けて明らかにしました。 

２）赤外分光分析技術（注 2）と組織病理学的解析技術を組み合わせた新奇的な手法を応用

したことで、ナノ粒子の胎児期曝露によって生じた脳血管周辺の異変は、タンパク質二

次構造組成の一つである β-シート構造（注 3）の増加を伴うことを明らかにしました。

この結果は、ナノ粒子の妊娠期曝露によって出生児の脳内に増加したタンパク質の構

造変化体が血管周辺に集積し、その集積によって脳血管周辺が顕著な影響を受けた可

能性を示唆しています。なお、赤外分光分析は東京理科大学・赤外自由電子レーザー研

究センターの川﨑平康氏、築山光一教授との共同研究で行ったものです。
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研究の意義 
１）本研究の成果は、大気中超微小粒子による健康影響を予測、予防する上で重要な知見であ

ることに加え、労働者や消費者への曝露と環境への排出に考慮した、より安全な工業ナノ

マテリアルの開発や持続可能な利用の確立に向けた一助になることが期待されます。 
 

２）疫学研究により、ナノ粒子を多量に含む大気汚染の妊娠期曝露は、自閉症等の発達神経障

害の発症リスクを増加させることが報告され始めました。本成果は、こうした疾患の発症

を理解し、予防していく上で重要な、早期の病態変化を捉えたと考えられます。 
 
考察 
ユニセフ（国連児童基金）は、最新の報告書において、世界の 1 歳未満児約 1,700 万人

が、国際的な大気汚染の基準値を少なくとも 6 倍上回るレベルの汚染された大気の地域に

暮らし、有害な空気を吸うことで、彼らの脳の発達が危険に晒されることを余儀なくされ

ていると発表しています『大気汚染の危険：子どもの脳の発達に及ぼす影響（Danger 
in the Air: How air pollution can affect brain development in young children）』
（https://www.unicef.or.jp/news/2017/0264.html）。 
 
報告書は、最近の多数の科学論文を基に、微小粒子状物質 （PM2.5）を吸い込むことで、脳

の細胞を損ない、認知的な発達を妨げ、生涯にわたる影響、あるいは、低下させる可能性が

あると指摘しています。さらに、衛星画像を使って、WHO（世界保健機関）が定めた大気

汚染物質（PM2.5）の基準値（10μg/m3）を 6 倍上回る汚染レベルの地域で暮らす乳児のう

ち、最大の数の 1,220 万人が、南アジアの最も影響を受ける地域に暮らしていることを明ら

かにしています。 
 
小野田氏らの研究は、妊娠期の母親が微小粒子の曝露を受けて出産したときの子の脳への

影響を実験的に詳細に解析して得たもので、ユニセフの報告書の内容を組織レベル、分子レ

ベルで解明し、支持する結果になりました。 
 
追記 
上記研究を中心になって推進した若手研究者小野田淳人氏は、この度学術振興会が制定す

る本年度の育志賞を受賞することが決まりました（平成 30 年 3 月 6 日、日本学士院）。育

志賞は天皇陛下の御即位 20 年に当たり、社会的に厳しい経済環境の中で、勉学や研究に励

んでいる若手研究者（優秀な大学院博士課程学生）を支援・奨励するための事業の資として、

平成 21 年に陛下から御下賜金を賜り、制定された賞です。今年で 8 回目を迎えますが、環

境健康分野からの選出は初めてになります。 
 
 

https://www.unicef.org/environment/files/Danger_in_the_Air.pdf
https://www.unicef.org/environment/files/Danger_in_the_Air.pdf
https://www.unicef.or.jp/news/2017/0264.html
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図 1. ナノ粒子の胎児への移行性と健康に対する懸念 

  

ナノ粒子の特徴的な体内動態
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図 2. 組織病理学的異変の認められる脳血管周辺に集積するβ-sheet rich protein 
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図 3. ナノ粒子の胎児期曝露が脳血管周辺に異変を誘導する機序の一端 

 
用語解説 
 
注 1「用量依存的、用量依存性」 
解説：毒性学で基本となる概念。これは投与する量に応じて毒性の強さが大きくなることを

意味する。例外は存在するが、大半の物質がこの用量依存性を示す。そのため、毒性学にお

いて用量依存性を示すことは、研究成果の確からしさを保証する上で極めて重要になる。 
 
注 2「赤外分光分析技術」 
解説：生体分子が保有する特徴的な赤外吸収波長を捉えることで、分子の種類や状態の解析

が可能となる分析手法の一つ。本研究では、この分析法を組織切片上で行い、古典的な組織

学的染色法と組み合わせたことが新奇的である。 
 
注 3「β-シート構造」 
解説：タンパク質の二次構造の一つ。二次構造には α-ヘリックス構造と β-シート構造があ

る。 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA
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ご参考情報 
＜受賞概要＞ 
受賞者  ： 薬学研究科 薬科学専攻 博士後期課程 3 年  

小野田 淳人（おのだ あつと） 
指導教員： 薬学部 薬学科 教授 鍜冶 利幸（かじ としゆき） 
研究題目： 大気環境中超微小粒子の妊娠期曝露が次世代の子どもたちの中枢神経系に 

及ぼす影響とそのメカニズムの解明  
推薦機関： 東京理科大学、日本薬学会、日本幼少児健康教育学会  
受賞日  ： 2018 年 1 月 30 日 
 
日本学術振興会育志賞のサイト：https://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/index.html 
鍜治研究室 鍜冶教授のサイト：http://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?6347 
 
授賞式は 3 月 6 日（火）に、日本学士院（東京都台東区上野公園 7－32）で行われる予定で

す。 
 

～報道関係者の皆様からのお問い合わせ～ 
東京理科大学 広報課 (担当：三宅・甚田) 

TEL：03-5228-8107 FAX：03-3260-5823 

E-mail：koho@admin.tus.ac.jp 
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