
新型コロナウイルスによるパンデミックはワクチンの重要性と緊急性を改めて浮き彫りにした．次
のパンデミックに備え，100⽇でワクチンを作ることが求められている．⼀⽅，mRNAワクチン開
発の成功は，基礎研究から臨床開発にまで破壊的イノベーションを引き起こしたが，その成功が逆
説的に「異所性核酸を起点とした⽣体応答の制御機構」がmRNAのバイオロジーや免疫，がん，⽼
化研究分野に新⾵を吹き込んでいる．それはノーベル賞を受賞したRNA⼲渉，⾃然免疫，DNAダ
メージ，細胞死のサイエンスを消化し，全く新たな研究領域に昇華させうる可能性を秘めている．
100⽇でワクチンを作るための研究，ではなく，⽬の前にある「⾯⽩い」をサイエンスとして謳歌
している研究を紹介したい．（企画者より）

◆ 概論ーRNAワクチンの次は︖急がば回れの基礎研究を楽しむ（仮）
⽯井 健（東京⼤学医科学研究所 感染・免疫部⾨）

◆ 1．異所性mRNAの品質管理と⽣体応答（仮）
稲⽥利⽂（東京⼤学医科学研究所 基礎医科学部⾨）

◆ 2．異所性mRNAの分解とその制御機構（仮）
⽵内 理（京都⼤学⼤学院医学研究科）

◆ 3．異所性DNAの認識機構と⽣体応答（仮）
河合太郎（奈良先端科学技術⼤学バイオサイエンス研究科）

◆ 4．異所性DNAの代謝産物による⽣体応答（仮）
⽥⼝友彦（東北⼤学⼤学院⽣命科学研究科）

◆ 5．異所性DNA/RNAの分解とその制御機構（仮）
三宅健介（東京⼤学医科学研究所 感染遺伝学分野）

◆ 6．異所性DNA/RNAの医薬としての可能性（仮）
位髙啓史（東京医科⻭科⼤学 ⽣体材料機能医学分野）

◆ 7．RNA編集と⾃然免疫（仮）
河原⾏郎（⼤阪⼤学⼤学院 医学系研究科）

◆ 【フォーラム】mRNAワクチンが引き起こしたワクチン開発研究⾰命（仮）

◆ 【フォーラム】mRNAワクチンの基礎:免疫からみたmRNAワクチン（仮）
⼩檜⼭康司（東京⼤学医科学研究所 感染・免疫部⾨）

⼩泉 誠（第⼀三共）

⽣命を科学する 明⽇の医療を切り拓く
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次のパンデミックに備えた
RNAワクチンの先の基礎研究 （仮題）

◆ mRNAワクチン ◆ 異所性核酸 ◆ ⾃然免疫 ◆ cGAS/STING ◆ RNA編集
◆ 炎症 ◆ がん ◆ ⽼化研究

関連キーワード・技術



連 載
いま知りたい!!
「研究をはじめたばかりのあなたに伝えたいこと（仮）」

クローズアップ実験法
「未定，調整中」

本号へのご出稿のポイント
● RNAワクチンの開発を⽀える，核酸の基礎研究︕

COVID-19でいち早く開発に成功したのはmRNAワクチンでした．“次なるパンデミックに備えるため
の”RNA・DNA認識の基礎研究を，⽇本におけるmRNAワクチンの第⼀⼈者に企画いただきました︕

● ワクチン開発のみならず，基礎的にも注⽬のテーマ
外敵DNAを認識して⾃然免疫を活性化する経路が，じつは⾃⼰DNAも認識し，炎症病態に関わってい
た．このような話題は感染症ワクチンの関係のみならず，炎症性疾患・神経変性疾患などとの関連や基
礎研究的にも，にわかに注⽬を集めるホットトピックです．
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