
「私だからできる Only one の研究が
No.1 の研究になる」
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1996 年 3月　神戸薬科大学 薬学部 衛生薬学科 卒業

	 4 月　	神戸薬科大学大学院 薬学研究科
博士前期課程 入学

1997年 3月　	神戸薬科大学大学院 薬学研究科
博士前期課程 中途退学

	 4 月　	神戸薬科大学 薬学部
衛生化学研究室 副手

1998年 4月　	神戸薬科大学 薬学部
衛生化学研究室 助手

2006年 3月　学位取得：薬学博士（神戸薬科大学）

	 4 月　	神戸薬科大学 薬学部
衛生化学研究室 講師

2012年 4月　	神戸薬科大学 薬学部
衛生化学研究室 准教授

2020年 4月　	神戸学院大学 薬学部 薬学科
衛生化学研究室 教授

研究テーマについて教えて下さい。

私たちの研究室では，脂溶性ビタミンであるビタミン D とビタミン K
に関する研究を行っています。ビタミンDは，食事から摂取するほか，
紫外線により皮膚で生成されています。しかし，最近はUVカットの方
が優先されているため，皮膚での産生が少なく，年齢を問わずほとんど
の人が不足や欠乏になっています。一方，ビタミン K は，普段の食事
（緑色野菜や発酵食品）から比較的摂取されてはいますが，骨や体の機
能に必要な量にはまだまだ足りないと言われています。ビタミンは，体
の調子を正常に保つために必要不可欠な栄養素ですが，生活の中で特に
目立った症状がなければ，気に留める方は少ないのではないでしょう
か？しかし，わずか分子量 450 くらいの化合物であるビタミン Dやビ
タミン Kが，体の中では非常に巧みで重要な役割を担っており，まだま
だ明らかにされていない新しい働きを秘めています。
私たちの研究室では，組織特異的な遺伝子欠損マウスや培養細胞を

使って，ビタミン D やビタミン K の新たな機能の解明を進めています。
特に現在は，ビタミン Kの新たな作用を解明するための研究を中心に取
り組んでいます。

ご研究についてお伺いします

ビタミン D とビタミン K を研究することになった経緯を 
教えて下さい。

ビタミンKの研究は15，6年前から始めたぐらいで，一番最初のベー
スはビタミンDです。神戸薬科大学の衛生化学研究室では，私が所属す
る以前からずっとビタミンDの研究を専門的にやっていたのですが，当
時教授でいらっしゃった岡野登志夫先生（現・神戸薬科大学名誉教授）
は，ビタミン Kの研究をやりたいと若いころからずっと思っていたそう
です。あるとき，外部の先生からビタミン Kの研究が進んでいないと相
談を受けて，「今がきっかけだ！」と思った岡野教授が急にビタミン K
の研究もやるって言い始めたのです。下にいた私たちは「急に K やる
の？」みたいな感じだったんですけど（笑）。ビタミンDで化合物の構
造と生物活性研究はかなりしっかりやってたのと，ビタミンDの定量と
いったら神戸薬科の衛生化学と言われるくらい，誰しもが認める日本で
も世界でもトップクラスの技術を持っていたので，定量が難しいと言わ
れていたビタミン Kについても研究室で高精度に定量する方法を確立す
ることができました。
ビタミン Kについては，摂取したビタミン K1 がビタミン K2（メナキ

ノン-4）へ生体内で変換されるという論文が 60 年前に出ていたのです
が科学的には実証されておらず，そのメカニズムも解明されていません
でした。日本国内でこの研究をやっている研究者は少なくて，きっちり
エビデンスも取れていなかったので，学会で発表されていると「ほんま
か？」みたいな感じで聞かれている印象でした。だから，それを科学的
に証明すればいいんじゃないかということで，岡野教授が「うちでやろ
う。」とおっしゃって，そこからビタミン Kの研究を本格的にやるよう
になった感じです。

研究生活の中で嬉しかったことは何でしょう？

ビタミン K1 がビタミン K2 へ生体内で変換されるメカニズムを重水素
標識ビタミン Kを用いることで科学的に証明し，さらにその変換反応を
担う酵素を世界で初めて発見して Nature にその論文を掲載することが
できたのは，これまでで最も嬉しい研究成果です。

日焼け対策のし過ぎが，ビタミン D 産生にとっては良くない
のですね。

実際に人の血液中のビタミンD濃度を測ると，学生は深刻な人が多く
て，特に女子学生は「高齢者になったらみんな骨粗鬆症やね。」ってい
うくらい。そしてちょっと問題なのが，赤ちゃんや子供にも日焼け止め
をべちゃべちゃに塗っていることですね。小児科の先生に聞くと昭和の
栄養不足の時代かっていうぐらい，ビタミンD欠乏症である“くる病”
になる子供が多いそうです。
最近は，ビタミンDの栄養学的な重要性が少し見直されてきていて，
厚生労働省が出している「日本人の食事摂取基準」も 2015 年から
2020 年では摂取基準が上がったんですけど，これは太陽を浴びて補充
される分をプラスして考えられています。そこがUVカットしていると

ゼロに近くなってしまうので，それじゃあ絶対に足りない
よっていうところを強く推していきたいと思っています。

ビタミンDを作るのに，夏場だと 10～15 分も太陽に当たればいいぐらいなんです。木陰でも 30 分
ぐらい，冬場だと日向で1時間程度太陽光を浴びるだけでも1日に必要な量を皮膚で作ってくれます！

研究テーマ： ビタミン D・ビタミン K の生理機能および 
疾患予防・治療への応用性に関する研究

神戸学院大学 薬学部 薬学科 衛生化学研究室
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変換反応は何か酵素がやっているだろうとは予想していましたが，教
授も私たちも分子生物学的なスキルが高いわけではなかったので，「酵
素を見つけられたらいいね。」ぐらいの気持ちでいました。しかし，
やっぱり自分で酵素を発見したいと思うようになり，自分なりにいろい
ろ考えて酵素の探索をやろうとしました。すると，教授から「酵素を探
すなんてのは技術がない素人が手を出すものじゃない。」と，全力で止め
られてしまいました。それでも私はやってみたかったので，ビタミン K

（メナキノン類）を全合成している大腸菌が持つメナキノン類を合成す
るときのプレニル化酵素である MenA に着目しました。重要な酵素な
ら菌だけでなく種を越えてきっとヒトにもあるはずだと信じ，MenA と
のホモロジー検索をヒトの遺伝子でやってみました。そうすると，アミ
ノ酸配列で約 30％ くらいの相同性がある酵素が 2 つピックアップされ
ました。私は「もうこれに賭けてみよう」と siRNA で細胞レベルでの
ノックダウンをしてみました。結果は見事に的中！2 つのうちの 1 つが
当たりでした。このとき，ビタミン K 変換酵素である UBIAD1（UbiA 
prenyltransferase domain containing protein 1）を発見しました。
とはいえ，教授には反対されていたので，siRNA をこっそり買って実験し，
全部データを揃えてから直談判同然で結果報告をしに行きました（笑）。

Nature への投稿も最初は教授に「無謀なチャレンジはやめた方がい
い。」と言われていました。でも，「これは絶対出せるチャンス，今しか
ない！」と思ったので，教授に懇願し，投稿規定などを調べ，Nature に
出したことのある先生にもお話を伺いに行って，論文を準備しました。
エディターチェックをパスしたら絶対通ると言われていたので，カバー
レターだけ読んでも中身の重要性が分かるくらい念入りに書いて投稿し
ました。そうしたら，1 日でエディターから返信が来て審査に回ったん
です。その後の審査はすごく厳しくて，3 回くらいはリバイスをやって，
最終アクセプトになったのは投稿してから 1 年後でした。アクセプトの
瞬間はみんなで「キターッ！」みたいな感じでお祭り騒ぎになりまし
た！神戸薬科大学単独の論文で，Nature のようなビッグジャーナルが
出たのは初めてだったので，当時の学長にもとても評価されました。

先生ご自身のことについてお伺いします

研究テーマに興味を持ったきっかけを教えて下さい。

私は 4 年制薬学部の時代だったので，4 年生で研究室配属だったので
すが，そのときはしっかり研究をやっている研究室で研究をやってみた
いと思っていました。それに，難しい薬を研究するよりもビタミンは授
業で習っていて体に必要だし，新しい働きとかを調べているのがすごい
なあと思って研究室を選びました。あと，研究室の先生方がすごく熱心
に研究されていたのと，人柄が素晴らしかったこともあります。学生実
習で干し椎茸に含まれているビタミン D の濃度を自分たちで測定する実
習があったのですが，普段食べている食材の中にちゃんとビタミン D っ
てあるんだと知ったのはすごい発見というか，面白かったというのが一
番印象に残っています。そして食べているものがどうやって体に効いて
るのかなって調べるのもなんかすごいなと思って研究室を選んだという
理由もあります。

大学院を中退されて職員になられた経緯は…？

修士の 2 年生になる前くらいの就職活動をやっていたときに，研究室
にいらっしゃった講師の先生が他大学に移られることになりました。ポ
ジションにひとつ空きができたのですが，当時指導教官だった岡野教授
のこだわりでご自分がよく知っている人を採用したいと。修士 2 年生の
先輩方もいたのですが，皆さん就職が決まっていて修士 1 年生は私だけ
でした。それで岡野教授が私に「大学院を辞めて 4 月から職員っていう
形で採ることができるけど，君は来ないか？」みたいな感じで，顕微鏡
がある薄暗い小部屋で膝と膝を突き合わすぐらいの距離で説明されまし
た（笑）。このまま企業に研究職として就職しても自分がやりたい研究
ができるかどうかも分からないし，大変だろうけど今やっていて興味の
ある研究ができるのは楽しそうだなっていう本当に単純にそれだけの判
断で，「やります。」って答えちゃいました。

学生・若手研究者へメッセージをお願いします。

昔と違って，最近はインターネットでいろいろな情報が簡単に入手で
きますが，それを上手く活用できていないように思います。自分の研究
を丁寧かつ確実に行うことは最低限必要なことですが，それと同時に，
研究内容に関連することを，論文やネット検索などを駆使して最大限に
情報収集し，自分の研究に活かす努力をして欲しいと思います。そし
て，新しい研究手法や技術を臆することなく自分でもやってみるチャレ
ンジ精神を持ち，自分だからできる発見をして欲しいと思います。

研究に対するモットーやスタンスを教えて下さい。

神戸薬科も神戸学院もそうですけど，全国的・世界的にはいわゆる弱
小研究室になります。ただ，そこからでも世界に発信できる成果は出せ
ると思っているので，学生にもそういう意識で「自分がやったことが世
界で初めての発見になるっていうチャンスがいつでもあるんだよ。」と
いうことを伝えながら指導をしています。

私自身，論文に書いてある実験手技などは，やったことがない技術で
あっても，同じ人間がやっているのだからきっと私にもできるはずと
思って，自分の研究に応用できる技術にはとにかく貪欲に取り組んでい
ます。「私だからできる Only one の研究が No.1 の研究になる」をモッ
トーとして，常に新しい研究手法を自分のものにして研究を進めるこ
と，自分の研究分野に関連するものからどんどん脱線しながら広い分野
の知見を得て，自分の分野に関連づけられるかどうかを考えるのが私の
研究スタンスです。

学部卒と同じ扱いで採用されたので，上に上がるには学位を取らない
といけなくて，論文博士で学位の取得を目指しました。教授からは「他
の研究室の先生方からしたら『中退させてまでして採ってるんだからす
ごい人物なんだろう』と，そういう目で君は見られてるんだから，人よ
り 10 倍努力せなあかん。」って言われました（笑）。論博を必ず最短年
限で取得しなさいとも言われて，朝も夜も休みもなくというくらい研究
に邁進する生活をしていました。

岡野先生は恩人ですね！

まさに今の私があるのは，岡野先生のお陰です。先生との出会いが私
の今のスタートだと思っています。

岡野先生からは「研究には学歴も出身地も年齢も男性も女性も関係な
い。誰にもできなかった事実を最初に発見した者が正当に評価される。
これほど平等なものはない。君にだって，世界一の研究ができる。」と
言われたのがとても心に残っています。

本日はお忙しい中 ありがとうございました！
神戸学院大学　薬学部　薬学科　衛生化学研究室　　　　　　　　
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