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はじめに
帝京大学医真菌研究センター（Teikyo University
Institute of Medical Mycology，以下 TIMM）は，我
が国における医真菌学および関連領域における研究な
らびに教育の向上，さらには国際交流の推進を目的と
して，1983 年 10 月に帝京大学医学部に付置設立され
た．その後，帝京大学の付置研究施設として改組し，
現在に至る．TIMM が推進している活動の内容は多
岐にわたっているが，その主軸となっているのは，
「ヒトおよび動物に対して病原性を示す真菌株（病原
真菌株）の収集，保存ならびに分譲事業」である．
TIMM は 1984 年に日本微生物株保存連盟（JFCC）
に加盟し，主に東京大学医学部細菌学教室（TUM）
および金沢医科大学皮膚科学教室（KMU）より移管
された真菌株を基本骨格とするカルチャーコレクショ
ン（TIMM コ レ ク シ ョ ン ） の 整 備 を 進 め て き た．
TIMM 設立当初から現在に至るまで，真菌症の脅威
は拡大の一途を辿っており，それに伴って病原真菌に
対する関心も高まりを見せている．このような背景の
下，TIMM コレクションはその規模を拡大し続け，
コレクションを構成する真菌株の数は 2009 年末の時
点 で 9000 株 以 上（ 酵 母： 約 6500 株， 糸 状 菌： 約
3200 株など）にのぼっている（図 1）
．TIMM コレク
ションに関する特筆すべき事項として，TIMM に寄
せられてきた病原真菌株の多くが，我が国固有の微生
物資源といえる臨床分離株である点が挙げられる．し
たがって，これらのコレクションは現在も急速な拡大
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を続けている病原真菌の分類・系統学的研究はもとよ
り，これらの真菌に起因する真菌症の疫学，病因論，
免疫学，診断法および化学療法など，多方面の研究に
必須となる貴重な研究資源となっている．
真菌株コレクションを活かした研究活動
先に述べたように，TIMM は多様な臨床分離病原
真菌株を中心に，医療・学術の両面において価値の高
い真菌株の収集，保存ならびに分譲を約 30 年間にわ
たって進めてきた．病原微生物を安全に取り扱うこと
のできる設備，知識ならびに技術をもつ大学，公的研
究機関，医療機関，企業の研究所などに対して，これ
らの真菌株コレクションは積極的に分譲されており，
医療や産業分野の研究，とりわけ感染症対策上の研究
に役立てられている .
一方，外部機関への真菌株の分譲活動と並行して，
TIMM では医真菌学および関連領域に関する研究活
動に取り組んでいる．活動の範囲は化学療法を中心
に，生理・生化学，免疫学，分子生物学，形態学な
ど，多岐にわたっている．主軸である化学療法の分野
においては，抗真菌薬に関する基礎的・応用的研究が
極めて重要な位置を占めている．TIMM は，抗真菌
薬の薬効評価を中心とする前臨床段階の研究における
我が国で唯一の専門研究機関として，例えば，新規抗
真菌薬の開発過程において，候補物質の薬効評価に関
わる試験項目に関する臨床試験成績の予測や用量設定
に必要な基礎的データの提供を行ってきた．1984 年
の tioconazole を出発点に，現時点で（内用，外用を
含め）10 種類を超える抗真菌薬の前臨床試験に関与
した実績がある．TIMM が抗真菌薬に関する信頼性
の高い解析結果を長期間にわたって提供し続けること
ができた背景には，貴重な臨床分離株に富む TIMM
コレクションを利用して独自に培ってきた抗真菌薬に
関する基礎的研究ノウハウの蓄積がある．例えば，本
コレクションを構成する臨床分離株の中には表現形質
が標準株のそれと異なる真菌株が数多く含まれてい
る．このような株に対して in vitro および in vivo 条
件下で行ってきた数多くの抗菌活性試験の結果は，我
が国における抗真菌薬の感受性試験法を構築し，標準
化していく過程で役立てられてきた．こうした地道な
成果の蓄積に基づいて，現在の TIMM は特定の試験
項目に関する委託研究の他，新規薬剤の探索からライ
センス導入，基剤・製剤の選定と臨床試験，さらには
市販後調査に至る一貫した研究開発を行っている．ま
た，TIMM では真菌株のコレクションを利用して実
験用動物への感染・病態形成モデルを構築してきた．
TIMM コレクションは同一の菌種でありながら表現
形質に違いのある真菌株を多数含んでいる．このよう
な利点を活かして，構築したい病態に，より適した株
を使用した信頼性の高い（安定した）動物実験モデル

─ 69 ─

の構築に成功している．例えば，重篤な真菌症を引き
起こす Candida albicans や Aspergillus fumigatus に
ついては，マウスを用いた口腔，食道，肺などへの感
染・病態形成モデルを確立している（Takakura et
al., 2003; Tansho et al., 2006; Ishibashi et al., 2007）
．
また，患者数の面で世界最大の真菌症である皮膚糸状
菌症（白癬）については，本症の重要な原因菌の一つ
である Trichophyton mentagrophytes を用いて，モル
モットにおける体部白癬や足白癬の病態形成モデルを
確立している（Itoyama et al., 1997）
．これらのモデ
ルは，臨床の場で実際に使用されている抗真菌薬や新
規抗真菌薬の候補物質の他，抗真菌活性を示す生理活
性物質の薬効評価試験などに数多く使用されてきた．
また，抗真菌薬の作用メカニズムや真菌症の病態形成
に関する分子メカニズムを解析するためのツールとし
ても利用されている．このような解析を通して得られ
た知見は，その後の臨床試験や抗真菌薬の開発などに
役立てられており，真菌症の治療，予防に貢献してい
る．
おわりに
現在，TIMM が管理・保存している真菌株のコレ
クションは 9,000 株を超えており，他の機関が保有す
る微生物のカルチャーコレクションと比較しても遜色
のない規模といえる．コレクションの規模は今後も拡
大していくであろう．TIMM コレクションについて
最も特筆すべき点は，国内の臨床症例から病原菌とし
て分離された臨床分離株を中心にコレクションが構成
されており，その中に表現形質が標準株と異なる真菌
株が多数含まれている点である．特に抗真菌薬に対す
る感受性の異なる真菌株を保有している点について
は，耐性株に対する対策，耐性化機構の解析をはじ
め，臨床上重要な意味をもつ．抗真菌薬の開発に携わ
る製薬企業などでは，臨床の現場で分離されてくる臨

床分離株を入手することが年々困難な状態になりつつ
あ る． し た が っ て， 臨 床 分 離 株 を 多 数 保 有 す る
TIMM コレクションは，我が国にとって極めて重要
度の高い知的財産となっていくものと考えられる．
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