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｢寄生虫研究：材料と方法｣刊行に寄せて 

 

この度、日本寄生虫学会の中心メンバーの執筆を得て、｢寄生虫研究：材料と方法｣が刊

行される運びとなりました。わが国の寄生虫学研究は先人達の素晴らしい業績に立って、

今日も重要な発見が相次ぐ活況にあります。 

 医学領域における寄生虫学は基礎医学領域から臨床医学、社会医学に亘る広範囲な研究

アプローチが摂られる包括的な研究対象です。真核生物で且つ単・多細胞動物が人体に寄

生するという驚くべき生物現象が展開されており、今日でも多くの研究者の興味を引きつ

けていることは論を待ちません。しかしながら、研究対象としての寄生虫の取り扱いは専

門領域外の人にとってハードルが高いことも事実です。複雑な生活史を持つ寄生虫を安定

して維持し、かつ実験モデルに活用するためには手技の習熟が必要です。ある研究試料さ

え利用できれば解決の糸口が見いだされる予感はするものの、材料の準備と手技の困難の

ために断念することは研究者の多くが経験することです。これが寄生虫であればなおさら



深刻と言えるでしょう。寄生虫取り扱いのノウハウを論じた図書は、これまで国内ではご

く限られたものにとどまります。一方で私たちが普段手がけている寄生虫がこれからの医

学生物学の課題解決に大きなヒントを与える有望な研究対象であることを意識しながら、

寄生虫の価値を理解し、共同研究をともに考えるパートナーの出現を常に待望していまし

た。 

 本書はその問題克服を図ることがそもそもの刊行目的でした。編集の労を摂られた宇賀

昭二博士、丸山治彦博士は多くの寄生虫の取り扱いに習熟した第一線の研究者です。そし

て他領域の研究者とも積極的な共同研究を展開して、専門外の研究者が寄生虫に求める価

値や関心をよく理解しています。ともすれば Green handの世界であった寄生虫も、他領域

の研究者がその｢材料と方法｣を知ることにより、課題解決のまたとないツールとしての価

値に気づくことでしょう。 

 本書が新しい研究の展開に資することを期待しています。 

 

東京医科歯科大学教授 太田伸生 
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あとがき 

膨大な数の国際論文が巷に溢れる時代になった。喜ばしい傾向であるが、問題点も多い。 
論文で著者が力を振り絞って書き上げるべきは、materials and methods と resultsである。
Discussionは、世につれ学問につれ変化し、寿命がある。しかし materials and methods
は、記載が正しければ resultsと同じく実験の記録として永遠不変のはずであり、これぞ自
然科学の真髄である。しかしながら、最近の editorはこの materials and methodsに簡易



記載を求める傾向がある。求めているのは、editor ではなく publisher かもしれない。い
ずれにせよ materials and methodsが割を食っている状況であり、これは論文書きを通し
て自然科学者としての基本能力を育成する文化から考えても、また役に立つ情報を学界で

すべからく共有する文化から考えても、望ましい状況ではない。 
自分が使った materials and methodsに関する情報は、ちょっとした know howでも、他
家にとっては貴重であり、些細な情報が大きな結果をもたらす。特に materials and 
methods が日進月歩の現代にあっては、国際論文に書ききれない情報を lab 内で share す
るだけでなく、labを超えて広く普及させることが望ましい。 
今回、幸いにも宇賀博士、丸山博士による編集で本書が出版されたことは、まことに意義

深い。寄生虫関連の研究推進に利用されることを期待している。 
 
                     岐阜大学名誉教授 高橋優三 


