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アショフ・ホンマ記念財団 
本間研一理事長 プロフィール 

                                                                  
生年月日   

1946 年（昭和 21 年）11 月 10 日、北海道札幌市南 14 条西 15 丁目にて出生 
 
教育歴 

1965 年（昭和 40 年）4 月 札幌市立旭ヶ丘高等学校卒業 
1967 年（昭和 42 年）4 月 北海道大学医学進学過程修了 
1971 年（昭和 46 年）4 月 北海道大学医学部卒業 
1977 年（昭和 52 年）4 月 北海道大学大学院医学博士過程修了 

 
職歴 

1973 年（昭和 48 年）4 月 北海道大学医学部付属病院精神神経科臨床研修修了 
1977 年（昭和 52 年）4 月 北海道大学医学部文部教官・助手 
1978 年（昭和 53 年）6 月 ドイツ連邦共和国マックス・プランク研究所研究員 
1980 年（昭和 54 年）2 月 北海道大学医学部文部教官・講師 
1982 年（昭和 57 年）5 月  北海道大学医学部文部教官・助教授 
1992 年（平成 4 年）1 月 北海道大学医学部文部教官・教授 
2005 年（平成 17 年）4 月 （国大）北海道大学医学研究科・研究科長、医学部長 
2009 年（平成 21 年）4 月 （国大）北海道大学脳科学研究教育センター長 

（至 2012 年年 3 月 31 日） 
2010 年（平成 22 年）4 月 北海道大学名誉教授 

北海道大学大学院医学研究科時間医学講座・特任教授 
（至 2012 年 3 月 31 日） 

2012 年（平成 24 年）4 月 北海道大学脳科学研究教育センター・客員教授 
               (至 2016 年 3 月 31 日) 

6 月 特定医療法人社団慶愛会札幌花園病院・理事長 
           12 月  一般財団法人アショフ・ホンマ記念財団・理事長 
 

兼任（主たるもの） 

 2006年 ～      日本学術会議・連携会員 

 1994年 ～      日本時間生物学会理事 

2011年 ～       京都府立医科大学・客員教授 

2012年 ～      時間生物学世界連合（WFSC）・副会長 

2012年 ～      信州大学医学部・客員教授 

 2013年 ～      アジア睡眠学会（ASRS）・副会長 

2015年 ～      アジア時間生物学フォーラム・代表 

  2017年 ～      中華人民共和国哈爾浜医科大学・名誉教授 
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資格・表彰 
1971 年  医師免許証下附（第 209794 号） 
1977 年  医学博士号授与（北海道大学 甲第 1192 号） 
2007 年  北海道知事賞 
2007 年   北海道医師会賞、 
2011 年   World Sleep Lifetime Contribution Award 
2016 年    Special Contribution Award to Chinese Society of Biological Rhythms 

 
学会役員等（主たるもの） 
日本学術会議 

2006 年～現在    連携会員 
日本睡眠学会 

1993 年～2013 年 日本睡眠学会理事 
2007 年～2012 年 副理事長 
2007 年～2018 年 日本睡眠学会機関誌（Sleep and Biological Rhythms）編集長 

アジア睡眠学会（ASRS） 
2006 年～2012 年 事務局長 
2013 年～現在 副会長 

日本時間生物学会 
  1994 年～2019 年 理事 
  2005 年～2010 年 理事長 

時間生物学世界連合（WFSC） 
 2002 年～2012 年 会長 
アジア時間生物学フォーラム（AFC） 
 2015 年～現在 代表 
日本宇宙航空環境医学会 

1994 年～1997 年 理事 
日本生理学会 

1996 年～2002 年 常任幹事 
日本神経科学会 

1980 年～現在 正会員 
日本生気象学会 

1992 年～2013 年 幹事 
日本神経内分泌学会 

1997 年～2004 年 評議員、理事 
2005 年～ 名誉会員 

日本内分泌学会 
1982 年～2012 年 代議員 

  2006 年～2008 年 北海道支部長 
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SRBR（Society for Research of Biological Rhythm） 
2001 年～2004 年 機関誌（Journal of Biological Rhythms 副編集長） 

 
主宰学術集会（主たるもの） 

1984 年～現在   生物リズムに関する札幌シンポジウム 事務局長、議長 
1993 年～1995 年  日本／米国 NFS ワークショップ 日本代表 
1996 年      第 21 回日本睡眠学会 主宰 
1999 年      第 37 回日本生気象学会 主宰 
2000 年      第 18 回内分泌・代謝学サマーセミナー 主宰 
2003 年      第 1 回時間生物学世界大会（WCC）主宰 
2003 年      第 10 回日本時間生物学会 主宰 
2004 年      第 81 回日本生理学会大会 共同世話人 
2015 年、2018 年  第 1 回、第 3 回アジア時間生物学フォーラム 主宰 

  

学術業績 

 本間研一理事長は、1971 年に北海道大学医学部卒業して以来一貫して「生物時計」の

基礎研究にたずさわり、2019年 7月までに英文原著論文 206編、英文総説 11篇、英文著

書 59編、邦文原著論文 12篇、邦文総説 147編、邦文著書 53篇を発表するとともに、国

内外の学会講演、シンポジウム演者、招聘講義など数多くの活動を行ってきた（別紙）。

代表的な著書には、「生体リズムの研究」（北大図書刊行会）、「臨床時間生物学」（朝倉

書店）、「時間生物学事典」（朝倉書店）などがあり、「生体リズムの研究」は 1989年刊行

であるが、数年前に復刻版を出している。また 1984年以来、ほぼ 2年おきに国際シンポ

ジウム「生物リズムに関する札幌シンポジウム」を主宰し、その内容を英文単行本とし

て出版して、その数はすでに 13冊にも及んでいる。この一連の単行本は、本邦における

時間生物学の歴史をたどる最良の資料となっている。 

本間研一理事長は、大学院時代にラットの行動リズム、深部体温リズム、血中副腎皮

質ホルモンリズムを同一個体で連続して測定する方法を開発し、恒常条件下でのフリー

ランリズムを解析した（1978）。ドイツから帰国した後、ラットの給餌時刻制限により出

現する概日振動（FEO）の性質を解析してその特徴を明らかにし、視交叉上核外概日振動

体の概念の確立に寄与した。さらに、ヒト体内時計の特徴である内的脱同調を、薬物（MAP）

を用いてげっ歯類で報告し、脱同調した行動リズム（MAP振動）が視交叉上核に依存しな

いこと（1987）、ヒト睡眠覚醒リズムと極めて類似した性質を示すことを明らかにし

（2000）、MAP 振動は覚醒レベルの上昇による脳内の視交叉上核外振動体の再統合により

形成されるとの仮説を提唱した（2014）。このモデル動物を用いたヒト体内時計の研究は

日本発のオリジナル研究である。また、哺乳類の時計遺伝子の１つである Bmal1 の概日

リズムを、発見者の池田正明博士らと共に世界で初めて報告した（1998年）。さらに、概

日時計の中枢である視交叉上核の振動体ネットワークを解析し、概日時計が階層的多振

動体システムであることを示した（2016）。それに関連して、季節変動への適応メカニズ

ムとして仮定された E,M振動体の実体を、げっ歯類を用いて明らかにした（2007、2017）。 
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本間研一理事長は、臨床医学に通じる研究も展開した。その初期には、睡眠覚醒リズ

ム障害に対し有効な高照度光療法を日本で初めて浅野裕博士らと共に実施した（1984年）。

1982 年、ヒト体内時計の研究には必須の施設である時間隔離実験室を日本で初めて、世

界では 4 番目に設置し、高照度光によるヒト体内時計の昼夜変化への同調を世界に先駆

けて実証するとともに（1987）、光パルス法による位相反応曲線を発表した（1988）。ま

た、内的脱同調の際の概日リズムと睡眠覚醒リズムの相互関係を明らかにし（2004）、さ

らに運動や食事などの非光因子が概日リズムではなく、睡眠覚醒リズムを同調させるこ

とを実証した（2017，2019）。2001 年～2003 年にかけては、国際宇宙ステーションに滞

在する宇宙飛行士を摸倣した地上実験を 3 ヶ月に渡って行い、低照度下では、規則正し

い生活（睡眠覚醒リズム）を維持しても、概日リズムは脱同調することを明らかにした。 

本間研一理事長は、その他日本時間生物学会・理事長、時間生物学世界連合（WFSC）・

会長、アジア時間生物学フォーラム（AFC）・代表、日本睡眠学会の副理事長、機関誌（Sleep 

and Biological Rhythms）・編集長、アジア睡眠学会（ASRS）・副会長などを歴任し、日

本のみならず、アジアや世界における時間生物学の発展に寄与している。 

 


