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第 26 回日本 Cell Death 学会を主催して        2017 年 10 月 16 日 

 

東邦大学医学部生化学講座 教授 中野 裕康 

 

東邦大学医学部に赴任する直前に日本 Cell Death 学会前理事長の太田成男先生から、次の学会の会頭を中野さ

んがやりませんかというお声をかけていただきました。太田先生曰く、「中野さん、大きな学会の会長（私は別

に学会の会長をやりたいとも思っていませんでしたが）をやる前には、小さな学会の会長をやるのは練習になっ

ていいものですよ」というようなニュアンスのことを言われて説得されたように記憶しております。その時には

赴任直後ということもあり、１〜２年後であればお引き受けいたしますと返事を差し上げたところ、今回学会頭

をお引き受けすることになりました。 

 皆様もご存知のように現在の日本の科学研究を取り巻く状況は日に日に厳しくなっていると思われま

す。国立大学の運営交付金が削減され、その結果として科学研究費を含めて外部資金の獲得のために激しい競争

が繰り広げられております。当然のごとく大学の教員の数も削減せざるをえない傾向にあり、博士研究員のよう

な臨時雇用にもかかわらず人聞きがいいということで特任助教などのポストが乱造される状況に至っています。

この変化は大学にとどまらず学会の開催のための企業からの寄付金は広告費の減少、あるいは学会の参加者数の

減少という形で学会の開催及び運営の困難さを招いています。この学会もこの例外ではありませんでした。当初

の予想どおり企業からの寄付は非常に厳しいものでしたが、幸いにも私の恩師であります順天堂大学アトピーリ

サーチセンター長の奥村康教授、私の順天堂大学時代からの友人であります脳神経内科学教授の服部信孝先生の

お声かけで、なんとか学会を開催するための寄付が集まり学術集会を無事開催することができました。心からお

礼を申し上げます。 

今回の学会で目指したのはなるべく多くの方にポスター発表をしてもらい、かつ質の高い面白いシン

ポジウムを企画することでした。シンポジウムの座長として東京大学の一條秀憲先生、東京医科歯科大学の清水

重臣先生、東京薬科大学の田中正人先生、京都大学の鈴木淳先生、高橋良輔先生、椛島健治先生らに素晴らしい

企画をしていただきました。また Fas の発見者で日本の細胞死研究の草分けであります京都大学の米原伸先生、

哺乳類細胞のカスパーゼの最初の発見者であり日本の細胞死研究を牽引されている東京大学の三浦正幸先生に

特別講演を賜りました。私事で恐縮ですが、今回シンポジストで発表していただいた方々の一部の方は、岡田泰

伸先生が世話人になり 1990 年代の後半〜2010 年まで岡崎生理学研究所で毎年１回行われた「細胞死研究会」に

コアメンバーとして参加されていた人たちです。私もその研究会の末席に参加させていただき、毎年胃が痛くな

るようなプレッシャーの中で発表するという貴重な体験をさせていただきました。現在ではそのような会を開催

することができなくなってしまい、非常に残念でなりません。今後はこの日本 Cell Death 学会をハブとして、

そのような会にすることができればと思っております。 

 また今回は新しい企画として若手研究者をいかに海外に派遣して、活躍してもらうかについてのパネル

デイスカッションを企画しました。昨年ドイツのケルン大学教授の Manolis Pasparakis 博士が私のラボを訪問

し、セミナ−をしてくれた時に、ドイツでは promotion するためには外国に留学することが非常に重要だという

ような話をされていました。一方で、現在の日本では科学研究を取り巻く環境の悪化に伴い、海外に留学する若

手研究者の減少や、外国のラボとの共同研究数が減少していることが問題になっております。これについては文
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部科学省も色々なグラントを新規に設けて、海外への若手研究者の派遣や海外との共同研究を促進しようと模索

している状況です。今回のパネルデイスカッションでは、海外でポスドクとして研究をすることの素晴らしさな

どを紹介していただきました。しかし、一方で海外からなかなか日本に帰国するときに魅力的なポストを日本の

大学を含めた研究機関が十分に提供できていないのではないかという問題については、十分な議論ができなかっ

たように思います。おそらく最も問題な点は、海外で仕事がうまくいかずに論文が出なかったポスドクに対して、

日本の企業や大学などがポストを提供できるようなバックアップシステムを構築できていない点ではないかと

思っております。研究の世界には当然競争の原理は必要ですが、敗者復活戦のような社会環境を構築しておく必

要があると思われます。今後この点については、文部科学省、大学、企業や様々な学会を含めて十分検討してい

く必要があると感じております。 

 最後になりますが、今回の学会は参加していただいた研究者の皆様、ご寄付をいただいた企業の皆様、

また裏方として頑張ってくれた東邦大学医学部生化学講座のスタッフメンバー全員のおかげで無事終了するこ

とができました。最後に深謝したいと思います。また太田先生におきましては、貴重な経験をさせていただき有

難うございました。 

 

第 27 回 日本 Cell Death 学会学術集会のご案内 

会頭ご挨拶 

京都府立医科大学 大学院医学研究科 循環器内科学 的場聖明 

2018年度の第 27回日本 Cell Death学会 会頭

を拝命致しました京都府立医科大学 循環器内科

の的場聖明です。副会頭の天理医療大学 医療教

育・研究センター 金井恵理教授と協力して本学会

を企画しております。私どもは最初は、循環器内科

の診療における急性心筋梗塞や心不全におけるア

ポトーシス研究やミトコンドリアの研究を通して

細胞死研究を始め、オートファジーの制御機構にお

いて共同研究を開始し、現在は糖尿病、認知症、癌

などあらゆる病態における細胞死の研究を行って

います。 

本学会も 2016,17年度の学会と同様に新学術領域

「ダイイングコード」との共催という形で開催いたします。今年度の学会は、201８年 7月 27日(金)、28日（土）

の 2日間にわたり、京都府立医科大学の図書館ホールで開催いたします。京都駅から市バスで約 20分の京都府

立医科大学の図書館内に位置し、至便な地域にも関わらず、鴨川と御所に挟まれた古都の趣を感じることのでき

る閑静な場所です。 

本学会では、最先端の細胞医研究の発表を 2日間実施する中で。初日は Life Science Dayとして主に細胞死

の機序や制御機構について、2日目は Medical Dayとして基礎研究から医学応用を中心に構成しています。特別
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講演には、京都大学大学院理学研究科 森和俊先生に小胞体ストレス研究の最新の話題を、教育講演には、慶應

義塾大学の河上裕先生に癌の免疫制御についてご講演をお願いししています。細胞死研究のシンポジウムととも

に充実した 2日間にしたいと考えております。ポスター発表では、優秀演題表彰を実施する予定であり、多くの

研究者間の議論を通して、細胞死研究の発展と医学貢献を目指しています。多数の会員の方々の学会への参加を

お待ちしておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

 

副会頭ご挨拶 

天理医療大学 医療教育・研究センター   金井恵理 
このたび、第 27回日本 Cell Death 学会学術集会を、京都府立医科大学循環器内科学 的場聖明教授とともに

お世話させていただくことになりました。ここに謹んでご挨拶申し上げます。 

 

本学会は、会員の半分が基礎研究者、半分が臨床医で、双方が一緒になって細胞死研究を軸に議論を繰り広げ

ることのできる、きわめて恵まれた学術の場でございます。第 27回のテーマは「生命科学と医学への貢献」で、

特に「細胞死研究を疾患治療にどう生かすか」ということについて、参加される様々なお立場の皆様それぞれに、

大きなお土産を持って帰ってもらうことを願って、的場聖明会頭とともにプログラムを構成いたしました。 

 

本学会の歴史を繙きますと、1992年に発足した「アポトーシス研究会」までさかのぼるようです。その後「東

海アポトーシス研究会」と合併して「日本アポトーシス研究会」、さらに発展して 2009年には「日本 Cell Death

学会」となって現在に至ります。わたくしどもも「日本アポトーシス研究会」時代より勉強させていただいてお

り、このたびの第 27回学術集会は、これまでのご恩返しの心持ちでお迎えする所存でございます。 

 

7 月の京都はちょうど祇園祭の暑い時期でございます。暑い盛りに熱い議論が交わせる場を心を込めてご用意

しておりますので、どうぞご参加ください。多くの方々のご参加を楽しみにお待ちしております。  
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監事ご挨拶 

「日本 Cell Death 学会は時空を超えて」 

  生命科学文化推進機構理事長 

  名古屋大学大学院医学研究科客員研究員 

  早川あけみ 

 

 

 本年度の日本 Cell Death 学会総会に於いて監事役を果たすことが叶い紙面をお借りし心より感謝申し上げま

す。 

 

 さて世界はグローバル化の影響で多様性の進化を遂げ光と影を問うクリティークな現代社会でもあります。特

に影の部分ではメンタル（心）の枯渇が人々の健康寿命に影を落とし健全な生活を阻みます。一方、生命科学は

確実に光の部分は研究成果として再生医療や AI（人工知能）におよび創薬や最新治療の開発に世界中が凌ぎ合い

人類に貢献しています。更に国内に目を向けると多彩な学会が存在する中に日本 Cell Death 学会は生命の根元

たる発生学研究では重要な役割を担っています。 

今回、日本 Cell Death学会設立に関与させて頂いた一人としてその経緯をお話しさせていただきます。 

初めて apoptosisを知り得た２５年前は名大医学部図書館の Scienceを目にした際、個体の組織の成長過程でプ

ログラム化された細胞死の論説に目から鱗となり遺伝子による細胞死に身震いを覚えました。その感動をいち早

く伝えたく共同研究の先生らにお声がけし apoptosis研究のスタートと同時に「名大医学部アポトーシス研究会

」の名称で基礎や臨床の先生らとゼミ式の勉強会が始まりました。その後、１９９７年に「東海アポトーシス研

究会」を開催することになり、幸いにして東京のアポトーシス研究会と交流する機会を得こととなり 

一つに纏める研究会の構想が実り国内初の「日本アポトーシス研究会」が誕生しました。日本アポトーシス研究

会ニュースレターの編集委員を鈴木先生共々に長期に渡り会員皆様の協力も得てお届けすることが出来ました。

実は自身の密かな野望の夢を抱き某製薬会社の担当者にいつかは学会にしたいと夢を語ったことが今では懐か

しく想い出します（苦笑）。山口東京理科大学に在職した後も、講義やゼミでは apoptosis の神秘や apoptosis

研究に興味を抱くよう学生らに熱く語りました。そして時が来たかのように有志の先生らと共に学会設立に向け

た準備会議を重ねながら、先ずは学会名の選択を名大医学部ゼミ室で意見交換し最終案としてアポトーシスに留

まる事の無いよう広義の意味も含めた細胞死とする「日本 Cell Death 学会」が決まり、現在に至っています。 

 

不確かな時代においてモーガン・フリーマンが提唱する Beyond  the  space − time はまさに日本 Cell Death

学会が未来を想い時空間（時間・空間・生命）を見据えながらワクワクする細胞死研究の交流する学会となるこ

とを切に願っています。 
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名古屋キャッスルプラザで開催

されたライサ記念講演会  

2017 年 9/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝宴会に弁護士や議員らに囲まれて  2017 年 9/3 

  



日本 Cell Death 学会 Newsletter Vol.23                                                2017 年 12 月 

 

7 

 

監事就任にあたり 

仁科 博史 東京医科歯科大学難治疾患研究所 発生再生生物学分野 

 

 早川あけみ先生の後任として、2017年7月25日より４年間、日本Cell Death学会監事を務めさせて頂きます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。長きに渡り「学会の財産および会計並びに理事の職務の執行状況の監査、

監査報告書の作成等」を完璧にこなされた早川先生に近づけるよう努力いたします。 

 大学院時代には、がん原遺伝子c-fosファミリーメンバーfra-2遺伝子を発見しました。留学先のトロントでは

c-Jun N terminal kinase (JNK)シグナルの生理的役割の解明を研究テーマにしました。留学１年目にはGreenberg

博士らによって「JNKはアポトーシス誘導シグナルであること」がScience (1995)に報告されました。私の作出

したJNK活性化因子MKK4 (SEK1)およびMKK7ノックアウト(KO)マウスの表現型はともに胎仔肝形成不全であり、

「JNK系シグナルが肝幹細胞である肝芽細胞の増殖に必須であること」を示す結果となりました。 

 帰国後の３０代後半は毎年、本学会の論客の先生方に厳しく鍛えて頂きました。研究者としての基礎作りをし

て頂いた素晴らしい修行の場でありました。その後もMKK7条件付きKOマウスの作出から「JNKシグナルは、胎仔

の神経細胞の移動や軸索伸長に必須であること」、「JNKシグナルは、成体マウスの概日リズムや運動の制御に

必須な役割を果たしていること」を示しました。細胞死とは異なる生理機能でした。私の研究は「Cell Death」

というより、細胞死と隣り合わせの「Cell Survival」となりました。 

 それ故、本学会で私は傍流研究者ですが、客観的に本学会を評価する監事には適任かもしれません。細胞死の

研究は新たな段階に進み、多様な因子と複雑なシグナル経路が次々と明らかにされつつあります。私もいつか本

流の研究者として研究発表したいと願いつつも、向こう４年間は傍流者として本学会を楽しみたいと思います。

引き続き、ご指導ご鞭撻宜しくお願い申し上げます。 
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第 26 回日本 Cell Death 学会学術集会 口演賞・ポスター賞受賞者 

優秀口演賞を受賞して 

東北大学 学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部  中山勝文 

この度は栄誉ある賞を頂き、大変ありがとうございました。現在、マクロファージがどのようにシリカやアスベ

ストといった結晶微粒子を食べるのか？に興味を持って研究を進めています。異分野融合研究所（任期制独立ポ

ジション）に身を置いているため、理系文系問わず様々な分野の研究者と交流する機会が多く、大変刺激的なの

ですが、その分方向性に迷うことも増えます。そもそも任期制で迷っている場合ではないのですが。例えば、い

くつかのナノ粒子は同じ材質のマイクロ粒子に比べて強くマクロファージ炎症応答を引き起しますが、それを発

表すると、工学系研究者から、サイズが違うと作り方が違うので、単純にサイズだけの影響と考えて良いのか？

不純物等の影響はないのか？という質問を受け、答えることが出来ません。という訳で、自分でナノ粒子を作る

ところから戻る、というふうに紆余曲折しています。 

 さて今回の年会頭の中野裕康先生、そしてパイロトーシス研究で世界をリードしている招待講演者の榧垣伸彦

先生には、順天堂大学免疫学講座（奥村康教授）で大学院生時代に指導して頂き、今思えば、非常に恵まれた研

究環境でした。その分、もっと自分は頑張らないと、と思います。今回初めて本学会に参加させて頂いたのです

が、やはり細胞死研究は面白いと感じました。今後ともご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。 
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最優秀ポスター賞を受賞して 

 SMART によるネクロプトーシス進行の継時的解析 

東邦大学 医学部 生化学教室 村井 晋 

 このたびは、栄えある賞を賜りまして誠にありがとうございました。 

 演題にあるネクロプトーシスは虚血性再灌流障害や膵炎、心筋梗塞など多くの病態に関与しているネクローシ

ス様のプログラム細胞死です。ネクロプトーシス実行によって周囲に強い炎症が惹起され、このことが組織損傷

の原因となります。つまりネクロプトーシスは組織損傷の起点となりうるわけですが、組織内の死細胞は速やか

に排除されるため、組織内でその誘導部位を正確に知ることは困難です。また in vitro においてもネクロプトー

シスを他の細胞死と区別して継時的に検出する方法はありませんでした。 

 1 分子 FRET（intramolecular FRET）はタンパク質の構造変化やリン酸化やアセチル化などの翻訳後修飾を

モニターすることができる方法です。私はネクロプトーシス誘導後に実行分子である MLKL が多様にその分子

状態を変化させることに注目し、MLKL の部分配列を YFP と CFP の間に組み込んだ FRET プローブ、SMART

を作製しました。SMART を L929 細胞に導入し、ネクロプトーシスを誘導したところ細胞死が実行される前に

FRET が起こりました。このことから SMART によって単一細胞レベルでネクロプトーシスをモニターできるこ

とが明らかとなりました。 

 ネクローシス様の細胞死の特徴として HMGB1 などの DAMPs が細胞外に放出されることが挙げられます。

HMGB1 の imaging と SMART による FRET の同時解析の結果から、核内に存在する HMGB1 がネクロプトー

シス誘導後に細胞質に漏出してくること、またそのタイミングは FRET が起こる直後であることが明らかとなり

ました。このことはネクロプトーシスの実行が単に MLKL による細胞膜の傷害にだけよるものではなく、その

前に起こる核膜の傷害などの細胞内環境の変化を伴った細胞死であることを示唆しています。SMART がどのよ

うな細胞内の環境変化をモニターしているかについては正確には解明されていないため、今後明らかにしていく

べき課題です。さらに in vivo でもネクロプトーシスをモニターするために、SMART を発現するトランスジェ

ニックマウスの作製を現在進めているところです。 

 本研究の推進にあたり、共同研究者の先生方から多大なるご助力や有意義なご意見を賜りました。この場をお

借りして御礼申し上げます。またポスターセッションでは多くの学会員の方が研究内容に興味を持っていただい

ただけでなく活発に議論していただきましたこと、心より感謝申

し上げます。特に若手の会員の方々から鋭いご指摘や率直なご意

見をいただいたことは私にとって大きな刺激となりました。今後

はこの受賞を励みとし、より一層の研鑽を積みたいと思います。 

村井（mryshin@med.toho-u.ac.jp） 

 

 

 

 

 

ポスター会場にて

mailto:mryshin@med.toho-u.ac.jp
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最優秀ポスター賞を受賞して 

エッセイ：リン脂質の酸化と細胞死 

北里大学・薬学部・衛生化学  松岡 正城 

 

皆様方、初めまして、北里大学・薬学部・衛生化学の松岡正城です。編集委員の刀祢先生から、何でもいいの

で書いてと急にエッセイの執筆を依頼されまして、非常に困りまして、何を書いていいのかよくわからないので、

とりあえず自己紹介がてら、現在研究しているリン脂質の酸化が起因となる新規細胞死についてお話させて頂こ

うかなと思っております。面白く書けないかも知れませんがご容赦下さい。 

酸化ストレスは、脳疾患や心疾患などの多くの疾患の発症や進展に関わっているとは言われていますが、実際

にどのように疾患を引き起こしたり、進展させたりしているのかについては、よくわかっていませんでした。酸

化ストレスによる疾患の発症や進展のメカニズムを明らかにするために、当研究室ではこれまでに、今井浩孝教

授が中心となって、生体膜リン脂質が酸化されて生じたリン脂質ヒドロペルオキシドをグルタチオン依存的に還

元する抗酸化酵素であるリン脂質ヒドロペルオキシドグルタチオンペルオキシダーゼ(GPx4)を欠損させ、内在的

に生成されてくる酸化ストレスを消去できないようにした時にどのようになるのかをマウスや細胞などを用い

て解析してきました。その結果、GPx4を全身でノックアウトすると、胚発生過程で致死となり、様々な臓器での

特異的なノックアウトでも臓器の形成や機能の維持ができなくなることを見出しています。多くの人は、酸化ス

トレスで細胞が死ぬ時は、高濃度での過酸化水素刺激時で観られる様に細胞膜の脂質が酸化され細胞膜の構造を

維持できなくなってネクローシスが誘導されると思うのではないでしょうか？しかし、GPx4を欠損した時の内在

的な脂質酸化が起因となる細胞死は、ネクローシスの様に細胞が膨潤して破裂していくこともなく、アポトーシ

スの様にカスパーゼが活性化し DNAの断片化も起きず、オートファジー性細胞死のようなオートファゴソームの

形成が亢進しているなど特徴も見られません。また、GPx4を欠損してリン脂質のメタボローム解析を行うと、ホ

スファチジルコリンヒドロペルオキシド(PC-OOH)が微量に蓄積していることを見出しています。この微量のリン

脂質ヒドロペルオキシドの蓄積が、細胞死の引き金になっていると考えましたが、GPx4を欠損しただけで、なぜ

組織や細胞で内在性のリン脂質ヒドロペルオキシドの生成が起き、どうやって感知し細胞死へと至るのか、その

脂質酸化のメカニズムや細胞死の実行メカニズムについては、全く明らかではありませんでした。生体膜におけ

るリン脂質ヒドロペルオキシドの生成機構は、15-リポキシゲナーゼ(15-LOX)による酵素的な脂質酸化か、鉄を

介したフェントン反応による非酵素的な経路があると一般的に言われていますが、GPx4欠損による細胞死は、

15-LOX をノックアウトしても起きますし、鉄のキレーターでも抑制がかかりません。このことから、別の脂質酸

化システムの存在を予想していました。そこで、当時、修士の学生だった私は、博士課程のテーマとして、脂質

酸化依存的新規細胞死経路のメカニズムを解明することを目的に、細胞死の実行を担っている分子を網羅的に探

索することになり、細胞死研究の世界へと足を踏み入れることになりました。博士での研究で、ゲノムワイド

shRNAライブラリーによるスクリーニングから、脂質酸化依存的新規細胞死の実行因子としていくつかの遺伝子

を同定することができ、脂質の酸化を担う可能性のある新規遺伝子も見出すことができました。 

現在、この時に見出してきた遺伝子の細胞死経路での役割や見出してきた遺伝子自身の機能解析の研究を引き

続き行わせていただいております。脂質の酸化を担う可能性のある新規遺伝子についての解析の話を、第 26回
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日本 celldeath学会にて報告させていただきました。今後も、見出してきた遺伝子の機能解析が進みましたら、

その都度報告させて頂こうと思っております。日本 celldeath 学会の会員である細胞死研究の先輩方の皆様に、

是非意見をお聞きしたいので、これから学会などで見かけましたらどうぞよろしくお願いいたします。 

 

東京大学 分子細胞生物学研究所 幹細胞制御研究分野 木村拓也 

優秀ポスター賞を受賞して 

 

 この度は、第 26回日本 CellDeath学会学術集会の名誉ある賞を賜りまして、大変嬉しく思っております。学術

集会会頭の中野先生をはじめ、学会関係諸先生方に厚く御礼申し上げます。 

 私は肝臓が重篤または慢性性的な障害を受けた時に、出現し再生に寄与するとされている肝幹/前駆細胞に着

目して研究をしています。肝幹/前駆細胞は門脈域に出現しますが、起源やその制御機構について不明な点が多

く残されています。当研究室では肝幹/前駆細胞の新規制御因子として Tsukushiを同定しています。今回の学術

集会では、Tsukushi が障害に応じてその発現パターンを変化させ、肝幹/前駆細胞の誘導・増殖に重要な役割を

果たしていることを発表させていただきました。 

 日本 Cell Death 学会には今回初めて参加させていただきました。学術集会では興味を引かれる素晴らしい発

表がたくさんあり、また議論も活発に行われ密度の濃い二日間でした。私のポスター発表にも多くの先生方が足

を止めてくださいました。議論の中で、貴重なご意見やご助言を頂くことができ、とても楽しく刺激的な時間を

過ごすことができました。今回の受賞を励みに、今後もより良い研究ができるように、日々努力していきたいと

思います。本会の先生方には、今後ともご指導、ご鞭撻いただきますようお願い申しあげます。 

 最後に本研究は国立国際医療研究センター研究所 田中稔先生、東京大学 宮島篤先生のご指導と熊本大学 太

田訓正、東京大学 白髭克彦先生ならびに研究室の方々の協力により遂行することができました。この場をお借

りして、深く感謝申し上げます。 
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エッセイ  個体を使った遺伝学研究  

東京大学薬学部遺伝学教室 三浦正幸  

 

 ９月に Londonで行われた、第 25回 European Drosophila Research Conferenceに参加しました。ショウジョ

ウバエという遺伝学的な研究に適した生き物を使って、どんな生命現象を対象にして、いかなるアプローチ

で研究すれば個体での生命現象が理解できるのかという、広範で、ある意味、根源的な疑問を解きたい研究

者の集まりです。進化や種分化、発生、再生、遺伝子発現制御、シグナル伝達、神経科学、生理学、個体と

環境、疾患といった広範な分野をカバーしますが、同じ生き物を扱っている発表なので、分野を横断してそ

の研究アプローチを身近に感じ、自分の研究にどうやって生かせるのかを想像しながら聞けるのが楽しいで

す。細胞死関連のセッションとしては細胞競合があり、昨年、このニュースレターで紹介したマドリッドの

学会で会った研究者も update を発表しました。 

 

 ヨーロッパの研究者と話して感覚を共有したのは、新たな研究領域を作るべく先進的なアプローチ（先端

技術である必要はない）をしないと、次に開ける研究の景色が見えてこないということ。その意味で、Ruth 

Lehmann（Skirball Institute and HHMI, NYU, USA）の、mRNA を分子集合の核とした始源生殖細胞にある

生殖顆粒形成機構、Bruno Lemaitre (Global Heath Institute, EPFL, Switzerland)の生物共生の新たな研

究モデルの開発、Amita Sehgal (Smilow Research Center, Univ. Pennsylvania, USA)の脳血液関門の日周

性と深睡眠の分子機構研究は印象的でした。 

 

 １０月にはショウジョウバエ体内時計の研究がノーベル生理学・医学賞に決まりましたが、それ以前にも

ショウジョウバエ研究は生命現象の奥深い仕組みを明らかにしてきました。ノーベル賞対象の研究を挙げて

みます。 

1933 Thomas H. Morgan "for his discoveries concerning the role played by the chromosome in heredity". 

1946 Hermann J. Muller "for the discovery of the production of mutations by means of X-ray 

irradiation". 

1995 Edward B. Lewis, Christiane Nüsslein-Volhard and Eric F. Wieschaus for their discoveries 

concerning "the genetic control of early embryonic development". 

2011 one half jointly to Bruce A. Beutler and Jules A. Hoffmann "for their discoveries concerning 

the activation of innate immunity" and the other half to Ralph M. Steinman "for his discovery of 

the dendritic cell and its role in adaptive immunity". 

2017 Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young "for their discoveries of molecular 

mechanisms controlling the circadian rhythm". 

「Time, Love, Memory」はノーベル賞受賞対象になった period 遺伝子の発見もふくめ、行動遺伝学の祖、

Benzer の魅力溢れる研究者生活が紹介されていて、科学はこんなに自由で楽しいんだ、というのを実感で

きる本でお薦めです。 

https://www.amazon.co.jp/Time-Love-Memory-Biologist-Behavior-ebook/dp/B00JNQML1I/ref=dp_kinw_st

rp_1 

訳本 
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https://www.amazon.co.jp/時間・愛・記憶の遺伝子を求めて―生物学者シーモア・ベンザーの軌跡-ジョナ

サン-ワイナー/dp/4152083883 

 

 これに対してショウジョウバエとともに遺伝学的な研究の代表選手ともいえる線虫ではどうでしょうか。 

2002 Sydney Brenner, H. Robert Horvitz and John E. Sulston "for their discoveries concerning genetic 

regulation of organ development and programmed cell death'". 

私の研究分野“細胞死”は Horvitz の遺伝学的研究に触発されています。細胞死遺伝子の作用を探る研究が

始まった 1990年代初頭に、ボストンの現場で研究ができたのは何よりの経験でした。 

2006 Andrew Z. Fire and Craig C. Mello "for their discovery of RNA interference - gene silencing 

by double-stranded RNA" 

2008 Osamu Shimomura, Martin Chalfie and Roger Y. Tsien "for the discovery and development of the 

green fluorescent protein, GFP". 

ショウジョウバエでは生物らしさの表現型を解明した研究が選ばれているのに対し、モデル生物としての歴

史が新しい線虫では分子機構の解明や応用を含めた研究も取り上げられています。 

 

 個体レベルの表現型を遺伝子に落とし込む研究で威力を発揮したのはショウジョウバエや線虫の遺伝学

です。形態形成や細胞運命のみならず、行動や記憶、老化までもが遺伝学の対象となり強力な方法論の一つ

であることには疑いがありません。遺伝子編集技術の進展でこの方法論は、哺乳類はもちろん、非モデルと

いわれる動物種でも可能になってきて（例えば社会性昆虫のアリ）、F0世代の解析であれば遺伝子機能を個

体レベルで調べることのハードルは下がってきました。こういう状況になってきた今、遺伝学に強い動物を

使っている研究者コミュニティーでは、これから何を目指してやっていくのかが大きな課題です。その中で、

例えばストレス耐性の表現型が次世代に伝わることを示したショウジョウ

バエでの研究（理研の石井俊輔先生ら、Seong, K-H., Li, D., Shimizu, H., 

Nakamura, R., Ishii, S.: Inheritance of stress-induced, ATF-2-dependent 

epigenetic change. Cell 145, 1049-1061, 2011）、線虫の研究（京大の西

田栄介先生ら、Kishimoto, S., Uno, M., Okabe, E., Nono, M., and Nishida, 

E.: Environmental stresses induce transgenerationally inheritable 

survival advantages via germline-to-soma communication 

in Caenorhabditis elegans. Nature Comm. 8, 14031, 2017）は、環境と遺

伝という新しい方向性を示しています。 

 

 では自分はこれからショウジョウバエを使って何ができるのか、これが問

題です。中学、高校で林雄次郎先生の岩波新書「卵はどのようにして親にな

るか」と岡田節人先生のブルーバックス「細胞の社会」を読んで発生生物学

にすっかり魅せられてこの分野に進みました。発生は時間とともに不可逆性

をもって進行し分化した様々な細胞を造ります。卒業研究から修士までは単

一細胞からの細胞分化に興味をもち、シダの胞子発芽（一度の分裂で原系体

細胞と仮根細胞に分かれます）の研究を一人で始めました。このときの遺伝

子発現変化を知りたいと、分子生物学的な研究ができるくらい大量の胞子を

つける木性シダであるヘゴを実験材料に決めました。そして大きな温室のある東大の小石川植物園や熱川の
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バナナワニ園から材料を集めて修士の研究をしていました。材料選びから研究方法まで自分で考えた暴走気

味の研究は、とても未熟なものでしたが気に入っています。 

 博士課程ではマウスの神経発生にテーマを変え、グリア細胞に特異的な遺伝子の転写機構を研究しました。

助手時代には神経接着因子の研究を行いました。そして留学を期に大きなテーマの変更をしました。選んだ

テーマは細胞運命決定の究極、細胞死です。その時に出会った蛋白質分解酵素カスパーゼには奥深い機能が

沢山あって、今も中心的なテーマの一つとして向かい合っています。 

 不可逆な細胞運命決定に興味をもって研究をしてきたのですが、その後、細胞運命はそれほど厳密なもの

ではなさそうだとの報告がでてきます。一度分化した直腸上皮細胞が脱分化して運動神経細胞になること

（transdifferentiation）が線虫では観察されています（Jarriault et al., A Caenorhabditis elegans model 

for epithelial-neuronal transdifferentiation. PNAS 105, 3790-3795, 2008）。さすがに死んでしまった

細胞はそれっきりですが、一度死にかけた細胞が何でもなかったように振る舞うアナスターシスという現象

が培養細胞では観察されています(Tang et al., Cell survival, DNA damage, and oncogenic transformation 

after a transient and reversible apoptotic response. Mol. Biol. Cell 23, 2240-2252, 2012)。 

 

 胚や成体の局所を構成する細胞社会では、細胞死という不可逆な状態を、あたかも何事もなかったかのよ

うにする対処法が発達しています。例えば創傷で上皮細胞が失われても、分裂能をもつ周りの細胞が代償性

に増えて修復されます。分化した細胞が死んでしまっても、腸上皮や血球系といった細胞再生系の組織では、

細胞死は代償性に幹細胞によって補われ、あたかも細胞死がなかったかのように組織細胞の定足数は維持さ

れるのです。細胞再生系組織は恒常性を保つなかで、分化した細胞の死と、幹細胞からの分化細胞の産生と

いう、異なる細胞でそれぞれ典型的な不可逆状態を展開しているのですが、細胞の流通を可能にしたおかげ

で組織は健常に保たれているのです。消費される分化細胞とそれを補う幹細胞とニッチ細胞とが、別れた部

署でうまく連関した社会を作っているわけです。 

 

 細胞死が積極的に周りに働きかけることは、アクシデンタルな組織傷害でもあって、例えば片足の筋肉に

傷がつくと、筋芽細胞の活性化が局所だけではなく無傷の反対足の筋肉にもおこります（Rodgers et al., 

mTORC1 controls the adaptive transition of quiescent stem cells from G0 to G Alert. Nature 510, 393-396, 

2014）。再生可能な組織の状態はどこかで看られていて、それに対する能動的な応答がなされるのです。 

 

 刻々と時間とともに変わる胚や組織修復、再生過程をみていると、個々の細胞運命と体全体との連関に関

心が高まります。発生での時間の流れは一方向ですから、組織再生がおこる時もこのルールは変わらないは

ずです。ではどうやって傷害から再生を可能にする体の状態が作られるのか。卒業研究の時からの暴走気味

な発想がこのところまた頭をもたげてきました。いろんな経験を積んでも、頭の中身はたいして変わってい

ないようです。「個と全体」の関係性を、個体の中で細胞死がおこったことを起点とした研究から、ショウ

ジョウバエで明らかにできないものか。話せるような先端的なアプローチを思いつくにはまだまだ時間がか

かりそうですが、寝言を乱打しながら思案中です。 
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 ロンドンでは、 2016 年に新 St 

Pancras 駅前に建った The Francis 

Crick Instituteを訪問しました。この

研究所は Medical Research Council 

(MRC), Cancer Research UK, Wellcome 

Trust, UCL (University College 

London), Imperial College London, 

King's College Londonからの資金がベ

ースになって維持されています。うち

のラボ出身の小幡さんがここで研究を

していて案内してもらいました。研究

所のイメージとは程遠いモダンな建築

に驚くとともに、徹底したオープンス

ペース化、共用ファシリティの利用が

印象的でした。 

 学会は Imperial College London で

行われ、最終日に会場近くの自然史博

物館を見学しました。ダーウインが鎮

座する館内は、その規模、内容でさす

が博物学の盛んな国とため息がでまし

た。 
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おまけ 

ロンドンの宿の近くには、FLYの看板が。いい感じの街並みですね。 

 

 

事務局からのお知らせ 

日頃は学会活動にご協力をありがとうございます。 

１）新規入会のご案内 

日本Cell Death学会では会員としてご活躍下さる方を募集しております。入会ご希望の方がいらっしゃいました

ら事務局宛にご連絡をお願いします。 

２）会員登録情報変更お知らせのお願い 

学会に登録してある情報に変更がございましたらお知らせ下さい。 

当学会では会員への連絡はメールを使用致します。特にメールアドレスの変更については必ずお知らせ下さいま

すようお願いします。 

３）年会費納入のお願い 

学会の円滑な運営のため年会費の納入をお願いします。年会費は正会員が5,000円、学生会員が2,000円です。学

会年度は7/1～6/30です。事務局から納入依頼のメールが届きましたら速やかにお納め下さいますようお願いし

ます。 

４）話題提供のお願い 

研究などに関することで、会員の皆様にお知らせしたいことがありましたら、お気軽にお知らせ下さい。検討し

てメールやホームページ上で情報を提供したいと思います。 

 

日本Cell Death学会 事務局連絡先 officejscd@jscd.org 

mailto:officejscd@jscd.org
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編集後記 
 今年もだいぶ押し詰まってまいりました。今冬は例年以上に寒いようです。少し遅くなりましたが、Cell Death

学会ニュースレターをお届けいたします。会頭、新旧監事のご挨拶、第26回日本Cell Death学会学術集会口演賞・

ポスター賞受賞者の方々のエッセイ、そして理事長の含蓄に富むエッセイをご堪能ください。来年はどなたか海

外の細胞死関連の学会に参加された方の見聞記をお待ちしています。もちろんそれ以外に、みんなに知ってもら

いたいアイデアとか、見せたい画像でも、新しい技術でも、なんでも結構です。インターネット配信ですのでス

ペースに制限がありません。巻頭写真も公募しています。奮って事務局のアドレスにお知らせください。今号の巻頭写

真は、三浦理事長ご提供の「カスパーゼ活性化 SCAT3センサーを用いたイメージング」です。 

東京電機大学 刀祢重信 
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