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 第 20回日本 Cell Death学会学術集会 ＜大会のご案内＞  

 この度、第 20回日本 Cell Death学会学術集会年会頭として、同会を来る

平成 23年 7月 29日~30日に東京大学にて開催させていただくこととなり

ました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 第 20回学術集会においては、本物の細胞死研究を徹底的に追求するとと

もに、活発な科学的討論を通して学会の存続意義と未来を問うことによっ

て、細胞死研究の向かうべき新たな方向性を探ることを大きな目的にして

います。皆様の積極的なご参加をお待ちしております。 

第 20回日本 Cell Death学会学術集会 年会頭 一條 秀憲 

東京大学 大学院薬学系研究科 細胞情報学教室 教授 

会期：平成 23年 7月 29日（金曜午前）~30日（土曜午後） 

会場：東京大学 薬学総合研究棟 2階講堂 

特別講演：大隅良典 先生 (東工大) 

シンポジスト：三浦正幸(東京大)，須田貴司(金沢大)，中野裕康(順天堂大)，鍔田武志(東医歯大)， 

  米原伸(京都大)，辻本賀英(大阪大)，仁科博史(東医歯大)，清水重臣(東医歯大)，垣塚彰(京都大)， 

  後藤由季子(東京大)，高橋良輔(京都大)，藤田恭之(北海道大)，小松雅明(臨床研)， 

  岩井一宏(大阪大)，佐々木雄彦(秋田大)，袖岡幹子(理研)，太田成男(日医大) (敬称略) 

参加費：  
 
 

  
  
 ※なお日本 Cell Death学会年会費は、正会員 5,000円、学生会員 2,000円です。 
   
 詳細は、日本 Cell Death学会 HPを御覧ください。 

事前登録：2011年 7月 8日（金）までに、学術集会 HPよりお申し込みください。 

一般演題の形式：一般演題は全てポスター発表となり、一部演題をワークショップに採択しポスタ

ーとあわせて発表していただきます。また、一般演題の中から「第 20回日本 Cell Death学会学

術集会 優秀演題賞」を選出し表彰いたします。 

演題申込み：2011年 6月 13日（月）までに、学術集会 HPよりお申し込みください。 

懇親会：7月 29日夜、懇親会を予定しております。 

事務局：〒113-0033東京都文京区本郷 7-3-1 

        東京大学 大学院薬学系研究科 細胞情報学教室内 

        第 20回日本 Cell Death学会学術集会事務局 

        TEL: 03-5841-4858  FAX: 03-5841-4798   E-mail: celldeath20@mol.f.u-tokyo.ac.jp 

        HP: http://www.f.u-tokyo.ac.jp/~cd20th/ 

 会員 非会員 学生会員 学生非会員 

事前登録 5,000円 10,000円 
当日登録 7,000円 12,000円 

無料 2,000 円 
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 第 19 回学術集会を開催して：学深し、隣は何をする人ぞ  

 
名古屋大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学   
第 19回日本 Cell Death学会学術集会年会頭 直江知樹 

 

本学会は、その起源を 1992 年に東京を中
心として発足した「アポトーシス研究会」と、

1997 年に名古屋を中心として発足した「東
海アポトーシス研究会」にたどることができ

ます。2003年に両会が合併し、「日本アポト
ーシス研究会」（田沼靖一会長）としては計

7回の学術集会が催されました。2009年、研
究会を学会に改め、さらにアポトーシスに限

らず広く「細胞死」を扱った研究を発展させ

るべく、「日本 Cell Death学会」（太田成男理
事長）が立ち上がったことはご存じの通りで

す。 
新生「日本 Cell Death学会」として開く最

初の学術集会が 2010年 7月 31日～8月 1日、
名古屋の駅前にある愛知県産業労働センタ

ーで開催されました。これまで学会に貢献も

ない小生がこのような学術集会を任された

ことに若干の不安もありましたが、二日間で

延べ 200名を超える参加者に恵まれ、盛会の
うちに幕を閉じました。 
細胞死はどこから来るのか、それは生命の

根源的な謎であります。また細胞死制御の破

綻は、たとえば癌、自己免疫疾患、エイズ、

アルツハイマー病など多くの今日的な疾病

にみることができます。このためこの領域の

研究が難治性疾患に対する新たな治療法に

道を拓くものと期待されております。しかし

学問は高度化とともに専門分化しており、同

じ研究室でも隣のテーブルで何を研究して

いるのか知らない状態になっているのが現

実です。まさに「学深し、隣は何をする人ぞ」

です。今回のサブテーマを「多面的・横断的

理解から始まる医学・生物学」としたのは、

そのような思いから生まれました。 
現在プログラムを見ながらこのレターを

書いておりますが、石川冬木先生による特別

講演「テロメアと細胞老化」、清水重臣先生

による教育講演「オートファジーと細胞死の

クロストーク」、岡野栄之先生によるセミナ

ー「iPS細胞を用いた神経系の再生・疾患・
創薬研究」などを始め、豪華な講師が並んだ

3 つのシンポジウム、力のこもった 36 演題
が並びました。これからもこのようなコンパ

クトかつ多面的・横断的な集会を大事に育て

て、新たな学術領域が生まれ医療に応用され

ていくことを念願する次第であります。最後

に、プログラムの企画と編成ならびに当日の

運営をお願いした先生方・関係者に心より感

謝申し上げます。 
 

 

 

 細胞社会での細胞死研究の魅力  

 
東京大学薬学部遺伝学教室 三浦正幸 

 

私は生物に興味を持ち始めた時から発生

現象に惹かれていた。高校生だった頃から、

自分にしみ入った言葉があって、それが｢細

胞の社会｣である。１９７２年に京大理学部

の岡田節人先生がブルーバックスに同名の

本を書かれている。学部生の時に、集中講義

で東大薬学部の名取俊二先生から、昆虫の変

態時には幼虫組織を崩壊させる活性が上昇

するとの話を聞いた。その時は、そういうこ

ともあるのかという程度でその意味をあま

り深く考えることはなかった。しかし、細胞

死を専門にして研究をしていると実はこの

現象が深い意味を持っていることに気づい

た。１９８２年の本「細胞社会とその形成」

で名取先生は｢発生におけるスクラップ・ア

ンド・ビルド｣という論文を書いているが、

そこで昆虫変態のことに言及している。蛹の

中でおこる変態は成虫の組織を作る成虫原

基の細胞が幼虫細胞と置き換わる現象であ

るが、ここでは大量のアポトーシスが起こる。

そしてこのアポトーシス細胞は貪食によっ

て生体から除去される。これは、細菌や感染

細胞が体から排除される免疫系の賦活化と

似ていて、死細胞は異物として認識され直ち
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に除去されるという考えである。そうしてみ

ると、細胞死という現象は発生過程で生体に

生じる様々な不具合をかかえた細胞を異物

として排除するプロセスの中に含めて考え

ることが可能になる。ショウジョウバエの研

究で１９７３年に Morata らが提唱した細胞
競合の現象もそのコンテクストで考えられ

そうである。細胞競合とは栄養因子の受容や

増殖性に劣る細胞集団（敗者）が正常細胞集

団（勝者）と接した場合、敗者の細胞がアポ

トーシスを起こして失われる現象である。競

合的な細胞死はショウジョウバエ成虫原基

の細胞極性を失ったクローンの排除でも見

られるし、原がん遺伝子 myc 発現量が異な
る細胞集団が接した場所でも見られる。競合

的な細胞間のふるまいは、適応度の高い細胞

が集団中で生きのこる基本的なプロセスと

考えられ、これは１９世紀の終わりに個体発

生での適者細胞生存を唱えた Rouxの考えの
現代的な解釈でもある。適正な細胞を選択す

ることは発生過程の基本的な現象であるし、

生体の恒常性維持もしかりであろう。細胞社

会の形成・維持は、増殖と細胞死が常にバラ

ンスをもって互いが影響しあうことで成り

立っているのであり、そこには免疫応答にも

似た全身性の反応が関与すると思われる。個

体発生や成長・老化での細胞死の積極的な役

割探しが益々面白くなってきており、私たち

の研究室では、この問題を中心に研究を展開

している。細胞死の個体発生での積極的な役

割をまとめた特集号が日本発生生物学会の

国際誌 Development, Growth & Differentiation
から出版された。出版社の好意で全編が無料

でダウンロード出来るようになっている。是

非、覗いて見てください。 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dgd.2011.53.issue-2/issuetoc 
  

写真は 2010年薬学部ボート大会（戸田公園ボートコース）にて。女子艇（黒船）が優勝しました。 
 

 
「細胞の生死を制御するシグナル伝達系」の研究  

 
東京医科歯科大学難治疾患研究所 発生再生生物学分野 仁科博史 

本学会の評議員になりました仁科でござい

ます。皆様方に助けて頂きながら、細胞死研

究に何らか貢献できればと考えております。

ご指導宜しくお願い申し上げます。 

私の研究室では、「細胞社会である組織や器

官がどのような仕組みで形成され、そして機

能発現体として維持されるのか？」という課

題を、情報のやり取り（シグナル伝達）の観

点から、取り組んでいます。マウスや小型魚

類ゼブラフィッシュやメダカをモデル生物
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に用いて、器官の発生や再生、恒常性維持に

関わる分子機構の解明を行っています。この

うち、様々なストレスに応答し、細胞死を誘

導 す る こ と が 知 ら れ て い る stress- 

activated protein kinase ( SAPK)/c-Jun 

N-terminal kinase (JNK)シグナル系には、

１５年近く関わってきました。本シグナルの

魅力は、細胞死誘導とともに、細胞生存促進

にも働くことです。「同一のシグナル伝達系

が、どのようにして、相反する機能を担うこ

とができるのか？」という素朴な疑問を持ち

ながら、JNK 系の生理機能を研究しています。

これまでに、JNK シグナルが、マウスの肝幹

細胞の増殖や神経細胞の移動や伸長、ゼブラ

フィッシュ初期胚の原腸形成や体節形成に

必須であるという結果を得てきました。しか

し残念ながら、先の疑問には応えられないま

ま現在に至っております。「もう少し細胞死

を真面目に考えなさい」という神様の導きか

もしれません。本会でもっと勉強させて頂き

ます。 

研究室は JR 御茶ノ水駅前の高層ビルの２１

階です。おそらく世界で一番高層階のメダカ

研究室です。人間の方のメンバーは、医学部

／薬学部／工学部／農学部／水産学部／理

学部と多様な出身者から構成されています。

医科歯科系大学の難病を研究するポジショ

ンでありますが、上記の基礎生物学的課題を、

自由に楽しんで研究させてもらっています。 

 

（教授 仁科博史） 
E-mail: nishina.dbio@mri.tmd.ac.jp 
http://www.tmd.ac.jp/mri/dbio/index.html 

 
 

 生命現象の不思議に魅せられて  
 

    順天堂大学医学部 免疫学 中野裕康 

 

 このたびは本学会の評議委員を務めさせ

ていただくことになりました順天堂大学の

中野でございます。非力ではございますが、

日本の細胞死研究また本学会の発展に少し

でも貢献できればと思っておりますので、よ

ろしくお願い致します。 

まず私が本格的に細胞死研究に入ること

になった経緯についてご紹介させていただ

きます。大学院時代に T 細胞受容体のシグナ

ル伝達の研究をしていましたが、なかなかい

い仕事ができず、卒業と同時に運良く順天堂

大学免疫学教室に助手として採用していた

だきました。大学院時代の経験からシグナル

伝達の研究をするのであれば、何か自分で見

つけた分子を持っていない限りはこの世界

では生きていけないだろうということを感

じておりました。そこで、その当時やっとシ

グナル伝達に関与する分子が同定されつつ

あった TNF 受容体のシグナル伝達の研究を

しようと思い立ち、運良く TRAF と呼ばれる
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ファミリー分子の一つを同定することが出

来ました。この分子の同定がうまくいかなか

っとすれば、まったく別の分野の研究をやっ

ていることになっていたかもしれません。そ

の当時（1995 年前後）は転写因子 NF-kB の

活性化を担うキナーゼも同定されておらず、

さらにアポトーシスにカスパーゼが関与す

ることは知られていたものの、それでは Fas

などのデスレセプターがどのような分子を

介して最終的にアポトーシスを誘導するか

も不明な時代でした。その後次々に新たなシ

グナル伝達分子が同定され、Cell, Nature, 

Science 誌などに発表され、この分野の一番

活気のあった時代を肌で感じ、多少なりとも

自分たちの研究がこの分野の発展に貢献し

たということは研究者として幸運だったと

思っております。さらにこの分野の研究はそ

の後 IkB キナーゼの同定という記念碑的な

仕事がアメリカのグループにより成し遂げ

られ、紆余曲折はあったものの、IkB キナー

ゼの活性化には直鎖型のユビキチン鎖が重

要だという結論に至っております。一方で私

たちは、自分たちで同定した分子のノックア

ウトマウスの解析から、NF-kB の新たな細胞

死抑制機能の一つが酸化ストレスの抑制に

あるということを見出しました。この研究が

その後の私達の研究の方向性を大きく換え、

現在では、酸化ストレスの研究を中心に置き、

死細胞による免疫制御や、組織修復・代償性

増殖などのメカニズムを主に遺伝子改変マ

ウスを用いた大腸炎モデルや肝炎モデルを

用いて解析しております。 

自分の経験から日々の実験のなかで小さな

セレンデイパテー（serendipity）に遭遇す

ることが、研究者としての生活を維持して行

く上で大きなモチベーションになるのでは

ないかと思っています。その意味で、大学院

生やポスドクを指導する上で重要な点は、結

果が思い通りに出ない場合でも、一見すると

失敗した実験の中にあるかもしれない「予想

外の事実」を見落とさないように指導するこ

とかもしれません。昨今、医学部出身者ばか

りでなく、他学部の出身者でも大学院に進学

する人が減少しているようです。将来的な不

安は確かにあると思いますが（私自身もそう

でしたが）、研究も人生も同じでチャレンジ

しないことには次のステップが見えてこな

いのではないでしょうか？私たちの教室は

医学部に所属していますが、メンバーは医学

部出身者でない人も多く、出身学部にかかわ

らず私たちの仕事に興味のある方は是非ご

連絡ください。 

 

 
 
 

 研究室紹介  
 

京都府立医科大学大学院 内分泌・乳腺外科学 阪口晃一 
 

京都府立医科大学は京都御所と鴨川にはさ まれた風光明媚な環境に立地しています。わ
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れわれは季節ごとに目を楽しませてくれる

花鳥風月の強い誘惑に負けずに日々臨床と

研究に励んでいます。現在、附属病院・臨床

研究棟の立て替えの真最中ということで研

究室はプレハブの一角に押し込められ、お世

辞にも余裕のある研究の環境にあるとはい

えませんが、今秋には立て替えも完了する予

定になっています。 
われわれは臨床の教室であり、臨床研究と基

礎研究を平行して進めています。臨床研究と

しては外科治療、化学療法、ホルモン療法に

関するテーマで各種の臨床試験が進行中で

す。基礎分野では、抗癌剤や分子標的治療薬、

ホルモン療法薬などによる細胞死誘導機序

の解明や新規分子標的治療薬の創薬を目指

した研究など、基礎研究のなかでもより臨床

応用に即した内容の研究を行っています。以

下、現在われわれの取り組んでいる研究内容

をご紹介します。 
（１）「Tetrocarcin Aを用いた治療抵抗性
乳癌に対する新しい分子標的治療法の開発」 
 乳癌の中には、Bcl-2、Bcl-xLの過剰発現
により、薬剤耐性を獲得した癌が多く存在し

ています。そこでわれわれは、標的分子とし

てBcl-2に着目し、その特異的阻害剤である
Tetrocarcin-A が、Bcl-2の過剰発現により
抗癌剤耐性を獲得したヒト乳癌細胞に対し

て、新規の分子標的治療薬となり得ることに

着目し研究を進めています。 
（２）「アスコクロリンによるER受容体陰性

ヒト乳癌細胞株に対する選択的細胞傷害機

序の解析」 
エストロゲンレセプター（ER）陽性乳癌

に対しては、ERを標的にした術後補助療法
が最も有効である反面、ER陰性乳癌は悪性
度が高く、各種の抗腫瘍剤に抵抗性を示すた

め、臨床上深刻な問題となっています。我々

は、MX-1（ER陰性ヒト乳癌細胞株）がより
高いAP-1活性を示し、c-Jun、c-FosとFra-1
が高発現であることを発見しました。

Prenylphenol系抗生物質であるアスコクロ
リンは、MX-1細胞のAP-1活性を抑制して、
部分的にアポトーシスの誘導により、選択的

にMX-1細胞を傷害することを明らかにしま
した。この結果をもってAP-1がER陰性ヒト
乳癌の治療のための効果的な治療上の標的

分子であることを証明し、アスコクロリンを

臨床応用すべく研究を行っています。 
（３）「in silico創薬手法・SARM創薬手法
を用いた抗HER2ペプチド（HRAP）の開発」 
われわれが開発した新しい in silico 創薬

手法（特願 2004-019095），及び自己凝集型
制御分子（ SARM）創製手法（特願
2005-287818）を用いて，抗体 mimic ペプ
チド医薬分子の創製を目指しています。 
 成人女性の罹患率第 1 位である乳癌を扱
う関係上、臨床に忙殺されがちな日常ですが、

われわれの研究がその目の前の患者さんを

一人でも多く助けることができればと願っ

ています。 

 
京都府立医科大学大学院 内分泌・乳腺外科学 教室員 
（教授）田口哲也、（助教）水田成彦・阪口晃一、（大学院生）今井文、（医員）中務克彦・森田翠・荘子万理 
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☆☆☆ 事務局からのお知らせ ☆☆☆ 
 
日本Cell Death学会へのご指導、ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。 
 
● 第 19回日本 Cell Death学会学術集会は、平成 2２年７月３１日（土）・８月１日（日）に名古屋大学大

学院医学系研究科血液・腫瘍内科学 直江知樹年会頭の元で行われ、多数のご参加をいただき，盛会

裏に終えることができました。ご協力、ご支援をありがとうございました。 

● 次回の学術集会（第２０回）は、一條秀憲先生（東京大学大学院薬学系研究科細胞情報学教室）年会

頭により平成２３年 7月２９日（金）•３０日（土）に、東京大学薬学総合研究棟 2階講堂にて開催さ

れます。学術集会への多数の皆様のご参加をお願い申し上げます。 

● 次次期（第 2１回、平成 2４年）年会頭には、若林俊彦先生（名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外

科学）が内定されております。 

 
※ 年会費納入のお願い 
年会費未納の方は、5,000 円の年会費納入をお願いいたします。会の円滑な運営のため、ご協力をお

願い申し上げます。振込用紙がない場合は事務局までご連絡ください。  

 
 ※ 新規入会のご案内 

   日本Cell Death学会事務局宛てにその旨電子メール等でご連絡ください。 
 
 ※ 事務局への変更届 
   名簿記載事項の変更がありましたら、手紙・ＦＡＸ・電子メール等で事務局までご連絡ください。  

 
 ♪♪♪☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆♪♪♪ 

 
 
 

編集後記 
春の到来にいつも思うことがあります。それは時を待っていたかのように小さな庭先に鶯が訪れ、自宅近郊

の野山にも新しい命が芽生える季節を感じる事です。 
さて、時を待っていたかのように長年にわたり開催された名古屋アポトーシス研究会の幕が降りたことです。 
今にして振り返れば 1995 年有志により名大医学部アポトーシス研究会をセミナー形式でスタートし、その
後は 1997年より東海アポトーシス研究会の名称で 2002年に至るまで細胞死の最先端による企画内容の総会
として開催されました。一方、母体とした旧名大医学部アポトーシス研究会は名古屋アポトーシス研究会に

改称され早や 9年目を経過した時、幸いにして日本 Cell Death学会が設立し移行することになりました。 
このような経緯により名古屋アポトーシス研究会が目指した細胞死研究を日本の中心で開花することは誠に

喜ばしい限りです。これからは日本 Cell Death学会が未来を見据え、人類に貢献する役目の架け橋となり得
ることを切に願う昨今です。 
最後に会員の皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。 
 
平成 23年 4月吉日                       日本 Cell Death学会・監事 Newsletter編集委員 早川あけみ 
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