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第 22回日本 Cell Death学会学術集会概要 
学術集会会頭	 高橋良輔  	 	 	  

	 このたび第 22回日本 Cell Death学会学術集
会をお世話させていただくことになりました

京都大学医学研究科の高橋良輔です。来る平成

25 年 7 月 19 日（金）、20 日（土）の２日間、
京都大学医学研究科キャンパスの芝蘭会館で

の開催を予定しております。 
	 私は神経内科医として神経変性疾患を専門

的に研究しておりますが、神経変性疾患の特徴

である神経細胞死のメカニズムを知りたいと

いう動機で、1995年、ラホヤの John C. Reed
教授の研究室に留学したのが細胞死研究との

関わりを持つようになったきっかけです。細胞

死研究は Bcl-2ファミリータンパク質、Fas、 

カスパーゼ、IAPなどアポトーシスの基本的な実行分子が同定され、それらの機能と制御機構が
次々と明らかにされた 1990年代から 2000年代前半にかけて非常にエキサイティングな時代を迎
えました。それとともに、疾患を含めた様々な場面でアポトーシス以外の多様な細胞死があること

が認識されるようになり、細胞死研究の知見に立った医学への応用が模索される時代に入りました。 
	 今回の学術集会では、多くの若手を含む国内の第一線の研究者による 4 つのシンポジウムを開催

し、細胞死の基礎研究の現在の到達点を理解するとともに、医学的テーマとして神経変性疾患と炎

症に焦点をあて、細胞死研究が今後どのように広がり、医学的発展を遂げていくのかを考える貴重

な機会を設けたいと思います。特別講演には Fas の発見者であり、日本の細胞死研究のリーダーの

おひとりである米原	 伸先生をお迎えして、細胞死研究の新しい展開についてお話をしていただく

予定です。祇園祭が終わり、本格的な夏を迎える暑い京都ではありますが、ぜひ多くの会員の方々

にご参加賜りたく、ご案内申し上げます。	 

	 

記 
第 22回日本 Cell Death学会学術集会 
年会頭：高橋良輔（京都大学医学研究科脳病態生理学講座臨床神経学教授） 
日時：平成 25年 7月 19日（金）、20日（土） 
会場：京都大学医学研究科芝蘭会館 
学術集会ホームページ：http://www2.convention.co.jp/celldeath22/ 
特別講演：米原	 伸先生 (京都大) 
シンポジスト：高橋良輔(京都大)，漆谷	 真（滋賀医大），垣塚彰(京都大)，井上治久（京都大），
清水重臣(東医歯大)，仁科博史(東医歯大)，須田貴司(金沢大)，鍔田武志(東医歯大)，長田重一（京
都大），辻本賀英(大阪大)，岡田泰伸（生理研）山口良文（東京大），岡崎朋彦（東京大），中野
裕康(順天堂大)，関根史織（東京大），赤池孝章（熊本大），小松雅明(新潟大学)， 井垣達史（京
都大），斎藤達哉（大阪大）(発表順、敬称略) 
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参加費：5,000円	 ※学生：無料 
※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（ http://jscd.org/）を御覧ください。 
一般演題の形式：一般演題は全てポスター発表となり、一部演題を口演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22 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18日締切り 
懇親会：7 月19 日夜、懇親会（参加費無料）を予定しております。 
事務局：京都大学大学院医学研究科	 脳病態生理学講座 臨床神経学 
〒606-8507	 京都市左京区聖護院川原町 54 
TEL: 075-751‐4397	 FAX: 075-761‐9780 
運営準備室：日本コンベンションサービス株式会社	 関西支社 
〒541-0042	 大阪市中央区今橋 4-4-7	 京阪神淀屋橋ビル 2階 
Tel: 06-6221-5933	 Fax: 06-6221-5938 
E-mail:celldeath22@convention.co.jp 

以上	 
 
 

 
 

	 第 21 回 学 術 集 会 を 開 催 し て	 	 
 

第 21回日本 Cell Death学会学術集会 
年会頭	 若林	 俊彦 

名古屋大学 大学院医学系研究科 脳神経外科学 教授 
 
	 去る平成 24 年 7 月 27 日（金）～7 月 28
日（土）に名古屋大学医学部附属病院中央診

療棟３階講堂にて、第 21 回日本 Cell Death
学会を開催致しました。 
	 本会は、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」に端を発します。「第 11 回
アポトーシス研究会」及び「第 6 回東海アポ
トーシス研究会」の学術集会開催後、2003年
に両会が合併して「日本アポトーシス研究会」

となり、東京理科大学薬学部の田沼靖一先生

を会長として計 7 回の学術集会を催してまい
りました。その後、名称を「日本 Cell Death
学会」と変更して立ち上げ、「第 19回日本 Cell 

Death 学会」が、一昨年、当時名古屋大学医
学部附属病院先端医療・臨床研究支援センタ

ー長（血液内科教授）であられた直江知樹先

生を年会頭として盛大に開催されました。そ

の僅か２年後に、再び名古屋大学のメンバー

に本会の開催を任されましたことは、誠に名

誉なことであります。第 21回学会は年会頭に
若林俊彦（名古屋大学大学院医学系研究科脳

神経外科学教授）、副年会頭に早川あけみ先生

（山口東京理科大学工学部准教授）の二人三

脚とし、メインタイトルは『細胞死研究から

新たな医療への挑戦』、サブタイトルを、『

先端基礎研究から近未来医療への展望を探る』

として、細胞死の基礎研究がどのように臨床

研究へと発展し、近未来医療を切開くかを焦
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点とし、地元名古屋のメンバーを中心に、臨

床系及び基礎系の新進気鋭の実行委員を選出

し、プログラムを構成しました。その結果、

前々回及び前回同様、再び全国各地から細胞

死研究の権威が集結し、現在の研究内容を直

接、膝を交えて討論して検証し、今後の展望

を検討する素晴らしい会となりました。今回

の開催に多大なご支援を戴いた会員及び同門

の皆様に改めて御礼申し上げます。

 
	 第 21回日本 Cell Death学会市民公開講座	  

第 21回日本 Cell Death学会学術集会 
年会頭	 若林	 俊彦 

 
	 第21回日本Cell	 Death学会に併設して、平

成24年7月29日（日）に名古屋大学医学部附属

病院中央診療棟３階講堂にて市民公開セミナ

ーを企画し、現在の社会的問題となっている

「放射線障害と人体への影響」をテーマとし

て掲げ、サブタイトルを「正しく怖がるため

に」とし、広く市民に呼びかけるように企画

しました。この企画立案は、刀祢重信准教授

（川崎医科大学生化学）にお願いし、講演者

は、篠原邦夫先生	 （早稲田大学理工学術院

客員教授）「放射線による細胞傷害-被曝リス

クの本質」、及び法村（のりむら）俊之先生

（産業医科大学名誉教授（放射線衛生学））

「低線量放射線の健康影響放射線はどこまで

危険か」に御越しいただき、それぞれの立場

での御講演をお願い致しました。聴衆は、時

期的にも興味を持つ内容であったためか200

名を越す参加者があり、演者間での熱い討論

もあって、大変内容の濃いものとなりました。

	 

	 

	 学術集会優秀演題賞を受賞して	 	 
	 

理化学研究所	 脳科学総合研究センター	 精神疾患動態研究チーム	  
（旧所属：京都大学大学院医学研究科臨床神経学） 

澤田	 知世 
	 

	 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。今回の学術集会では、

家族性パーキンソン病の原因遺伝子産物であ

る Parkin、PINK1 によるミトコンドリア輸送制

御機構について発表をさせていただきました。

これまでに、Parkin と PINK1 が、損傷を受けた

ミトコンドリアの選択的な除去（マイトファジ

ー）に必須であることが明らかにされ、パーキ

ンソン病とミトコンドリア品質管理機構の破

綻の関連が示唆されておりました。本研究では、

ParkinとPINK1が協働して損傷ミトコンドリ
ア上の Miro（ミトコンドリア軸索輸送を担う

分子）を分解すること

に 加 え 、 こ の

Parkin/PINK1 依存
的なMiroの分解がマ
イトファジーを促進

することを見出しま

し た 。 Parkin と

PINK1 は、損傷ミト
コンドリアの神経終

末への輸送を阻止すると同時に、そのマイトフ

ァジーによる除去を促すことで、神経終末への

正常ミトコンドリアの供給を保証するという
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役割を担っていると考えられます。Parkin、
PINK1 の機能不全により、このメカニズムが
破綻すると、神経終末への損傷ミトコンドリア

の蓄積が起こり、これが引き金となって神経細

胞の選択的な変性へ至るのではないかという

ことが示唆されました。細胞死のアッセイを全

く行っておらず、Cell Death学会で発表させて
いただくのはいささか不適切な演題ではない

かとも思っておりましたが、多くのすばらしい

演題が並ぶ中、私の拙い発表に耳を傾け、貴重

なご意見をくださった先生方に心より感謝い

たします。どうもありがとうございました。 
現在私は、理化学研究所において双極性障害

の発症にかかわる分子機序を明らかにすべく

解析を進めております。神経変性疾患以上に謎

の多い疾患ではありますが、今一度細胞死とい

う観点からも検討を行っていきたいと考えて

おります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒

よろしくお願い申し上げます。 

	 転	 任	 ご	 挨	 拶	 	 

	 

国立病院機構名古屋医療センター院長 
（元名古屋大学医学系研究科	 血液腫瘍内科学教授） 

	 直江知樹 
	 

	 日本 Cell Death 学会の会員皆様におかれま
しては益々ご活躍のことと存じます。 
	 私は 2010 年に会頭をさせていただいて以来、
Cell Death 学会からは若干遠のいてしまいま
した。加えてこの 4月に国立病院機構名古屋医
療センターへ転任致しました。大学での定年ま

で 4年を残しており、「辞めちゃうんですか？」
とか「病院は大変でしょう」とよく声をかけら

れます。「大学には 32年間もいましたし、今は
新しい組織、新しい人との出会いを楽しんでい

ます」と答えています。 
臨床教室の責任者と病院の責任者とでは仕

事も役割も違います。大学では、論文作成→科
研費獲得→研究データというサイクルと、大学
院生の学位取得サイクルが連動し、臨床や学部

教育、医局人事がこれに上乗せされる、という

仕事のイメージでした。一方、病院は日々の診

療が主で、私の仕事は人材の確保、財政基盤の

安定、リスクマネージ、地域との連携など種々

雑多です。8 時過ぎの当直医報告に始まり、そ
のまま病院幹部との朝ミーティング、面会など、

半日以上どっぷり院長職に浸かっています。空

いた時間を如何にサイエンスモードに切り替

えるか、これが課題です。 
こちらに来て診療や抄読会から遠ざかって

いることが残念ですが、これまでの継続プロジ

ェクトのため大学へは週一回のペースで出か

けています。また名古屋医療センターには臨床

研究センターがあり、多施設共同臨床試験のみ

ならず HIV 感染症や血小板異常などについて
のハイレベルの研究もおこなっています。さら

に厚労省の臨床研究中核病院整備事業に当病

院が採択される機会に恵まれました。“研究推進
を叫ぶ院長”としてがんばりたいと思います。こ
れからもよろしくお願いします。 

 
	 

	 

	 ご	 	 挨	 	 拶	 	 
	 

愛知医科大学皮膚科	 松本義也	 
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	 1997 年に当時の名古屋大学細胞機能研究室
の早川あけみ先生が始められた「東海アポトー

シス研究会」と、1992 年に当時の東邦大学生
物学研究室の山田武先生が始められた東京の

「アポトーシス研究会」が 2003年に合併し「日
本アポトーシス研究会」となり、事務局を務め

させていただきました。さらに、2010年に「日

本 Cell Death 学会」に発展し、アポトーシス
にとどまらず、広い領域での細胞死制御に関す

る研究が発表される場になってきました。 
	 名古屋にて 初から参加させていただいた

者として感慨深いものが有ります。 
今後ともよろしくお願い申しあげます。 

	 	 

	 —研究室便り-	 免疫と細胞死の関係についての再考察	 	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 名古屋大学大学院医学系研究科	 

	 分子細胞免疫学分野	 准教授	 鈴木治彦

	 この文は、Newsletter編集委員の不手際によっ
て２ページ近くにわたっての空白ができてしま

ったことに対して、今さらそれだけの穴を埋める

文章を依頼するのも失礼かと思われますし、もう

これ以上発行を遅れさせるわけにもいかないと

いうことから、編集委員が自ら何らかの文章を書

いてみることにしました。ところが、いざ書いて

みると予定分量より相当大きなものになってし

まい、印刷したものには入れることができなくな

ってしまいました。相当分を削除しても良かった

のですが、せっかく書いたものですから、何らか

の形で残しておいてどなたにでも読んでいただ

けるようにしたほうがよいと思い、学会ホームペ

ージのNewsletter保管庫には完全版を uploadい
たしました。紙媒体版には［抜け］があるところ

にマークがしてあります。 
	 細胞死、特にいわゆるプログラムされた細胞死

というものが生体の正常な発育のために必須で

あることは言うまでもなく、細胞死研究の大前提

になっていたように思われます。細胞が死ぬこと

が生体の形を整える、生き残った細胞の発育を可

能にする、あるいは機能を増進させるなど、「死」

という一見ネガティブに見える現象が生体全体

にとってはポジティブに働くということです。こ

れは、動物の「個体」の死が「種」としての生体

の維持に必要であることと相通ずるところなの

かもしれません。 
	 免疫（学研究）における細胞死はこのような一

般的多細胞生物における細胞死とは少し様相が

違うように思われます。死を免れて生き残った細

胞がより働くようにという（一般的細胞死の）意

味合いもありますが、免疫系には「悪いことをす

る」細胞があってそれが死ぬことが大事だという

わけです。免疫系には「悪いことをする細胞があ

る」というのはあまり科学的表現ではないので

少々説明をさせていただきますが、ことの発端は

免疫グロブリン（Ig）や T細胞受容体（TCR）の
遺伝子がランダムに再編成を起こして多様性を

獲得することにあります。このプロセスは、非常

に多種多様な抗原に対して、「特異的」に反応す

る抗原受容体（T細胞の TCR、B細胞の Ig=B細
胞受容体=BCRなどが相当する）を持ったリンパ
球（B細胞や T細胞）を選び出し、クローナルな
リンパ球の増殖、メモリー細胞への分化へとつな

がって、いわゆる「免疫学的記憶」を成立させて

いくという、まさに免疫の真骨頂とも言える場面

を形成するための拠点となります。問題は、この

遺伝子再編成がランダムに起こるため、自己に対

して反応する抗原受容体や、免疫応答を起こさな

いほうが生体にとっては都合がいい抗原に対す

る抗原受容体も作られてしまいます。これらの抗

原受容体を持ったリンパ球がそのまま働きます
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と、自己免疫疾患やアレルギーを引き起こす、い

わゆる，「悪い細胞」になるわけです。生体とし

てはこの「悪い細胞」を何とかしなければならな

い、その細胞が働かないようにするか、あるいは

その細胞そのものを無くしてしまうか、といった

ことが考えられます。一つの手段だけでは不十分

なため状況に応じていくつかの手段がとられる

ことが普通ですが、細胞死に関わらないものは本

稿の主旨ではありませんので割愛させていただ

き、細胞死の関わるものを説明させていただきた

いと思います。 
リンパ球の自発的細胞死	 

	 この現象が一番簡単に見られるのは、胸腺での

未熟 T 細胞の分化過程と思われます。まだ TCR
を発現していない段階の未熟な T 細胞が胸腺へ
行き、活発な増殖を続けるとともに TCR の発現
強度をあげていき、同時にポジティブ、ネガティ

ブのセレクションを受けます。胸腺へ入っていっ

た未熟 T 細胞の９割以上は死んでしまうと信じ
られているようですが、それらにも何種類かの違

った細胞死の径路をたどる細胞があるようです。

まず、うまく TCR が作れなかった細胞：つまり
DNA 再編成時に塩基対の脱失や挿入が起こって
タンパク質合成のフレームが狂ってタンパク質

が作られなくなることがありますが、こういう不

幸が両方の対立遺伝子で TCRα鎖と TCRβ鎖のど
ちらかに起これば TCRαβのヘテロダイマーは出
来なくなり、細胞は死にます。(どうして死ぬのか
はわかりませんが、B細胞も Ig=BCRが出来てこ
ないと死にます。リンパ球にとってその抗原受容

体というのは単なる抗原捕捉分子ではなく、リン

パ球の分化、成熟、生存に必須の分子であるよう

です。)	 DNA再編成がうまくいき、TCRαβのヘ
テロダイマーが作られると、そのMHC分子との
親和性に従って二種類のセレクションが行われ

ます。もし TCRαβが己の MHC 分子と全く形が
合わない場合にはポジティブセレクションに乗

れず、所謂「不応答」もしくは「無視」された細

胞として死んでいきます。さらには、TCRと自己
MHCの親和性が強すぎる場合には、その T細胞

は自己に対する反応を起こし得る危険な細胞で

すから、ネガティブセレクションによって除去さ

れることになります。このように色々な死に方を

しながら成熟していく胸腺の未熟な T細胞、哺乳
類ならば骨髄の中で成熟していく未熟な B 細胞
は大変死にやすい細胞であり、昔から細胞死の研

究や細胞死に関わる物質のソースとしてよく実

験に使われてきました。これらの細胞死の「意義」

ということを考えてみますと、初めの二つは有効

な TCR、BCR を発現しない細胞を除去すること
によって、有効な抗原受容体を持っている細胞の

比率を上げることのように思えます。三番目の細

胞死は、まさに自己免疫応答の予防ということに

なるでしょう。 
リンパ球の強制的細胞死	 

	 さて、自己免疫応答の予防ということに、胸腺

でのネガティブセレクションが関わっているこ

とは確かですが、自己免疫応答を起こさないため

にはどうもそれだけでは不十分なようで、もっと

大事なのはリンパ球の成熟後に末梢リンパ組織

で誘導される寛容（tolerance）ではないかという
ことになってきました。そして、免疫応答という

ものは（それが外来異物に体して起こったか自己

成分に対して起こったかを問題にするよりも重

要なこととして）そもそも危険を孕んだものであ

り、常に 100％の力で働いてはかえって生体の健
康に対して支障をきたすものであると理解すべ

きであり、その意味では「免疫制御」ということ

はいかなる免疫応答にも付いて回るということ

です。免疫制御のメカニズムは多種多様であり、

とてもこの誌面では書き尽くせぬ上に、すっきり

としたまとめ方もなかなか難しいものがありま

す。ただ一つ言えることは、前章で未熟リンパ球

は非常に死にやすい、従って自らが死んで行くよ

うな死に方をするが、成熟したリンパ球はそれほ

ど死にやすくはない、従って死ぬことによって制

御される場合にはそれは自ら死んでいくという

よりは他の細胞によって殺されて行くように見

えるということです。 
	 末梢での免疫制御に制御性 T細胞(Treg)が登場
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してもうすぐ 20 年になろうとしています。この
細胞の発見も免疫制御という現象の中の大きな

疑問を解き明かし、さらに大きな疑問を生み、目

覚ましい勢いでそれに携わる研究者の数を増や

してきました。しかし、この細胞の何が本当に重

要なのかを分からずにこの領域に踏み込んでし

まった方の一助になるかとも思い、少々の私見を

述べます。制御性細胞 Treg という概念はずっと
昔からあります。免疫応答を起こした細胞の中か

ら制御能を持った細胞が現れて免疫応答が収束

するという概念はもっと前からあります。では、

何がこの細胞（Treg）の凄いところだったのでし
ょうか。一つにはマーカー（CD25、Foxp3）に
よって容易に non-Treg 細胞と区別出来る、さら
にはソーティングで単離することもできること

があげられます。二つ目には、Tregは cell lineage
として independentであり、通常のリンパ球とは
発生段階からして違うということです。ところが、

成熟した通常の T 細胞から Foxp3+の制御性細胞

が誘導されることもあるということがわかり、こ

れは iTreg（induced Treg）と呼ばれるようにな
りました。丁度 iPS細胞のことが出回り始めたの
と同時期であり、iTreg も素直に受け入れられた
感があります（おそらくこれで免疫制御の領域に

踏み込んで来る研究者がさらに増えるだろうと

思った方は、多かったのではないでしょうか。）

しかし、この発見を苦々しく思った人が少なから

ずいたことも事実でしょう。なぜなら、Tregとい
うものが、そもそも胸腺で通常の T細胞とは独立
した形で出来て来るというのがこの細胞の「売り」

であり、Treg が発見された当初には ”naturally 
arising”とか”naturally occurring”という言葉が
よく使われました。そして、Treg研究をさらに押
し進めたのが Foxp3の同定であり、これほどまで
に Treg に特異的でしかも普通の T 細胞を Treg
にしてしまうような転写因子が見つかっては、

Treg の発生については瞬く間に解析が進んです
べて解決するのもそう遠くないように感じられ

ました。しかし、そこで iTregの登場です。成熟
してしまった T 細胞に刺激を加えてちょっと特

殊なサイトカインを加えれば Treg のような細胞
ができてくるうえに、なんと Foxp3まで発現して
来るというのです。さらには特殊なサイトカイン

の添加なしでも（普通の T 細胞に通常の TCR 刺
激だけで）Foxp3が発現してくるという話もあり、
Foxp3発現=Tregの図式も何だか怪しくなってき
つつあると言えるかもしれません。 
	 ところでここまで述べてきたTregはCD4+のT
細胞です。ご存知のとおり、哺乳類の T細胞の中
には CD4+細胞と CD8+細胞があります。現在、

Treg と言えば CD4+CD25+Foxp3+という表現型

を持った細胞ということになりますが、Tregより
ずっと前の Suppressor T細胞と言われた時代の
ものは CD8+の方が主体であったように思います。

（現在とは細胞分離などの技術も異なり、一概に

較べることはできませんが。）現在でも多くの免

疫学者が CD8+細胞にも制御性細胞がいると考え

ていることは確かでしょう。ただ「免疫制御」を

テーマにしている研究者のほとんどの目が Treg
（CD4+）の方向に向かってしまったということ

はあるでしょうし、CD8+T 細胞だけでなく B 細
胞、NK細胞、NKT細胞、果ては好中球、マクロ
ファージ、樹状細胞といったものにまで制御性細

胞があるということで、果たしてこれらの中でど

れが「制御性細胞として」今後生き残って行くの

か・・・やはり本命は T細胞と思いますが。 
	 やっと私の仕事の内容について述べる順番が

きました。一言で言い切ってしまえば、「CD8+	 	 

制御性 T細胞について」です。どうしてそれをや
ることになったかと言えば、カナダへ留学中に携

わった仕事が CD122（IL-2受容体β鎖）のノック

アウトマウスを作ることとそのマウスに現れて

来る免疫系の異常を解析することでした。CD122
ノックアウトマウスは活性化 T 細胞の異常な増
加を呈し短命（2〜4 ヶ月程度）に終わりますが、
何らかの制御性細胞の欠落によることが混合骨

髄移植や混合 T 細胞養子移入実験からわかりま
した。今にして思えば、もし当時（1995 年）
CD4+Treg についての知見が今ほどあれば、IL-2
受容体からのシグナルが入らないわけですから
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Foxp3 の発現が誘導されず、従って Treg も出来
てこずに制御されない（活性化）T細胞がどんど
ん増えるという病態が容易に説明でき、 初の

CD122 ノックアウトマウス作製を報告した
Scienceの論文以降は制御性 T細胞のことには手
を付けずにいたかもしれません。しかし、

CD4+Treg のことをまだよく分かっていなかった
私は、まず CD4+細胞と CD8+細胞のどちらに責

任があるかということを考え実験をしたところ、

CD4+よりも CD8+の方に責任が大きいという結

果を得ました。そして、naïve な状態で CD4+細

胞には CD25（IL-2受容体α鎖）発現細胞が、CD8+

細胞には CD122（IL-2受容体β鎖）発現細胞が居

るということを目の当たりにするに至っては、

CD4+CD25+ 細 胞 が 制 御 性 細 胞 な ら こ の

CD8+CD122+細胞も制御性 T細胞！と思っても 
何ら責められることはないでしょうし、さらには

CD8+CD122+細胞を正常マウスから単離して

CD122 ノックアウト新生児や RAG-ノックアウ
トマウスに養子移入する in vivo 実験によって
CD8+CD122+細胞の制御能が確かめられたこと

で、「もう疑う余地もない。トップジャーナル確

定だ！」	 という気になりました。実際、研究の

世界はそうは甘くなかったわけですが、この仕事

は一応の評価を集め、私も（ずっとこの仕事をや

っていくかどうかはわかりませんが）免疫学研究

を一生やっていこうという気にさせた仕事だと

言えるかと思います。 
	 さて、細胞死とはあまり関係ないことを長く書

いてしまいましたが、CD8+CD122+制御性 T細胞
というものを私が提唱してから 8年半ほどになり
ます。CD4+Tregとは比べるべくもありませんが、
CD8+Treg の中（いろいろな異なったマーカーで
識別される CD8+の制御性 T細胞の報告が、それ
ぞれ別々の研究室からあります。中には首をかし

げざるを得ないものもいくつかあり、それらの間

の異同、重なりといったことについては全く闇の

中であり、CD8+Treg はまさに混沌とした状況で
す。）では一応一番（か二番？）にランクされる

ものとして評価されたのではないかと自負して

おります。ところで、CD8+T細胞で細胞死といえ
ば、いわゆるキラーT細胞、細胞傷害性 T細胞と
いうものが頭に浮かぶと思います。そこで、

CD8+Treg というのも一つのキラーT 細胞の変種
であり、細胞傷害性反応によってこの文の冒頭に

出した「悪い細胞」を殺すことによって制御能を

発揮しているのではないか、ということが考えら

れます。これは、なかなか理にかなった良い考え

方だと思えますが、実際のところは制御性 T細胞
が 終的にどのようなメカニズムでターゲット

の「悪い細胞」を制御しているのか、というのは

難しい問題です。CD4+Treg にしたところで、も
のすごく精力的に調べられたわけですが、まだ結

論は出ていません。CD4+細胞ですから、細胞傷

害によってということはあまり考えにくいわけ

ですが、抑制性のサイトカイン、抑制シグナルを

入れる細胞表面分子、樹上細胞の変化等あらゆる

ことが調べられたようですが、決め手となるもの

はまだありません。ですから、CD8+制御性 T 細
胞について、その制御のエフェクターメカニズム

がわからないといっても全く当たり前のことか

もしれませんが、これまで私は CD8+CD122+制御

性 T細胞について、抑制性サイトカインの一つで
ある IL-10が大事なエフェクター分子であるとい
うことをいくつかの論文で発表してきました。こ

れは、今思うと決定的な根拠が不足しているのに

功を焦って出してしまった、「早とちり」の論文

であるというそしりを免れませんが、あえて言え

ば「間違いではない」。確かに CD8+CD122+制御

性 T細胞は刺激されることによって IL-10を出す
ようになりますし、IL-10 ノックアウトマウスの
CD8+CD122+細胞の制御能力は落ちています。

（ゼロでないところが悩ましかったのですが、論

文のレフェリーはパスしてくれました。）「IL-10
は働いてはいるのだろうが、その in vivo におけ
る貢献度は不明」というくらいの結論にしておけ

ば良かったのかもしれませんが、それでは全くイ

ンパクトがありませんし、論文に出してしまって

は「後の祭り」、間違ったことを述べているわけ

ではないので訂正の必要もない、と考えていまし
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た。しかし、やはり当然というか基礎工事不足で

功に走ったツケが返ってきました。つまり、IL-10
が絡んだ実験をさらに詳細に進めようとしても

ことごとく上手くいかなくなってしまいました。

ここに至って、やはり「IL-10 は本質的には重要
ではなかった」と考え方の修正が必要になりまし

た。確かに CD8+CD122+制御性 T 細胞は IL-10
を出しますが、その量は CD4+細胞（Tr1 細胞）
に比べれば十分の一以下ですし、IL-10 に責任を
負わせるよりも他のメカニズムに目を向けるほ

うが正当な攻め方であると考えられました。そこ

で再度浮かんで来たのが細胞傷害活性、何と言っ

ても CD8+細胞ですから「ハズレ」であっても調

べておかなければならない。ということで、まず

は in vitro の co-culture すなわち CD8+CD122+	 

CD49d-制御性 T細胞（新たに CD49d-というマー
カーを加え、より厳密な細胞集団に限定できるよ

うになりました。）と CD8+CD122-細胞（ターゲ

ット細胞）とを 1:4ほどで共培養を開始し、２〜
３日後に制御性細胞とターゲット細胞の比率を

フローサイトメトリーで解析しました。すると、

制御性 T細胞（CD8Treg）とターゲット細胞（Ttar）
の比率が逆転し、CD8Treg＞Ttar となっていま
した。これだけでも CD8Tregが Ttarを殺して数
を減少させたと解釈できるかもしれませんが、

CD8Treg が増殖して数を増やした可能性もあり
ます。実際 CD8Tregは in vitroでかなりの速さ
で増殖することがわかっており、共培養の実験で

得られた結果（比率の逆転）は多分に（CD8Treg
と Ttar の）増殖スピードの違いによって生ずる
ことが後にわかりました。そこで、この細胞数の

変化が、CD8Tregが Ttarを殺すために生ずるこ
とをキラーT 細胞による細胞傷害の二つの経路、
即ちFasL-FasとPerforin-Granzymeのそれぞれ
の経路をブロックすることによって、その関与を

検討する実験を行いました。まず FasL-Fasの経
路を gld マウスと lpr マウス（それぞれ FasL と
Fas に変異が入って働かない）由来の細胞で in 
vitro共培養の実験を行ったところ、lprマウス由
来の Ttarはかなり CD8Treg（野生型マウス由来）

に対する比率が下がる（細胞増殖の違いによる）

ものの、野生型マウス由来の Ttar ほどには減ら
ないことがわかりました。この違いが、Fasに変
異があるため FasLとの結合によってもDeathシ
グナルの入らない、lpr由来の Ttarの特性である
と考えられました。そこで、これ以降は野生型マ

ウス由来の Ttar を使った場合と lpr 由来の Ttar
を使った場合の共培養を並行して行い、lprTtar
使用に対する野生型 Ttar使用の Ttarの減り方の
増し分をその CD8Treg のターゲット細胞に対す
る細胞傷害活性とする、という少々ややこしい式

になってしまいますが、間違いなく細胞傷害によ

る制御活性を測定できる系を作ることができま

した。この方法を用いて IL-10ノックアウトマウ
スの CD8Treg の活性を調べたところ、野生型
CD8Treg と変わらない活性があることがわかり
ました。ここに至って，CD8Treg による も重

要な 終的制御効果発揮の分子機構は、IL-10 に
よる抑制ではなく、FasL-Fas を介した細胞傷害
であるということがわかったことになります。視

点を FasL-Fasの方から眺めてみれば、FasL-Fas
の経路は perforin-granzyme系とは別に存在する
もう一つのキラーT細胞による細胞傷害の経路だ
ったわけですが、では具体的に生体全般の中で、

どこでどういう細胞が殺される時に FasL-Fas系
は重要なのか（細胞内のシグナル伝達などは Fas
から Caspase への経路も含めて調べ尽くされた
感がありますが）という疑問に対してこれまで明

確な答えはありませんでした。何となく FasL-	 
Fasが働かないと変なリンパ球の増殖が起こって
自己免疫様の症状を呈し、具合が悪くなるという

ことはありますが、それ以上の科学的説明はなか

ったように思えます。私のこのたび発表しようと

している仕事の内容は、このような FasL-Fas系
についての疑問に見事に答えることができるも

のになるのではないかと思っています。 
	 In vitro の実験と並行して in vivo の実験
（RAG ノックアウトマウスに Ttar 細胞と
CD8Treg の候補を混ぜて養子移入し、その後の
経過を観察する）を行ってきましたが、おおよそ
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のところは in vitroの実験結果に矛盾しないデー
タが得られております。詳しいことは書けません

が、in vivoの実験はもの凄く時間がかかります。
しかし、もの凄く重要です。In vivo のデータな
くしては、in vitro 実験のデータは単なる「何か
特殊なT細胞」の働きについての特殊な条件下（in 
vitro の細胞培養という特殊環境）での動向を観
察したというだけのことになってしまいます。 
	 CD8+Treg を見つけてから今回の仕事に至る前
までには、扱っている細胞が CD8+であるにもか

かわらず、アポトーシス研究会から Cell Death
学会の会員であったにもかかわらず、細胞傷害—

細胞死の研究からは遠ざかっていました。今回の

仕事は、直接細胞死について解析するというもの

ではありませんが，何となく戻るところへ戻って

きたなという感がします。Cell Death学会会員の
皆様と、また細胞死にまつわるディスカッション

が出来ますことを楽しみに、よろしくお付き合い

のほどをお願いしたいと存じます。
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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 21回日本 Cell Death学会学術集会は、平成 2４年７月２７日（金）・２８日（土）に名古屋大学大学

院医学系研究科脳神経外科学教授	 若林俊彦年会頭の元、名古屋大学医学部附属病院中央診療棟３階

講堂で行われました。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こと、ご協力、ご支

援に深謝申し上げます。 

● 今年度の学術集会（第２２回）は、高橋良輔先生（京都大学医学研究科脳病態生理学講座臨床神経学）

年会頭により平成２５年 7月１９日（金）•２０日（土）に、京都大学医学研究科芝蘭会館にて開催さ

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。 

 
※ 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。  

 

 
	 	 ゼミ生らとの新歓コンパにて	 

 
 
 
  

編集後記	 

	 常に想うに時は何故あるのかと。今年も桜の季節は僅かな時でいつし

か緑に移り、ゆたゆたと歩めず、もどかしさばかりが心に残る。「生命と

環境」の講義を担当し生物の進化に関わる時間には限りなく生物の貪欲

さと強さを包含し今を迎えていると想う。一方、生命科学においては２

２世紀を見据え進化医学や疫学などが見直される中で進化の過程に獲得

した細胞死（アポトーシスも含め）の中心的役割を果たす本学会はこれ

からも科学的エビデンスや若い研究者への探究心の力添えとなるために

も冬眠するにはまだ時は早いような気がしている。	 

	 今年、会員の皆様のお陰にて発刊することになり紙面をお借りしてお
礼申し上げます。	 
 
平成 25年 6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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