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第 2 4 回 学 術 集 会 の ご 案 内	 

 

 
第 24回日本 Cell Death学会学術集会 
細胞死が紐解く医学と生命科学  
会期：平成 27 年 7 月 11 日（土）～12 日（日）	 

場所：大阪大学会館（大阪大学豊中キャンパス内）	 

会頭：竹原徹郎	 大阪大学大学院医学系研究科	 消化器内科学	 教授	 

 
第 24回学術集会会頭	 竹原徹郎 	 	  

第 24 回学術集会の会頭を拝命しました

大阪大学の竹原徹郎です。私は消化器病、

特に肝炎・肝癌における細胞死研究を臨床

的な立場から続けてきました。最近は、細

胞死の後に起こる臓器の炎症やオートファ

ジーにも興味を持って研究を行っています。

本会にはアポトーシス研究会、それから現

在の学会になってからも不定期ですが参加

してまいりました。細胞死が細胞増殖や分

化とならんで重要な、そしてあたりまえの

生命現象であることが確立した現在、細胞

死に焦点をあてた学術集会が何を目指すか

は難しい問題かもしれません。しかし、そ

うであるからこそ、細胞死研究が切り開く

地平には無限の広がりがあるように思いま

す。そのような思いを込めて、学術集会の

テーマは「細胞死が紐解く医学と生命科学」

とさせていただきました。2015 年 7 月 11

日（土）～12 日（日）、大阪大学豊中キャ	 

ンパス内にある大阪大学会館で開催します。

「細胞死」と聞くと心が踊る研究者あるい

は臨床医の皆様にお集まりいただき、ぜひ

盛会にしたいと思っています。何卒よろし

くお願いいたします。	 

	 

	 

	 

	 

大阪大学大学院医学系研究科	 

消化器内科学	 

竹原徹郎	 
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第 2 3 回 学 術 集 会 報 告	 
 

第23回日本Cell Death学会学術集会を開催して 
第23回日本Cell Death学会学術集会	 年会頭	 清水重臣 

東京医科歯科大学	 難治疾患研究所	 病態細胞生物学	 教授 
 
 
	 去る平成 26年 7月 18日（金）～7月
19日（土）に、東京医科歯科大学	 鈴木
章夫記念講堂にて、第 23回日本 Cell 
Death学会を開催させて頂きました。会
員参加者 78名、非会員参加者 47名、学
生参加者 31名、合計 156名と多くの皆様
にご参加頂き、主催者としては大変嬉しく

思っております。 
	 細胞死研究の現状は、基礎的研究として

は「非アポトーシス細胞死の役割の解明」、

「死細胞と周辺細胞とのクロストークの

解明」に注目が集まっております。一方、

応用研究としては、「細胞死を応用した創

薬研究」が進展しております。今回の学術

集会では、これらの研究を第一線でされて

おられる先生方にご講演をお願いさせて

頂きました。 
	 特別講演は長田重一先生にお願いし、死

細胞が貪食される詳細なメカニズムをご

講演頂きました。極めて独創的かつ確固と

したデータを拝見させて頂き、その研究結

果のみならず研究の進め方においても、多

くのことを学ばせて頂いたと思っており

ます。また、創薬研究の一助となればと考

え、特別企画「細胞死を標的とした創薬研

究の現状と将来」のセクションを設けさせ

て頂きました。アカデミア創薬の第一人者

である清井仁先生、製薬メーカーで実際の

創薬に携わっておられる角紘幸先生、坂本

洋先生、政府の諮問委員として創薬行政に

関わっておられる森下竜一先生にご講演

をお願いし、細胞死のアカデミア創薬を進 

 
めていく上で、貴重なお話を拝聴すること

ができました。 
	 また、14 名のシンポジスト、８名の口
頭発表者、28名のポスター発表者からは、
いずれも、先進的かつ独創的な研究をお教

え頂くことができました。いずれの発表に

対しても，活発な質疑応答が為されたこと

も有り、とても有意義な学術集会であった

と思っております。	  
	 最後になりましたが，今回の開催に際し

て多大なご支援を頂いた学会理事、評議員

の先生方、ご参加頂いた学会会員の先生方、

日本 Cell Death学会事務局、企画と運営
に携わって下さった教室員一同に、この場

をお借りして深く御礼申し上げます。 

 

第 23回学術集会会頭	 清水重臣 
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文科省科研費新学術領域についてのお知らせ	 
細胞死に関わる科学研究費新学術領域について 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 文部科学省科学研究費補助金	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
新学術領域“ダイイングコード”領域代表 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 東京薬科大学生命科学部	  
免疫制御学研究室	 教授	 田中正人 

 
	 “細胞死を起点とする生体制御ネットワ
ークの解明”（領域略称：ダイイングコー
ド）が２６年度新学術領域の新規研究課題

に採択されました。最近の研究により死に

ゆく細胞は、周囲の細胞にメッセージを発

信し、免疫応答、炎症、修復、再生、線維

化といった様々な生体応答を制御してい

ることが明らかになってきました。また、

生体にはアポトーシスとは異なる複数の

細胞死プログラムが存在することも明ら

かになっています。本研究領域では、各細

胞死が発信する固有のメッセージ（ダイイ

ングコード）の同定と機能解析を通じて、

“生命情報発信体としての死細胞”という
新たなパラダイムの構築を目指します。領

域では、細胞死研究を担う次世代の研究者

の育成にも力を入れます。公募研究では、

異分野の研究者も含めて、これまでの枠に

とらわれない独創的な研究を展開する若

手研究者を積極的に採用する予定です。領

域内の研究者と協力して、細胞死研究の新

たな展開を先導する研究組織を構築でき

るよう努力して参りますので、ご支援の程

宜しくお願い致します。領域の詳しい内容

については、ホームページ

(http://www.dying-code.jp)をご覧下さい。 
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	 学 術 集 会 優 秀 演 題 賞 を 受 賞 し て	 	 
 

第２３回日本 Cell Death学会ポスター賞１位 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 東京医科歯科大学	 難治疾患研究所	 病態細胞生物学 

赤血球成熟段階のミトコンドリア除去における新規オートファジーの役割 
本田真也 

	 

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、所属する研究室で発見

した新規オートファジーの生体内での役割を

解明するため、赤血球に着目した解析について

発表させていただきました。	 

Cell	 Death 学会であるのにも関わらず、細

胞死の解析はまったくしておらず、さらに扱っ

ているのが脱核した赤血球ということもあっ

て、かなり場違いなのではと不安に思いながら

ポスターの前に立っていました。しかし、ポス

ターを見に来ていただいた先生方に面白けれ

ばなんでもいいといっていただき、さらに様々

なアドバイスをしていただけたことで、非常に

有意義な時間をすごさせていただきました。	 

僕自身これまで細胞死研究とはあまり関わ

ってこなかったのですが、今後は新規オートフ

ァジーと疾患との関係などについて解析を行

っていこうと考えており、今回細胞死に関した

いろいろな内容の発表を聞けたことは今後の

研究においても実り多いものとなりました。今

後ともご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いい

たします。

  
	 

 
第２３回日本 Cell Death学会ポスター賞２位 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 京都大学大学院	 生命科学研究科	 システム機能学分野 
細胞老化による細胞死耐性獲得と細胞非自律的な腫瘍悪性化 

中村麻衣 
 

	 この度はポスター優秀賞をいただきまして、

誠にありがとうございました。このような賞を

いただくのは初めてのことで、本当に嬉しく思

っております。 
	 私は修士号取得後、一度は科学の世界から離

れて経理職に従事しておりましたが、その後技

術補佐員として井垣研究室にお世話になり、さ

らに博士課程へと進学しました。バックグラウ

ンドも何もない状態からのスタートでとても

不安でしたが、井垣先生や先輩方にフォローし

ていただき、なんとかここまでくることができ

ました。今回いただいた賞は、お世話になった 
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方々へのご恩返しにもなると思っております。 
	 今回私たちは、ショウジョウバエをモデル生

物として用い、無脊椎動物において初めて細胞

老化現象を発見し、その腫瘍悪性化における役

割と分子メカニズムを明らかにしました。細胞

老化はがんの抑制だけでなく、がんの進展、創

傷治癒、さらには正常発生過程における組織の

リモデリングにも関与する可能性が報告され

ています。今後、ショウジョウバエ遺伝学を用

いた解析により、細胞老化が関わる様々な生命

現象の理解に貢献できるのではないかと考え

ています。 
	 細胞老化のことばかり書いてしまいました

が、細胞老化と細胞死は紙一重ということでお

許しいただければ幸いです。 
 

	 

 
 

第２３回日本 Cell Death学会ポスター賞３位 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 京都大学大学院	 医学研究科	 AKプロジェクト/皮膚科 

乾癬病態における Necroptosisの関与の検討 
本田哲也 

	 この度は第 23 回日本 Cell Death 学会学術集会
ポスター賞に選んで頂き、大変光栄に存じます。会

場では多くの素晴らしいポスターが提示されてお

り、またこれまでポスター賞とは全く無縁でしたの

で、受賞のご連絡を頂いたときは嬉しいというより、

大変驚きました。 
	 私の研究テーマは、皮膚慢性炎症性疾患の１つで

ある「尋常性乾癬」という病気における細胞死、特

にネクロプトーシスの関与についてです。この病気

については、抗サイトカイン療法など、近年の治療

法の進歩は目覚ましいものがあります。しかし、そ

もそもなぜ皮膚炎が生じるか、という根本的な部分

に関しては未だ不明であります。その糸口が、細胞

死に伴う炎症にあるのではないかと考え研究を進

めており、幾つかその傍証となる結果も得られまし

たので、今回ポスターにて発表させて頂きました。 
	 Cell death学会への参加は、昨年京都大学で
当学会が開催される事を偶然知り、聴講させて

頂いたのが最初です。これまで主に免疫学の研
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究に従事していたため、申し訳ない事にそれま

で当学会の存在を把握しておりませんでした。

しかし、いざ参加してみると、免疫反応を規定

する重要な因子として細胞死を通したメカニ

ズムが関与する可能性があること、細胞死の制

御不全が炎症性疾患や様々な免疫病態に関与

する可能性などが報告されており、免疫学だけ

では説明しきれない病態形成メカニズムが、細

胞死の視点を入れれば解決に進むのではない

かと強く感じました。また医学系に限らない

様々な分野の先生からの発表を聞くことで、日

頃考えた事も無い観点からの生命現象解析を

知る事ができ、非常に印象に残りました。 
	 私は臨床皮膚科医として多くの皮膚疾患患

者さんを日常的に診察します。しかし、発症メ

カニズムが明らかでない疾患も多数存在しま

す。そして、細胞死の視点からの皮膚病態の解

析はほとんど行われておりません。これまで原

因不明であった皮膚疾患について、細胞死と免

疫の観点からの解析を試みる事で、少しでも発

症メカニズムの解明と治療へのアプローチが

できればと考えております。 
	 今後も日本 Cell Death 学会の益々の発展を
祈念致しまして、稿を終えたいと思います。

 
第２３回日本 Cell Death学会ポスター賞 3位 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 京都大学大学院 医学研究科 臨床神経学 
GBA変異メダカは軸索内に alpha-synucleinを蓄積する 

上村紀仁 
	 このたびは、栄誉ある賞を頂き大変光栄に

存じます。私の研究はパーキンソン病のリス

ク遺伝子として知られているGBAに関する
ものです。近年、遺伝学的な研究からゴーシ

ェ病の原因遺伝子であるGBAの変異がパー
キンソン病発症リスクを飛躍的に増加させ

ることが明らかになりました。私は、GBA
を破壊したメダカを作製し、その表現型を解

析しました。この変異体の脳の病理学的解析

を行ったところ、顕著な炎症と神経細胞死が

認められました。また、パーキンソン病の脳

病理ではレビー小体というアルファ・シヌク

レインの凝集体が認められますが、この

GBA 変異メダカでもアルファ・シヌクレイ
ンの蓄積が観察されました。さらに詳細な解

析を行いますと、神経細胞においてライソソ

ーム異常が認められ、アルファ・シヌクレイ

ンは腫脹した軸索（スフェロイド）に蓄積し

ており、スフェロイド内にはオートファゴソ

ームが蓄積していることが分かりました。結

論として、GBA 変異に伴うオートファジ
ー・ライソソーム系の異常が、アルファ・シ

ヌクレインの蓄積に関わっていると考えま

した。 
	 メダカモデルは研究者が少なく、情報が少

ない点で苦労もありますが、今後さらにメダ

カモデルを発展させ、神経変性疾患の研究に

役立てればと考えております。私は神経変性

疾患、特にパーキンソン病の研究に携わって

おりますが、細胞死のメカニズムは治療ター

ゲットを考える上で大変重要であると考え

ていますので、今後ともご指導ご鞭撻を賜れ

ば幸いです。
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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 2３回日本 Cell Death学会学術集会は、平成 2６年７月１８日（金）・１９日（土）に東京医科歯科大

学難治疾患研究所病態細胞生物学教授	 清水重臣年会頭の元、東京医科歯科大学鈴木章夫記念講堂で

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。 

● 第 2４回日本 Cell Death学会学術集会は、平成 2７年７月１１日（土）・１２日（日）に大阪大学大学

院医学系研究科消化器内科学教授	 竹原徹郎年会頭の元、大阪大学会館（大阪大学豊中キャンパス内）

で行われます。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。 
	 	 	 

 
 
  

編集後記	 

	 日本アポトーシス研究会発足直後は年２回の発刊を予定し、実際数回は年２回発刊を試みたのですが、

さすがに少人数の編集委員でこれはしんどいということで日本 Cell Death学会立ち上げ後は暗黙の了解の
ような形で年１回の発刊となっておりました。これまで、今号以前は学術集会前の４月〜６月の発刊でし

たが、今回は諸事情により学術集会後の発刊となりました。私見としては、ポスター賞を受賞した若い人

の生々しい（？）言葉が聞けるようでこの時期の発刊のほうがよいのではないか、１年近く経つと「そん

なこともあったかな？」というくらい忘れてしまうかもしれませんので。できれば、一生忘れないくらい

日本 Cell Death 学会の優秀演題賞が価値あるものになるよう育てていければと思います。会員の皆様の
Newsletterに対するご意見をお待ちしております。事務局あてのメールでどうぞ。	 
	 今年も、会員の皆様のお陰にて何とか発刊することができましたことを、紙面をお借りしてお礼申し上
げます。	 
 
平成 2６年９月吉日                       日本 Cell Death学会・理事 Newsletter編集委員	 鈴木治彦 
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