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第２５回学術集会を開催して 

第２５回日本 Cell Death 学会学術集会 年会頭 

日本医科大学大学院細胞生物学分野 

 太田成男 教授 

 

去る平成 28 年度 9 月 9 日（金）～平成 28 年度 9 月 10 日（土）に品川区立総合区民会館（きゅりあん）にて、

第 25 回日本 Cell Death 学会を開催致しました。今回は、新学術領域（細胞死を起点とする生体制御ネットワー

クの解明：ダイイングコード）との共催として開催しました。多数の皆様にご参加頂き、主催者として大変嬉し

く思っております。 

 

今回の新しい試みとして、一般演題をすべて口頭発表にしました。若いうちから口頭発表する機会が必要だと

考えていたからです。現在は、他の学会でもほとんどポスターセッションになっています。今回は、よくまとま

った発表ばかりだと期待に応えていただけたとうれしく思っています。 

 

 特別講演として、お忙しいなか、酸化ストレスに関連する講演を東北大学の山本雅之教授にお願いし、「Keap1-

Nrf2 制御システムと疾患」という題で講演頂きました。細胞死と密接な関係にある酸化ストレスセンサーにつ

いて、分子機構や疾患との関連性について講演頂きました。ランチョンセミナーでは、水素ガスの吸引治療につ

いて、慶應義塾大学の佐野元昭先生に講演頂き、基礎医学から発展し水素医学を臨床へ応用する研究について講

演頂きました。特別講演とランチョンセミナーの両方において、基礎から臨床医学までをカバーする研究を講演

して頂き、Cell Death 学会が目指す方向性を示して頂きました。 

 

教育講演では、金沢大学の須田貴司教授に、世界的に大きく発展してきた細胞死研究の現状について講演頂き

ました。多様な細胞死が解明されてきた歴史について、丁寧に講演して頂きました。新学術領域のシンポジウム

では、6 名のシンポジストに最先端かつ独創的な研究を発表して頂き、細胞死と炎症性疾患の関係性や新規治療

法の開発について発表頂きました。一般演題では、25 名の大学院生や若い研究者に口頭発表して頂き、活発な討

論がなされました。いずれの発表におきましても、基礎および臨床において細胞死研究が今後ますます発展して

いくことを感じさせる発表であり、有意義な学術集会であったと思っています。 

 

今回は諸般の事情により例年の年会と時期がずれて、参加しにくい状況でしたが、100 名を超す参加者があり

ました。参加者の皆さんに御礼申し上げます。 

 

最後になりましたが、今回の開催に際して多大なるご支援を頂きました日本 Cell Death 学会理事、評議員の

先生方、学会事務局、さらに、企画・運営に携わって下さった教職員一同に、この場を借りて深く御礼を申し上

げます。 

 

なお１０月６日には日本 Shock学会との合同シンポジウム「Shock 病態における炎症・細胞死とダイイング・

コードの関与」がひらかれ、田中正人理事をはじめ数名の会員が司会および講演をされました。 
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第２6回学術集会のご案内 

第２６回日本 Cell Death 学会学術集会 年会頭 

東邦大学医学部生化学講座  中野裕康 教授 

 

細胞が死ぬ時にはじまる物語を紡ぎだす 

~これまでの細胞死研究を超えて~ 

 

2017 年度の第 26 回日本 Cell Death 学会を開催させていただくことになりました東邦大

学医学部生化学講座の中野でございます。この学会も 2016 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させていただき、蒲田の大田区産業プラザ PIO という場

所で 2017 年 7 月 24, 25 日の二日間にわたり開催することにいたしました。また学会前日の 7 月

23 日には大田区との共催イベントとして、「細胞死と病気」についての区民公開講座を開催する予

定です。学会場は京浜急行蒲田駅に隣接しておりますので、JR 品川駅や羽田空港からのアクセス

では最も便利な場所ですので、東京近郊の方々だけでなく、新幹線や飛行機を利用した遠方からの

多数の参加者をお待ちしております。 

 

本学会では、最新の細胞死研究についての話題を提供していただくことはもちろんです

が、現在文部科学省も問題にしている「日本の若手研究者がなかなか海外に留学しなくなってい

る」という現状を踏まえて、新しい企画として「海外で活躍できる若手研究者をいかに育成する

か」というパネルデイスカッションを開催することにいたしました。特別講演（以下敬称略 三

浦正幸、米原伸）、シンポジスト（一條秀憲、清水重臣、高橋良輔、樺島健治、田中正人、鈴木淳 

他）、パネリスト（櫻井文教、榧垣伸彦、森脇健太 他）などの諸先生方に既にお願いしてあり、

充実した学会にしたいと考えております。さらにポスター発表や一般講演も企画しておりますの

で、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、よろしくお願いいたします。 
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理事 ESSAYS 

エッセイ                

清水重臣    東京医科歯科大学 難治疾患研究所 教授 

 

このエッセイを依頼されて振り返ってみると、細胞死の研究を初めてもう 20 年以上も経過していました。こ

の間、細胞死研究は、アポトーシスの分子機構の理解が進み、非アポトーシス細胞死が発見されるなど、20年前

に比べて大きく様変わりしました。しかしながら、一方で、私たちの体の中で起きている細胞死がどの程度解明

されているかというと、急に心もとなくなってきます。「腸上皮で毎日起こっている細胞死は、どんなメカニズ

ム？」「器官形成に関わる細胞死は？」「発がんに本当に細胞死が関与しているの？」これらのことは、細胞死の

役割として、当然のこととして学生に講義をしているわけですが、残念ながらこれらの生体の場面での真実は、

充分には明らかにされていません。20 年間研究をしてきて、その時々では一定の成果を挙げてきたつもりです

が、振り返ってみれば、何も分っていない現状に途方に暮れてしまいます。 

研究をしていると、細胞の強い意志を感じる時が有ります。細胞が死を選択するときもその１つで、細胞はあの

手この手で細胞死を実行しようとします。生体における細胞死が充分に解明されていないのは、このように複数

の細胞死が複雑に絡み合っているからかもしれません。細胞死を本当の意味で理解するには、これらの細胞死を

ひとつひとつ丁寧に剥いでいくことによって、初めて見えてくるのかもしれません。 

 また、昔から良く尋ねられてきた質問、「どうして多細胞生物には自殺機構が備わっているのですか？」「どう

してミトコンドリアを経由して細胞が死ぬのですか？」「どうして、シトクロム c が生死の鍵を握っているので

すか？」などというアポトーシスの根本的な疑問にも残念ながら答えは持っていません。このようなアポトーシ

スのシステムが、良く出来た合理的なシステムであるとは思います。即ち、「生体が生きていく為に、不要になっ

た細胞を周囲への影響を少なく排除する」、「生きるために必要不可欠なミトコンドリアやシトクロム cに真反対

の機能を付与することで、生の放棄と同時に死を加速させる」ということだと思います。ただ、どうしてこのよ

うに進化したのか？細胞死の実行機能をミトコンドリアやシトクロム cに与えなくても、別の分子に与えても良

かったのにと思ってしまいます。細胞死に特化した分子(BH3 蛋白質やカスペース)がミトコンドリアの上流にも

下流にも沢山ある中で、シトクロム cを使ったのには、何らかの意図が働いたのでしょうか？実は、これまで何

度かこの疑問を解決するためのいくつかの実験を考えたことが有ります（実験計画は内緒です）が、残念ながら

これまでこの計画を実行に移すには至っていません（実験を担当する人のリスクが大きすぎる？）。ただし、研究

生活の先が見えてきたら、最後にチャレンジするかもしれません。このような、細胞死の時の動作原理を知るこ

とは、生命の動作原理を知ることと同じだと考えているからです。 
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2009年 3/20 岡崎生理研で開催された 

細胞死ミーティングの写真 

 

細胞死研究との馴れ初め  

須田貴司 金沢大学 がん進展制御研究所 免疫炎症制御研究分野 教授 

 

新しい編集委員に就任された刀祢先生から、光栄にも、第一弾のニュースレターに細胞死研究との〝馴れ初

め″について短いエッセイを書くよう依頼された。古い話で恐縮だが、お許し願いたい。 

私が細胞死研究を始めたのは、ひとえに長田重一先生との出会いのおかげである。長田先生に初めてお会いし

たのは、1991 年の夏、私がポスドクをしていたカリフォルニアの DNAX 研究所で長田先生がセミナーをされた時

であった。当時、私はサイトカインによる胸腺 T細胞の増殖・分化制御を研究テーマにしていた。胸腺では、自

己反応性 T細胞の排除や自己 MHC拘束性レパートリーの形成のために、95％以上の未熟 T細胞が死ぬと言われて

いる。しかし、実際に胸腺細胞を取り出して顕微鏡下で観察しても、ほとんど死細胞は見あたらない。そのため、

胸腺細胞を使って実験をしながら、私はあまり細胞死について考えたことがなかった。そんな時、長田先生らが

Fas と名付けられたアポトーシスを誘導する細胞表面受容体様分子の遺伝子をクローニングされたこと、“Fas”

が胸腺に強く発現していることなどを伺い、衝撃を受けた。セミナー後の懇親会で、長田先生と Fasが胸腺 T細

胞の死に関与している可能性について話し合っているうちに、私はふとリンパ腫と自己免疫疾患を引き起こす
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lpr と呼ばれる突然変異マウスのことを思い出した。思い付きで lpr は Fas の突然変異ではないかと言うと、長

田先生は大変驚いた顔をされた。そして、「論文が出るまで絶対に内緒だよ」と付け加えて、まさにその通りであ

るという未発表の事実を打ち分けてくださった。このまぐれ当たりが功を奏したのか、翌 1992 年 4 月、大阪バ

イオサイエンス研究所の長田研究室の研究員にしていただいた。 

Fasが受容体ならリガンドがあるはずだと考え、Fasリガンドを探すことにした。高橋智裕さんの参加や、Pierre 

Golstein 博士から Fas 発現細胞を殺す細胞障害性 T 細胞株の提供を受けたことなどもあり、私達は 15 ヶ月ほど

で Fasリガンドの精製と遺伝子クローニングに成功した。この頃の興奮が、現在まで私が細胞死研究を続けてい

る大きな理由の一つであることは確かである。 

ずいぶん後になって、Genentech の研究者から、彼らもかなり大きなチームを作って Fas リガンドの発見を目

指していたが、我々があっさりと精製とクローニングをしてしまったので大変驚いたという話を聞いた。もちろ

ん我々にも色々な困難はあったが、今考えると何もかもがトントン拍子に進んだような気もする。それを可能に

したのは長田先生のカリスマ性とマネジメント力であり、私はそれを近くで学んだはずなのに、真似することは

大変難しい。 

大阪バイオサイエンス研究所は、大阪市の財政難で 2015年 3月に解散に追い込まれてしまった。早石修先生、

花房秀三郎先生、中西重忠先生と超一流の研究者が歴代の所長を務め、最先端の研究成果と共に多くの優れた若

手研究者を育成、輩出したすばらしい研究所だった。このような研究所は作ろうとして作れるものではなく、一

時の財政的理由で途絶えてしまったことは、本当に残念である。 

長田研メンバーと海遊館で 
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エッセイ    

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 

 

昨年（2015年）、第 24回日本 Cell Death学会学術集会を担当させていただいた際に、同時に理事に選出いただ

きました竹原徹郎です。どうぞよろしくお願いいたします。私は消化器内科を専門にする臨床医ですが、特に肝

臓病を中心に研究してきました。肝臓病の原因は様々ですが、大きくわけるとウイルス肝炎（B 型肝炎、C 型肝

炎）、生活習慣病（NASH、アルコール性肝障害）が頻度も高く重要です。私が医師になったのは C型肝炎ウイルス

の発見（1989 年）の少し前でしたが、肝臓病の患者さんを診療していると生化学データの血清 ALT 値（当時は

GPT と呼称されていました）の上がり下がりに患者さんとともに一喜一憂していました。血清 ALT 値が低いと患

者さんは喜びますが、高いと不安そうに暗い顔をされます。医師も頭を悩ませます。私は長くこのような ALT値

とつきあってきましたが、そもそもこのような現象がなぜ起こるのか興味がありました。このことがたぶん肝細

胞死の研究に私を導いた原因であったと思います。 

当時、肝炎における肝細胞死はネクローシスだと考えられていました。病理学的に単一細胞レベルの肝細胞の障

害を spotty necrosisと呼んだり、門脈域に単核球が浸潤し門脈域に接する肝細胞が脱落してみえるようなとこ

ろを piecemeal necrosis と呼んでいました。このような病理学的な術後の影響も大きかったのだと思います。

ご存知のように、1990年代はアポトーシス研究が爆発的に進展した時代です。大阪大学にも Bcl-2の発見者の辻

本賀英教授や Fas-カスパーゼ経路の長田重一教授がいらっしゃいました。我々の教室でも、当時講師の林紀夫教

授が音頭をとられ、“C 型肝炎の肝細胞死は従来言われているようなネクローシスではなくアポトーシスなので

はないか”という仮説のもとに研究が始まりました。1990年代の中ごろには、C型肝炎（後に B型肝炎も）の肝

細胞死には Fasを介した肝細胞アポトーシスが存在することを提唱することができました。私自身は、肝細胞の

アポトーシスが、実際に臨床でみるような ALTの上昇を来すのか（apoptosisは特に発生過程において quiescent 

cell deathと考えられていました）気になっていましたが、その後肝細胞特異的な Bcl-xL欠損マウスを作製し、

肝臓内で散発性の肝細胞アポトーシスが持続的に観察されること、このような状態でマウスの血清 ALT 値は

200~300 IU/Lで推移することを見出し、アポトーシスで血清 ALT値が上昇することがわかり、すとんと腑に落ち

ました。最近では、C 型肝炎をはじめとした肝疾患患者に対する経口カスパーゼ阻害薬の有効性を探索するため

のヒトを対象とした試験が行われていますが、投与中には ALT値が低下しており、肝疾患における肝障害はカス

パーゼ依存的な現象であることが証明されています。 

米国マサチューセッツ総合病院（MGH）留学中に、肝癌における Bcl-xLの役割について研究を始め、Bcl-xLが肝

癌で翻訳後修飾を受け高発現していること、肝癌の生存がこの高発現に依存していることを見出しました。その

後、先の Bcl-xL 欠損マウスが自然に肝癌を発症することを見出し、肝癌の発症と進展において、アポトーシス

が二つの異なる側面を持っていることがわかりました。最近は、脂肪肝においてオートファジーが抑制されてお

り、これが肝細胞アポトーシスを促進し、かつ脂肪分解（lipophagy）を抑制していることを見出しました。 

アポトーシスは（組織内の）細胞死のメカニズムのひとつ、オートファジーは（細胞内の）タンパクやオルガネ

ラの分解機構の一つですが、いずれも細胞の増殖や遺伝子の発現とは真逆の陰性の生命現象です。このような生

命現象が生体の恒常性の維持に積極的に関わり、疾患の発症に関与していることに魅せられて研究活動を行って

います。 

http://hepato.umin.jp/kouryu/kouryu26.html 

http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/gh/index.html 

 

http://hepato.umin.jp/kouryu/kouryu26.html
http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/gh/index.html
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図：大阪で開催された第 24回日本 Cell Death

学会学術集会にて、受付で皆様をお迎えして

いた太陽の塔 

 

 

 

 

 

 

 

細胞死研究との出会い 

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

                                      

 私の細胞死研究との出会いは、２３年前の心臓研究の学会です。当時私は、東京医科歯科大学の第二内科の大

学院生で心筋細胞の肥大や心筋症の研究をしていましたが、その年の日本循環器病学会で、長田重一先生の Fas

と lpr マウスの講演を拝聴しました。細胞には自ら死を選択するプログラムが備わっておりそのスイッチとなる

分子が存在すること、細胞死の異常が自己免疫疾患の原因となるという研究成果は、全く知らないことばかりで、

大きな衝撃を受けたのを覚えています。この講演を聞いて細胞死に興味を持ち、自分でも見よう見まねで心筋細

胞死の研究を始めてみたのですが、まだ、アポトーシスに関する情報も少なく、細胞死の本質に迫れるような研

究はなかなかできませんでした。その後、幸いにも、大阪バイオサイエンス研究所への国内留学の機会を頂き、

長田先生のもとでアポトーシスの研究をさせて頂くことができました。長田研に加わった当初は、アポトーシス

に興味はあったものの、１−２年勉強した後に東京に戻り臨床医に復帰しようと気軽に考えていたのですが、研

究を始めてすぐにアポトーシス研究の魅力にとりつかれてしまい、結局、２年間のアメリカ留学をはさんで、約

８年もの間、長田研でお世話になりました。その間、Fas リガンドの機能とマクロファージによるアポトーシス

細胞の貪食機構について研究を行ってきました。アポトーシス研究は２０世紀の終わりから２１世紀にかけて、

生命科学の中心課題となり、多くの研究者の努力によって飛躍的な進歩をとげましたが、そのような時期に世界

のアポトーシス研究を牽引した研究室で、研究に携われたことは本当に幸せだったと感じています。 

 現在、アポトーシス研究は、まだまだ多くの未解決の問題を残しつつも、成熟段階を迎えています。一方で、

最近になって、アポトーシス以外にも、ネクロプトーシスやパイロトーシスといった分子によって制御された細

胞死が複数存在するとことが分かり始め、その分子機構も明らかになってきました。細胞に複数の死に方が用意

されているということは、細胞死の目的が単に細胞を排除することだけではないことを示唆しています。特に、

ネクロプトーシスやパイロトーシスでは、アポトーシスと違って、積極的に細胞膜の破裂を起こす分子機構が存
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在することから、これらの細胞死は、細胞内容物を放出し、周囲の細胞に何らかの危険信号を伝えるための手段

である可能性が考えられます。２年前に立ち上がった新学術領域では、この細胞死からのメッセージを“ダイイ

ングコード”と名付け、免疫応答や組織の再生等の細胞死後の生体応答との関連を明らかにしようと研究を行っ

ています。ダイイングコードの解明が、それぞれの細胞死の意義の解明に繋がることを期待して研究を続けてい

ます。 

 

 

私の細胞死研究 

              鍔田武志        東京医科歯科大学難治疾患研究所免疫疾患 教授 

                                       

 私の最初の細胞死研究の論文が出版されたのが 1992 年で、おそらく我が国の細胞死についての論文の中でも

かなり早い時期の論文かと思います。Bリンパ球（B細胞）の抗原との反応は、B細胞の活性化を誘導して特異的

な免疫応答をおこすとともに、細胞死をおこして自己反応性 B細胞の除去にも関わるります。このような B細胞

の活性化と細胞死のスイッチがどのようになっているのかは、免疫応答の基本メカニズムを構成するとともに、

自己免疫の制御にも関わることが想定され、大変心を引かれる課題でした。当時 Andreas Strasser らが B リン

パ球に Bcl-2 を過剰発現して細胞死を阻害すると全身性エリテマトーデス（SLE）様の自己免疫疾患を発症する

ことを示したことも、自己免疫疾患発症における B 細胞の細胞死異常の役割を示唆するものでした。このため、

もともと膠原病内科で SLEなどの自己免疫疾患の診療をしていたものにとって、リンパ球の細胞死研究は大いに

興味をかき立てるものでした。幸い T リンパ球由来の CD40 を介するシグナルが、抗原と反応した B 細胞が細胞

死をおこすか活性化するかのスイッチの役割を果たすことを明らかにしました。しかし、未だに抗原との反応に

よる B 細胞の細胞死の分子メカニズムは明らかではありません。これは、Fas を介する細胞死の分子メカニズム

の解明が短期間に大きく進んだことと対照的なことでした。抗原受容体の架橋によって細胞死をおこす B細胞株

など研究材料は多くあったのですが、細胞死をおこすまでに４８時間以上かかることから、おそらく抗原受容体

を介するシグナルが多くのステップを経て細胞死を引き起こすために現在の技術ではその分子機構の核心に迫

ることができていないのではないかと思います。 

  一方、その他の研究でいつの間にか細胞死と関わっていたことが一度ならずありました。私の研究室では、

Bリンパ球で発現する膜分子 CD72が抑制性のレセプターであることを明らかにしました。MRLマウスは Fas変異

により重篤な SLE 様の自己免疫疾患を発症しますが、CD72 多型が MRL マウスでのこの異常の原因となっている

ことを明らかにしました。これは、Fas 変異による自己免疫疾患がマウスのバックグラウンドによることのメカ
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ニズムを明らかにしたことになります。さらに、CD72 による自己免疫疾患の制御についての研究を進めること

で、CD72 が死細胞から漏出する RNA 関連自己核抗原 Sm/RNP を認識して、この自己抗原への B リンパ球の応答を

抑制し、SLE様自己免疫疾患の発症を防止していることを明らかにしました。これは、CD72が死細胞に由来する

生命現象の制御でも重要な役割を果たすことを明らかにしたものです。自己免疫にはリンパ球の細胞死が関わる

ためにある意味当然とも言えますが、私の免疫研究では、いつも細胞死との関わりがあると言っていいように思

われます。なお、以前は毎年生理研で細胞死についての研究会が開催され、毎回出席するのが楽しみでした。 

写真は、2009年の生理研研究会の際のものです。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツの秋に一考          

若林俊彦               名古屋大学医学部脳神経外科 教授 

 

 小生は当大学医学部ソフトテニス部の部長を兼任している。医学部ソフトテニスといっても、総勢 70 名ほど

の大きな組織であり、キャプテンの見事な統率力のもと、40 年前に小生が所属していた時とは比べ物にならない

くらいの盛況ぶりなのである。しかし、改めて見直してみると、この 40 年間に周囲を取り巻く世界はどれほど

変わって来たことであろうか。40 年前は「高度経済成長」「収入倍増計画」「経済大国ニッポン」「東京五輪」「大

阪万博」など、日本は世界を相手に堂々と立ち回り、周りを見回せば日本人の活躍が巷に溢れている時代であっ

た。その中に育った若者の一人であった私は、日本国民であることに誇りと自信を持ち、「made in Japan」を胸

に意気揚々と立ち振る舞って生きていた。しかし、今はどうだ、「少子高齢化社会」「医療崩壊」「アジア覇権の多

様化」「南海トラフ大地震」「富士山大噴火」など、先の見えない「日本沈没」の内容ばかりが強調され、先行き

を不安視する話題が周囲を脅かしているのが現状である。安倍晋三首相が初めて首相に就任したときのキャッチ

フレーズ「美まし国・日本」は何処かに消え失せ、今では「集団的自衛権」に代表される守りの話ばかりが目に

つく。そんな暗雲立ちこめる雰囲気のなかで、現代の若者は夢も希望もなく、将来像も描けず、さぞかしもがき
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苦しんでいることであろうと嘆き悲しんでいたのは、実は、自分自身が青春を失った後ろ向きの老人になりきっ

てしまった証であったことを思い知らされた。総勢 70 名にも上る青春軍団には、大いに語りあり、真剣にぶつ

かり合い、恋に悩み、勝負に挑み、明日に翔る、あの 40 年前の自分と同じ若者の前途洋々の初々しい晴れ姿が

あった。輝ける彼らを目の当たりにすると一瞬にして目が覚める。守勢に回るのは自分自らの不安な意識の表れ

であり、これを何かを契機に攻勢に転じれば、事態は一瞬にして一変する。この瞬時の意識改革は並大抵では出

来ないが、スポーツの世界では、まさにこの人生の縮図が短時間の真剣勝負の試合の中に展開される。選手であ

れば、皆誰もが、あのときの一球、あのときの一歩、あのときの判断が試合の流れを大きく変えた、その瞬間を

幾度となく経験していることであろう。同じ自分なのに、あの時何が起こったのだろう。神懸かりか、あるいは

悪魔の仕業か。しかし、その運命的瞬間にその契機となった瞬時の引き金の内容と言えば、始めてテニスラケッ

トを触ったときの心躍る感動、始めてスマッシュが決まったときの震え上がる快感、相手のアタックを見事に仕

留めた極めつけのボレーの達成感溢れる感触、目の覚めるサービスエースを放ったときの飛び上がらんばかりの

躍動感などはまだしも、実は、一瞬思い浮かべることは、テニスとは全く関係のない、たわいもない日常の出来

事で、五感を強烈に刺激した想い出の蘇りであったりする。例えば、初恋の人と初めて手を繋いだときに感じた

ほのかな手のぬくもりと高鳴る鼓動、母親の温かい手作り弁当のあの懐かしい味、幼い頃の父親とのキャッチボ

ールで速球を受けたグローブから伝わってくる強烈な痛み、兄弟での取っ組み合いの喧嘩の際の壮絶な不快感と

たわいもない解決後の愉快感、一緒に永年遊んだ親友との突然の別れの涙の慟哭、入試試験に臨んだときの朝に

緊張に震える顔に当たった冬の風の冷たさで凛とした一瞬、一生涯一緒に過ごしたかわいいペットの愛らしい瞳

の中の曇りのない愛情、そして生涯の伴侶との最初の思いがけない出会いの時の抑えきれない心のときめき、な

どなど、真剣勝負の最中に何を不謹慎なと思われる輩もおられるだろうが、その一瞬の感覚的清涼が、実はすべ

ての困難や苦難を一瞬にして解決し、心と体を闇から解き放ち、次のステップへの大きな活力となって身体中の

エネルギーをポジティブに転換してくれる原動力となるのである。 

 このような超常現象と関連しているかどうかは不明だが、いわゆる「déjà vu（既視感）」の脳科学は、人間の

五感と脳のなせる神秘の最たるものであろう。地球の生命 137 億年の歴史のすべてが記憶され凝集している脳海

馬の不思議な情報保持能力は、これまでの我々人類が歩んで来た歴史で得た知恵と勇気、そしてこれからの我々

人類の生きるべき方向性を導いてくれている神の与えたかけがえのない宝物ではないだろうか。普段は心の奥底

深くにしまい込まれていて、見ることも出来ない情報なのだが、その人が人生最大の危機に直面したときに、こ

の海馬が 137 億年の記憶から最も有効な手段を導きだし、一見、脈絡も何もないような出来事の想い出が瞬時に

記憶に上り、脳を刺激し、我々を窮地から救おうとして作動しているのではないか。万事休すのその瞬間に、ま

だまだ我々の脳には生かそうとする生命維持装置が稼働して、体全体に生きていく気力が蘇り、あっという間に

重大局面を打開し、いつでも青春まっただ中へと再突入していくそんな自分に出会えるのである。秋の夜長に、

Cel Death 学会への投稿文を推敲している際に、それまでの学術的な内容文からはほど遠い、奇想天外の突然の

思いつきで書き下ろした原稿である。乞、御容赦！ 
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細胞競合シンポジウムに参加して 

細胞競合現象をどう捉えるか 

三浦正幸 東京大学薬学部遺伝学教室 教授 

 

細胞競合（Cell competition）に関する国際シンポジウム：International symposium “ Cell 

competition, apoptosis and cancer” Salon de Actos, Fundacion Ramon Areces, Madrid, Spain, Oct. 25-

26, 2016 に参加した。会場はマドリッド中心に近いRamon Areces財団ホール。Ginés Morata（CSIC-UAM, 

Madrid）さんが中心となり、Miguel Torres (CNIC, Madrid)さん、藤田恭之（北大）さんとがオーガナイズし

たシンポジウムでこの分野の専門家が一堂に会した活発なシンポジウムになった。細胞競合という現象を考え

てみるいい機会になったのでまとめてみたい。 

 細胞競合という細胞のふるまいが提案されたのは、Morata と Ripoll が行った Minute 変異細胞のクローン解

析からで、1975年に Developmental Biology誌に結果が報告された（Morata & Ripoll, Dev. Biol. 42, 211-

221, 1975）。Minute変異のほとんどはリボソーム遺伝子に変異があり、ホモは致死、ヘテロで表現型が現れる。

変異個体は発生遅延を示し、感覚剛毛が細く短いといった表現型を示すが、全体としては正常に発生する。マド

リード・コンプルテンセ大学大学院生だった Morataと Ripollは、Minute変異の細胞増殖への寄与を調べる目的

でモザイククローンを個体に作成し解析した。Minute 変異細胞は細胞の代謝効率が悪く野生型に比べてゆっく

り増殖すると予想されたが、これを検証するために２つのクローンの組み合わせ実験が行われた。1) Minute変

異個体で、野生型クローンと Minute 変異クローンを作り増殖を比較する実験（野生型クローンの周りはほとん

どが Minute変異型細胞）。2) 野生型個体で、野生型クローンと Minute変異クローンを作り増殖を比較する実験

（Minute変異クローンの周りはほとんどが野生型細胞）である。1) 2)ともに幼虫期の翅成虫原基に作った Minute

変異クローンは、成虫の翅で小さい領域を占める細胞集団として観察され Minute 変異細胞は増殖が細胞自律的

に遅いことが示唆された。興味深いのは 2)の実験で、発生初期にクローンの誘導を行った場合、Minute 変異ク

ローン領域が小さくなるという予想を超えてクローンは完全に消失していた。Morataらは、この現象の説明に野

生型細胞と Minute変異細胞間の競合が起こったためと考察した。今回のシンポジウムで Morataは細胞競合で失

われる細胞の”Group Protection”メカニズムを紹介したが、1)2)の実験からも Minute 変異細胞が多数を占め

る 1)の場合には”Group Protection”が働いていることが伺える。 

 細胞競合の面白さは、適応度が低い細胞集団は、それ単独に存在する場合には増殖するが、適応度の高い細胞

集団に囲まれた場合には両者が接する境界で細胞間の競合がおきて排除されることである。Minute 変異細胞の

場合は野生型の細胞（winner）に比べて適応度の低い細胞（loser）である。野生型よりも適応度の高い細胞（例

えば myc 高発現細胞）は超競合者（supercompetitor）として振る舞い、野生型細胞を loser にして駆逐する。

myc の標的遺伝子にはリボソームがあるので Minute 変異と同様に細胞代謝状態の差を感知しておこる細胞競合

と考えられる。一方で細胞極性遺伝子の変異（scribble、lethal giant larvae）による細胞競合モデルもよく解

析されている。この場合、変異細胞のみからなる組織は過増殖によって腫瘍化するが、野生型と共存するクロー

ンを作ると細胞競合によって loserとして除去される。これはがん原生の変異細胞除去機構とも考えられる現象

である。井垣達吏（京大）らは、scribble の細胞競合による winner/loser 細胞の認識と loser 排除に関わる受

容体とリガンドを同定した。藤田恭之（北大）らは哺乳類培養細胞系を用いて細胞極性変異細胞(Scribble、

Mahjong)の競合現象を見出し、田守洋一郎（遺伝研）、Wu-Min Deng（Florida State University）らはショウジ

ョウバエを用いた生体での細胞競合を示した。これらの研究に刺激され現在は種を超えて競合現象を意識した研
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究が活発に展開されている。研究領域が広がると細胞競合は細胞が互いの適応度（fitness）の差を感知して細胞

社会（cell society）から適応度に劣る細胞を排除する仕組みということで広義に使われるようになってきた。

様々な組織の恒常性維持機構として細胞競合が機能するとの立場である。 

 細胞競合に興味を持つ研究者が増え、様々な細胞、組織、動物で研究が展開されると、組織からの細胞排除が

すべからく細胞競合ではないか、との混乱を招く恐れもでてきた。オリジナルな実験にもどって細胞競合とは何

かを定義すればいいという考えもあるが、それをしようとすると、loser 細胞集団単独で細胞増殖が可能かを調

べることが必要となるが、発生や病態で生じた loser を集めてアッセイを組む実験が難しい場合もある。今回、

細胞競合の代表的な研究者が集まったことで、Morataと、ショウジョウバエ発生遺伝学を最初期からリードして

きた Peter A. Lawrenceとが進行役で、細胞競合の定義について討論会が行われた。厳しい意見もあったが、結

論を求める議論ではなく自由な討論が行われた結果、細胞競合の重要な性質が２つ確認された。 

Context dependency：同じような細胞が差を感知して起こる現象 

Short range：直接接触か、あるいは数細胞の距離で影響し合う現象 

である。 

 この細胞競合の議論を今回 Morataと Lawrenceが主導したのは意義深いと思った。発生はそもそもが、異なる

性質をもつ細胞を細胞社会に作り出す過程なので、発生の素過程において細胞競合が内包されているとも考えら

れる。しかし、むやみに競合が起こらないのは細胞集団の性質の違いを生み出す場所として区画（compartment）

が作られ、その区画内で細胞分化が進行するからである。Morata は細胞競合に関する初めての論文を 1975 年に

出しているが、同時期に、大学院の指導教員であった Garcia-Bellido が提唱した区画化に関する研究を行って

いる（Garcia-Bellido, Ripoll, Morata, Nature New Biol. 245, 251-253, 1973）。この解析は、Minute変異

個体（M/M+）が放射線誘導による染色体組換え後に、マーカー遺伝子の乗った M+/M+クローンの領域が winner と

なり大きなクローンとして同定できる特徴を利用して行われた。Minute 変異個体を用いたクローン解析は特定

の発生ステージに生まれた細胞の系譜をクローンマーカーを指標に感度よく追跡することを可能にしたのであ

る。その後、MRC の Laboratory of Molecular Biology で Lawrence と一緒に研究をして区画化を決める遺伝

子”Selector Gene”に関する研究を行った（Morata & Lawrence, Nature 255, 614-617, 1975）。2007年には

これらの研究が評価され、Morata と Lawrence はスペインのアストゥリアス皇太子賞を共同受賞している。ちな

みにこの賞は広く文化活動を対象にしていて、同年には今年のノーベル文学賞を受賞したロック音楽界の大御所

Bob Dylanが芸術部門で受賞している。  

 細胞競合は区画を超えては起こらず、同じような性質を持つ細胞ながら異なる適応度にある細胞を選別する機

能を持つと考えられる。このような細胞競合の機能は今回のシンポジウムで Torres の発表で示された。マウス

epiblast は myc 発現量が様々なモザイク的な細胞集団から構成されるが、次第に myc 発現量が相対的に低い細

胞が失われ、適応度に優る細胞集団に収束する。Myc 発現量の違いを局所で感知して選別する細胞競合の仕組み

が発生で使われているわけである。 

 Short rangeで作用する細胞競合の仕組みは細胞競合モデルによって異なり様々な仕組みが調べられている。

loser が細胞表面に細胞死誘導を促進する分子を発現し、それを目印に近傍の winner 細胞が相互作用する直接

作用の仕組み（井垣達吏、京大；Eduard Moreno, Champalimaud Center, Lisboa）や、自然免疫に関わる拡散性

リガンドとその受容体が関わる（Laura Johnston、コロンビア大）仕組みが出されている。この場合、Mycや Minute

競合では Spaetzle という Toll-related receptor の受容体が loser の除去に必要とされる。この場合、細胞内

では自然免疫と同じように NFB の活性化は起こるが、それによって誘導されるのは抗菌ペプチドではなく細胞

死誘導をする reaper や hid である。適応度に劣る細胞が出現した場合には積極的にそれを異物として排除しよ
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うというわけである。 

 遺伝学的な細胞の違いから見つかった細胞競合現象だが、細胞のおかれた環境によって持続的な細胞の状態変

化が局所に生じる場合には正常細胞であっても細胞競合が起こる可能性がある。幹細胞からの細胞産生が盛んな

腸上皮や、ショウジョウバエ蛹の中胸背部正中線でみられる上皮など、細胞混雑でおこる細胞排除現象である。

細胞競合研究は遺伝学的な細胞系譜トレーシング（発見の発端になった Minute 変異細胞クローンを作る研究は

細胞系譜トレーシングの手法を用いた）や生体イメージングを使わないと見えてこない現象である。手法的に難

しいところはあるものの、細胞が増える現象を対象にした胚発生、幹細胞やがんの研究に、これまで見逃してい

た細胞の存在を意識して切り込むのは魅力的であり、様々な想像を駆り立てることをシンポジウムに参加し改め

て感じた。 

 

 

 

右からオーガナイザーの Morataさん、藤田さん、二人おいて Torresさん 
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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 

 

編集後記 
 今号から名古屋大学 鈴木治彦先生からバトンタッチして編集委員を務めさせていただきます。よろしくお願

い致します。会員間のコミュニケーションツールの１つとしてご活用ください。エッセイでも、みんなに見せ

たい画像でも、新しい技術でも、なんでも結構です。巻頭写真も公募します。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、某会員様提供の「三四郎池の四季」です。同じ趣旨の写真を、初代アポト

ーシス研究会会長の故山田武先生のご講演で見たことがあります。細胞死の現象を見続けられた先生がたは、

四季の移り変わりと細胞の一生をオーバーラップされるものだと感じ入った次第です。会員の皆様のお蔭で年

内に発刊することができました。御礼申し上げます。             刀祢重信 東京電機大学  
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