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左：マウス胎生９日胚の中脳-後脳領域の神経管閉鎖におけるアポトーシス。マゼンタがアポトーシスした細胞（活性化型カスパーゼ３の抗体染色）。
断片化している様子がわかる。緑が表皮細胞の境界部（接着帯に局在するE-cadherin抗体染色）。真ん中：マウス胎生8.5日胚の前脳領域の神経管
閉鎖におけるアポトーシス。緑がTUNEL染色、マゼンタは細胞核。胚の頭部を正面から見た像。右：マウス胎生９日胚の中脳-後脳領域の神経管閉
鎖におけるアポトーシス。カスパーゼ３活性化検出プローブSCAT3を発現するトランスジェニックマウスでカスパーゼ活性化の度合いを可視化し
たもの。オレンジ～黄色～緑～青と活性化の度合いが高くなっている。黄～緑～青色に見えるのがカスパーゼを強く活性化したアポトーシス細胞。
（北海道大学 山口良文教授 ご提供）
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第 2７回日本 Cell Death 学会を主催して
第 27 回日本 Cell Death 学会会頭
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 学会を 7 月 27－28 日の二
日間にわたり京都府立医科大学 図書館ホールで開催させていただ
きました。副会頭の金井恵理教授や多くの先生方のご協力のおかげ
で盛会に終えることができ、心より感謝しています。京都大学脳神
経内科高橋良輔教授が主催された 2013 年以来となる 5 年ぶりの京
都での学術集会でしたが、海外のみならず、日本の各地からはるばる参加していただいた皆様のおかげと感謝し
ています。今回も 2016,17 年度の学会と同様に新学術領域「ダイイングコード」との共催としていただき、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させていただきました。特別講演には、京都大学大学院理学研究科 森和俊先生に小胞
体ストレスの最新の研究について、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や薬物開発につい
てご講演をいただきました。本年度本庶佑先生のノーベル生理学・医学賞受賞が決定し、今回開催した教育講演
の内容が、深く関与していたことを感慨深く思い出しています。ランチョンセミナーには、札幌医科大学の脳神
経内科の下濱俊先生にお越しいただき、認知症の発症機序と治療についてご講演いただきました。今回は、細胞
死研究から癌免疫による抗がん剤開発や、化合物スクリーニングやバイオバンクのパネルディスカッションまで
幅広く、深い内容を議論することが出来、参加者も最終的には 203 名に達しました。記念写真を見ると懐かし
く思い出される京都の夏でしたが、その後、関西地域が猛暑や台風に襲われたことを考えると、この 2 日間は無
事に開催できたことに感謝しています。また、最優秀・優秀ポスター賞に選ばれた先生のみならず、多くの若手
の先生方が、熱心な研究と発表されている姿を目の当たりにして、本学会の将来が大変明るく感じられました。

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いただいた学会理事、評議員の先生方、ご参加いた
だいた研究者の皆様、ご協力をいただいた企業や大学同窓の皆様、企画運営に携わっていただいた教室員と株式
会社コングレの皆様にこの場をお借りして深く御礼申しあげます。
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第 27 回学術集会を主催して：この稀有な会の発展を願いまして
第 27 回日本 Cell Death 学会副会頭
天理医療大学 医療教育研究センター
金井恵理
「学会を主催されませんか」とはじめてお声がけいただいたのは、第 24 回学術集会、大阪大学竹原徹郎先生
が主催された大阪の地でございました。ただ、伝統のある本学術集会をさせていただくにはわたくしは経験も
知識も浅く、力不足を自覚しておりましたので、長く一緒に研究室をさせていただいている的場聖明先生と一
緒なら、もう数年経験を積んでからでしたら、というようなお返事をさせていただいたのを覚えております。
その後的場先生が京都府立医科大学循環器腎臓内科学教授に着任され、先達の先生方にも相談させていただき、
このたびの運びとなりました。
本会は細胞死研究を軸に、様々な立場の研究者が一堂に集います。基礎研究者も臨床医も交じって議論でき
るこのような規模の会は、学会の乱立する昨今においても稀有な存在です。わたくしどもが最も心砕きました
ことが、この様々な立場の参加者全員に勉強になるプログラム作りでした。詳細につきましてはここでは控え
させていただきますが、プログラムの構成について京都大学高橋良輔先生をはじめ、たくさんの先生方にご指
導・ご助言をいただきました。ありがとうございました。
次に悩みましたのが、暑い盛りの京都での開催、いかに快適にそれでいていかに活発な環境を用意できるか、
ということでした。会場のレイアウトや動線等、十分考えたつもりでしたが、会場の制限もあり、吹き抜け会
場の空調など、実際にはご不便をおかけした点がございました。この場を借りてお詫び申し上げます。また、
戯れでお叱りを受けるかもとは思いましたが、一日目 Science Day の最後には皆さんで写真を撮らせていただ
きその日の懇親会でお渡ししました。本会のよい記念になりましたらうれしく存じます。
終わってみれば、反省点がいくつもございました。わたくしどもが願いましたように、参加された皆さん全
員がそれぞれの研究に生かせるようなお土産を持って帰っていただけたかどうかわかりません。ただ、本会は
これからの若い研究者や細胞死研究のために今後も継続発展すべき会と認識しております。本学術集会がその
流れの一助となりましたら、望外の喜びです。ありがとうございました。
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第 2８回 日本 Cell Death 学会学術集会のご案内
会頭 東京大学大学院薬学系研究科遺伝学教室 三浦正幸
2019 年７月 12 日（金）- 13 日（土）
東京大学山上会館＆薬学部講堂（東京大学本郷キャンパス）
第２８回学会学術集会を担当することになりました東京大学薬学部の三浦です。
私が留学先を探して細胞死分野に進むことを決めたのが 1990 年でしたので、こ
の学術集会の歩みと私の細胞死研究の歴史とはほぼ重なります。1990 年代の初
め、細胞死実行の基本的なフレームが怒涛の勢いで解明され、日本人の貢献が大
きい研究分野となりました。現在、細胞死研究は、細胞排除と貪食機構、生体で
おこるアポトーシス以外の多様な細胞死実行機構、死細胞から発せられるシグナ
ル、発生、成長、老化での細胞死モードの変換、病態での細胞死機構と細胞死介
入による治療、とその研究対象は大きな広がりを見せています。
今回の学術集会では、細胞死機構の根幹を次々に解明されている長田重一先生、
神経幹細胞を中心とした再生医学研究の草分けである岡野栄之先生に特別講演を
いただきます。シンポジウムでは、細胞死や細胞排除の分子メカニズムに切り込
む研究を集めた「細胞死シグナル」シンポジウム、細胞の死・老化・機能不全と
疾患との関わりを解明する先端研究を集めた「細胞死と医学」シンポジウム、新
しい切り口として個体を取り巻く環境と細胞死との関わりを話題にした「環境と
細胞死」を企画しています。口頭発表とポスターセッションでは、細胞死研究は
もちろん、細胞やその機能が失われる現象を扱ったもの、細胞死にかかわる可能
性を秘めた話題を広く募集します。細胞死とその関連分野の研究者が一堂に会する学術集会で、自身の研究を発
表してアピールするセッションですので多数の演題をお待ちしています。
メイン会場は東大本郷キャンパス、三四郎池のほとりにある山上会館です。この建物はル・コルビュジエの弟
子で日本の近代建築に大きな影響を与えた前川國男氏の設計により 1986 年に建てられ、今年 10 月にリニュー
アルオープンしました。緑濃き池の辺りで、細胞死研究の面白さを満喫ください。教室員一同でお待ちしていま
す。
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新評議員のエッセイ
東京薬科大学

浅野謙一

東京薬科大学の浅野謙一と申します。これまで素晴らしい研究環境を与えてくださっ
た、田中正人先生ならびに Cell Death 学会のみなさまに、心より感謝いたしますとと
もに、これからも一層ご指導賜りますようお願いします。
多くの臨床医は、研究を始めるとき、初めから大それた目標を立てているわけでは
なく、なんとなくアカデミックな世界に触れてみたい、という好奇心に駆られて大学
院に入学するのではないでしょうか。ささやかでも新しいことを知りたい、臨床の喧騒から少し距離を置いて、
学生時代おざなりにしてきた勉強をやり直したくなる気持ちが、ちょうど卒業後 3 年から 5 年目に強くなるのだ
と思います。
1999 年に東京医科歯科大学医学部を卒業した私も、研究を始めるまでの 3 年間、内科、具体的には腎臓内科、
の臨床に携わりました。腎臓病というとあまりなじみのない病気かも知れませんが、いざ進行すると、透析治療
以外に選択肢のない慢性疾患です。医者になってどしどし患者を治すぞ、とはり切っていた 20 代の頃の私の目
には、透析というのがどこか治療をあきらめた医療行為のように映りました。そのような中、自己免疫疾患に由
来する腎炎で、免疫抑制療法が劇的に効く症例があったことから、免疫学に強く興味を持つようになりました。
そこで、大学院博士課程に入学し、思い切って大阪大学旧遺伝学教室の門をたたきました。これが、今日まで続
く基礎研究との、また長田重一先生、田中正人先生との出会いになります。27 歳の春でした。
大学院時代に私が取り組んだのは、アポトーシス細胞を貪食したマクロファージによる、免疫抑制機序を明ら
かにすることです。まず、アポトーシス細胞が生体のどこでどのように処理されるかを調べるため、蛍光標識し
たアポトーシス細胞をマウスに静脈内投与し、臓器の凍結切片を蛍光顕微鏡で観察するだけの、いたってシンプ
ルなアッセイを組み立てました。この時の研究で、アポトーシス細胞が、脾臓の辺縁帯という領域にリング状に
集積しているのを発見したときの感動を、10 年以上経った今でも鮮明に記憶しています（写真）。
さらに、集積したアポトーシス細胞が、CD169 というマーカーを発現するマクロファージに取り込まれること、
その貪食がアポトーシス細胞附随抗原特異的に T 細胞を抑制し、自己寛容維持に寄与することも突き止めること
ができました。当時は、CD169 マクロファージの生体における
役割はほとんど分かっていなかったので、
熊本大学の高橋潔先生
らの編纂したマクロファージ研究のバイブル、
『生命を支えるマ
クロファージ』
を参考に、
マクロファージの局在を、
自分の手で、
免疫染色で確かめていきました。
今日 CD169 マクロファージは、
臓器と循環系（血流やリンパ）との境界面に局在し、流入する抗
原情報を周りの免疫細胞にリレーする前衛（センチネル）細胞と
してカテゴライズされています。
研究の場は、
大阪大学から理化学研究所→ハーバード大学→東
京薬科大学と移りましたが、今も約二十歳の生命科学部生・大学
院生と一緒に、炎症疾患の病態形成におけるマクロファージの役
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割について研究を続けています。平成生まれの学生に研究のすばらしさを伝えようにも、「それだけ免疫の研究
をしているのに、どうして自分の風邪すらさっさと治せないのか」、
「なぜ（お前には）LINE で連絡が取れない
のか」といった質問に答えられず、歯がゆい思いをすることがあります。学生を見ていると、研究を始めた頃、
自分の研究テーマが臨床とどう関連するか考える余裕もなかったことを思い出します。無我夢中でマクロファー
ジの勉強をしているうちに、少しずつ自己免疫疾患の病態形成機序に迫っているように感じるのが、今も研究を
続けるモチベーションになっています。いつか自分の研究グループを持って、今まで積み重ねてきたマクロファ
ージに関する研究成果を、自己免疫性腎炎の治療法開発に役立てるつもりです。

評議員拝命のご挨拶

松澤秀一

京都大学

この度、日本 Cell Death 学会評議員を仰せつかりました京都大学の松澤秀一です。どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。まずは簡単に自己紹介をさせていただきます。私が細胞死研究を始めたきっかけは、大学院生時代に貝毒の天
然物有機化合物の生物活性を調べている時に、この化合物が培養細胞にアポトーシスを誘導する発見でした。後にこ
の化合物はホスファターゼ PP2A の特異的阻害剤であることがわかり、貝を食することにより起こる激しい下痢の原因
であることもわかりました。その後、細胞死研究をさらに追求したく、1995 年に米国カリフォルニア州の La Jolla
にあるバーナム研究所（現 SanfordBurnhamPrebys 研究所）の John Reed ラボの門を叩きました。研究者としての独立
を経て、2016 年に帰国するまでの 21 年間、米国での研究者生活を続けました。留学当初は Bcl-2 ファミリーや Caspase
ファミリーが次々と同定され、まさに細胞死研究の黎明期とも言える時代でした。この頃に多くの日本人研究者によ
って細胞死研究に多大な貢献がなされたのは私が言うまでもなく、現在の日本 Cell Death 学会の設立に繋がったの
も皆様がご承知のことと存じます。2001 年にヒューマンゲノムプロジェクトが完了すると、細胞死に関わる分子種が
さらに同定されました。それによって細胞死関連分子をターゲットとする創薬開発の機運も高まりました。所属して
いた研究所がトランスレーショナルリサーチに特化したのを受けて、私自身も細胞死をターゲットとした創薬に研究
をシフトしました。スタート当時は、細胞死を誘導できれば癌の治療に繋がる。あるいは、細胞死を抑制することは、
神経変性疾患などの治療に役立つと信じておりました。実際に世界中でも多くの努力が払われました。2018 年現在、
そういった努力は報われているでしょうか？私の個人的な感想としては、残念ながら細胞死関連分子をターゲットと
した薬はそれほど多くは上市されてはいません。その原因として考えられるのは、低分化合物や生物製剤をスクリー
ニングする際に、培養ディッシュ内の単一細胞系で急激に起こる細胞死を指標にスクリーニングを行ってきたことに
あります。私自身も培養ディシュでは良く効く化合物が、生物個体に応用すると全く効かないという経験を多くして
きました。90 年代には、細胞死は主にアポトーシス vs ネクローシスで議論されましたが、現在ではネクロプトーシス
やフェロトーシスやピロプトーシス等、細胞死も細かく分類されるようになりました。神経変性疾患では、神経細胞
は脳内の複雑な環境の中でゆっくりと時間をかけて死んでいきます。また癌組織は均一な細胞の集まりではなく、ヘ
テロな細胞の集団であることがわかってきました。今後細胞死を標的とした創薬を行うにあったては、さらなる工夫
が必要になると強く感じております。

最後になりますが、今年初めて日本 Cell Death 学会学術総会に参加させていただきました。細胞死というト
ピックにフォーカスして、幅広い分野の研究者が熱く議論するのを拝見して、先輩研究者達の学会に対する理念
が深く根付いていることに感銘を受けました。私も日本 Cell Death 学会のさらなる進展に微力ながら全力を尽
くす所存でおりますので、今後ともご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。
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森脇健太 大阪大学医学部細胞生物学

この度、日本 Cell Death 学会の評議員を努めさせていただくこととなりました森脇でございます。私のような者が評
議員に推薦・承認していただいたということは、「これからしっかりやるように」という叱咤（たまには激励もある
と嬉しいです）であると受け止めております。微力ながら細胞死研究の発展に貢献していきたいと思っておりますの
で、ご指導よろしくお願い申し上げます。
「あっ、こっちだけ死んでる」これが私が細胞死研究に足を踏み入れることとなった理由です。大学院時代に私が
取り組んだテーマは癌性糖鎖の制御機構と機能についてでした。癌で変化するある糖鎖構造の機能を調べていました
が、最初はパッとした結果が得られず、微妙な変化しか示さないものや、既に知られているものばかりでした。どう
しようかと思いながら論文を読んでいた時に、TRAIL という分子が比較的癌細胞に特異的にアポトーシスを誘導すると
いうことを知りました。一度刺激してみようと思い、指導教官に購入していただいて糖鎖構造の異なる 2 種類の細胞
にかけてみると。こうして特定の糖鎖構造が細胞死に影響を与えるということで学位をいただくことになりました。
大学院生活も終わりが近づき、この先どうしようかと考えている時に、TNF や TRAIL といった Death ligand がネク
ロプトーシスという細胞死を誘導するということを知りました。当時その分子機構はほとんど分かっておらず、リガ
ンド-受容体の結合から細胞膜の崩壊までをつなぐ分子は RIPK1 しか知られていませんでした。よく分からないという
ことに非常に興味をそそられていたところ、RIPK3 という次の制御分子が 2 つのグループから報告され、その論文を見
て心が決まりました。RIPK3 がネクロプトーシスのマスターレギュレーターであることを報告した Francis Chan 博士
にメールを送り、はちゃめちゃな電話インタビュー、珍道中となったラボ訪問を経て、寛容にもどこの馬の骨とも分
からない私をラボメンバーとして受け入れていただきました。そこでは RIPK3 を中心に細胞死と炎症のクロストーク
の仕事を行っていました。これまでにネクロプトーシスの分子機構・生体での役割についてたくさんのことが分かっ
てきましたが、色々なことが分かってくればくるほど、色々なことが分からなくなってきました。つまり、システム
の複雑（怪奇）さが明らかになってきたということです。紙面の都合上詳細は省かせていただきますが、そんなあま
りにも巧妙かつ膨大な分子間・細胞間・分子-細胞間ネットワークを前に私なんかに何ができるのだろうかと考えるこ
ともありますが、一つ一つの事象を明らかにしていこうと帰国後も研究を続けています。
2016 年に帰国してから本 Cell Death 学会に参加させていただくようになり、これからも勉強させていただきたいと
思っております。また、若い方々の意見を学会に反映させていく懸け橋になれればと思っていますので、ご意見・ご
相談・愚痴・文句など何でも聞きますので若い方々にはいつでも気軽に声をかけていただければと思います。今後と
もどうぞよろしくお願いいたします。

最近ハマっていること：大人デビューした虫捕り
最近嬉しかったこと：ビギナーズラックでオニヤンマを捕獲したこと
好きなこと：野球（見る方よりする方）、キャンプ、実験前の妄想
怖いもの：息子が幼稚園から連れて帰ってくる細菌・ウイルス、活性化した妻
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北の国から
北海道大学低温科学研究所冬眠代謝生理発達分野
山口良文
北海道大学低温科学研究所（略称：低温研）の山口良文です。前任の東京大学薬学部遺伝学教室（三浦正幸教授）か
ら低温研に異動してはや１０ヶ月が過ぎました。現在、新設の冬眠代謝生理発達分野をセットアップ中です。まだ私一人
と、東京から一緒に来てくれた大学院生２名（感謝！）、それに他研究室と兼務の秘書さんの、計４名というマイクロラボ
の状態ですが、北の大地を耕して根を張って実りを上げていけるよう、邁進したいと思っています。何か楽しいお話をと
ニュースレターの原稿を書く機会を与えてくださった刀祢先生から仰せつかりましたので、以下つらつら、これまでとこれ
からやろうとしていることを、近況報告を兼ねて書かせていただきます。
私は昨年まで、三浦先生の研究室で哺乳類胚発生過程での細胞死の生理的意義の研究を進めてきました。アポトー
シス経路が日本の大先生方の研究によりノックアウトマウスが 1990 年代に次々と作成されその表現型が明らかにされ
ていたわけですが、アポトーシス欠損の結果生じる胚発生の異常については、詳細な解析はなされていませんでした。
特に、脳形成の初期過程で大量に死んでいく細胞の種類や、その死の原因については、実はまだまだ不明な点が残っ
ています。この点に迫るには、個々の細胞の性質の詳細な性質や細胞運命の解析や、個体内での死にゆく細胞を捉え
るイメージング等の手法が有効です。実際これらの解析の結果、線虫で最初に明らかにされたプログラム細胞死のルー
ル、「細胞系譜に依存した細胞死」が、線虫やショウジョウバエなどの無脊椎動物に比べ非常に大量の細胞から構成さ
れる、哺乳類の脳発生の初期にも働いていることがわかりました。これは、神経回路形成期にみられる、神経栄養因子
の競合によるランダムな細胞死とは対照的です。発生過程では、一見散発的に見える細胞死であっても、その根底には
競合だけではなく細胞系譜の影響が潜んでおり、それが脳の正常な形づくりに非常に重要ということが明らかになりつつ
あります。このような、組織形態などのおおざっぱな表現型を見るだけではわからない細胞レベルの異常が、細胞死異
常の結果生じる先天異常（やおそらく行動異常）へ深く関与するわけです。ではなぜそもそも、その特定の細胞系譜の細
胞は死ななければならないのでしょうか。また細胞系譜依存的な細胞死に、何らかの一般則は存在するのでしょうか。そ
の明確な解答は未だ得られていないようです。これは発生のみならず恒常性維持や老化の過程で生じる細胞死にも関
与する重要な問いなのではないかと個人的には信じているのですが、解決に至るうまいアプローチが思いつかず現在に
至ります。将来いつか良い実験スキームが何か閃いたらチャレンジして見たいと思っていますが、当分の間は寝かせた
ままの問いとなってしまっています。そうこうしているうちに、どなたか若い方が見事に解かれるかもしれません。
そんなの何て他力本願な！とお叱りを受けるかもしれませんが、今年から異動した北大では、発生の細胞死研究とは
少し趣をかえた研究を進めていく予定です。研究室名につけた通り、哺乳類の冬眠の分子機構の研究をメインに研究を
進めていきます。この数年、東大で細胞死研究と並行して進めてきたテーマです。冬眠、唐突になんじゃそりゃ？と思わ
れた方のために簡単に説明します。わたしたちヒトを含む哺乳類の多くは、体内で熱を産生して体温を 37ºC 付近に維持
する恒温動物です。外界の気温に関わらず体温を高く保てることで、寒冷環境での活動・生存が可能となり、生息域の
拡大につながりました。とはいえ、熱産生にはエネルギーを要します。そしてそのエネルギーは食料から得るわけです。
厳しい寒さに見舞われる寒冷域では、体温を維持するための十分な食料が確保できない、という問題が生じます。この
問題に対し、一部の哺乳類は体温維持を放棄して、低体温で越冬する戦略をとりました。これが哺乳類の冬眠です。そ
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してこの冬眠の仕組みは、１００年以上前から科学者の興味を惹いて来たにも関わらず、まだ殆ど解明されていないの
です。わたし自身は、学位を取得したころに読んだ一本の冬眠論文に衝撃を受け、いつか冬眠の謎に挑む研究をしたい
と願っていました。幸いにして三浦先生の寛大なご配慮とご理解のもと、興味を持ってくれた学生たちと数年前から新規
テーマとして研究を開始しました。これまた幸いに JST さきがけをはじめ多くの方々のご支援のおかげで、今年から北大
低温研にてラボを持つに至っています。
それって、細胞死とは何か関係あるの？というツッコミがあるかもしれません。はい、実は関係おおありなのです。私た
ちヒトの細胞や組織の多くは、低体温状態ではその機能を維持できません。それどころか、15ºC を切るような極端な低温
域では細胞死が生じます。当然ながら、細胞はヒートショックならぬコールドショックへの応答（低温応答）機構をも擁して
いるのではありますが、哺乳類の細胞の場合、これらは主に 30ºC 付近の低体温領域で働くことが知られています。15ºC
を切ってくるような低温状態では、細胞はネクローシス的な死に方を呈します。この細胞死は酸化ストレスによるもののよ
うなのですが、なぜそもそも低温で酸化ストレスが生じるのか、実はまだはっきりとした答えはないように見えます。私た
ちが研究に用いているシリアンハムスターは、冬眠時には体温が外界気温付近まで低下しますが、10ºC 以下の極端な
低体温でも長期間の生存が可能です。一方、マウスやラット、当然ヒトも、個体レベルでも細胞レベルでも、こうした低温
域での生存はほぼ不可能です。いったい冬眠する哺乳類と冬眠しない我々ヒトのような哺乳類との間で何が違うのか、
そもそも心臓が低体温で止まらないのはなぜか、低体温のときに神経活動はどうなっているのか、などなど、興味深い
問いと切り口はたくさんあり、こうした問いを解き明かすことは、臓器移植や脳／心筋梗塞後の低体温療法の改善など、
ヒトの医学や健康科学にも貢献する可能性を秘めています。そして冬眠の謎への一つのアプローチとして、低温による
細胞死耐性という観点も有用なのではと考えています。近年は、細胞死研究分野自体、怒涛の勢いで多様な細胞死機
構が明らかにされており、また死細胞から発信される“ダイングコード”に着目した研究も発展してきています。私たちも
冬眠動物という新しいモデルから新知見を生み出すべく奮闘しています。
とこれで原稿終わりでも良いのですが、最後もう少しだけ与太話にお付き合いください。北海道は札幌に移住してまだ
１年は経ちませんが、札幌の住み心地は、たまの大雪と冬の日照時間の短さを除けば、素晴らしいの一言です。サケは
うまいしねーちゃあ（Nature）は綺麗だ、とやってきたヨッパライが札幌に来て目覚めたのは、野鳥観察です。東京にいた
ころ住んでいた郊外の団地も、４、５０年前に植樹された街路樹が大きくなり野鳥が多数飛来していました。が、札幌の野
鳥の種類と観察の容易さは、その比ではなく、私のような素人バードウォッチャーには感動的です。北大キャンパス内で
も、街中の公園等でも、東京では山までいかないと見れないような野鳥、たとえば小鳥ならゴジュウカラ、ヤマガラ、シマ
エナガ、シメ、カワラヒワ、それにキツツキの仲間のアカゲラ、コゲラなどがわんさかおります。カメラを趣味にしたらさぞ
楽しいことだろうと思いつつ、カメラやバズーカみたいなレンズ代が大変なことになるのではと手を出せずにおります。が、
双眼鏡は常に持ち歩いていて、鳥影がよぎるや可愛い鳴き声が聞こえでもしたならば木々をサーチしおもむろに双眼鏡
を取り出し眺める、、、といった程度には、鳥見にはまっております。木々の葉っぱが落ちる冬の季節が実は鳥見シーズ
ンとのことで、長い冬の楽しみが出来ました。おかげで自分がうっかり冬眠してしまうのは免れそうです。北海道の冬鳥
のぷくぷく感はたまりません。スズメやカラスまで超丸っこくなります。寒さへの適応により脂肪を蓄えているわけですが、
その点は哺乳類とも共通です。さらに一部の鳥は冬眠ではなく「渡り」を編み出したわけですが、全身代謝レベルで見る
と、渡り鳥も冬眠動物も、絶食で長期間乗り切るための脂肪の有効利用や筋肉の性質変化など、非常に似ているところ
が多々あります。またまた話が逸れますが、鳥やコウモリなど、飛翔する恒温動物は、そうでないものに比べて生理的寿
命は非常に長い、ともいいます。骨格筋やミトコンドリアの性質のせいとも言われていますが、実際どこまでわかっている
のでしょうか。このあたり、モデル生物では解決されていない面白い問いがたくさんありそうです。
と、思ったよりもはるかに長くなりましたが、これを若い学生の方がどのくらい読んでくださるでしょうか。上で長々と書い
たとおり、自然はまだまだ神秘に満ちており、その謎に挑むことを生業にできる科学者は、知の一次生産者として人類社
会に貢献できる素晴らしい仕事です。最近は、少子化の影響を大学院のみならず学会はじめ至る所で感じます。どうや
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って一緒に研究してくれる学生をリクルートし一人前の科学者として巣立たせるか、皆様も頭を悩ませていると思います。
特に北大低温研は学部を持たない大学附置研究所ですので、私自身にとってもこれは緊喫の課題です。開拓精神を持
って、まだ未開拓領域がたくさん残る冬眠の謎をひとつでも解き明かし、知の一次生産者として科学そして人類社会に貢
献したいと思う方、ぜひ一緒に研究しましょう！ 共同研究も大歓迎です！！
以上、最後は勧誘になってしまいました。楽しい話だったかはともかく書き手は楽しんだということで、長々とした拙文に
お付き合いくださりありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

第27回学術集会

ポスター賞

受賞者エッセイ

最優秀ポスター賞
京都大学大学院医学研究科

細胞機能制御学

伏屋康寛

この度は栄誉ある賞を頂き大変光栄に存じます。選考委員の先生方と日本 Cell Death 学会関係者の方々に心よ
り御礼申し上げます。私は大学院生ですが、大学院入学まで研究を全くしたことがなく、右も左も分からない状
態から現在まで手厚く御指導頂いております京都大学岩井一宏教授並びに藤田宏明助教にも心より感謝申しあ
げます。
私は元々脳神経内科医で現在も非常勤で診療は行っておりますが、大学院では神経疾患研究に関わらず、何か面
白いことをしたいと思い入学し、現在京都大学大学院医学研究科細胞機能制御学で、直鎖状ユビキチン鎖を特異
的に生成するユビキチンリガーゼである LUBAC に関して研究を行っております。
研究を初めてまだ 3 年程ですが、
基礎研究の面白さ、奥深さ、難しさに触れ、魅了されております。今回京都大学脳神経内科の髙橋良輔教授より
お誘いを受け、初めて日本 Cell Death 学会に参加させて頂きましたが、基礎研究から疾患研究まで幅広く関わ
る Cell Death 研究の面白さに改めて触れることができ、大変勉強になりました。また私は細胞死抑制機能を有
する LUBAC の新たな制御システムに関してポスター発表をさせて頂いたのですが、その際には、多くの先生方が
発表を聞いて下さり、様々な視点から御助言・御意見を頂くことができ、本当に感謝しております。駆け出しで
未熟な私ですが、これを励みに一層精進して行きます。今後も御指導御鞭撻を賜われましたら幸いです。
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優秀ポスター賞
アポトーシスを伴わないカスパーゼ活性化の細胞運動制御
東京大学大学院 薬学系研究科・遺伝学教室 藤澤侑也
2018 年 7 月 27 日から 28 日に開催された「第 27 回日本 Cell Death
学会」に参加しました。年会長の的場先生が オーガナイザーとなり、基
礎と臨床の研究者が一堂に介した活発な会になりました。ニュースレター
を書かせて頂きます私は普段、基礎研究に従事しており、その上ショウジ
ョウバエを扱っています。 そのため、患者さんとの距離がより近い立場
の諸先生方のお話しは特に新鮮で、「このような基礎と臨床が混ざり合っ
た研究会がもっと増えればといいな」という思いを持ちました。さてこの
レターでは、現在私が研究対象にしており、かつ関連した投稿論文が台頭
しつつある「アポトーシスを伴わない(non-apoptotic)カスパーゼ活性化
の細胞運動制御」に関して少しだけご紹介致します (参考文献: Aram et
al., Cell death Differ., 2017; Nakajima and Kuranaga, Cell death
Differ., 2017)。おそらく殆どの方々には あまり馴染みがないかと思わ
れますが、束の間どうぞお付き合い頂ければ幸いです。
アポトーシスの際に活性化するカスパーゼは標的タンパク質を不可逆的に切断するので、その活性化細胞は
死を迎えるほかないと思われていました。ところが最近の研究で明らかになってきたのは、カスパーゼ活性
化細胞が死を免れるどころかその活性を細胞自律的に、例えば運動という積極的な細胞制御に用いる
(non-apoptotic function)ということです。カスパーゼが活性化しても細胞死が起こらない理由は、その活
性が細胞内のある一部分に限局していることや、その活性化が一時的で(あるいは持続的だとしても)細胞死
の実行に至る閾値に到達していないからだと考えられています。このようなアポトーシスとは独立した
non-apoptotic なカスパーゼ活性をも生体内で可視化できるセンサーが、ショウジョウバエ研究のコミュニ
ティーでは開発されています(Ding et al., Elife, 2016; Tang et al., Sci. Rep., 2015)。がん細胞はア
ポトーシス耐性を示しカスパーゼ活性が一般的に高いことを考えると、その活性化は non-apoptotic な細
胞運動に関わる機能によって陣地を広げる戦略の一つとして用いられている可能性を想起させます。
Non-apoptotic なカスパーゼ活性化がどのようなメカニズムによって細胞運動を制御するのか未だ不明な
点は多く、今後明らかにされることが期待されます。
最後になりましたが、年会頭の的場先生(京都府立医科大)と副会頭の金井先生(天理医 療大)、その他運営
に関わって頂いたすべての方々に感謝深く申し上げます。次回は私の所属する東大薬学部ということで、当
研究室の学生が主体となった少々もたつく運営となるかもしれませんが、精一杯努めますので皆様の参加を
心よりお待ちしております。
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優秀ポスター賞を受賞して
北里大学薬学部 衛生化学教室

岡佳保里

この度、第 27 回日本 Cell Death 学会学術集会で優秀ポスター賞を賜りまして、とっても嬉しいです。厚く
御礼申し上げます。
私は北里大学薬学部にて、脂質酸化依存的な細胞死についての研究をしています。当研究室ではリン脂質ヒド
ロペルオキシドグルタチオンペルオキシダーゼ(GPx4)欠損による脂質酸化依存的な細胞死、リポキシトーシスに
ついて詳細な解析を行っています。ノックダウンすると細胞死が抑制でき、遺伝子を再導入することで致死が誘
導できる遺伝子をこれまでに 6 つ同定することに成功し、Lipo-遺伝子と名付けました。そのうち私は Lipo-3 の
解析を行っています。
実は、Lipo-3 は既知の遺伝子で、本当の名前は別にあります。リポキシトーシスにおける Lipo-3 の機能につ
いての論文を出すまでは学会発表において Lipo-3 は Lipo-3 にすると決めています。 ”本当の名前” が出せない
ので、学会発表で討論がし辛いことにもどかしさを感じています。内々の研究報告会では ”本当の名前” で発表
しているので、スライドに小さい字で書いた “本当の名前” を学会前に Lipo-3 に変更し忘れてないか、いつも目
を皿にしてチェックしています。
早く本当の名前が出せるように、結果を出して論文書きます！そして、次に Cell Death 学会で発表するとき
には本当の名前で発表して皆様とより深い討論をさせてもらいたいです。
写真は時にストイックに、
時に楽しく研究に励んでくれる後輩たちと、これまで 3 年半に渡りいつも私を叱り、
そしてまた一番の良き理解者でいてくれた今井浩孝教授と月島でもんじゃ焼きを食べた時のものです。みんなで
今井先生のポーズを真似しています。
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エッセイ
ゴードンリサーチカンファレンスに参加して
-Cell Death Mediators in Normal and Disease Physiology東邦大学医学部生化学

中野裕康

英語を母国語とする国を訪問するときに常に思い浮かんでくる自分への問いかけがある。それは
「もし自分が英語を母国語とした国に生まれて教育を受けていたら、自分の研究のレベルはもっと高かった
だろうか？」という問いである。
今回私は 2018 年 8 月 5-10 日まで米国メーン州の Newry というスキーリゾート地で開催された Cell
Death についてのゴードンカンファレンスに参加すべく、米国に出張することになった。そこでついでにサ
ンフランシスコに立ち寄り、順天堂大学医学部免疫学講座時代の知り合いの 榧垣伸彦博士を訪問すること
になった。米国サンフランシスコにあるバイオベンチャー企業の草分けのひとつである Genentech 社は薬の
開発だけでなく、数々の優れた論文を発表する企業としても有名である。まず最初に驚いたことは、サンフ
ランシスコ空港の周辺はバイオベンチャーのオフィスやホテルの建築ラッシュであることであった。榧垣さ
んの話では、日本の企業の武田薬品も一時期この場所に研究所を持っていたが、現在では撤退しており、そ
の建物は Genentech 社が買収しているということであった。
榧垣さんの話では Genentech 社での研究は完全に分業化されており、例えば large prep をやろう
と思えば、大腸菌を culture したペレットを持って行けば、担当の部署の人間がやってくれるということで
あった。cDNA をとる場合にも、よほど長い遺伝子でなければ PCR などせずに、合成オリゴを受注するとの
ことであった。また彼の下にはスタンフォード大を出て既に博士号を取得している優秀な技術員が４〜５名
おり（技術員の給料を聞くと、日本の大学教授より高給なのにさらに驚いた）、彼自身はほとんどその人達
に指示を出すだけということであった。さらにラボには大量に研究のための試薬などの消耗品をストックす
るストックルームがあり（まるでお店のよう）、必要であればそこから消耗品を取っていくということであ
った。遺伝子改変マウスもこの遺伝子を作成して欲しいという依頼をかけるだけで、CRISPR/Cas9 法で作成
してくれるとのことであった。このような研究環境は、研究者にとっては天国のような環境だが、それは成
功し続けるこのとのできる一部の特別に優秀な研究者だけに与えられたものであり、ひとたび研究成果が出
なくなると、自分の配下のポスドクや技術員も減らされ、最終的には会社を辞めていかざるえないような状
況になるとのことであった。榧垣さん自身もずっと Genentech 社で top journal を出し続けることは難しい
と考えているようで、この企業がダメであれば、また次の企業へと移っていくことに何ら抵抗がないようで、
人間の流動性がやはり米国社会を支える源であることを再度確認するに至った。彼のボスである Vishva
Dixit（ケニア系のインド人）のグループは細胞死研究やインフラマソームの研究で世界をリードする研究
グループの一つであり、この研究室の榧垣さんや Kim Newton らが次々と Nature や Science などの top
journal へ論文を発表している。榧垣さんの話では、会社の board members の前で presentation をし、そ
のメンバーの人たちが納得すれば 100 万ドル（日本円で 1 億円以上）程度の予算を確保することができると
いう話で、ENU の mutagenesis を用いたマウスの大規模スクリーニングで Gasdermin D の同定は(Nature)、
このような予算でまかなわれたということであった。
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今回の訪問では、Vishva と Domagoi Vucic は休暇で不在とのことであったが、Kim や Domogoi の下
で働いているロシア人の Eugene Varfolomeev、最近 Nature に論文を出したドイツ人のポスドクの Klaus
Heger、ハーバードで６年間 PhD コースにいた中国人のポスドクの Jieqiong Zhang、Cancer immunology を
やっている PI の Adita Murthy と discussion することができた。またセミナーで発表する機会もいただき、
SMART と命名したネクロプトーシスの biosensor を用いた imaging にセミナーの参加者は興味を持ってくれ
たようで、SMART のトランスジェニックマウス作成しているのかという質問も受けた。その後榧垣さんにサ
ンフランシスコ郊外のレストランに車で連れっていただき、時差ボケも残る中、多忙な 1 日が終わった。
翌日は昼の飛行機でボストンへと向かったが、ボストンに到着したのは午後 10 時をすぎており、
baggage claim で今回一緒に参加することになっている大学院生の三浦君と落ち合い、二人で深夜のボスト
ンの街をタクシーで、飛行場近くのモーテルまで行くことになった。運が悪いことに一緒に参加することに
なっていた村井助教は飛行機が遅れたために、我々よりもさらに遅くモーテルに到着し、その日は３人とも
外で食事を取る気もおこらず、へとへとに疲れて就寝することになった。翌日は学会場（メーン州のスキー
リゾートホテル）までボストンの飛行場の近くのホテルからバスで４時間かけて移動することになっていた。
バスの発着場についたところ、今回参加することになっていた田中ラボの四元さんと一緒になることができ
た。バスを待つ会場で Kim とばったり出会い、またオーストラリアの Peter Czabotar とまたこれも偶然出
会い立ち話をしたりしながら、バス出発までの時間を潰す間に、バスの出発の時間になった。その後４時間
をかけ、ボストンから離れた学会場に到着し、その日は Wellcome party と Henning Walczack と Andreas
Strasser の keynote talk が行われた。
さて翌日から invited speakers と submit した abstract から選ばれた人間による short talk が行
われた。予想通り日本からの参加者はそれほど多くなかったものの、私の研究室から私を含めて 3 名が参加
し、日本人は invited speaker の長田先生を含め 3 名しか oral presentation をする機会が与えられない中
で（もう一人は米国のラボに留学している日本人のポスドク）、村井助教が選ばれたということは、我々の
FRET センサーを用いたネクロプトーシスの imaging に、知り合いで Vice Chair をしていた Fracis K. Chan
が興味を持ってくれたためと考えられた。学会場では活発な討論が行われており、初めて国際学会に参加し
た三浦君や田中ラボの四元助教も頑張っていたと思う。
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村井助教の発表には、RIPK1 の機能解析を精力的にやっている Pascal Meier が興味を持ってくれ、早速共
同研究を始めることになった。最終日のバンケットでは、長田先生も日本人が合計で 8 名参加していたこと
もあり、終始上機嫌であった。私も海外の学会で写真撮影をすることなどこれまではほとんどなかったが、
今回は長田先生、オーストラリアの John Silke と一緒に写真を撮らせていただいた。
この学会の最後の難関は、参加者全員が登場する翌日午前９時ホテル発のバスでは、その日に日本
へ帰国する飛行機に搭乗できないことから、午前 8 時のボストンでの飛行機に搭乗するために午前２時にホ
テルを出発することであった。Francis にこのことを話すと彼はお金もかかるし crazy だと言っていたが、
無事に電話で予約したタクシーも到着し、全員が寝坊することなくボストンの空港に到着することができた。
トランジットのシカゴ空港では、帰国の飛行機の便が違うにもかかわらず長田先生と通路で偶然出くわして
しまうというオマケまでついた。そういえば 30 年以上前にボストン博物館の中を歩いていたら偶然知人に
出会ったことや、ニューヨークの飛行場で飛行機を待っていたところ、大学の同級生に会ったこともあり、
私はもしかしたら自分の人生の運を人との偶然の出会い（出会いを熱望していない人）で消費しているかも
しれない（長田先生すいません）。

エッセイ

引き算の生命科学について

東京大学薬学部遺伝学教室 三浦正幸

学部生のときに加藤淑裕先生の「脊椎動物発生学」の講義を聞きました。加藤先生はカリフォルニア大学、ワシ
ントン大学、カーネギー研究所で学ばれ、日本発生生物学学会長、三菱化成生命科学研究所発生部門長、副所長
を歴任された先生です。古典的な発生生物学を伝える熱のこもった講義をされました。
発生を理解するためには３つの段階がある
1. Normal development を知る
2. Experimental analysis (causal analysis)で因果関係を知る
3. Developmental engineering or biotechnology で新しい生物学に切りこむ
というわけです。
１は基本中の基本で、正常発生を観察せよ、とのことですが、２に進まないとメカニズムがわからない。これを
始めて明確に示したのはドイツの発生学者 Wilhelm Roux (1850-1924)でした。ドイツの動物学者 August
Weismann(1834-1914)が生殖質論（germ plasm theory）で生殖細胞は体のすべての決定因子を持つが、体
細胞は決定因子の一部を核に持つことで特定の細胞に分化するという考えを提唱していました。Weismann は
カエルの始めの卵割で左右の決定因子が引き離されるはずだと主張していましたが、Roux は、ならば、という
ことで２細胞期の片方だけを熱した針で焼き殺す実験を行いました。これが有名な Hot Needle Experiment で
す(Virchows Arch. Anat. Phys., 114, 113-246, 1888)。その結果、残った割球から体の半分だけが発生した、
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との結果を得ました（後に死んだ組織が生きている側の発生に影響していたことが分かり、単純に半分の体を作
る能力しかないとの結論には修正が必要になりました）。発生現象の解明に割球を殺するという引き算、つまり
還元的な研究手法を持ち込んだ実験発生学の進めかたは、後の生物学研究一般に大きな影響をもたらしました。
その一方で、Roux の共同研究でもあったドイツの生物学者 Hans Dreish (1867-1941)は、1891-1896 年に
ナポリの海洋生物研究所で行ったウニの割球をばらばらにして発生を観察する研究から、２細胞期に分離したそ
れぞれの割球は正常な幼生に発生することを見出しました。種の違いはあるものの、同じようにみえる引き算の
実験でも、細胞間相互作用のおこりうる場合と分離した場合とでは表現型は異なるのです。
３に関しては古典的にはキメラを作る研究で、Spemann & Mangold が行ったオーガナイザーを発見したイ
モリの原口背唇部の移植実験では表皮の色素が異なる種のキメラを作る手法が用いられました。その後 1960 年
代初頭、Mints & Tarkowski のキメラマウス作成は発生工学の基礎を作ったのです。

加藤先生の講義で印象に残ったのが、熱帯魚グラミーの腰鰭再生実験、プログラム細
胞死、マウスの初期発生、だったので学部の頃からこれらの現象に興味があったのでし
ょ う 。 加 藤 先 生 は 講 義 で V. Hamburger の 書 い た A Manual of Experimental
Embryology, 1960, The University of Chicago Press はとてもいい本だから、とお
っしゃっていました。もうとっくに絶版ですが、アマゾンで見つけて取り寄せました。
Hamburger は Spemann の弟子で、トリの発生生物学者。この本には両生類、鳥類の
発生、移植実験、プラナリアと両生類の再生実験のプロトコルが詳しく書かれていまし
た。古典的な実験発生生物学のテクニックが網羅されているし、両生類
の胚をつなぎ合わせる Parabiosis のやり方まで書いています。また、環
境と発生ということで、生理食塩水のイオン強度をかえる実験では無尾
両生類胚に LiCl や MgCl2 を与えると spina bifida になる例も書かれて
いました。江口吾朗先生と岡田節人先生が発見した分化転換
transdifferentiation の元になる Wolffian lens regeneration の実験を
紹介して終わっています。この実験書はワシントン大学の学部後期か
ら大学院でのワンセメスターを想定して書かれたとあるので、いかに
イマジネーションあふれる高いレベルの実習が行われていたのかと感
心します。
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HamburgerはLevi-Montalciniと神経栄養因子仮説の発端となる研究をしました。神経細胞死研究者R.
Oppenheimの師匠でもあります。Hamburgerは発生でのプログラム細胞死の研究がどのように進んできたかに
関して面白い総説を著しています（V. Hamburger: History of the Discovery of Neuronal Death in Embryos.
J. Neurobiol. 23, 1116-1123,1992）。発生の研究はSpemann & Mangoldのオーガナイザー発見の成功から、
発生＝development (development が前成説的な既にあるものからの展開と、後成説的な発展の両方の意味を
持つのが面白い）は、順次おこる誘導現象に依存した仕組で説明できるという考えで進んできました。この考え
は分子遺伝学の時代にも大きな影響力をもっていて、発生は逐次的遺伝子発現によって進むとする考えがそれで
す。私が学生の頃は発生の教科書に大腸菌のlacオペロンの話が書かれていました。遺伝子は変わらなくてもそ
の調節で逐次的遺伝子発現ができるepigeneticsの考え方が分子の言葉でできるようになってきたというわけで
す。
発生は誘導現象を引き起こしながら発展的に進んでいくので、わざわざ作った細胞を間引いていくようなこと
はないと 20 世紀の前半は考えられていました。ところが、イタリアにいた Levi-Montalcini は神経学者であっ
たこともあり、Spemann 一派のドグマにとらわれることがありませんでした。神経が支配する標的組織の除去
実験で神経節の細胞数が減っていく現象に対して、神経節からの細胞が必要な場所に移動していくという解釈
(recruitment hypothesis)や発生が止まってしまうという考えではなく、細胞死の可能性を受け入れていました。
1947 年に Levi-Montalcini は米国に渡り St. Louis のワシントン大学で Hamburger とともに研究を行いました。
そして最初の論文を発表し神経の変性を言及しました（V. Hamburger and R. Levi-Montalcini: Proliferation,
Differentiation and Degeneration in the Spinal Ganglia of the Chicken Embryo under Normal and
Experimental Conditions. J. Exp. Zool. 111, 457-502, 1949）。そして神経細胞の生存には標的組織からの
栄養因子が必要であろうと trophic factor を想定しましたが、これが後の NGF (nerve growth factor) 発見に
つながりました。1950 年には神経発生時における細胞死を見出しました（R.Levi-Montalcini: The origin and
development of the visceral system in the spinal cord of the chick embryo. J. Morphol. 86, 253-283,
1950）。1986 年に R. Levi-Montalcini は S. Cohen とともにノーベル生理学・医学賞を栄養因子の発見で受賞
しています。生命現象はドグマで語れるほど簡単ではないということで、だからこそ現象の発見と、それに対す
る見方を提示する生物の研究は面白いと思います。
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細胞死は生体でおこる引き算の現象です。しかし、細胞社会で死にいく過程では周りに増殖因子を振りまいた
りして大人しく身を引くことはありません（代償性増殖）。細胞の機能を研究するために細胞除去の実験を行い
ますが、そこには必ず、このような代償性の生体応答がおきていているはずです。発生の仕組みの理解に遺伝子
変異を扱うようになって、引き算の方法は大きな成功を収めました。実験発生生物学にショウジョウバエ遺伝学
が合流したインパクトは大きく、ホメオティック変異の遺伝子解析からHoxコードが明らかになりました。しか
し、この引き算の方法論が必ずしも成功するわけではありません。遺伝子をノックアウトすると、そこには代償
性に似たような遺伝子の発現が上昇する応答があって表現型が弱くなったり、変異体に比べて遺伝子をノックダ
ウンした時の方が強い表現型が出たりします（T.S. Zheng et al.: Deficiency in caspase-9
or caspase-3 induces compensatory caspase activation. Nature Med. 6, 1241-1247, 2000; A. Rossi et
al.: Genetic compensation induced by deleterious mutations but not gene knockdowns. Nature 524,
230-233, 2015）。このような例からわかるのは、今さら当然のことですが、遺伝子の引き算が有効な現象と
そうでない現象があるということでしょう。発生は成体でのシグナル応答に比較して、漠然とした印象ですが、
遺伝子の使われ方や調節が比較的シンプルで、遺伝子の変化に対する表現型の蓋然性が高いのでだと思います。
それでも細胞社会ができてくるにしたがって、周りとの相互作用で遺伝子変異の表現型のでやすさが違ってきま
す。成体では恒常性を保つために、遺伝子変異に対して細胞のみならず、組織間、あるいは環境をも利用して対
処するため、様々な解答が出されるのではないでしょうか。これを改めて思ったのはごく最近で、昔読んだA.
Koestler 編著, 1968 の「Beyond Reductionism」（還元主義を超えて 池田善章監訳、工作舎1984年）に含
まれるC.H. Waddingtonの「現代の進化論：後成
的システムの展開」に書かれていた図が妙に腑に
落ちたからです。岡田節人先生はepigeneticsに関
して後成学との訳語をあてています。遺伝子の働
きに関して細胞内外の環境の影響を積極的に考え
たWaddingtonは、発生が進行する空間（後成的空間）では、同じ遺伝子型から多数の表現型が生ずる。表現型
から出発すれば、表現型と遺伝子との関係は本質的に不確定なものとなる、といっています。魅力的な表現型を
遺伝子のことばで判ることはできないかも知れませんが、どんな質問をすることができるか、は大いに考えてい
きたいです。RouxとDreishはそれぞれの仕方で割球を発生から間引きました。その結果、割球の発生運命に異
なった結論を導きました。これまで引き算の生物学で成功を収めた生物学に実験系を合わせるのではなく、引き
算をした時の表現型を広く捉えるアプローチが必要だということでしょう。最後に８年前の三四郎池の紅葉です。
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島の右にある落葉樹で四季を感じていたのですが、今年間引かれてしまいました。
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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
あっという間にもう師走です。平成最後の師走です。恒例の師走の風物詩（になれたらいいのですが）Cell Death
学会ニュースレターをお届けいたします。今年と来年の会頭のご挨拶、新しく評議員に就任された方々、ポスタ
ー賞受賞者の方々の個性あふれるエッセイ、そして三浦理事長の奥深いエッセイをお楽しみください。また中野
裕康先生には、ゴードンカンファに参加、発表された見聞記をいただきました。大変参考になります。来年は、
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、もっと増やしたいと思います。
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、北大に移られた山口良文先生ご提供の素晴らしい画像です。心が洗われる美し
い画像ですね。原稿、画像を提供していただいた皆様にこの場をお借りして感謝申し上げます。
東京電機大学 刀祢重信
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学会事務局連絡先
E-mail: officejscd@jscd.org
HomePage: http://jscd.org
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