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炎症性細胞死（Pyroptosis）に伴うInterleukin-1β（IL-1β）の過渡的放出の様子をLive-cell imaging for 
secretion activity（LCI-S）で撮影した様子。Sensor for Caspase1 Activation based on FRET(SCAT1)を発現
した腹腔マクロファージをLPSとpoly(dA:dT)トランスフェクションで刺激してAIM2インフラマソームを活性化
させ、Pyroptosisを誘導した。放出されたIL-1βはLCI-Sによって検出した（シアン）。また、細胞は落射蛍光照
明で撮影し、Caspase-1活性化前の細胞は黄色、活性化後は緑色で示されている。また、細胞死に伴う形質膜開孔
は死細胞蛍光染色試薬SYTOX orange（細胞核：マゼンダ）により示されている。左：Caspase-1活性化と細胞
死に伴うIL-1β放出の様子を１分毎に示す。Caspase-1活性化から数分で細胞膜開孔が生じ、IL-1βが放出されて
いる。右：LCI-Sチップ全体の様子（刺激後６時間）。一部の細胞が大量のIL-1βを放出していることがわかる。
（東京大学・白崎善隆教授/北海道大学・山口良文教授 ご提供） 
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第 28 回日本 Cell Death 学会学術集会会頭と理事長任期を終えて 

東京大学薬学系研究科遺伝学教室 三浦 正幸 

 

7月 12日〜13日の日程で第 28 回日本 Cell Death 学会学術集会を三四郎池のほとりにある東京大学山上会

館をメイン会場に、ランチョンセミナー及びポスターセッションを薬学部講堂で行いました。シンポジウム

I「環境と細胞死」では冬眠動物における組織細胞の低温耐性（山口先生、北大低温研）、ケラチノサイト角

化メカニズムを KID 症候群モデルマウスにおけるカルシウム動態解析から迫った研究（本田先生、京大医学

部）、男性ホルモンによる膵細胞機能の直接的調節機構及び、腸内細菌叢の変化を介する間接調節機構から

体のエネルギー代謝を解明した研究（原田先生、大阪府立大生命環境）、ショウジョウバエでは初めてとな

る pro-apoptoticな BH3-only protein を発見した研究（Yoo 先生、理研 BDR）、ショウジョウバエを宿主と

する寄生蜂が誘導する宿主組織の特徴的な細胞死誘導の研究（丹羽先生、筑波大生命環境）、ショウジョウ

バエ組織に誘導したネクローシスによる腸内細菌叢の Dysbiosisに関する研究（小幡先生、東大薬学部）が

発表されました。環境、腸内細菌、寄生といった生物個体への様々な外界からの刺激と細胞死応答の新しい

話が聞けました。 

午後からのシンポジウム II「細胞死シグナル」では細胞死実行メカニズムに関する多くの新しい研究進展

が発表されました。ASKファミリーによる物理的、生物学的ストレスに対する応答機構（一條先生、東大薬

学部）、ウイルス感染時の IFN産生とアポトーシスの調節機構（後藤先生、東大薬学部）、回腸炎におけるネ

クロプトーシスとアポトーシスの役割を解明した研究（中野先生、東邦大医学部）、ショウジョウバエでの

多彩な細胞競合実行機構の研究（井垣先生、京大生命科学）、多段階発がんにおける細胞競合の巧みな勝者

と敗者の入れ替わり機構（藤田先生、北大遺伝子病制御研）、ネクロプトーシスと非典型的オートファジー

のクロストークに関する研究です（清水先生、医科歯科大難治研）。 

一般演題からの口頭発表に引き続き、初日の特別講演では慶應大学の岡野栄之先生から「iPS細胞技術を

用いた神経変性疾患の病態解析と創薬研究」というテーマでの講演をいただきました。家族性 ALS患者由来

の iPS 細胞から誘導した運動神経に対して既存薬ライブラリーをスクリーニングし、ロピニノール塩酸塩

が神経変性にたいして治療効果を有することを見出しました。発症進行が異なる患者の iPS 細胞から誘導

した運動神経が、培養下での神経変性進行でもある程度臨床の発症進行と相関を示すことは驚きであり、創

薬研究の新たな方向性を示した講演は非常にインパクトの強いものでした。 

２日目はシンポジウム III「医学と細胞死」ということで、疾患と細胞死に深く関わる先端の研究を講演

いただきました。DNA障害型抗がん剤に最も高い相関を持つシュラーフェン 11 遺伝子が抗がん剤による細

胞死誘導に関わる機構の解明（村井先生、慶應大先端生命研）、パーキンソン病モデルマウスモデルを用い

て、発症リスク因子である Glucocerebrosidaseの作用機構を明らかにした研究（高橋先生、京大医学

部）、成体マウスでの心筋再生を低酸素環境によって可能にする細胞シグナル機構の研究（木村先生、理研

BDR）、心臓ストレスで活性化する組織マクロファージに注目した臓器連関による生体ストレス応答機構の

研究（真鍋先生、千葉大医学部）、生体における老化細胞固有の代謝経路の発見とその代謝を標的とした老

化細胞制御（中西先生、東大医科研）、IAP のユビキチンリガーゼ活性を応用した選択的タンパク質分解を

可能にする SNIPER技術の開発です（内藤先生、医薬品食品衛生研）。 

シンポジウムに続いて大阪大学長田重一先生による「アポトーシスと死細胞の貪食」というテーマで特別

講演をいただきました。長田先生は細胞死研究の最前線で主要なアポトーシス経路の鍵分子を次々に発見
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しその生体機構を明らかにされています。本講演ではアポトーシス細胞に特徴的なフォスファチジルセリ

ン（PS）の暴露機構解明、PS を認識するマクロファージの応答に関する新しい研究が紹介され、死細胞が

引き金となって発動する巧妙な生理機能制御に驚きを覚えました。 

ランチョンセミナーではカールツァイス社にお世話になり、東北大学の倉永英里奈先生にショウジョウバ

エを用いた細胞死研究との深い関わりと、組織形成における上皮細胞の集団移動メカニズムの最新の研究

成果を話していただきました。懐かしい話も交えた味わいのあるセミナーでした。 

 ポスターセッションでは４２のポスター発表があり、セッションに先立って一人１分のフラッシュトー

クをしていただきました。まさにフラッシュともいうべき短い時間で

したが、工夫を凝らした自らのポスターアピールでとても印象にのこ

る発表が多かったです。スペースが狭くて申し訳なかったのですが、

活発なポスターセッションを大いに楽しみました。ポスター賞として

３つの演題が選ばれましたが、いずれの演題も自らが注目した細胞死

現象のメカニズムを１から解明しようとして取り組んだものでその独

自性が光りました。 

 今回は理事長任期中の学術集会であり、個人的な思い入れもありま

した。細胞死は最も基本的な生命現象の一つであり、多くの生命科学

に接点をもちます。学術集会では細胞死と少しでも接点を持つ、ある

いは持ちそうな研究を独自の視点で行っている研究者の方々にシンポ

ジウムで講演をいただきました。海外の細胞死ミーティングでは特定

の分子、あるいはシグナル経路に注目した徹底的な議論が軸となって

行われることが多のですが、今回の学術集会では細胞死現象を生体の能動的な機能として捉え、その細胞

死経路を明らかにする研究を意識的に集めました。私は発表された研究レベルの高さに圧倒され、細胞死

研究に多くの示唆を得ることができて、とても楽しんだ学術集会でした。何よりも、この学会に多くの会

員、招待演者が参加してくださり、特別講演、シンポジウム、一般口演、ポスターセッションでこれぞ細

胞死研究の醍醐味という発表をいただいたこと、熱心に議論をいただいたことが嬉しかったです。また、

実際の学術集会を行うにあたっては、東京大学薬学系研究科遺伝学教室の小幡史明さんをはじめとしたス

タッフ、教室員の献身的な貢献があって可能になりました。心から感謝いたします。 

今回で２期４年間の理事長として任期を終えることになりました。学会を創設したパッション溢れる太田

成男先生の後任ということで、果たしてこの大役がつとまるのかと不安を抱えながらの４年間でしたが、

学会役員と事務局、そして学会員の助けでなんとかの任期を全うすることができました。この場を借りて

お礼を申し上げます。私の後任としては東邦大学の中野裕康先生が理事長を努めます。海外の細胞死研究

者とも強固なつながりをもち、精力的に研究をされている中野先生がますますこの学会を盛り立ててくだ

さると確信しています。 

 

追記：プログラム集の表紙は伊藤若冲の蓮地図を使いました。枯れた蓮とその脇に出てきた蕾がいかにも生命の生々

流転を思わせます。蓮はありませんが秋の三四郎池です。 
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理事長就任にあたり  

細胞死との３度の出会い 

東邦大学医学部生化学講座教授  中野 裕康 
 

太田先生、三浦先生と偉大な先生方が理事長をされた後で、甚だ

実力不足ですが、この７月から理事長を務め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。 

私と細胞死との初めての出会いは、大学院時代に遡ります。医者

にはなったものの臨床医としての限界を感じ、1991 年に私は大学院に入る

ことを決意しました。大学院生として選んだ研究室は T細胞のシグナル伝

達の研究をしていた斎藤隆教授が主宰されており、全く細胞死とは関係の

ない研究室でした。しかしそこに米国の DNAX 研究所から新井賢一先生の

研究室出身の宮武先生（現麻布大学教授）が助教として赴任され、T 細胞ハイブリドーマで見られる

activation-induced cell death (AICD)と細胞周期との関連のプロジェクトを立ち上げられ、そのグルー

プ（といってもスタートは 2 人だけ）に私が参加したのが細胞死との最初の出会いでした。その後 1995 年

に La Jolla Institute for Allergy and Immunology にいた Douglas Green らが activation-induced cell 

deathの本体は TCR刺激により FasLが誘導され細胞自律的にアポトーシスに陥るという論文を Natureに出

し、結果的には細胞周期と activation-induced cell death は直接は関係ないという結論になりました。そ

の論文が出る前(1993年)に長田研にいた須田先生（現金沢大学教授）により FasLのクローニングがなされ

ました。ただ、当時はアポトーシス研究の黎明期であり、哺乳類の最初のカスパーゼである ICE が Yuan の

ラボにいた三浦先生によりクローニングされたのが 1993 年で、アポトーシス実行のメカニズムの大部分は

ブラックボックスでした。当然ゲノムプロジェクトも始まっておらずマウスやヒトで全てのタンパク質を

コードする遺伝子が何万個あるかもわかっておらず（一時は 10 万個と言われていたこともありました）、か

つ EST のデータベースさえなかったような時代です。このような時代（1992 年）に本庶先生の研究室の石

田靖雄先生（現奈良先端技術大学准教授）が T cell hybridoma を TCR で刺激してアポトーシスを誘導した

時の細胞と、未刺激の細胞から RNA を調製して subtraction libraryを作成し、アポトーシスに関係してい

るだろう遺伝子として同定された遺伝子が PD (Program cell Death)-1でした。今から思えば PD-1は活性

化した T 細胞で発現する遺伝子だったわけです。PD-1 が今のような状況になるとは、その当時は誰も思っ

ていなかったと思います。 

なんとか別の仕事をまとめて学位論文として発表し、その後 1995 年に順天堂大学医学部の奥村研

究室の助教として赴任しました。赴任後は TRAF5という遺伝子をクローニングし、TNF 受容体を介するシグ

ナル伝達や NF-kappaBの活性化のメカニズムの研究をしていたのですが、John Reed 研に留学してその後日
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本に帰国された現京大教授の高橋良輔先生（高橋先生とは米国留学前から共通の知人を介して面識があり

ました）から 1999 年の生化学会の細胞死関連のシンポジウムのシンポジストとして招待していただきまし

た。細胞死のシンポジウムで発表させていただく機会を与えていただいたことで、私が細胞死研究を強く意

識した２回目（2度目の細胞死との出会い）でした。 

その後 2001 年に当時医科歯科大学の教授になられていた一條先生（現東大教授）から誘われて岡

崎の生理研の岡田泰伸先生が毎年世話役として開催されていた「細胞死研究会」に誘っていただいたのが、

細胞死との３度目の、かつ私のその後の研究の方向性を決めた決定的な出会いになりました。「細胞死研究

会」では日本の細胞死研究の中核を担っていた長田重一先生、辻本賀英先生、米原伸先生、鍔田武志先生、

高橋良輔先生、一條秀憲先生、垣塚彰先生、三浦正幸先生、清水重臣先生、仁科博史先生、後藤由季子先生

らが参加されておりました。これらの方々の前で毎年 30 分間自分の１年間の研究成果を発表することは胃

が痛くなるようなプレッシャーでした。しかしこの研究会は私の日本における細胞死研究関連の人々との

人脈を形成する上で大きな糧となりましたが、残念ながらこの研究会は岡田先生が生理研の所長に就任

(2007 年)されご多忙になられたということで 2009 年に消滅しました。 

一方 1992年に放医研の山田武先生たちが中心となって発足したアポトーシス研究会は、1997 年に

東海アポトーシス研究会と合併した後、2009 年に太田先生の強いリーダーシップのもと日本 Cell Death 学

会へと昇格しました。岡崎の細胞死研究会に参加されていた人たちも、Cell Death 学会に参加することに

なり、現在に至っております。一方で、細胞死研究の新たなハブとなるべく細胞死に関する新学術領域の立

ち上げは、毎年のように不採択となりながらも地道に継続され、田中正人先生のもとでようやく 2014 年に

新学術領域「ダイイングコード」が立ち上がり、私も微力ながら貢献させていただきました。残念ながらこ

の領域も 2019 年３月で終了してしまい、現時点で細胞死関連の人々が参加し、討論できる場は日本 Cell 

Death 学会のみになってしまいました。今後はこの学会をさらに発展させ、若手の細胞死研究者の育成や、

広く研究者の人脈を広げる場としても盛り上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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第29回日本Cell Death学会学術集会のご案内 

会頭 順天堂大学医学部神経学講座 服部信孝 

2020年 6月12日（金）～13日（土） 

順天堂大学A棟講堂 

（順天堂大学本郷・御茶ノ水キャンパス） 

 
第29回学会学術集会を担当することになりました順天堂大学医学部

神経学講座の服部です。臨床神経学の教室を主宰し会長を務めるの

は京都大学の高橋良輔会長の22回大会以来となります。昨年中野裕

康理事長から大会長を打診され、自分に務まるか不安でしたが教室

員のサポートも得てお引き受けすることを決心しました。2020年は東京オリンピックと重なり、例年行う7

月の開催が難しく今回は6月に開催させて頂くことになりました。奮って参加して頂きたいと思っておりま

す。テーマは、私が臨床医ですので、脳疾患や蛋白分解系と細胞死をメインに設定してプログラムを組み

たいと思っております。プログラムは現在詳細を決定しているところであり、年明けには詳細をお知らせ

出来るかと思います。私の研究は、神経変性疾患であるパーキンソン病の病態解明をライフワークにして

おり、1998年にAutosomal Recessive Juvenile Parkinsonism (AR-JP)の原因遺伝子parkinが同定、単離さ

れ、その機能がユビキチンリガーゼであることを見出しています。よって蛋白分解系と細胞死を一部テー

マとして取り上げたいと思っております。パーキンソン病は黒質の疾患とされておりましたが、皮質や他

の脳領域にも変性が起こることが明白になっております。更には末梢にもレヴィ小体の主要構成成分であ

るα-シヌクレインが蓄積することが明らかにされ全身疾患として捉えることが可能となっています。更に

は実験モデルではありますが、α-シヌクレインが伝播することも相次いで報告され、クロイツフェルトヤ

コブ病をはじめとするプリオン病様であると提唱されています。疾患概念そのものがパーキンソン病は全

身疾患として捉えることが変遷していると言えます。遺伝性パーキンソン病の原因遺伝子であるLRRK2はパ

ーキンソン病と炎症性腸疾患であるクローン病の原因になることが報告されており、腸脳連関現象が遺伝

子レベルでも明らかにされています。「臨床から基礎」へ、あるいは「基礎から臨床へ」を大事にしてプ

ログラムを設定したいと計画しております。日程や会場の選定がオリンピックイヤーと重なり時間を要し

ましたので、至急プログラムの詳細を年明け早々決める予定です。細胞死の様相も多様性が示されてお

り、細胞死と老化、機能不全と疾患、細胞不全とバイオマーカーなど多方面からの切り口でシンポジウム

を企画させて頂こうと思っております。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一流の研究者が一堂に会する学術集会ですので、若手研究者の積極的参加を特にを

お待ちしています。 
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メイン会場は順天堂大学の新研究棟である A 棟講堂で行います。機能性の富んだ会場ですので活発な議論

が出来るかと確信しております。多くの会員の参加を教室員一同でお待ちしています。  

 

  

 History 

Founder of Juntendo, Dr. SATO Taizen (1810-1864)  

Established Juntendo Medical School in Edo (Tokyo) in 1838, then moved to Sakura 
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新理事 ご就任の挨拶 

京都大学医学部皮膚科学講座 椛島健治 

この度、日本 Cell Death 学会の理事に就任させていただきました。身の引き締まる思いです。 

そもそも細胞死との出会いにおいては、医学部の４回生だった 1993 年に NIH へ短期留学をしたことに始

まります。Giovanna Tosato 先生と多賀一之先生のご指導のもと、活性化した NK 細胞が腫瘍細胞を攻撃し

た後に、その多くが自ら apoptosis を起こしてしまう事を見出しました(Taga K et al. Blood 1994)。当時

は NK 細胞を活性化させて抗腫瘍免疫療法へ応用する試みがなされたのですが、効果は期待ほどではなく、

その原因の一つを提示できたのではないかと考えております。 

無事に大学を卒業し、その後臨床研修を行った後、1999 年に京都大学医学研究科の薬理学教室に大学院

生として入学しました。最初のテーマは、トロンボキサン受容体欠損マウスに見いだされた脾腫やリンパ腫

の病態解析でした。当時京大の分子遺伝学におられた西川伸一教授に病理組織をみていただいたところ、

「これは Fas関連の遺伝子異常マウスの組織に似とるで」とアドバイスを頂き、細胞死に関連する様々な実

験を行いました。結果的にはトロンボキサンと細胞死は直接の関係はないことが判明したのですが、それ以

降、米原伸先生や長田重一先生への憧憬の念はずっと抱き続けております。 

 しかしながら、自分としては、皮膚免疫が専門であって細胞死を自分の学術専門領域と意識したことはあ

まりないのです。それ故、日本 Cell Death 学会の理事の就任依頼を受けたときは正直戸惑いました。ただ、

表皮角化細胞（ケラチノサイト）の角化（→実はこれも細胞死）やネクロプトーシス、好中球の NETs など

や細胞の老化など、皮膚免疫を理解する上で細胞死を避けて通ることはできません。 

 話題は少しそれますが、僕は趣味としてマラソンや登山を楽しんでいます。自慢と言うほどではないので

すが、昨年もサブスリーを維持できましたし、また、トレイルランニングの世界ではよく知られた UTMB 

(ultra-trail du Mont Blanc)も完走したことがあります。このレースは、走行距離 170km で、累積標高が

>10,000m ですのでフルマラソンを４回走りながら富士山を三度登山するような感じです（４０時間ちかく

も走り続ける羽目になりました）。UTMB 後は一週間ほど体が熱をもち、尿も凄く濃くなって、おそらく筋細

胞の破壊（細胞死！）のみならず様々な臓器障害が起こったものと推定されます。 

 そんなこんなで公私ともに細胞死から逃れられない生活を送っております。細胞死という現象は、あらゆ

る細胞が決して避けられないものであり、これはいずれ自分におこる死ともどこかしら重なり合いますよ

ね。そういう意味でも細胞死というものを、理事就任を契機に改めて考えて見たいと思ったりしています。 

一方、臨床医学の教室に所属する理事の数は限られております。基礎と臨床のハーモニーの促進など、私

に求められている役割を考えながら学会の発展に貢献していきたいと思っておりますので、今後ともどう

ぞよろしくお願いいたします。 
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2017 年のボストンマラソンのゴールシーンです。    UTMB のレース中の写真。バックにモンブランが見えます！ 

 

大学６回生の時にキリマンジャロに登頂しました。   この数年は、順天堂大の橫溝先生と一緒に医療ボランティアをしながら

登山をしています。 

 

前穂高の北尾根です(2018 年)。 
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京都大学高等研究院  

物質―細胞統合システム拠点（iCeMS）教授・副拠点長 

京都大学 大学院生命科学研究科 細胞動態生化学 教授  鈴木淳 

この度、Cell Death学会の理事を引き受けることとなりました京都

大学高等研究院、物質－細胞統合システム拠点（iCeMS）、教授の鈴

木淳です。iCeMS は生命科学と物質科学の融合研究を目指す、生物

学者や化学者の他にも数学者や物理学者を擁する研究所です。2007

年に文部科学省の World Premium Institute (WPI)の一拠点として

設立され、研究所の 30％は海外の研究者、公用語として英語を用い、

私の研究室でもジャーナルクラブ、プログレスリポート等は全て英

語で行われています。PI の平均年齢も 41 才と若く、若手を中心に

研究所を築いてくという北川進拠点長の方針のもと、私自身も副拠

点長に任命され、研究所の運営に携わっています。また、生命科学

研究科にも協力講座として所属し、国内外出身の大学院生の研究指導を行っています。 

私は、2001 年に大阪バイオサイエンス研究所の花房秀三郎研究室の大学院生として研究を始め、博士課

程の時には当時ポスドクであった宍戸知行博士の栄転に伴い奈良先端科学技術大学院大学に移り、細胞の

がん化機構、並びにチロシンリン酸化酵素の活性化機構の研究に従事しました。そして大学院修了後の 2007

年に京都大学の長田重一研究室にポスドクとして参加しました。当時長田研では、死細胞を貪食するマクロ

ファージに焦点を当てた研究が中心に行われていましたが、私自身は細胞死における脂質動態に興味を持

ち新しい研究をスタートさせ、幸運にも世界で初めてスクランブラーゼを同定することができました。その

後、助教、准教授を経て、2017 年より京大 iCeMS に赴任し研究室を主宰しています。 

 今回、ニュースレターを書く機会を頂き自分自身の興味について改めて考えたところ、生命現象における

未解明な部分をどのように明らかにしていくのか、そのアプローチを考えるところに一番興味があるよう

に思いました。生命現象における未解明な部分を知るためにはたくさんの論文を読み勉強することが必要

です。しかしそれ以上に、実際の研究を通して出てきた疑問が既存の知識や考え方で説明できないときにこ

そ、真に未解明な部分に触れることができているということであり重要です。そしてそれが本質的な疑問で

ある時には、自分たちの持っている知識、技術、手法を総動員して解決するためのアイデアを出すところに

研究を進める楽しさがあると感じています。その過程を、自分よりも若い学生や研究員と共有しながら進め

ることができることは、未来の科学に対して研究結果だけでなくヒトという財産を残すことができるとい

うように感じ、現在のやりがいの源となっています。 

 研究室主宰者としてはまだ駆け出しですが、今後面白い研究をすることで Cell Death分野に、そして学

会に貢献することができればと思います。そしてその中で、Cell Death から発展、派生した研究を展開で

きればと思っています。今後とも宜しくお願い致します。 

令和元年９月２日 
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細胞死研究からはじまった未知との遭遇 

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  

このたび 7月から日本 Cell Death 学会の理事

を仰せつかりました。私は、平成 2(1990)年に京都府

立医大を卒業後、内科・循環器内科の臨床医として多

くの循環器疾患の患者さんを担当し、いくら頑張って

も救えない重症心不全の治療に歯がゆい思いをしてい

ました、そのため大学院では、いかに心筋梗塞による

心臓のダメージを減らすかを研究しました。もともと

医学部の 3回生の時の解剖学の授業で、特に心臓の構

造や巧妙な仕組みに惹かれ、内科の中でも循環器内科

を志しました。1994 年から大学院の研究では、当時アポトーシスの研究が活気を帯び、辻本賀英先生や 

長田重一先生が、次々に発表される研究の素晴らしさに基礎研究の魅力を感じました。その後アメリカ国

立衛生研究所での留学でミトコンドリアの代謝制御を学び、その後もミトコンドリア機能やオートファジ

ーの研究を続けています。研究を通じてマイトファジーの複雑なしくみや哺乳類における D型アミノ酸の

役割など、多くの未知なる世界に遭遇しています。 

思いおこせば、解剖実習で初めて人の心臓を見たとき、アポトーシスを起こした細胞の美しい核染色

を見たとき等、その一瞬一瞬の感動が、研究のきっかけとなり、これまで色々教えを受けた恩師に感謝し

ています。私が学生の時は、心筋梗塞による細胞死は、necrosisしかしられていなかったのですから、必

死でカテーテルで血管を広げているだけでは、人を救えない事を感じた日々でした。その後遺伝子改変動

物作製や遺伝子編集もできるようになり、今は、心臓だけで無く、癌、神経変性疾患、慢性腎臓病等、人

生 100 年時代に立ちはだかる多くの疾患の解明と克服を目指して研究を続けています。 

今年の 10月にノーベル化学賞を受賞された吉野修先生が、少年時代に、ファラデー博士の「ロウソク

の科学」を読まれていたと話されていました。2016 年にオートファジーの研究でノーベル生理学・医学賞

を受賞された大隅良典先生も少年時代に読まれていたそうです。早速私も購入し読んだところ、ロウソク

はどのようにして作られて、物質が燃えるしくみや人間の体内での二酸化炭素についてもわかりやすく丁

寧に説明がされていました。読み終えて、私も 40年ほど若返って科学の楽しさを再び思い出しました。マ

ネージメントの仕事が多くなってきた昨今ですが、自ら研究を楽しみつつ、日本 Cell Death 学会が、多く

の若手研究者の「ロウソクの科学」となれるよう努力したいと思います。 

この原稿を書いている最中に沖縄首里城の大火災のニュースが飛び込んできました。今年は、ノート

ルダム寺院大聖堂も大火災に見舞われました。大きな炎を放つ世界遺産に消火活動はおろか、近づくこと

すらできない自分たちの限界も感じています。火がおこるしくみは、「ロウソクの科学」で 160年前に丁寧

に説明されているものの、大きな炎をまだ制御できていない自分達を小さく感じました。これは、重症心
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不全治療や進行癌でも同じです。 

未知との遭遇だけでなく新たな解決策をさぐる科学者でもありたい今日この頃です。 

 

写真  京都府立植物園の紅葉 

「葉っぱのアポトーシスを眺めつつ、遠くにあると思

われる疾患制御に一歩一歩近づきたいと思います」 
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理事ご退任の挨拶 

理事退任にあたって 

東京医科歯科大学 難治疾患研究所  清水重臣 

 長年にわたって理事を努めさせて頂きましたが、この度、退任させて頂くことになりました。この学会は

平成 21 年８月に設立されましたが、立ち上げに際しては、私を含めて１０名の先生が熱心に議論し、定款

（現在もホームページで見ることができます）を定めました。設立時には、どのように基礎と臨床を融合し

て運営するか、どのようにして学術的なクオリティーを維持するか、の２点に腐心して運営方針を決めたこ

とを思い出します。 

  前者に関しては、理事のメンバー構成や、歴代の学術集会の会頭をご覧いただければ、現在までうまく機

能していることがわかります。また、後者に関しても、学術集会での発表内容や質疑応答は非常に高いクオ

リティーで行われており、当初の目的は十分に達成されているものと考えます。 

 しかしながら、一方で、日本における細胞死研究の立ち位置は決して満足できるものではありません。昨

年まで、新学術領域「ダイングコード」が科研費で支援されていましたが、細胞死研究に本格的に取り組む

研究者の数は十分に多いとは言えません。また、細胞死研究に投入されている研究費も極めて少ない状況で

す。生命が「生」きている以上、その対極にある「死」の研究は普遍です。実際に、生体における細胞死の

研究は、解明すべき点だらけのように見えます。このように、現在は、研究対象の重要性と研究支援体制が

ミスマッチを起こしているように見えます。本学会が、細胞死研究者のハブとしての役割を果たすとともに、

かかるミスマッチを解消する司令塔としても機能して頂ければと大いに期待しております。一つ大きなブ

レークスルーがあると、本来重要な「死」の研究は大きく発展するものと確信しております。 

 退任に当たって、学会理事を含めた関係者の先生には、是非当初の運営方針を維持しつつ、学会が大きく

発展すようご尽力いただければと思います。 

 

令和元年 10月 31 日 
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日本 Cell death 学会理事退任に当たって 

京都大学医学研究科臨床神経学   高橋良輔 

 

2019年 7月をもって日本 Cell death 学会理事を退任させていただくことになりました。御挨拶の機会をい

ただき光栄に存じます。 

私は医学部卒業後、神経内科に入局し、臨床医として数年を過ごしました。卒後 4年目に赴任した東京都立

神経病院には数多くの神経難病の患者さんを診療することになり、臨床医学の限界を痛感することになり

ました。その中で最も治療法開発が必要と思われたのは筋萎縮性側索硬化症（ALS）でした。ALSは全身の運

動ニューロンが変性脱落し、そのために全身の骨格筋が萎縮し、手足の自由が奪われ、顔の表情も動かすこ

とができなくなり、発症後 3－5 年のうちに人工呼吸器の補助がなければ生きていくことができなくなると

いう過酷な経過をたどります。私は ALS の病因を解明したいという気持ちから東京都神経科学研究所の出

口武夫先生（故人）のもとで、運動ニューロン栄養因子の研究を行いました。その後当時分子機構の解明が

進みつつあったアポトーシスが ALS をはじめとする神経変性疾患の原因にかかわっているのではないかと

の思いから、アポトーシスの研究を行うため、ラホヤがん研究所（現・サンフォード・バーナム研究所）の

ジョン・リード先生のもとに留学し、アポトーシス阻害たんぱく質（IAP）の研究を行い、XIAPがカスパー

ゼ阻害因子であるとの発見に貢献することができました。その後理化学研究所脳科学総合研究センターを

経て現職に就き、一貫して神経変性疾患の原因解明の研究に従事してきました。この間、ALS やパーキンソ

ン病の病態解明が大きく進みましたが、神経変性をもたらす細胞死のメカニズムについてはまだ多くの謎

が残されたままです。一方、近年神経変性をもたらす異常たんぱく質を抗体や核酸医薬で除去することが治

療に結び付くのではないかとの見通しから多くの研究が行われ、ごく最近アルツハイマー病では A ベータ

たんぱく質の抗体療法の治験でよい結果が得られました。また iPS 細胞を用いたスクリーニングで ALS に

対するいくつかの有望な薬剤も我が国で治験が行われています。このような希望の中で細胞死とその制御

機構を新たな治療のターゲットとして見直す必要があるように感じています。そのような観点から、本学会

の果たす役割は大きいと思います。私自身、演題が基礎、臨床にかかわらず、学生や若手研究者が積極的に

質疑応答を行う本学会の学術集会の雰囲気はとても好ましく感じ、刺激を受けています。細胞死の基礎研究

者と細胞死関連疾患の臨床医学研究者が交流し、視野の広い若手研究者が育ち、新たな病態解明、治療法開

発のシーズが生まれる貴重な場として本学会がますます発展することをお祈り申し上げます。 
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新評議員ご就任の挨拶 立命館大学 薬学部・免疫微生物講座 中山勝文 

 この度、日本 Cell Death 学会の評議委員を仰せつかりま

した立命館大学の中山勝文と申します。非常に研究レベルの

高い本学会に私が評議員を務めさせていただくのは大変恐

縮ですが、微力ながら貢献していきたいと思います。ご指導

ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。 

 もう 20 年ほど前になりますが、私が博士課程大学院生と

して順天堂大学医学研究科免疫学講座（奥村康教授）に加わ

った当時はまさに細胞死研究が最も競争の激しい分野の一

つでした。奥村研究室では八木田秀雄先生、竹田和由先生、

榧垣伸彦先生が TRAIL（Apo2L）の生理機構の解明に、また本

学会の第 26 回学術集会を主宰された中野裕康先生は TRAF

シグナル伝達機構の解明に精力的に研究されている最中で

した。東京御茶ノ水の場所柄、非常に狭い研究室で大きな成

果を挙げておられました。それら先生方の背中を見て育った

つもりですが、今の自分の不出来さに鑑みますと、よく見えていなかったように思います。 

当時私は TWEAK（Apo3Lとも呼ばれていました）の生理機構の解明に取り組んでいましたが、結局、何を

している分子がよく分からず、学会で米原伸先生に「TWEAK が何をしているか良く分からないから、君が何

の研究をしているか分からなくなるよ」と声をかけて頂き（米原先生は覚えていないと思いますが）、モチ

ベーションの重要性を教えてもらったような気がします。その後 TWEAK が単球やマクロファージのエフェ

クター分子であることが分かったことを機にマクロファージに興味を持ち、Alan Aderem 博士の研究室（当

時はシステムスバイオロジー研究機構）への留学等を経て細々と研究を続けてきました。 

最近はマクロファージがシリカナノ粒子を食べると非常に激しい炎症と細胞死が起きる現象が面白いと

感じ、なぜマクロファージは無機粒子を食べるのか？炎症・癌化を引き起こす粒子と引き起こさない粒子の

違いは何か？を知りたく研究を行なっています。 

今年の４月にようやく任期のない身分になったのですが、１月１日の目出度い日には独立准教授の５年

任期が切れて無給非常勤講師になりました（幸いさきがけを貰っていたので JST から給料を頂くことが出

来ましたが）。常勤でなくなったため、遺伝子組換え実験、動物実験の責任者になることができず、自分の

外部資金の予算執行権限もなくなり、さらに大学宿舎の立ち退きも要求されるという事態になり、それらの

対応に苦慮しました。任期制若手研究者にはもう少し伸び伸びと研究できる環境が整うことを切に願いま

す。立命館大学では薬学部の免疫微生物講座を担当することになりました。研究室はさほど広くはありませ

んが、順天堂時代を思い出し、狭くても少しずつ良い研究成果を出していきたいと考えています。また自分

が薬学部生だった頃の拙い記憶を辿りながら学生と接し、研究の面白さを伝えていきたいと思います。今後

ともどうぞ宜しくお願い致します。 
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新評議員 ご就任の挨拶   国立医薬品食品衛生研究所 内藤幹彦 

細胞死研究からプロテインノックダウン技術の開発へ 

今年度から日本 Cell Death 学会の評議員を務めさせていただくことにな

りました内藤幹彦です。よろしくお願いいたします。 

私は、昭和 62 年に東大薬学の博士課程を修了後、当時大塚にあったがん研

究所がん化学療法センターの鶴尾隆先生の研究室でポスドクとして抗がん

剤に関する研究を始めました。昔の抗がん剤の多くは細胞傷害性の高い分裂

毒でしたが、がん細胞はその毒性を回避する様々な機構を獲得して耐性化し

ます。私が最初に研究テーマとした抗がん剤多剤耐性は、細胞生物学として

面白い研究テーマでしたが、がんの臨床においても大きな問題となっていま

した。多剤耐性克服薬の開発などにも少し携わりましたが、残念ながら薬と

して上市されるには至りませんでした。耐性の問題はがん薬物療法における永遠のテーマであり、現在でも

新しい抗がん剤や分子標的薬が臨床で使われるようになる度に新しい耐性機構が報告され、耐性を克服す

る新しい治療法を開発する礎となっています。 

私自身は、その後抗がん剤でがん細胞が死ぬメカニズムに興味を持ち、当時注目されつつあったアポトー

シス研究に足を踏み入れました。1990 年代に日本や世界のトップラボから次々に発表される論文に圧倒さ

れながらも、多くの抗がん剤がアポトーシスを誘導すること等を地道に研究していました。John Reed 博士

の研究室に約 1 年間留学して帰国後に細胞死阻害タンパク質の研究を始め、新しい IAP ファミリーの

Apollon を発見しました。Apollon は UBC ドメインを持つ分子量 530K の巨大なタンパク質で、Caspase9 等

をユビキチン化して分解することにより細胞死を阻害すること等を明らかにしました。この頃からユビキ

チン研究にも関心を持つようになり、小分子化合物メチルベスタチン（MeBS）が cIAP1 の自己ユビキチン化

とプロテアソームによる分解を引き起こすことを発見しました。 

IAP ファミリータンパク質はがん細胞で過剰発現していることが多く、細胞がん化や治療抵抗性の一因に

なっています。ですから MeBSによる cIAP1 の分解はがんの治療成績を改善する可能性がありましたが、MeBS

では cIAP1 以外のタンパク質を分解することはできません。MeBS を他のタンパク質分解に応用できないか

と考えていた時に、キメラ化合物 SNIPER（Specific and Nongenetic IAP-dependent Protein Eraser）の

アイデアを思いつきました。MeBS の構造活性相関から、メチル基を置換しても cIAP1 の分解活性は損なわ

れないことがわかったので、メチル基の代わりに標的タンパク質に結合するリガンドを導入した化合物を

作れば cIAP1 と標的タンパク質が細胞内で複合体を形成して、標的タンパク質が cIAP1 によってユビキチ

ン化され分解されるのではないかと考えた訳です。しかし自分では化合物を合成することができないので、

合成化学研究者に共同研究をお願いして、標的タンパク質を分解する様々な第１世代 SNIPER 化合物を開発

しました。 

その後、IAP に結合するリガンドの改良を進め、数 nM〜数十 nM で標的タンパク質を分解する各種 SNIPER
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を開発するプラットフォームができました。これらの第 2世代 SNIPER は、主に XIAPのユビキチンリガーゼ

活性を利用して標的タンパク質をユビキチン化し、ヌードマウスにヒトがん細胞を移植した Xenograft モ

デルでも標的タンパク質の分解と抗がん活性を示すことができるようになりました。まだ改良の余地はあ

りますが、創薬に使えるプロテインノックダウン技術になったと考えています。 

海外では、別のユビキチンリガーゼ（CRL2VHL、CRL4CRBN）をリクルートして標的タンパク質を分解するキメ

ラ化合物 PROTAC（Proteolysis Targeting Chimera）が開発されています。SNIPER、PROTAC 等のキメラ化合

物では、標的リガンドを置換することによって任意のタンパク質を狙って分解する化合物を合理的にデザ

インし開発することができます。ここ数年の間にプロテインノックダウン技術を基にした創薬ベンチャー

が国内外で相次いで設立され、多くのメガファーマも創薬研究に参入するなど、Degrader 創薬が非常に注

目されるようになりました。2018 年後半には創薬ベンチャーで開発された最初のキメラ化合物が

Investigational New Drugsとして承認され、臨床試験の結果に大きな期待と注目が集まっています。臨床

開発では海外勢に遅れをとってしまいましたが、SNIPER 技術を基に患者さんの役に立つ新薬を日本で開発

すべく現在研究を行っています。 

以上、自己紹介を兼ねて私がこれまで行ってきた研究と、創薬を目指したプロテインノックダウン技術を

手短に紹介させていただきました。標的タンパク質を分解するプロテインノックダウン法では、タンパク質

の生合成を抑制する RNA 干渉法よりも短時間でタンパク質の発現量を低下させることができます。またゲ

ノムの遺伝子を壊す Genetic Knockout とは異なり可逆的にタンパク量を制御することができます。本稿で

は触れませんでしたが、基礎研究のツールとして利用できる様々な技術も開発されています。機会があれば

皆さんの細胞死研究に活用していただければ幸いです。 
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ポスター賞を受賞して     最優秀ポスター賞 

「エッセイー最優秀ポスター賞を受賞してー」京都産業大学 生命科学部 吉良彰人 

この度は第 28回 Cell Death 学会学術集会にて栄誉ある賞を賜り、大変光栄に感じております。選考し

て頂いた先生方、並びに学会関係者の方々に心より御礼申し上げます。ご選出頂けるとは夢にも思ってお

りませんでしたので、会場で名前を呼ばれた際にはこれまでに感じたことがない程の驚きと喜びに震えた

ことを鮮明に覚えています。 

私は「細胞脱落」と呼ばれる非常にダイナミックかつ興味深い細胞の現象の分子機構を解明すべく日

夜、研究活動に携わらせて頂いています。私達は主に共焦点顕微鏡を用いて脱落していく細胞をライブイ

メージングすることを武器とし、「見る」ことで研究を進めています。私は日々、顕微鏡を覗いた先にある

蛍光標識された美しい細胞達が私達の思いも寄らない動態を示す様に魅了されていくばかりです。この

度、細胞達が繰り広げる動的な死の世界の片鱗を覗き明らかにした現象は、依然として解明すべき事柄が

多く、今後益々、研究室一丸となって取り組んでいく必要があると感じています。 

今回、学術集会に参加させて頂いたことで細胞死の世界により一層の興味を抱いたことに加え、可能で

あれば生涯を通じて、生命科学の世界に関わりを持ち続けたいという思いを強く抱きました。様々な方と

討論できる貴重な機会となりましたし、発表後は著名な先生方からコメントを頂き、幸せなひと時となり

ました。今後とも精進してまいりますので、大変恐縮ではございますが、ご指導頂けますと幸いです。 

本分野の発展を切に願いつつ最後に、私達が想像するより遥かに膨大で、緻密に制御された細胞の世

界、このめくるめく素晴らし生命科学の世界に私を導いてくださった恩師である川根公樹先生に心から感

謝申し上げたいと思います。 

 

 

 

  

 

  

Fig1.Lab メンバー 川根先生の居室にて撮影しました。 

激しい discussion が行われ、何かが生まれるのはいつもこの部屋からです。 
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優秀ポスター賞    

細胞競合による Scribble 欠損細胞の排除に FGF21 が関与する 

東京大学大学院薬学系研究科 細胞情報学教室 小川基行 

 

この度は第 28 回日本 Cell Death学会学術集会において優秀ポスタ

ー賞を賜りまして誠にありがとうございました。私は今回の学術集会

で、細胞競合という現象について発表させていただきました。 

細胞競合とは、組織において近接した細胞が生体環境への適応を競

合し、適応度が高い細胞が勝者、低い細胞が敗者となり、勝者が敗者

を組織から積極的に排除する現象です。これまでに、将来がんの原因

となるがん原細胞が正常細胞に囲まれると細胞競合により排除される

ことが示されています。例えば、がん遺伝子（活性化型 Ras や Src）

を過剰発現した細胞や細胞極性制御因子（Scribbleや Dlg）を欠損し

た極性崩壊細胞などが正常上皮細胞に囲まれると、正常上皮層からの

逸脱や細胞死などにより組織から排除されることが示されています[Maruyama & Fujita, Curr. Opin. 

Cell Biol., 2017; Nagata & Igaki, Dev. Growth Differ., 2018]。腫瘍はこうしたがん原細胞が過剰に

増殖して形成されるため、細胞競合は生体が持つ重要ながん抑制機構の一つとして考えられています。そ

のため細胞競合の分子機構を解明することは、がん生物学の発展に貢献するだけでなく、正常細胞の抗腫

瘍作用を利用した新規抗がん剤の開発に繋がる可能性があります。私は哺乳類培養細胞を用いて、

Scribbleを欠損した極性崩壊細胞が細胞競合により排除される分子機構を解析しています。今回の発表で

は、Scribbleの欠損により発現誘導された FGF21 が周囲の正常細胞に作用して Scribble 欠損細胞を排除

することを報告させていただきました。 

今回初めて学術集会に参加させていただいたのですが、どの方の発表も大変刺激的で細胞死に対する興

味が一層深まりました。ポスター発表の際には様々な先生方から貴重なご意見をいただきありがとうござ

いました。また学部 4年の研究室配属から現在まで手厚くご指導いただいております一條秀憲教授にこの

場をお借りして心より御礼申し上げます。今回の受賞を励みとして、今後もより一層の研鑽を積みたいと

思っております。今後ともどうぞよろしくお願い致します。 
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優秀ポスター賞  

京都大学大学院 生命科学研究科 システム機能学分野 永田理奈 

 

 この度はポスター賞に選んでいただき、誠にありがとうございます。私は学部生の頃から細胞死に興味が

あり、細胞死に関わる研究をしたいと考えていました。そんな時、組織 中に適応度の低い細胞が生じると、

周囲の適応度の高い細胞によって非自律的な細胞死が誘導されることで恒常性を維持する「細胞競合」とい

う現象があると知り、強い興味を惹かれました。そして、今日までショウジョウバエを用いて細胞競合の分

子メカニズムを解析してきました。 

組織中のタンパク質合成能の低い細胞（敗者）はタンパク質合成能の高い細胞（勝者）に近接すると、細

胞競合によって排除されます。このとき、勝者細胞に近接する敗者細胞で細胞死が引き起こされて排除され

ますが、その上流イベントは分かっていませんでした。今回、私たちは細胞競合がオートファジーによって

制御されることを見出しました。具体的には、勝者細胞に近接する敗者細胞で非自律的にオートファジーが

活性化し、その下流で細胞死遺伝子 hidの発現が誘導されます。この hidと変異細胞集団全体で活性化して

いる JNKが協調することで、効率的に変異細胞の細胞死が誘導されることがわかりました。オートファジー

は通常細胞にとって survival に機能するため最初は驚きましたが、遺伝学的解析によって細胞競合におけ

る細胞死誘導に間違いなく重要であることがわかりました。本研究をこのように推進できたのも、井垣先生

をはじめとする研究室の先生・先輩方のおかげです。この場をお借りして御礼申し上げます。今後も本研究

を発展させていくことで、細胞競合の生理的意義を明らかにしたいと考えています。 

今回初めて Cell death学会に参加させていただきましたが、こんなに面白い学会は初めてでした。ポス

ターセッションでも多くの方とディスカッションさせていただき、とても刺激を受けました。ぜひまた参加

させていただきたいです。 
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エッセイ ーイスラエルでの学会に参加して  

東京大学薬学系研究科遺伝学教室 三浦 正幸 

2019.9.25-22  Non-apoptotic roles of apoptotic proteins, Weizmann Institute of Science 

Rehovote, Israel 

 

Weizmann 研究所創設７０周年を記念する週に行われた会議で、

Weizmann研究所の Eli Arama が中心となって企画、運営がなさ

れました。Arama によるこの分野の overview から会議が始まり

ました。Caspase とアポトーシス機能が 1993 年に示されてから

26年。その間、2002 年ごろから caspase の非細胞死機能が断片

的に報告されてきました。アポトーシスのメインマシナリーを

牽引してきた研究者が、研究を進める中で見つけた非アポトー

シスに関わる分子機能と現象とを掘り下げていく研究が多く、

また、モデル生物を使った研究が多かったのが印象的でした。細

胞競合を発見した Ginés Morata Pérez (Autonomous University 

of Madrid)、ショウジョウバエでのアポトーシス研究を切り開

いた Hermann Steller (Rockefeller University)、Bcl-2ファ

ミリーの機能解析の草分け J. Marie Hardwick (The Johns 

Hopkins University)、 Caspase-8 の発見者 David Wallach 

(Weizmann Institute of Science)、Junying Yuan ともに ced-3

をクローニングし、線虫で非アポトーシス細胞死を明らかにした Shai Shaham (Rockefeller University)、

caspaseの活性化機構と基質同定の Seamus Martin(Trinity College Dublin)、Nedd4の発見者である Sharad 

Kumar (University of South Australia) などの重鎮も発表しました。Sharad は、私が Yuan 研にいたとき

に同じ時期に Caspase-2 を発表し、オーストラリアでラボを構えてからは多くの caspase をショウジョウ

バエから同定し、いつも知らず知らずに競合している仲間です。個体レベルでの現象にアポトーシス分子が

多彩な機能を発揮することが多く紹介され、非常に面白い会議となりました。以下にいくつかの話題をピッ

クアップします。 

 

【細胞局所での活性化】 

Mohanish Deshmukh (Univ. North Carolina, Chapel Hill) による末梢神経系の軸索変性における caspase

依存的ではあるが apaf-1非依存な軸索変性の話。 

Andreas Bergmann (Univ. Massachusetts Medical School) はショウジョウバエの開始 Caspase である

Dronc が Myo1D によって基底側細胞膜に局在することで NADPH oxidase である DUOX を活性化し ROS を産生

することが Apoptosis-induced proliferationを促すことを示しました。 

 

【細胞分化制御】 

Tin Tin Su(University of Colorado, Boulder)はショウジョウバエの成虫原基の放射線照射に引き続いて

おこる再生では caspaseが細胞の分化転換に必要であるとの話。 
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Chuan-Yuan Li (Duke University)は ES細胞、iPSC、がん細胞（glioma）のような非常に分裂能の高い細胞

では常に CytC がわずかながら細胞質にあり、アポトーシスに至らない程度の caspase 活性化による CAD や

ミトコンドリアの Endo G nucleaseの活性化がおこり DNA double strand break が入ることを示しました。

また細胞の初期化にも caspase活性化が重要であることを示しました。 

Thomas Hummel (Univ. Vienna) はショウジョウバエ嗅覚神経軸索の走行パターンを決める開始 caspase の

役割の話をしました。 

 

【発生タイミングの制御】 

Benjamin P. Weaver (UT Southwestern Medical School) は線虫で発生タイミングをはかる RNA結合タン

パク質 Lin28 を、caspase である CED-3が DVVD 配列で切断し、lin28 のタンパク質量を制御することを示

しました。このとき Lin28 が CED-3 で切れるだけでは lin28 は分解されず、CED-3 で切れた C末端断片の N

末が N-end rule 適合する配列となり UPS で効率よく分解されるようになります。CED-3は E3 ユビキチンリ

ガーゼ UBR1 と複合体を作り効率よく N-end rule による Lin28 の分解を制御するマシナリーとして機能し

ていました。 

 

【Caspase 基質の２段階切断】 

Christian Widmann (Universite de Lausanne)は caspase 基質の段階的な切断の生理機構を研究していま

す。p120RasGapは caspase-3で切れた N末断片が AKT のリン酸化を促進して生存シグナルを発します（1st 

cleavage）。さらにこの N末断片が caspase3で切られると今度は toxic function を持つペプチドに変換し

ます（2nd cleavage）。この 2nd cleavage は 1st cleavageがないとおきません。段階的な基質の切断で生

存に対する機能が変わることが示されました。 
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アポトーシス研究はコアマシナリーのハンティングが一段落すると、シグナル経路、分子機能とその調節へ

と研究が進んでいきました。大きな細胞死の国際会議（Cold Spring Harbor Meeting や Keystone Meeting

など）がその流れで行われています。しかし、こうなってくると扱う分子や現象に集中がおこるため、分子

機構研究の深化と引き換えに細胞死の生物学ということでは話題が限られてしまう傾向がありました。そ

の意味で、今回の会議はまだ荒削りではあるけれども話題が豊富で、これからどんな展開になるのか目が離

せない分野だと感じました。私は 1992 年から細胞死の研究に入りましたが、当時は細胞死が止まったら生

き物はどうなるんだろうという想像逞しく caspase のノックアウトマウスを作っていました。それと同じ

ように、アポトーシス機構の非アポトーシス機能の研究には未知の広がりがあります。 

 

【Caspase の機能は細胞死にあるのか】 

CDP(caspase-dependent nonlethal cellular processes)を考えると、果たしてカスパーゼ

がアポトーシスのために準備された遺伝子なのかについて考えさせられます。 

カスパーゼ配列の類似性をもとにバイオインフォーマティクスを駆使して探索すると後生

動物以外にもそのような遺伝子は存在します(Uren et al., Mol. Cell 6, 961-967, 2000)。

メタカスパーゼ（metacaspase）と名づけられた遺伝子は植物、菌、原生生物（Trypanozoma, 

Leishmania, Plasmodiumなど）、古細菌、細菌には存在しますが後生動物にはありません。逆にこれらの生

物にはカスパーゼはありません。メタカスパーゼは活性中心にヒスチジン/システインの組み合わせを持ち

（His/Cys catalytic dyad）、この特徴があるプロテアーゼは Clam CD cysteine peptidaseと分類される

エンドペプチダーゼで、カスパーゼは Clan CD#14A、メタカスパーゼは Clan CD#14Bです。p20/p10 が会合

した両者の構造はよく似ています（Minina et al., CDD 24, 1314-1325, 2017）。しかしカスパーゼが P1に

アスパラギン酸を要求するのに対してメタカスパーゼはアルギニンあるいはリジンを要求するシステイン

プロテアーゼであり、基質特異性からするとカスパーゼとは異なります（Vercammen et al., JBC 279, 

45329-45336, 2004; Watanabe & Lam, JBC 280, 14691-14699, 2005）。活性化様式も異なり、アダプタータ

ンパク質を介する近接化によって活性化する開始カスパーゼに対し、メタカスパーゼは単体で前駆体が活

性化します。 

出芽酵母 S. cerevisiaeに１つあるメタカスパーゼ YCA1/Mca1 (yeast caspase 1)遺伝子の破壊株は過酸

化水素への耐性が増し、逆に YCA1/Mca1 の過剰発現は感受性が上がることから細胞死への関与が考えられ

ます (Khan et al., PNAS  102, 17326-17331, 2005; Lefevre et al., FEBS letters 586, 143- 148, 

2012)。 

植物にはプロドメインを持つ１型と持たない２型のメタカスパーゼがあります。シロイヌナズナには 3 つ
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の 1 型（AtMC1〜3）と 6つの 2 型メタカスパーゼがあり（AtMC4〜9）、感染後に誘導される細胞死（過敏感

反応：hypersensitive response）に関して 1 型の AtMC1 は細胞死誘導に、AtMC2 は抑制に働きます（Coll 

et al., Science 330, 1393-1397, 2010）。 

細胞死に関係した 2 型メタカスパーゼの機能は Bozhkov ら(Uppsala BioCenter)の研究によって示され、

今回の会議でも面白い話題を提供しました。彼らは北欧に広く生息する Norway spruce (Picea abies、欧

州トウヒ)の発生を研究しています。胚発生の初期では将来子葉を作る proembryogenic mass (PEM)と PEM

に栄養や水分を供給する胚柄(suspensor)ができてきます。Suspensor は後にプログラム細胞死によって失

われますがこのとき2型メタカスパーゼであるmcII-Paが必要とされています(Suarez et al., Curr Biol., 

14: R339-R340, 2004)。PCDの時には VEIDase活性が上がりますが、mcII-Pa 自体にはその切断活性はなく

(Bozhkov et al., PNAS 102, 14463-14468, 2005)、下流に未同定の VEIDase があると予想されています

（Bozhkov et al., CDD 11, 175-182, 2004）。胚柄の細胞死形態は vacuolar PCD といわれるもので、mcII-

Paがオートファジーを活性化して実行されます（Minia et al., JCB 203, 917-927, 2013）。この細胞死が

mcII-Pa ノックダウンによって抑制されるとネクローシスに細胞死の様式は変化し、PEM の発生が阻害され

てしまいます。このように、カスパーゼとメタカスパーゼでは基質特異性は異なりますが細胞死に関与する

エンドペプチダーゼということでは似たところがありそうです。ちなみに Bozhkovは、植物は体の 99%が死

骸であって私たちは functional cell corpusを利用しているといっていました。なるほど。 

メタカスパーゼには非細胞死機能も見つかってきました。今回の会議で発表した L.A. Megeney ら

(Univeristy of Ottawa)は YCA1/Mca1 に関して細胞内不溶性タンパク質に結合してその消去に関わる機能

を研究しています(Lee et al., PNAS 107, 13348-13353, 2010)。いわば YCA1/Mca1 の pro-life 機能の研

究です。YCA1/Mca1に結合するタンパク質には Rsp5 ユビキチンリガーゼがあり、YCA1/Mca1のユビキチン化

は蛋白質凝集抑制に必要でした（Shrestha et al., Cell Discovery 5: 6, 2019）。 

出芽酵母では分裂すると大きな母細胞と小さな娘細胞とにわかれますが、酸化ダメージを受け、凝集した

蛋白質は選択的に母細胞に運ばれ、新しくできた娘細胞の健常性を維持します。選択的な細胞質成分の分配

が後述の germ plasm theory とともに議論されています(Liu et al., Cell 140, 257-267, 2010)。この不

均等な凝集タンパク質の蓄積に YCA1/Mca1 が関与し、その変異体では細胞老化とともに娘細胞にも凝集が

蓄積するようになります。細胞質シャペロン Hsp40 変異で複製寿命は短くなりますが、これに YCA1/Mca1 変

異が合わさるとさらに短寿命になり、また野生型に YCA1/Mca1 を過剰に発現させると複製寿命が延長しま

す（Hill et al., Science 344, 1389, 2014）。寿命延長や凝集体の除去は活性中心に変異のある YCA1/Mca1

の過剰発現でも部分的に可能です。興味深いことにシロイヌナズナの AtMC1 には老化で蓄積する蛋白質凝

集を消去する YCA1/Mca1に似た働きもあり、オートファジーとともにプロテオスタシスに機能します（Coll 

et al., CDD 21, 1399-1408, 2014）。 

YCA1/Mca1 も AtMC1 も、ストレスでの細胞死誘導能に加え、蛋白質凝集体を取り除いて細胞生存を支持す

る働きも合わせ持つことは、カスパーゼやそれに類似のシステインプロテアーゼの本来的な細胞機能を考

える上で示唆的です。カスパーゼはシャペロンとともに様々な蛋白質の高次構造をつくる場にいて、蛋白質

の品質管理を行っているのかもしれません。上述のように分裂酵母では分裂に伴う不均等な凝集蛋白質の

分配がおこりますが、同じような現象がヒト小腸の腸幹細胞と腸上皮やショウジョウバエ胚の神経芽細胞

の分裂でも観察されています(Rujano et al., PLOS Biol 4, e417, 2006)。この現象は、分化してしまいに

は死にゆく細胞に不要な蛋白質を振り分け、幹細胞を健常な状態に保つ仕組みと見ることができるでしょ

う。想像を逞しくすると、メタカスパーゼに代わって、後生動物ではカスパーゼの一部がこのような仕組み
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に関わることで、運命の決まった死すべき細胞とそうでない細胞への不要蛋白質の振り分けを担う働きが

あるのかもしれません。 

アポプトソームを細胞が獲得すると、強い細胞死刺激がきたときに即座に細胞死を誘導する仕組みへと一

部のカスパーゼは取り込まれ、この仕組みが後生動物の細胞社会を作る上で受け入れられたのでしょう。一

方で、カスパーゼの非アポトーシス機構の研究からは、生か死かといった即時的なカスパーゼの機能よりも、

むしろ死すべき運命にある soma と、生き続ける germ や stem、あるいは細胞競合の勝者との間で不要な蛋

白質を振り分け、ゆっくりと生死を準備する仕組みが見えてくるのではないかと密かに楽しみにしていま

す。 

 

 

 

19世紀のドイツの発生学者 August Weismann (1834-1914)は体細

胞と生殖細胞が発生の始まりに分かれ、生殖細胞には全ての形質を

次世代に伝える生殖質なるものが１セット分配されるとの生殖質

論 Germ plasm theory を提唱しました。体細胞は生殖質の一部だ

けを受け継ぎます。不均等な決定因子の分配が細胞の運命を決める

というわけです。だとすれば、２細胞期の割球の片方を焼き殺した

ら体は半分しかできてこないのではないかとの考えで Wilhelm 

Roux(1850-1924)が行なった Hot needle experiment が出てきま

す。この実験結果は、発生運命は初期に決定されることを示しまし

たが、後に結果の解釈が誤っていたことで否定されます。Hans 

Driesch(1867-1941)はウニの割球を分離して行なった実験によっ

て、２細胞から分離したそれぞれの割球から正常な幼生ができるこ

とから、割球は調節的な能力を有することを明確に示しました。し

かし、非対称分裂で細胞質成分の不均等分配が

あることは今では多くの例で示されています

ので、不必要な蛋白質の分配もその一つの例と

して捉えることができそうです。これらのこと

は Scott Gilbert の教科書 Developmental 

Biologyにわかりやすく記載されていますが、

古くはアメリカの動物学者・細胞学者 Edmund 

B. Wilson (1856-1939) が著した著名な教科書 The cell in 

development and inheritance (1896)に書かれています。私は都立大

学で岡崎嘉代先生から発生生物学の講義を受けましたが、岡崎先生は、

「今見ていることは、みんなこの教科書に書かれている」、と話してい

ました。そんなすごい本なら読んでみたいと、岡崎先生のお弟子さん

でウニの発生を研究されていた上村伊左緒先生に話したところ、上村

先生がその本をお持ちで、なんと第二版を学部生の私に下さいました。

様々な無脊椎動物の初期発生が素晴らしい図とともに詳しく書かれて

おり、形質の遺伝に関しても当時の成果を総括する内容のすごい本で
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あることが、いくつかの章を読んで伝わってきました。Weismann の生殖質論も、Roux や Driesch の実験も

書かれています。観察からの深い洞察にうなってしまいます。 

最近研究室の篠田さんがショウジョウバエで、アポプトソームを構成する開始カスパーゼ Dronc 非依存的

に、細胞死実行カスパーゼ Dcp-1が組織の大きさを細胞死非依存的に制御することを見つけました（Shinoda 

et al., PNAS 116, 20539-20544, 2019）。これまではカスパーゼの非アポトーシスカスパーゼの働きとし

て、開始カスパーゼに依存するものが多く知られていましたが、今回の発見のように開始カスパーゼ非依存

的に働く細胞死実行型カスパーゼの働きは知られていませんでした。その活性化機構や組織サイズ制御の

標的となる分子機構など全てが新しいことです。メタカスパーゼのような働きがあるのかなど、想像を逞し

くしています。 
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エッセイ 

日本人が欧米で学ぶということ、そこで得るものは？ 

社会医療法人美杉会 佐藤病院 乳腺外科部長 中嶋啓雄 

 

 拝啓  新年、あけましておめでとうございます。  

日本 CELL DEATH 学会の会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し

上げます。さて今回、このニュースレターを書くに当たり、人生の先輩として、何を皆様に

伝えたらよいかを随分と悩み時間だけが過ぎ、編集長の刀祢先生には随分とご迷惑をおか

けいたしました。そこで、思いついたのは、自分のたどってきた道から、今見えてきたもの

を書かせていただきます。私は外科医で手術をやるのが夢で医学部に入り、外科研修医 2 年

間＋出張病院 2 年間で、消化器系の手術はほとんどすべて執刀できるようになりました。

こうなると若気の至りで天狗になり、気楽に大学院でも入って博士号でもとろうかとしか

考えていませんでした。ところが、ある日、何かのひょうしで「 Nature」という雑誌を開い

た時、何が書いてあるのかさえ全く理解できないのに強烈なショックを受けました。自分

とは関係ない世界と納得させながらも、医者が書いているのが驚きで、天狗の鼻が完全に

折れました。とりあえず大学院に入り、そんな研究と論文のかける研究テーマと指導者を

必死に探しました。主任教授からは、ただ「異種移植免疫の研究＋生体肝移植の研究」をし

なさいと言われただけで、ラットや異種動物間の腎移植・心移植だけを学びました。2 年近

く過ぎたでしょうか？国際移植学会で拙い英語で発表はできたものの、どんどんと「 Nature」

が遠ざかっていくのが実感されました。もう絶望に近い状態でした。しかし、「窮すれば通

ず」の言葉通り、生化学と細胞生物学の鬼才、山口希先生の下で研究のお世話になること

が決まりました｡しかし、そこは想像を絶する厳しい指導で、当時の普通の医学部の基礎系

では恐らく誰も使いこなしていないような HPLC、 FPLC が数台、 PCR 機器、ブロッター、 PC

を使った解析装置、その他様々な当時の最先端生化学機器で部屋がいっぱいでした。毎日、

叱られてばかりの日々でしたが、ただ一点、若さ･体力・新鮮な驚きが続いたおかげで、博

士論文も 3 年目には完成しました。その間、自分のアルバイト代はほとんどすべて実験器

具の購入に消えましたが、おかげで、遠かった「 Nature」のマテメソも内容も半分は理解で

きるようになりました。そうなると、もう海外の一流研究室にいくしかない。何の迷いも

ありませんでした。テーマは、まだ未知の世界の「 CTL,MK 細胞の分子・生物学的細胞傷害

機序の解明」＋「アポトーシス」でした。しかし、そこには「大きな壁」がありました。コ

ネも先輩も強力な後援者もいない、あるのは博士論文 1 本だけで、どう考えても、無名の

外科医に給料も出してくれる欧米の一流研究室など、あろうはずもない。  

ネットも iphone もない時代、ただただ、憧れの論文を眺めては、アルバイトや手術に明け暮れる日々でし

た。「毎日、頭をよぎるのは、このまま普通の外科医になってしまう、、」「つまらない、面白くない、鎖国の

ような生活が続くだけや、」 

 自分の大学はおろか、他大学の著名な先生を頼っても無駄なことは実感としてわかっていたので、ある日、

「やれることはやって諦めよう！！」と決心しました。当時、一番自分の研究テーマに沿ってスマートな論

文を出していたのが、 
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① ：Rockefeller 大学、②：MIT, ③：NCI/NIH, ④：Lausanne 大学（スイス）、⑤：マイアミ大学、でした。ほぼすべて、

FAX の内容は同じで、あまり意味のない日本の CV+博士論文の別冊一部、と給料はこれくらい欲しい、テクニ

シャンは 3 人は必要である、後は自分のできる生化学＋細胞生物学の技術のみ、を送りました。恥ずかしいの

で、家族にも知らせませんでした。 

期待など全くしていなかったので、ただ送り届けた満足感のみでした。 

 約 2－3 週間が過ぎた頃でしょうか、何と 5 つの大学すべてから、順番に返事が来ました。興奮して封を

開けると、すべてのラボでウェルカムでした。 

がぜんとやる気と希望が沸いてきたのを今も覚えています。最終的には、すべての条件面が最高だった

Lausanne か NCI で随分と悩みましたが、英語だけで暮らせる安心感から、NCI に決めました。日本を離

れたのは、1991 年 9 月 11 日で晴天でした。飛行機の中では「浪漫飛行」を聞きながら、もう、ワシントン

DC と東海岸の事で頭は超ハイの状態で、ダレス国際空港にタッチダウンしました。そこからの、約 4 年間

の NCI/NIH 時代の話は、割愛させていただきますが、結果として、筆頭著者では、確か、JEM:2 本、JI：

2 本、著書：3 本、 

総説：何本か、共同演者の論文、数本を書き上げることができました。悔やまれるのは、「CELL」,「Nature」

に、1 本ずつリバイスはかかったのですが、 

「JEM」2 本になりました。まだまだ研究テーマやラボ仲間に託した研究はあり、まだ、数年は大丈夫と思

ったのですが、ある本の一編を思い出しました。 

「まだまだ、居て欲しいと望まれてるうちに去りなさい！」、その通りです。 

それに 4 年もいたのに、まだ CNN の内容が全部聞き取れない、ワシントンポストがすらすら読めない、改

めて日本の英語教育の稚拙さを実感しました。そして人間は勝手なもので、「今の絶頂期に日本に帰らない

と、外科医の良いポストがなくなる？？」という不安でした。数多くの farewell party をしてもらいまし

た。そして、1995 年 3 月末に京都に帰ってきました。義弟の迎えの車に乗った瞬間に普通の日本人に戻っ

ていました。 

今は、病院の乳腺外科医として、日々、外来・手術・ケモ・学会などであっというまに日々が過ぎ、年月

が過ぎていきます。 

でも、あの 4 年間があったから、そして何より、ボスの Pierre A Henkart 先生やラボ仲間が、素敵とい

うより、私にとっては大きな目的を実現させてくれ、そして、「維新の黒船ではないけど、つまらない日本

の学歴や肩書きへの執着や鎖国思考」を、根本から変えてくれたことが、今でも大きな財産であり、宝物で

す。 

今や、癌の治療薬も「AI＋想像を絶する資金力＋ス－パ－頭脳集団」が、次々と理想的な target drug を

創っていきます。しかし、その signal transduction や有効性、副作用を十分に想像・理解できる臨床医・

研究者は少ないのが現実です。「暗記力」や「市販の研究書物」や「NEJM」に頼るのではなく、そこに疑

問を持てる能力、すなわち「自分の頭脳をもっともっと酷使して、洗練させて創造力を生み出す能力を教え

ていただきました」また、「年齢は数字にすぎない」この習慣や思考性は、今、癌の臨床医をやる上で、手

術においても、化学療法においても､患者の全身病態を把握する上でも、身に染みつき、とても役だってい

ます。 

 臨床医であれ、研究者であれ、資金力があってもなくても、飛び出すのは、30 代までだと思います、肩

書き欲しさの短期見学留学をするのではなく、どうか、「鎖国の日本」から飛び出して、自分の「夢」なん

かではなく「明確な目標」を持って、それを果たすために、できれば、欧米の一線の研究室や教室でいろん

な事を学んで、多くの他民族の友人を作って下さい。その先には決して後悔なんかありませんから。 



日本 Cell Death 学会 Newsletter Vol.25                                               2019 年 12 月 

 

30 

 

  

United Sates Capitol 

Labo の仲間達 
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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、評議員が 7,000円、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 
 例年以上に遅くなりましたが、Cell Death学会ニュースレターをお届けいたします。理事長ご退任、新理事

長ご就任のご挨拶、新旧学術集会会頭のご挨拶、第28回学術集会ポスター賞受賞者の方々のエッセイ、そして

お二方のエッセイと盛り沢山です。来年もどなたか海外の細胞死関連の学会に参加された方の見聞記をお待ち

しています。もちろんそれ以外に、みんなに知ってもらいたいアイデアとか、新しい技術でも、なんでも結構

です。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、東京大学・白崎善隆先生と北海道大学・山口良文先生ご

提供の素晴らしい画像です。パイロトーシスにおけるIL-1β放出の瞬間がハッキリ見えますね。 

東京電機大学 刀祢重信 
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