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第２９回日本 Cell Death 学会学術集会を主催して
東京医科歯科大学難治疾患研究所

鍔田武志

本年 7 月２６日および２７日に第２９回日本 Cell Death 学会学術集会を主
催しました。COVID-19 の感染流行のため日本 Cell Death 学会としてはは
じめてのオンライン開催となりました。オンライン開催の場合には対面に
比べて参加者が７割になると言われています。例年の学術集会では１５０
人程度の参加があるのですが、今回はこの公式通りにちょうど１００名の
参加者がありました。コロナ禍でのオンライン開催にも関わらずご参加いただいた皆様、とりわけ、
シンポジウムを企画いただきました鈴木先生、菅波先生、今井先生、シンポジストの先生方、さら
に、特別講演の吉村先生、原先生に厚くお礼申し上げます。
今回の学術集会では、細胞死に関わる多様なバックグラウンドの参加者が集まる学術集会を目指し、
臨床家にも興味深いテーマの特別講演やシンポジウムを企画しました。また、シンポジストに若手
および女性の研究者をできるだけ選んでいただきました。オンライン開催にした場合にポスターセ
ッションをどのように行うかは大きな問題ですが、今回の学術集会では Zoom でブレイクアウトル
ームを２つ設定し、全ての演題を口頭発表で行うことにしました。比較的聴衆も多く、質疑応答も
活発だったように見受けられました。一般演題（ポスターセッション）を含めてレベルの高い発表
が多く、思わず聞き入ってしまう演題も多くありました。また、臨床医学への展開という点でも充
実した集会となり、今後の細胞死研究の発展が期待させるものでした。
学術集会の会頭をお引き受けしたのはコロナ以前でした。これまでにも何回か種々の学術集会をお
世話してきましたので、研究室内のスタッフにお任せで進んでいくものと考えていました。しかし、
オンラインでの学術集会というこれまでに経験したことのない事態になってしまい、また、資力の
関係で専門の業者を入れることもできず、全て手作りで行わないといけない状況でした。このため、
タイマーを Zoom に接続する作業をはじめ、細かい点まで自力でやらざるを得なくなり、もともと
想定していなかったような時間と労力を準備にかけることになってしまいました。
学術集会では単に発表を聞いて質疑応答をするだけでなく、個人的に知り合ったり、研究のアイデ
アを交換するなど研究者間のコミュニケーションは有用であり、また楽しみでもあります。オンラ
イン集会となってしまったために、参加者も少なくなり、個人的なコミュニケーションが取りづら
く、学術集会としての機能をどれだけ果たせているのか、参加者が十分楽しめているのかといった
点は大いに疑問に感じるところでした。参加者からのフィードバックもほとんどなく、主催者とし
ての楽しみもあまりない学術集会でした。
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第30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
2022年6月25日（土）〜26日（日）
順天堂大学7号館小川秀興記念
（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。一昨年中野
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。ところが2020年は新型コロナ感染症のパンデミックにより東京オリンピックすら翌年に延期になり
2021年日本選手の活躍により盛会のうちに終わったことは皆様もご存知の通りです。29回は既に大会長を予
定されておりました鍔田武先生がオンラインで開催となり、第30回を主催することになりました。
新型コロナ感染の状況によりますが、対面で開催出来ればと考えております。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、パーキンソン病もまた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に変遷していると言えます。更に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」を大事にしたプログ
ラムを計画しております。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
4

日本 Cell Death 学会 Newsletter Vol.27

2021 年 12 月

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お待ちしています。メイン会場は順天堂大学の新研究棟である7号館小川秀興記念
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
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

生物環境部門

この度、Cell Death 学会の理事を仰せつかりました、北海道
大学・低温科学研究所（以下、低温研）、教授の山口良文です。
低温研は 1941 年（昭和 16 年）に北海道大学初の附置研究所と
して設立された伝統のある研究所です。以来、雪氷学や低温生
物学の分野で発展を遂げ、寒冷圏の自然現象の基礎と応用の研
究を目的とする、理工学系の全国共同利用研究所として活動し
ています。現在は、雪や氷の基礎的理解と地球惑星諸現象の研
究・開拓を行う雪氷新領域部門、地球上の熱・水・物質の循環と変動研究を行う水・物質循環部門、
寒冷圏における生物の環境適応機構を多角的アプローチで解明する生物環境部門、オホーツク海地
域の特性を研究する環オホーツクセンター、の３分野１センターという、小規模ながら理学系の非
常に多様な分野から構成されています。なお生物系に限って言うと、生物環境部門には教授３名、
准教授２名、助教８名という小規模な構成で、なおかつ研究分野は微生物生態学、植物生理学、動
物生態学、昆虫生理学、分子冬眠学（←私たち）、と理学系の研究所らしく多岐に亘ります。
私自身は前任地（東京大学薬学部遺伝学教室・三浦正幸先生：通称三浦研）で発生恒常性におけ
るプログラム細胞死の研究を行なっていましたが、2018 年に低温研に異動し冬眠を研究する研究
室を立ち上げました。ですので私の現在の専門は哺乳類の冬眠研究となりますが、哺乳類の細胞は
なぜ低温で死ぬのか、という、低温誘導性細胞死という視点で細胞死研究とはこれからも関わりが
あります（評議員のご挨拶をさせて頂いた 2018 年 12 月号に詳細な経緯をニュースレターに書いて
いますので、もしご興味がある方がおられましたらご覧頂ければ幸いです）。月日は飛ぶように過
ぎ、異動から丸４年が過ぎようとしています。実験室や動物飼育室をゼロから作り実験台も全て購
入するといった段階からの立ち上げで想像よりはるかに費用と時間を要しましたが、一緒に研究を
進めるスタッフや学生メンバーも増え、また多くの方々から物心両面のサポートを頂けたおかげで、
ようやく研究室運営も軌道に乗りつつあります。低温研は伸び伸び自由に研究できる環境ですが、
一方で所内構成員の分野があまりにも異なるため、お互いの研究内容について深い議論を行うのは
難しい面もあります。そういった意味でも、Cell Death 学会で細胞死に関する最新の話を伺い議
論をさせて頂ける機会は、大変貴重だと感じています。私自身は三浦研時代に、田中正人先生が代
表を務められた新学術領域「ダイングコード」に加えて頂き、世界の細胞死研究の一時代を築いた
先生方と議論させて頂き交友や見聞を深められたことで、自身の大きな成長につながったと感じて
います。大変貴重な経験でした。
私自身まだまだ未熟でさらに成長しないといけない立場ではありますが、今回学会理事を仰せつ
かった立場で、特に学生や 30 代の方々に一言伝えるなら、面白い/不思議な結果が出たら、あるい
は逆に何か行き詰まっていることがあれば、物怖じせずに是非色々な人たちと議論して自身の世界
を拡げてください、です。自分の成長や未来や運気というのは意外にそういったところから拓けた
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りするものです。Covid-19 で困難な状況ではありますが、幅広い世代の構成員がサイエンスの議
論を広く熱く面白くできて、それがさらにお互いの研究を刺激する、そうした場として Cell Death
学会があり続けられるよう、私自身、微力ながら貢献していきたいと思います。今後ともどうぞよ
ろしくお願いいたします。

雪の中の低温科学研究所
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新評議員ご就任の挨拶
北里大学

薬学部・衛生化学講座

今井浩孝

GPx４により制御されるリポキシトーシスの分子メカニズとその意義について
今年度から日本 Cell Death 学会の評議委員を務めさせていただ
くことになりました北里大学薬学部の今井浩孝です。よろしくお願
いします。
私は、１９９３年年３月に東京大学薬学部衛生化学教室（指導教
官 井上圭三教授）で、酸化中性脂質を認識する自己抗体の認識メ
カニズムの解析で博士課程を修了後、４月より北里大学薬学部衛生
化学教室（中川靖一教授）の助手として赴任しました。そこで、酸
化リン脂質の代謝に関する研究をテーマにすすめられ、その当時酵
素の存在は知られていたが、まだクローニングがされていなかった
リン脂質ヒドロペルオキシドグルタチオンぺルオキシダーゼ（GPx
４、PHGPx）のラット cDNA をはじめてクローニングし（1995 年）
、
マウスゲノムのクローニング、そして GPx４のノックアウトマウス
を作成し、胚発生過程で致死となること（2003 年）を明らかにしました。以後、現在にいたるま
で２８年にわたり、GPx４の機能や酸化脂質の生体機能についての解析をおこなっています。GPx
４の研究においてラッキーだったことは、その当時は４グループぐらいしか研究していなかったこ
とや、GPx４はひとつのゲノム遺伝子から３つのタイプ、ミトコンドリア型、非ミトコンドリア型
および核小体型が転写、翻訳されるため、３つのオルガネラ選択的な GPx４や酸化脂質の機能解
析ができたことです。１９９６年ごろはちょうどアポトーシス研究が盛んに行われるようになった
時期で、私たちは、ミトコンドリア型 GPx４を細胞で高発現すると、ミトコンドリアを介するア
ポトーシスを極めて顕著に抑制することをはじめて明らかにし、そのメカニズムを解析したところ、
ミトコンドリア内にあるカルジオリピンの酸化がチトクローム C の放出を抑制すること、ミトコ
ンドリア型 GPx４はこのカルジオリピンの酸化を抑制してアポトーシスを抑制することを発表し
ました。この当時、アポトーシス研究で私の憧れの的でした清水重臣先生から、Bax や Bid の発
現ベクターをいただけたのがとてもうれしかったことを覚えています。その当時は、細胞質に発現
する GPx４をいくら高発現してもアポトーシスは抑制できず細胞質の GPx４の機能はいまいちよ
くわかっていませんでした。いまやフェロトーシスの制御因子として主役に躍り出ました。
私はノックアウトマウスが致死であった GPx４欠損受精卵を用いて初代培養系における ICM 形
成をみたとき、GPx４欠損受精卵は ICM 形成ができないのですが、この培地にビタミン E をいれ
ると ICM 形成がおきること、非ミトコンドリア型 GPx４遺伝子を導入すると ICM 形成ができる
ことから、非ミトコンドリア型 GPx４の酸化脂質の抑制機能が受精卵の生存に重要なことをみつ
け、脂質酸化の抑制が細胞の生存に重要なんだということを認識しました。そこでなぜ GPx４を
欠損すると細胞死がおきるのか？に興味をもち研究をすすめました。ちょうどその頃、２００６年
8
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−２０１０年に JST さきがけ「代謝と機能制御（西島正弘統括）」研究生に採択され、３つのタイ
プの GPx４個々の欠損マウスの作成や精巣、肝臓、心臓、脳などの組織特異的 GPx４欠損マウス
を作成したところ、これらの組織でも、GPx４が欠損すると細胞死が誘導され、ビタミン E の投
与で In vivo でも抑制されることを見つけました。そこでタモキシフェン誘導型 GPx４欠損 MEF
細胞を作成し、GPx４欠損による細胞死のメカニズムを調べたところ、非アポトーシス経路であり、
新規の細胞死（わたしたちはリポキシトーシスとよんでいる）であることを見つけました。我々の
見出した細胞死は７２時間とゆっくり死ぬこと、鉄のキレーターで抑制されないことがわかってお
り、ちょうどその時、Stockwell らのグループからもコンタクトがあったのですが（RSL３が GPX
４を阻害することを聞きましたが）、彼らの細胞死では鉄のキレーターで抑制されることや、フェ
ロトーシスが１６時間でおきることから、我々が研究していた細胞死とは異なるのではと思い、
我々は独自の細胞死（リポキシトーシス）のメカニズムの研究にフォーカスすることにし、shRNA
ライブラリーのスクリーニングを行い実行因子の同定をおこないました。２０１３年に北里大学薬
学部衛生化学研究室教授に昇進し、現在もリポキシトーシスの実行因子等の解析を中心に病態との
関連についても解析をすすめています。幸いにも２０１５年から２０１８年まで、新学術領域「ダ
イイングコード（田中正人代表）」の公募研究に採択していただき、中野先生、袖岡先生、須田先
生など多くの細胞死研究の先生方と交流をもつことができ、２０１５年から日本 Cell Death 学会
で発表、参加にいたりました。今では、フェロトーシス研究は目覚しい発展がみられていますが、
フェロトーシスとリポキシトーシスはやはり違う細胞死なので、今後リポキシトーシスを世界に広
められるようにがんばっていきたいと思います。今後ともいろいろな先生方と交流をもっていけた
らありがたいです。よろしくお願い申し上げます。

北里大学薬学部 衛生化学

現スタッフ 安田、松岡、今井、幸村
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新評議員ご就任の挨拶
2021 年 7 月より Cell Death 学会評議員を拝命いたしました、東
京医科歯科大学難治疾患研究所の瀬川勝盛です。分野と本学会の
発展に少しでも貢献できるよう、精進いたします。
細胞死の研究に巡り合うまで、長い時間がかかりました。私は大
阪府立大学の工学部の出身で、当時の河野健司先生のもとで高分
子や脂質を用いた遺伝子キャリアーの創出の研究を行っておりま
した。2021 年の今でこそ、mRNA ワクチンの重要なキャリアーと
してナノ脂質粒子(Lipid nano particle)が注目されていますが、当
時の私はその重要性を見いだすことができず、より医学に近い研
究がしたいと大阪大学の博士一貫課程に進みました。博士課程では、内分泌・代謝内科学の下村伊
一郎先生のもとで脂肪細胞特異的発現遺伝子の転写機構や肥満脂肪細胞の病態についての研究を
行いました。代謝研究も興味深いものでしたが、大きな問題や命題を“解いた”という感覚を感じ
ることができず、自身の能力や実力の無さや疾患研究の難しさを痛感しました。そこで、博士研究
員では、もう一度ゼロベースでサイエンスを学びに行こうと、長田重一先生の門戸を叩きました。
これが、私と細胞死研究の出会いでした。そこから、11 年間、長田先生のもとで細胞死を含むリ
ン脂質の動態が制御する多彩な生命現象についての基礎研究を行い、長田先生の研究哲学を学ばせ
て頂きました。その過程で幸運にも、一つの命題を“解いた”という感覚を味わうことができまし
た。最近では、これまでの研究成果がヒトの遺伝疾患に結びつき、研究をやってきて本当によかっ
たなと感じることができました。この感覚を一人でも多くの若い方々に味わってもらえるようにす
ることが、今後の自分の役割だと思います。
京都大学での長田研在籍時、当時ラボにおられた鈴木淳さん(現京都大学)らと、将来どこで独立
したいかという話になったことがありました。私は、東京医科歯科大学の難治疾患研究所は疾患を
標榜している研究所で良いイメージがあると漠然と話した記憶があります。しかし、本当に東京医
科歯科大学難治疾患研究所の教授に就任し、自身の研究室の立ち上げを始めることになるとは思っ
てもいませんでした。不思議な縁を感じます。難治疾患研究所には所長である仁科先生をはじめ、
清水先生、鍔田先生と Cell Death 学会の中心的なメンバーの先生方がおられ、折々で教室の立ち
上げをサポートして頂いており、恩師である長田先生からもたくさん応援して頂きました。12 月
から大学院時代の後輩である宮田佑吾さんが参画し、来年からは免疫学の講義を聞いた医学部の学
部生さんも参加、徐々に立ちあがってきておりその過程を楽しんでおります。独立を機に、これま
での研究を発展させるとともに、新しいテーマにもチャレンジしようと思います。学んできた研究
の哲学を根幹に据えつつ、時代に応じて変化することを楽しみながら、ラボのチームメンバーとと
もにいい仕事をしたいと思います。最後にですが、瀬川研ではラボメンバーを募集しています。ス
タッフ、学生さんともに募集しておりますので、ご興味のある方ご連絡お待ちしております。今後
ともよろしくお願い致します。
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第 29 回学術集会最優秀ベストプレゼンテーション賞

受賞者エッセイ

2021 最優秀ベストプレゼンテーション賞（若手研究者部門）
東京大学薬学部遺伝学教室

樫尾宗志朗

「リモートの先へ」
この度は栄誉ある賞を賜り、大変光栄に存じます。選考して頂いた方々、並びにコロナ禍にも関
わらず素晴らしい運営をしてくださった学会関係者の方々に心より御礼申し上げます。そして受賞
者発表の際、本人不在でお騒がせしたこと、改めてここにお詫び申し上げます。ブレイクの間に学
生さんと discussion を始めてしまい、イヤホン外してて呼びかけに気付きませんでした。冷や汗
をかきましたが、兎にも角にも間に合って良かったです。
さて、今回受賞させていただいた自身の研究ですが、組織再生に対して遠隔組織が代謝産物を介
してどのように働きかけるかという内容です。時勢に合わせて言い換えれば「再生におけるリモー
トワーク」でしょうか。
組織再生はまず組織が傷つき細胞が死んで始まる、いわば「From Death to Birth」の過程です。
再生過程では死細胞から周辺細胞への働きかけによる、代償性増殖などの協調的な働きが組織の修
復に欠かせません。では、このような協調的な働きは傷付いた部分に留まる事なくどこまで展開さ
れるのか。トマトのような植物では、傷付いた際にジャスモン酸の産生が惹起され、全身性シグナ
ルとして傷付いていない部位の生体防御応答を引き起こし、さらなる侵襲に備えることが知られて
おります(Reviewed in Stratmann, Trends Plant Sci., 2003)。ショウジョウバエにおいても腹部
外皮を針で刺して傷害した際に、傷ついていない腸管のターンオーバーや神経の JNK 活性化によっ
て個体が生存するという、全身性傷害応答が報告されています(Reviewed in Lee and Miura, Curr
Top Dev Biol, 2014)。一方、再生中の全身性傷害応答や再生自体の制御に低分子がどのように関
与するのかについてはほとんど明らかにされていませんでした。
そこで、「組織傷害を一過的に誘導して再生を誘導し、並行して非傷害組織で機能解析ができる
系の構築」と「再生中の体液代謝産物の測定」という２つの切り口で挑んだのが本研究です。結果
として、哺乳類の肝臓と白色脂肪組織に相当する器官であるショウジョウバエ脂肪体における、メ
チオニン-トリプトファン代謝の連関が体液中のキヌレン酸量を制御して上皮修復を遠隔制御する
ことが分かりました(Kashio et al., PNAS, 2016; Kashio and Miura, iScience, 2020)。
思い起こせば 2013 年、修士一年で系の構築について発表したのが第 22 回日本 Cell Death 学会
でした。当時論文やブログでしか知らなかった井垣先生に初対面したのも確かこの時です (山口良
文先生の引率で京大を散策し、米原先生のワインボトルでしくじったのもこの夜でした。)。 他に
も色々な方と出会えた思い出深い学会でしたが、ここで開発し始めた傷害再生の系が代謝を始めと
した様々な再生のリモートコントロールのメカニズム探索にやっと広がってきたところです(本当
に少年老い易く学成り難しだなと。。。)。最近ではこの過程で着目した代謝経路や脂肪体から、そ
の先の展開を目指して日々学生さんたちと精進しております。死ぬことから始まる細胞死および再
生研究だけではありませんが、新しく生まれるものへの良い循環を経て、サイエンスに貢献し続け
られたらと思う今日この頃です。
11

日本 Cell Death 学会 Newsletter Vol.27

2021 年 12 月

「リモート」の重要性もここ数年で沁みましたが、「リモート」を超えた繋がりを今後も皆様方
と作っていけたら幸いです。日本 Cell Death 学会の益々の発展を祈念致しまして、本稿を締めた
いと思います。

三浦研の学生さんたちとハエ部屋にて(筆者：右から二人目)。
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2021 最優秀ベストプレゼンテーション賞（大学院生部門）
最優秀ベストプレゼンテーション賞（大学院生部門）を受賞して
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 都医学研疾患分子生物学 中村朱里
この度は第 29 回日本 Cell Death 学会学術集会においてベストプ
レゼンテーション賞を賜り、大変光栄に存じます。審査員・学会関
係者の先生方、並びに日々ご指導いただいている先生方に心より感
謝申し上げます。
今回、脳梗塞の壊死組織中から遊離される-6 不飽和脂肪酸によ
る脳機能回復の促進作用とその作用機序の解明について発表させ
ていただきました。脳梗塞は、脳の血管が閉塞することにより脳細
胞が虚血壊死に至り炎症が強く誘導されますが、次第に炎症は収束
し、脳は正常な機能を取り戻すため脳組織の修復を行っています。
本研究を通して、このような脳梗塞後の炎症と修復のプロセスにお
いて脳内の脂質動態が大きく変化し、特に神経細胞は自らを救うた
めに今回発見に至った-6 不飽和脂肪酸の遊離を促進することで脳機能回復をもたらしているこ
とを解明できました。この発見は、私にとって脳疾患に対する脂質の可能性をより強く感じさせ、
非常に胸が高鳴るような経験となりました。
そもそも本研究に取り組むことになったきっかけは、
「脳梗塞を食事で治すことはできないのか」
という突拍子もない疑問がきっかけでした。私は幼少期より食への興味が強く、健康における食事
の重要性に触れたことから栄養を学ぶことを強く希望し、学部生の時は管理栄養士の養成過程で栄
養学を中心に日々勉学に励んでおりました。その過程で現在行われている食事療法の多くは糖尿病
や腎臓病、高血圧に対するものでありことを知り、脳疾患に直接的なアプローチができる栄養素を
研究することで、脳機能を改善することにより健康を増進し、日常的な生活を維持するための食事
法を開発できる可能性があると考えるようになり、恩師である七田崇先生の下で学部３年生の頃よ
り研究に携わらせていただいております。現在、マウスにおいて-6 不飽和脂肪酸の経口投与によ
り脳梗塞後の機能回復が促進されることを発見しており、少しずつではありますが着実に脳梗塞後
の機能回復を食事で行う「脳機能回復食」の開発に近づいていると感じています。また、将来的に
は未だ栄養面からの予防・治療アプローチが開発されていない脳疾患に対しても脂質をはじめとし
た栄養素との関係性を研究して新たな食事法によるアプローチができないか探っていきたいと考
えています。
今回、日本 Cell Death 学会学術集会へ初めて参加させていただきましたが、他の方の発表や自
身の発表でいただいた質問を通して多くの学びを得ることができた貴重な機会となりました。まだ
まだ大変未熟ではありますが、自分なりの視点を大切にして研究へ取り組み、科学の発展に貢献し
ていけるよう日々精進してまいります。今後とも何卒よろしくお願いいたします。
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若手任期制教員へのエール
立命館大学薬学部免疫微生物学研究室
教授

中山 勝文

私は 2019 年に立命館大学に着任して免疫微生物学研究室を担当しています。それ以前は国立大
附置研におりましたので教育業務が相当あるように感じますが、幸い立命館大学には真面目で優秀
な学生が多く、教えるどころか助けられることの方が多いです。学生時代に想像していた教授像と
は程遠く、まだ自分で実験もマウスケージ交換もしています。さて、今回、東京電機大学の刀祢重
信先生からエッセイを書く機会を頂きましたが、私はこれまで大発見をしたことがなく、大した研
究哲学も持ち合わせておりません。研究に対する姿勢につきましては既に本学会ホームページに掲
載されている多くの先生のエッセイを参考にしてください。私ごときが若手研究者に参考になるこ
とは何かないかと考えると、これまで任期制ポジションを渡り歩いてきましたので、その経験なら
多少は参考になるかも知れません。私は内部昇進をしたことがなく、助教、准教授、教授と全ての
ポジションを Jrec-in で探してきました。もちろん卓越した業績があればそのような必要はないの
ですが、中途半端な業績でも何とかなるという私の経験がこれから昇進を目指す若い任期制研究員
に少しでも参考になれば幸いです。
2009 年に Jrec-in で辿り着いた東北大学加齢医学研究所での助教時代に遡りますが、論文を
出して次のポジションを得るためにまた Jrec-in にアクセスする日々が始まりました。そこで見つ
けた多くのポジションに応募書類を送りましたが、どこもヒアリングすら呼ばれない状況でした。
間違っているかも知れませんが、学部の講師や准教授ポジションは内部昇進や知り合いの伝手で決
まる場合が多い一方で、研究所等の独立准教授ポジションには CNS を持っていないと難しいと感じ
ていました。そんな中、東北大学学際科学フロンティア研究所の新領域創生研究部という部門が新
たに作られ独立准教授１名を公募するという情報を Jrec-in で得ました。同じ大学内ですがキャン
パスが点在しているためか私の人脈がないためか情報が入ってきません。学際研究の意味すら分か
らず何をしている研究所かも分かりませんでしたが、とにかく工学系、生物学、情報科学を繋ぎ合
わせた感のプロジェクトを提案して応募書類を送りました。運よくヒアリングに呼ばれることにな
り、当時在籍していた研究所所長の佐竹正延先生（現仙台赤門短期大学学長）に呼ばれ、何度もヒ
アリングの練習をしてもらうことになりました。そのおかげで幸い採用が決まりました。着任後に
その応募倍率を聞いた時は、一生分の運を使い果たしたと思いました。もちろん所長にプレゼン練
習をして頂かなければ、今の自分は無かったと思っています。
ギロチンの刃がクビの皮を擦りそうになったところで刃の位置がリセットされた、と安堵して
着任した新たな研究所での任期は最大５年とのことでした。この５年をどう過ごすか逆算しました。
今のポジションを探し始めてから決まるまで１年以上かかったので、5 年目で論文を出して次を探
し始めるのでは間に合わない可能性があり、4 年目に始める必要がある。論文を投稿してから受理
されるまで大抵１年くらいかかるので 3 年目には投稿しなければ間に合わない。そうすると研究室
を立ち上げて論文投稿まで丸２年しかない。とにかく全てを順調に進めないと無理だ。この制度を
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作った偉い先生は任期制を経験したことがあるのだろうか？とも思いましたが、まさか行く先の決
まっていない状態で生クビを切られることはないだろうと楽観していました。幸い実験補助員さん
が優秀で何とか 3 年目で投稿し４年目で受理され、JST さきがけにも採択されたので予想以上に順
調でした。これで何とかなるだろう、と思って沢山応募書類を送ったのですが、また今回も一向に
引っかかりません。出来レースならそう Jrec-in に記載してくれよと自分の不出来を棚上げして思
うこともありました。任期制教員にとって次のポジションを見つけるのは最も大事な仕事のはずで
すが、ヒアリングは出張扱いにならず、休暇を取って自腹で行かないといけないのも理解できませ
んでした。そうこうしている間に任期が迫ってきました。１年くらいは延長してくれるだろうと鷹
を括っていましたが、それは甘い考えでした。任期満了の理由書には「任期を更新しないことに同
意したため」と書かれていました。同意した記憶はないのですが、振り返ってみると毎年４月に事
務からこれに印を押して早く提出しなさいと渡される労働条件通知書の一番下にそのような文言
が書かれていたように思います。もちろんそれに同意しないという選択肢はありませんでした。
准教授のポジションを得るのに一生分の運を使い切ったので仕方ないか、と思いつつ非常勤講
師になりました。東北大学には継続して実験ができるよう配慮して頂きましたが、常勤から非常勤
になると不都合なことが多く起きました。一つ目は自分の外部資金の執行権限が無くなることでし
た。自分の予算残高も見ることが出来なくなり年度末には大変焦りました。大学本部の事務に駆け
寄って何とか見ることができるようにしてもらいました。二つ目は、遺伝子組換え実験、動物実験
の責任者になることが出来なくなり、他の常勤の先生に責任者になってもらい全ての書類を変更す
る必要がありました。これについては東北大学遺伝子実験センターの先生に大変お世話になりまし
た。三つ目は、当時住んでいた職員用官舎は常勤教職員用なので、立ち退く必要が出てきました。
これは幸い妻が東北大学病院の看護師であったため名義を妻に変えて凌ぎました。
こういった経験を経て現在に至ります。教授選のヒアリングも東北大学学際科学フロンティア
研究所所長の早瀬敏幸先生に練習を付き合って頂きました。要所要所で多くの先生に助けて頂き、
自分が持ち合わせた一生分以上の運にも恵まれました。明日死ぬかも知れません。
昔、私が学生の頃は、毎日何をしているのかよく分からない先生もいて、クビにもなるどころ
か、教授として栄転されていきました（私は成績の悪い学生でしたのでそういった先生の凄さが理
解できていなかっただけかも知れません）。現在、それらの先生が退官された後任人事は熾烈な競
争が強いられます。昔とは違い今の助教の先生は私と同じように Jrec-in でポジションを探してい
くことになるかと思います。論文を書く場合は、publish された論文が参考になりますが、人事系
の書類は表には出ません。応募書類やヒアリングは必ず上の先生に見てもらって下さい。もし私の
応募書類で良ければお見せしますのでご連絡ください。人事は応募者の能力とは無関係のところで
決まることも少なくないので、うまく行かなくても悲観しないようにして下さい。
さて最後になりますが少しだけ立命館大学薬学部の紹介をさせていただきます。キャンパスは
京都ではなく滋賀県草津市にあります。近くには歴史的建造物が多く、琵琶湖、比叡山を見渡せる
環境です。同じキャンパス内に生命科学部、理工学部、経済学部、スポーツ健康科学部などがあり、
生命科学部は隣の建物で共同研究が盛んです。研究設備は当然国立大学より劣りますが、隣には滋
賀医科大学があり、県をまたぎますが京都大学も近く、施設を利用させてもらえるのではないかと
思います（勝手ながら）。私大薬学の割には学生数が比較的少なく、１学年あたり６年制 80 人、４
年制 60 人くらいです（年度によって多少変わります）。教育業務は多いですがうまく時間を使うこ
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とで実験もできます。これは私だけではなく私よりも 10 歳くらい上の教授でも実験されています。
1 年後には立派な動物飼育施設棟が完成する予定です。手前味噌ですが良い大学ですので将来の応
募先の１つに考えいただけますと幸いです。ただし私は末端教員ですので何の権限もございません。
乱筆乱文をお許しください。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
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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
Cell Death学会ニュースレターをお届けいたします。新旧学術集会会頭のご挨拶、第29回学術集会最優秀ベス
トプレゼンテーション賞受賞者のエッセイ、そして立命館大学・中山勝文教授のエッセイ 「若手任期制教員へ
のエール」です。特に若い方には大変参考になるかと思います。今年も新型コロナのために研究活動は大きく影
響を受け、細胞死関連の国際学会もほとんど対面式では開かれませんでした。また感染力の強い新たな変異株が
出現し、予断を許さない状況です。しかし、このような状況だからこそ、科学を楽しむ熱い心を絶やさず、かつ、
人類の健康に寄与すべく、日々の研究に励んでいただきたいと思います。その意味で、本学会のHPに載せてい
ます、アポトーシスと細胞死研究についての多数のエッセイを読み、歴史を振り返っていただければ、と存じま
す。（このエッセイ集は、昨年学会を開けなかった代りに、エッセイを集めようと中野理事長のご発案で始まっ
たものです。） 今号のニュースレター巻頭写真は、宮崎大学・菱川善隆先生と Narantsog Choijookhuu 先
生ご提供の画像です。細胞死解析の基本技術の1つ、TUNEL染色法を用いた美しい画像です。
ニュースレターの編集委員を6年間にわたり携わらせていただきましたが、今年度を持ちまして退任させてい
ただくことになりました。ご多忙の中を貴重な原稿を賜り、有り
難うございました。なお、後任には、東邦大学医学部生化学教室
の森脇健太先生にバトンタッチしたいと思います。
東京電機大学 刀祢重信
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