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第 21回日本 Cell Death学会学術集会概要 
学術集会会頭	 若林俊彦   

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
さて、今般、第 21回日本 Cell Death学会年会頭に推挙され、同
会を来る平成 24年 7月 27日(金)~7月 28日(土)に名古屋市（名
古屋大学医学部附属病院中央診療棟３階講堂）にて開催の運びと

なりました。身に余る光栄と存じておりますと共に、本会を成功

させるべくその責務の重大さに身の引き締まる思いであります。 
	 本会は、その起源を 1992年に東京を中心として発足した「アポ
トーシス研究会」と、1997年に名古屋を中心として発足した「東
海アポトーシス研究会」に端を発します。「第 11回アポトーシス
研究会」及び「第 6回東海アポトーシス研究会」の学術集会開催
後、2003年に両会が合併して「日本アポトーシス研究会」となり、
東京理科大学薬学部の田沼靖一先生を会長として計 7回の学術集
会を催してまいりました。その後、名称を「日本 Cell Death学会」
と変更して立ち上げ、「第 19回日本 Cell Death学会」が、一昨年、
名古屋大学医学部附属病院先端医療・臨床研究支援センター長（血

液内科教授）の直江知樹先生を年会頭として盛大に開催されたの

はまだ記憶に新しいと思われます。その僅か２年後に、再び名古

屋大学のメンバーに本会の開催を任されましたことは、誠に名誉

なことであります。 

 

学術集会の企画運営は、実行委員とともにその骨子となるホットな話題のシンポジウムやセミナーを

構成しました。また、市民公開セミナーを企画し、現在の社会的問題となっているテーマを広く市民に

呼びかけるように検討しています。会員の皆様の多くの演題応募とご参集を心より御待ち申し上げてお

ります。 
記 

第 21回日本 Cell Death学会学術集会 
年会頭：若林俊彦（名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科学教授） 
副年会頭：早川あけみ（山口東京理科大学工学部准教授） 
タイトル：細胞死研究から新たな医療への挑戦 
サブタイトル：最先端基礎研究から近未来医療への展望を探る 
日時：平成 24年 7月 27日（金）~28日（土） 
場所：名古屋大学医学部附属病院中央診療棟３階講堂 
運営事務局：466−8550	 名古屋市昭和区鶴舞町 65	  
	 	 名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科学教室	 事務局長：夏目敦至 
    Tel: 052-744-2355, Fax: 052-744-2361	 E-mail: maedak@med.nagoya-u.ac.jp 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 プログラム案 
 
平成 24 年 7 月 27 日（金）  
9:55-10:00：開会のご挨拶（年会頭：若林俊彦） 
10:00-12:00：シンポジウム 1『敗血症疾患における細胞死』 
12:00-13:00：ランチョンセミナー:企画担当&座長：早川あけみ 
	 	 	 演者：中嶋啓雄先生（誠光会草津総合病院） 
13:00-13:30：総会（担当：若林俊彦） 
13:30-14:30：特別講演１：遺伝子治療関係	 	 座長：若林俊彦 
	 	 	 演者：島田隆先生（日本医科大学理事、日本医科大学生化学第二主任教授） 
	 	 	 	 	 『遺伝子治療・ゲノム医療の世界の動向と本邦における臨床応用の展望』 
14:30-15:30：基調講演：細胞死基礎研究	 	 座長：太田成男（企画：足立壮一） 
	 	 	 演者：佐谷秀行先生（慶応義塾大学先端研教授） 
	 	 	 	 	 『骨肉腫の病態解明及び克服』 
15:30-17:30：シンポジウム２『Cell Deathとしての表皮細胞の角化（Keratinization）』     
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17:30-19:00：イブニングセミナー：企画担当&座長：岡田尚志郎、石川直久 
	 	 	 １）石川直久先生	 愛知医科大学医学部 
	 	 	 	 「WD repeat proteinと細胞死との関係--特に naofen について」 
	 	 	 ２）佐伯万騎男先生	 大阪大学歯学部薬理学教室 
	 	 	 	 「Monad (WDR92)のアポトーシスにおける役割」 
19:00-21:00：Poster & Wine:企画担当：夏目敦至（兼：懇親会） 
平成 24 年 7 月 28 日（土）  
8:00-9:00：モーニングセミナー：企画担当&座長：夏目敦至 
9:00-10:30：シンポジウム３『がん・組織障害とオートファジー』 
10:30-12:00：シンポジウム４『循環器疾患と細胞死：Autophagy, apoptosisから necrosisまで』 
12:00-13:00：ランチョンセミナー:企画担当&座長：直江知樹 
13:00-13:15：奨励優秀演題賞授賞式（企画：早川あけみ） 
13:15-14:15：特別講演２：	 	 	 	 	 	 	 	 座長：上田龍三 
	 	 	 演者：宮田	 満先生（日経 BP社医療主任編集委員） 
	 	 	 『バイオテクノロジーが招く、近未来の医学』	  
14:15-14:20：閉会のご挨拶（副会頭：早川あけみ） 
併設会議：市民公開講座  
日時：平成 24年 7月 29日（日）午後１時~午後３時 
場所：名古屋大学医学部附属病院中央診療棟３階講堂 
企画立案：刀祢重信 
タイトル：放射線による細胞死と人体への影響	 	 サブタイトル：正しく怖がるために 
講演者：１）篠原邦夫先生	 （早稲田大学理工学術院客員教授） 
	 	 	 	 「放射線による細胞傷害-被曝リスクの本質」 
 	 	 	  ２）法村俊之先生（産業医科大学名誉教授（放射線衛生学）） 
	 	 	 	 「低線量放射線の健康影響 -放射線はどこまで危険か -」 
学術集会プログラムの詳細はホームページにも掲載の予定ですので、そちらをご覧下さい。 
 
 

	 第 20 回 学 術 集 会 を 開 催 し て	 	 
 

第 20回日本 Cell Death学会学術集会 
年会頭	 一條 秀憲 

東京大学 大学院薬学系研究科 細胞情報学教室 教授 
 
「細胞死研究の向かう新たな地平~細胞死をテ

ーマとする学会の存在意義と未来を問う~」と

いうテーマのもとに、昨年 7 月 29 日、30 日に
第 20 回学術集会を東京大学薬学部にて開催さ
せて頂きました。 
	 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震の災害
復興の最中であったこと、また、原子力発電所

事故による夏場の電力供給不足のため東大では

30％の節電をしていたこともあり、真夏に学術
集会を開催することに懸念の声も聞かれました。

しかし、当教室スタッフを中心に慎重に検討を

重ねた結果、「逆境にひるむことなく、今こそ日

本のサイエンスを活性化すべき」との判断のも

と、開催に踏み切りました。 
	 アポトーシスをはじめとする細胞死研究が成

熟する一方で、「細胞死」は「細胞増殖」や「細

胞分化」などのように極めて広範な生命現象に

関わる基本的な細胞機能であるが故に、果たし

て「細胞死」をテーマ

とする学会そのものが

今後成り立つのかとい

う視点から過激なサブテーマも設定致しました。 
	 特別講演では大隅良典先生にオートファジー

の歴史から最新のデータまでをご講演頂き、ま

たシンポジウムでは、本研究領域のトップサイ

エンティスト 18 名の方々に最先端の迫力ある
ご講演を頂きました。２日間にわたる密度の濃

いプログラムは、これからの日本の科学研究を

支える学生や若手研究者を大いに鼓舞したと確

信するとともに、「細胞死」の研究が基礎・臨床

ともにまだまだ大きく発展することを実感しま

した。 
	 ちょっとした Tips としての「セルデス君 T
シャツ」とポスター討論での軽いアルコールの

存在もご好評頂いたようで、本学術集会を主催

させて頂いて本当に良かったと思っています。	  
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	 最後になりましたが、ご参加頂いた日本 Cell 
Death 学会会員諸氏をはじめ、開催に際してご
尽力頂いた日本 Cell Death学会事務局、実行委
員の西頭英起、武田弘資、松沢厚、名黒功、巽

圭子諸氏、さらには企画と運営に携わってくれ

た教室員一同に、この場をお借りして深く御礼

申し上げます。 

 
	 学術集会最優秀演題賞を受賞して	 	 

	 

神戸大学大学院医学研究科 細胞生物学 G-COE／JST さきがけ 
井垣達吏 

	 
	 この度は日本 Cell Death 学会学術集会最優秀
演題賞をいただき、誠にありがとうございました。

学生さんやポスドクの方々による素晴らしい演

題が並ぶなか、曲がりなりではありますが PI の
立場にある私がこのような賞をいただいてしま

い、大変恐縮する思いもありましたが、これも研

究を一生懸命に推進してくれたラボメンバーた

ちの頑張りのお陰であり、これを励みに今後も一

層研究に精進していきたいと思います。 
	 私自身は大学院時代にショウジョウバエ遺伝

学と出会い、そのモデル系の素晴らしさとハエの

美しさに魅了されてこの世界に引きずり込まれ

ていきました。当時、三浦正幸先生のもとでショ

ウジョウバエの細胞死遺伝子を探索する過程で、

ショウジョウバエで唯一の TNF ファミリー分子
Eiger を同定し、無脊椎動物にも細胞同士が殺し
合うマシナリーが存在することが初めて分かり

ました。このことは、発生過程において全ての細

胞運命があらかじめ決まっている線虫などとは

異なり、ショウジョウバエには高等動物と同じよ

うに細胞間相互作用を介した確率論的で柔軟な

生体制御機構が存在することを示唆していまし

た。この発見を機に、

細胞同士のランダム

なコミュニケーショ

ンが秩序化された組

織・器官挙動を生み出

す仕組みに興味をも

つようになりました。

その後、米国 Yale 大
学のTian Xu研究室に
留学していた際、細胞

同士の適者選択シス

テムとして機能する「細胞競合」という現象に

Eiger が関与していることを偶然発見し、帰国し
てからは本腰を入れてこの魅力的な現象を追い

かけ始めました。私たちのように医学部でショウ

ジョウバエを中心とした研究室は日本ではきわ

めて稀ですが、今後もショウジョウバエ遺伝学の

強みを最大限に生かしつつ、細胞競合という観点

から細胞間コミュニケーションによる細胞死制

御の仕組みを解き明かしていきたいと考えてい

ます。	 	 	 	 	 	 	  

	 学術集会優秀演題賞を受賞して	 	 
	 

東京大学薬学系研究科	 遺伝学教室	 

野々村	 恵子	 

	 
このたびは名誉ある賞を賜りましたことを大変

光栄に存じます。私は、三浦正幸教授のもと、ほ

乳類の脳発生過程初期におこるアポトーシスに

注目して研究を行っています。この時期の胚では

部位や時期特異的に多くのアポトーシス細胞が

観察され、そのパターンの美しさには顕微鏡を覗

くたびに感激します。今回の研究集会では、この

ような胚の局所に起こるアポトーシスが、拡散性

形態形成因子産生領域除去を介して、脳の発生に

おいて重要な神経上皮の領域化や神経管閉鎖時

の組織の動きに影響することを発表させて頂き

ました。研究集会では、多くの素晴らしい研究成	 	 	 
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果を目の当たりにし、非常に興奮した二日間を過

ごしました。細胞死と他の生命現象とのリンクに

焦点を当てた研究が多く発表されており、その内

容の多様さに細胞死の現象としての奥行きを感

じました。また明るい雰囲気の中、議論が活発に

行われている様子に学会としての魅力を感じま

した。今回の学会では、贅沢にも口頭発表とポス

ター発表という二つの形式で発表の機会を頂き、

多くの先生方から本質をついた貴重な指摘や示

唆を頂くことができました。この場を借りて、学

会に参加されました皆様と年会頭の一條秀憲先

生に御礼申し上げます。今回の受賞を励みに今後

とも精進していく所存ですので、変わらぬご指導

ご鞭撻を賜りますようお願い致します。 
	 

	 

	 学術集会優秀演題賞を受賞して	 	 
	 

東京大学大学院薬学系研究科	 関根史織	 

	 
	 東京大学大学院薬学系研究科、一條研究室の関

根史織です。このたびは、栄えある賞をいただき、

ありがとうございました。 
	 一條研究室に入ってまもなく、先輩からの勧め

で、Xiaodong Wang 博士の apoptosome 精製の
一連の論文を読みました。「これから死のうとい

うのに、何でこんなにきれいな複合体を形成する

のだろう」、と目では見えない、でも確実に自分

の体の中で起こっているであろう細胞の中のミ

クロな出来事に感動しました。それからしばらく

は、細胞死研究から離れていましたが、紆余曲折

を経て、ミトコンドリア局在のホスファターゼで

ある PGAM5 の研究を始め、ふたたびミトコン
ドリアの世界に魅せられています。 
	 今回の学会では、Caspase 非依存の細胞死やオ

ートファジー細胞死な

ど、新たな細胞死研究

の高まりを学ぶことが

できました。また、種々

の実験技術の向上によ

り、細胞が死に行く様

を in vivo のライブイ
メージングで追うこと

ができるようになり、

様々な局面への応用が

行われていることにも感銘を受けました。 
	 細胞死研究は依然として世界的に競争の激し

いフィールドですが、生命に備わった巧妙なシス

テムに対する感動を忘れずに研究に携わってい

きたいと考えています。 
	 

	 

	 細胞死の視点から疾患を理解する	 	 
	 

京都大学大学院医学研究科臨床神経学	 高橋良輔	 

	 
昨年より、本学会の評議員を務めさせていただい

ております京都大学神経内科の高橋良輔です。微

力ではありますが、本学会の発展に貢献できるよ

うに精一杯努力したく存じますので、どうか先生

方にはご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいた

します. 
私は約 30 年前に神経内科医としてキャリアをス
タートしましたが、患者さんを診療していく中で

脳の神経細胞が進行性に変性脱落していくこと

によって起こる神経変性疾患に深い興味を抱く

ようになりました。病因解明のためにはベーシッ

クサイエンスを学ぶ必要がある、と考えて、基礎

研究の世界に飛び込み、これまで、神経栄養因子、

細胞死、そして遺伝性神経変性疾患の研究に携わ

ってきました。1995年から 1997年まで、米国カ
リフォルニア州ラホヤ・Burnham研究所の John 
C. Reed先生の研究室に留学して、アポトーシス
阻害因子（IAP）の作用メカニズムの研究を行っ

 
 
たのが細胞死研究に関わるようになったきっか

けです。この留学で細胞生物学の基礎を学んだと

同時に、神経変性を細胞死としてとらえる視点を

獲得し、疾患研究者としての私の個性が形成され

たように思います。現在私たちの研究室では代表

的な神経変性疾患であるパーキンソン病と ALS
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の分子病態および治療法開発の研究を主として

行っていますが、この領域の重要な課題のひとつ

は「ヒトの病態を忠実に再現するモデルの樹立」

です。遺伝性神経変性疾患の場合でも、遺伝子改

変動物でヒトの病態再現に成功している例はご

くわずかです。私たちはパーキンソン病および

ALS で遺伝子改変および病因仮説に基づいた動
物モデル作りにとりくみ、いくつかのユニークな

モデルを作り出してきました。そのうちの一つは

7 年前から取り組んでいるメダカによる遺伝性パ
ーキンソン病モデルの樹立です。マウスモデルで

はみられなかった黒質ドパミン細胞死がメダカ

の遺伝子改変では観察されることを見出しまし

た。また、マウスでは大変な労力が必要な多重遺

伝子改変モデルもメダカでは比較的容易に作る

ことができます。現在、メダカでこれまでにない

パーキンソン病モデルを作製し、病態解明・創薬

に役立てることを目標に研究を進めています。更

に疾患特異的 iPS細胞や、培養細胞・マウスベー
スの分子メカニズム研究・低分子化合物スクリー

ニングにも、国内外の多くの研究室との共同研究

を活発に行いながら、意欲的に取り組んでいます。

また、私たちの研究室はMDでなく、疾患研究に
興味を持つ PhD の研究者も積極的に受け入れて
います。私たちの研究室に興味のある方はぜひ高

橋（ryosuket@kuhp.kyoto-u.ac.jp）までご一報く
ださい。 
最後になりましたが、評議員になりたて早々に思

いがけず、第 22回日本 Cell Death学会学術集会
年会頭を拝命しました。会期は平成 25年 8月 27
日(土)‐28 日(日)で、京都大学医学部構内の芝蘭
会館で行います。細胞死と疾患研究に焦点を当て

た魅力的なプログラムを企画しておりますので、

多くの方々のご参加をお待ちしております。

	 研究室紹介	 	 

	 
山口東京理科大学工学部早川研究室	 早川あけみ	 

  東京理科大学は本学以外に野田キャンパス、長
万部キャンパス、久喜キャンパスに諏訪東京理科

大学と山口東京理科大学を設置しています。山口

東京理科大は山口県の南西部の瀬戸内海(周防灘)
に面する山陽小野田市に立地し、周囲は夕陽百選

を誇るきららビーチと夏には姫ホタルで有名な

竜王山が癒してくれます。この地域では「理科大」

行きのバスがあり、通称は理大と言われ当大学は

基礎工学部、工学部の 2学部 5学科と大学院を設
置し、学生らは本学への編入や国公立の大学院の

進学や企業などで活躍しています。 
  今回の研究室紹介では、再生医療と癌治療に向
けた基礎的研究にアポトーシス（細胞死）のメカ

ニズムを見据えた研究を、名古屋大学大学院医学

研究科（客員研究者）と東京理科大学薬学部や東

京薬科大学薬学部との共同研究で行っている内

容をご紹介します。我々の第一の研究テーマは、

ヒト肺癌細胞株を用いた「In Vitro DNaseγ 遺伝
子導入による肺癌細胞に対するクラドリビンの

抗腫瘍効果」です。野生型肺癌細胞（A549）と遺
伝子導入肺癌細胞（A549γ-C2）を比較検討した
結果、A549γ-C2細胞においてのみ 10µM のクラ
ドリビンが caspase-9,	 caspase-3 を介したアポ
トーシス経路によって細胞死効果の増強を誘導

することを報告しました１）。第二には、再生医療

を見据えた研究として、「遊離骨膜の大網上移植

に対する骨形成と細胞死の検討」と題し、ラット

大網上で骨形成を生じる時にアポトーシスの指

 
 

標となる TUNEL 染色を用いて骨形成の作用機
序に迫っています。骨膜移植の施行から 5日後に
calcium 沈着を認め、その細胞の中心では類骨の
形成が進み、更に７日後では骨の形成が進行し骨

芽細胞らしき細胞が柵状に現れる一方、growth 
factorの局在を認めることを報告しました２）３）。 
  第三の研究テーマは「SLE 患者末梢 T 細胞の
比率に及ぼすペンタペプチドの効果」で、SLE患
者より採取した末梢血から、密度勾配遠心法によ

り単核細胞を分取後、T細胞刺激剤であるコンカ
ナバリンAと種々の濃度のペプチドを加え 4日間
培養し、培養終了後に抗 CD4 抗体、抗 CD25 抗
体、あるいは抗 FoxP3 抗体を用いて、細胞の
FACS解析を行いました。結果、ペンタペプチド
は患者末梢リンパ球中の CD4 陽性細胞または
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CD25 陽性細胞の比率に影響を与えませんでした
が、CD4、CD25、および FoxP3陽性の細胞（制
御性 T細胞）率を、用いた濃度に依存して変動さ
せました。すなわちペンタペプチドは「10ng/ml
では制御性 T細胞率を増加させ、一方 1000ng/ml
では制御性 T 細胞率を逆に減少させる効果を認
め、またその効果には個人差が認められました。

SLE 患者では末梢の制御性 T 細胞率が減少する
ことで病態が再燃している可能性があるため、制

御性 T 細胞率を増やすような効果を示すペンタ
ペプチドを同定する研究を継続しています。 
 最後になりますが、研究室では分子生物学と医
工学を取り入れたMBゼミを行い、勉学を深める
ことに学生らは意欲を燃やしています。日本は少

子高齢化を目前に厳しい時代を迎える今こそ、若

者が研究の醍醐味を味わいながら、いずれは社会

貢献する人材となり元気な未来を担うことを切

に願うところです。 
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*写真は 2012年 1月の MBゼミ参加の学生ら
と。  
（1 年~4 年生、山口大医学部 5 年生）  

	 研究室紹介	 	 
	 

愛知医科大学皮膚科学講座	 秋田洋一	 

 
	 愛知医科大学は愛知県名古屋市の東に位置す

る長久手市に立地し、眼下に広がる田園風景と小

牧・長久手の戦いの古戦場と縁の深い立石池があ

ります。名古屋以東を中心に皮膚重症・難治患者

が集約され悪戦苦闘の毎日です。皮膚科学は代表

的な疾患である悪性黒色腫からリンフォーマ、膠

原病、代謝性疾患、感染症など多岐にわたり疾患

群があります。われわれは特にウイルス性疾患・

発汗・光線力学療法・common diseaseであるア
トピー性皮膚炎が臨床・基礎研究の柱となってお

り、以下にそれぞれの研究内容の概要をご紹介さ

せていただきます。 
・ウイルス性疾患 
	 迅速DNA診断法であるLAMP (loop-mediated 
isothermal amplification)法を用いた診断で、ヘ
ルペスウイルスが原因である帯状疱疹や単純ヘ

ルペスの診断を確実に行いデータの集積を行っ

ています。ほかにヒト乳頭腫ウイルス感染症の治

療についてイミダゾキノリン誘導体である

imiquimod に関連した診療と研究をおこなって
おります。 
・発汗 
	 厚労省の研究班に所属し無汗症・多汗症の治験

やガイドライン作成に関わっています。また、最

近多汗症では家族性の報告があることから遺伝

子解析について大規模な解析が進行しています。 
・光線力学療法	  
	 光線力学療法とは腫瘍親和性光感受性物質と

光線の併用にて表在性の皮膚悪性腫瘍である日

光角化症、ボーエン病、表在型基底細胞癌など対

する治療法です。治療効果のデータ集積をおこな

っております。 
・アトピー性皮膚炎 
	 日常診療にてよくみる皮膚科の疾患ですが、民

間療法など根拠のない治療法も多くみられます。

われわれはエビデンスに基づく治療法のデータ

収集解析をしています。加えて、アトピー性皮膚

炎は心理面の影響も大きいため心理学的手法を

用いた客観的データも集積解析しております。 
	 皮膚疾患は湿疹・かぶれから膠原病、皮膚癌な

ど多彩で、守備範囲は非常に広く、臨床に勤しむ

毎日です。ただ、臨床研究だけではなく、基礎研

究もやりたいと熱望しているのが本音ですので、

共同研究等なにかありましたら、是非声をかけて

ください。 
	 今後とも愛知医科大学皮膚科をよろしくお願

い申し上げます。
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☆☆☆	 事務局からのお知らせ	 ☆☆☆ 
 
日本Cell Death学会へのご指導、ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。 
 
● 第 20回日本 Cell Death学会学術集会は、平成 2３年７月２９日（金）・３０日（土）に東京大学大学院

薬学系研究科細胞情報学教室教授	 一條秀憲年会頭の元、東京大学薬学総合研究棟 2 階講堂で行われ

ました。多数のご参加をいただき盛会裏に終えることができましたこと、ご協力、ご支援に深謝申し

上げます。 

● 今年度の学術集会（第２１回）は、若林俊彦先生（名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科学）年

会頭により平成２４年 7 月２７日（金）•２８日（土）に、名古屋大学医学部附属病院中央診療棟３

階講堂にて開催されます。学術集会への多数の皆様のご参加をお願い申し上げます。なお、今回は通

常の集会の翌日７月２９日（日）に市民公開講座を同会場にて予定しておりますので、そちらへの参

加もお願いしたいと存じます。 

● 来年度（第２２回、平成 2５年）年会頭には、高橋良輔先生（京都大学大学院医学研究科臨床神経学）

が内定されております。今号の高橋先生の寄稿文をご参照ください。 

 
※ 年会費納入のお願い 

年会費未納の方は、5,000 円の年会費納入をお願いいたします。会の円滑な運営のため、ご協力をお

願い申し上げます。振込用紙がない場合は事務局までご連絡ください。  

 
 ※ 新規入会のご案内 

   日本Cell Death学会事務局宛てにその旨電子メール等でご連絡ください。 

 
 ※ 事務局への変更届 

   名簿記載事項の変更がありましたら、手紙・ＦＡＸ・電子メール等で事務局までご連絡ください。  

 
 ♪♪♪☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆♪♪♪ 

 
 
 

編集後記 
	 とりあえず、今年も Newsletterが発行できたことにホッとしています。つくづく感じることは、Newsletter
は会員の皆様方のご寄稿によって成り立っているということです。今回も、総計８名の先生方の快いご承諾

により、熱の入った寄稿文や笑顔満面(？)の写真が誌面を占めることになりました。ご寄稿いただいた先生方
には心より感謝申し上げるとともに、会員の皆様方には寄稿依頼がありましたら是非一筆と写真の提供をし

ていただけますようお願い申し上げます。写真は自己 PRの良い機会ですから、今号の野々村先生を範として
とびっきりの一枚をご提供いただけるとありがたいです。紙媒体は予算の関係上白黒印刷ですが、Cell Death
学会のホームページを開いていただければ PDFでカラーの写真がご覧いただけると思います。また、教室内
の非会員の方に是非この Newsletterを見せたいという方は、学会事務局にお申し出くだされば余分となった
Newsletterを無償でご提供できると思います。今後も日本 Cell Death学会をよろしくお願いします。 
 
平成 24年 4月吉日                       日本 Cell Death学会・理事 Newsletter編集委員	 鈴木治彦 
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