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就任にあたり
三浦

正幸 東京大学大学院薬学系研究科 遺伝学教室

この７月から日本 Cell Death 学会理事長を仰せつか

る研究が盛んにな

りました。現在学会員は 180 人程ですが、年会にはそ

ってきます。その

れに近い数の方が参加しています。前理事長の太田成

結果として判って

男先生を初めとする設立準備に関わった先生方のご尽

きたのは、生体が

力で一般社団法人として学会が設立されたことにより、

みせるアポトーシ

細胞死制御に関連する学問分野に興味を持つ人が集ま

ス操作に体する柔

れる場ができてきました。

軟な対応です。ア

私はプログラム細胞死という発生現象に興味をもっ

ポトーシスを阻害

てこの研究分野に入ったのですが、古くからあるこの

すると、その細胞

現象解明の鍵になる、アポトーシス実行メカニズムが

はじっとストレス

まさに解明されようとしている現場で 1992 年から研

に耐える場合もあ

究をスタートする幸運に恵まれました。1993 年に線虫

れば非アポトーシ

の細胞死遺伝子産物 CED-3 とインターロイキン

スでやはり失われる場合もあります。また、細胞の死

換酵素 (IL-1

変

converting enzyme: ICE)との構造的、

に方によって周りの細胞は異なった応答を示します。

機能的な類似性が明らかになると、それ以降 1996 年ま

分子生物学や生化学で一気に解明が進んだアポトーシ

ではカスパーゼファミリー探しが活発に行われました。

ス実行のシグナル経路に対して、発生や病態での細胞

同じ号の JBC に異なった名前の同じ遺伝子に関する論

死実行は、かなりのゴタゴタ感満載の研究分野になっ

文があったり
（例えばカスパーゼ４で統一された Ich-2

てきました。しかし、近年新たな細胞死実行の分子機

/IcerelII/Tx は 1995 年 に JBC 270, pp.15250,

構が知られるようになってきて、生体でおこる細胞死

pp.15870, pp.18715 にそれぞれ掲載）、他にもカスパ

制御の実態に切り込むことが可能になってきました。

ーゼ 3 は CPP32/Yama/ Apopain、カスパーゼ 8 は

新しい細胞死の仕組みは“細胞死”という現象に、す

Mch5 と異なる名前で呼ばれるなど、

っきりした味の解を求める人、あるいはゴタゴタのこ

ネーミングに混乱を極めた当時の状況はこの研究分野

ってり味の解が好きな人に、今までなかった料理のヒ

の熱さを物語っています。アポトーシスという言葉が

ントをもたらすでしょう。この学会を足場として“細

爆発的に広まり、多くの生命科学の研究者、特にがん

胞死”から生命現象を捉える先端の学問領域が盛り上

や変性疾患、自己免疫疾患分野の研究者は、疾患の理

がるよう、微力ではありますが努力していきたいと思

解と治療にアポトーシス制御という新たな切り口を見

います。どうぞ、ご支援の程、宜しくお願い申し上げ

いだしました。アポトーシスの仕組みが判ってくると、

ます。

その操作によって発生や疾患の問題に取り組もうとす

理事長の退任にあたって
アポトーシス研究会から日本 Cell Death 学会の橋渡し
日本医科大学大学院 太田成男
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日本 Cell Death 学会の学術集会の年会は、2015 年

事情で理事長をひきう

で第 24 回目を迎えた。実は、25 年前に日本 Cell Death

けることになり、６年に

学会が発足したのではなく、前身のアポトーシス研究

わたって理事長を務め

会を含めて合計で 24 回の年会であり、本来の意味の

させていただくことに

日本 Cell Death 学会年会は第 19 回目からである。第

なった。支えていただい

19 回目の学術集会を第１回とすべきという議論もあ

た皆さんに心から感謝

ったが、「伝統のあることはいいことだ」ということ

を申し上げたい。

で、年会の回数を前身のアポトーシス研究会の年会を

今年の理事会改選で

含めることにした。

大幅にメンバーの入れ替えが行われた。清水先生には

アポトーシス研究会は、1990 年に東邦大学の（故）

全員が代わると支障がでるかもしれないと思い、無理

山田武教授が中心となって設立された研究会で、当時

を行って残留していただいた。また、早川先生は監事

は年会を研究集談会と呼んでいた。そして、第 10 回

として引き続き目配りをしていただくことになった。

目の年会から東海アポトーシス研究会と合併した経

理事長は、東大の三浦正幸教授にひきうけていただ

緯がある。

いて、ほっとしたというのが、正直な気持ちである。

生理的細胞死はアポトーシスだけではないことが

三浦先生とは、25 年来の知己であり、人柄もよく知っ

わかりつつあり、多くの研究者を引きつける学会の必

ている。三浦先生には、是非学会をひっぱっていただ

要性が感じられるようになり、研究会から学会へ脱皮

いていただきたい。

しようという議論が起きてきた。ちょうど、日本の法

また、同時に 2014 年から新学術領域の、細胞死を

人法が改訂され、一般社団法人制度ができたので、こ

起点とする生体制御ネットワークの解明：ダイイング

の機に公的な法人となるにもよい時期であった。

コード（田中正人領域代表）が発足したのも追い風で

細胞死に関する研究をしている主要な日本の研究

ある。ダイイングコードの中心メンバーには、日本

者が多く参加できる学会にするために、平成 20 年夏

Cell Death 学会の評議員になっていただき、学会と新

に設立準備会を発足させ、何度かの議論をふまえて、

学術領域が協力して学問の発展に貢献できる基盤が

日本 Cell Death 学会は、平成 21 年 8 月に発足した。

できたものと安心している。

発足時メンバーは、足立壯一、一條秀憲、太田成男、

さて、理事長と理事を退任させていただいたが、第

小路武彦、清水重臣、鈴木治彦、田沼靖一、刀祢重信、

25 回目の学術集会年会を主催することを仰せつかっ

辻本賀英、早川あけみ（敬称略）である。学会設立に

た。2016 年 9 月 9 日と 10 日に「きゅりあん（東京都

至るまでの発足時メンバーの真摯な議論に感謝した

品川区立総合区民会館）にて、第 26 回学術集会年会

い。

を開催しますので、是非多くの方々の参加をお願いし

私は他の学会を立ち上げた経験があるということ

たい。

で、準備会の中心メンバーを引き受けたが、設立した
学会の理事長になるとは夢にも思わなかった。諸般の

新任理事および理事退任者
新任理事（再任＊含む）
清水重臣＊

東京医科歯科大学難治疾患研究所

須田貴司 金沢大学がん研究所免疫炎症制御研究分野
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京都大学医学研究科・臨床神経学

竹原徹郎 大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学

鍔田武志 東京医科歯科大学大学院疾患生命科学研究
部免疫学分野

田中正人 東京薬科大学生命科学部免疫制御学研究室

三浦正幸＊

中野裕康 東邦大学医学部医学科生化学講座

若林俊彦 名古屋大学医学部脳神経外科

東京大学薬学部遺伝学教室

理事退任者
足立壯一、太田成男、小路武彦、鈴木治彦、刀祢重信、辻本賀英

第２４回学術集会報告
第 24 回日本 Cell Death 学会学術集会を担当して
竹原徹郎

大阪大学大学院医学系研究科

消化器内科学

7 月 11 日（土）
、12 日（日）の二日間の日程で第 24
回学術集会を開催いたしました。大阪大学豊中キャン
パス内の大阪大学会館を会場にしましたので、アクセ
スに関してすこしご不便をおかけしたかもしれませ
ん。そのようななか、156 名の参加者をお迎えし、盛
会裏に終えることができたのは、会員の先生方のご協
力の賜物と感謝しております。
今回の学会では、細胞死の分子機構の解明、自然免
疫やオートファジーなど他の生命現象と細胞死の関
連、細胞死を起点とした病態形成、細胞死を標的とし
た創薬研究など多くの演題の発表が行われました。特
に、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」と共催で開催できたことは、日本の細
胞死研究の最先端の動向を紹介するうえで、大変意義

深かったと考えております。
私自身が、細胞死とそれが関連する様々な細胞応答
や、それらが病態形成に関与するしくみに興味がある
ことから、オートファジーと ER ストレスについて特
別講演を企画しました。初日に大阪大学の吉森教授に
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オートファジーの最新の知見につきご講演いただき

本学会で、会長講演をしてもいいのかどうか、すこ

ました。オートファジーという現象のなかで大きなミ

し迷ったのですが、私自身「肝臓におけるアポトーシ

ステリーとして残されていた隔離膜の形成メカニズ

スとオートファジー」というタイトルで 40 分ほどお

ムについてお話いただくとともに、選択的オートファ

話をさせていただきました。研究室で継続的に行って

ジーの概念がいかに拡大しているかについて最先端

きた研究について、ご紹介できる機会を頂戴し、会長

のお話をいただきました。二日目には京都大学の森教

冥利につきる思いでした。

授に ER ストレスの発見から現在の展開まで、幅広く

今回の学会開催中に理事会、評議員会、総会が執り

ご講演いただきました。科学の発見の際に生じる科学

行われ、三浦理事長のもと新しい体制で本学会も進む

者同志の 1 分 1 秒を争う競争についても、先生のご経

ことになりました。結果として、そのような節目の時

験をお話しいただき、若い先生方にもとても刺激にな

期に学会を担当させていただきました。私も、本学会

ったのではないかと思っております。お忙しいところ、

の発展のために微力ながら尽力して参りますので、今

特別講演の労をとっていただき、紙面を借りてお二人

後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

の先生に御礼申し上げます。

第２５回学術集会のご案内
第 25 回日本 Cell Death 学会学術集会（2016 年） （サブタイトル 未定）
このたび、第 25 回の日本 Cell Death 学会の年会の主催を仰せつかりました日本医科大学の太田成男と申します。
以下の要項で年会を開催しますので、是非ご参加ください。
会期：2016 年 9 月 9 日（金曜日）10 日（土曜日）の両日
会場：きゅりあん（品川区立総合区民会館）小ホール
JR 京浜東北線・東急大井町線・りんかい線 大井町駅徒歩 1 分
東京都品川区東大井 5-18-1
http://www.shinagawa-culture.or.jp/hp/page000000300/hpg000000268.htm
年会頭：太田成男（日本医科大学大学院医学研究科細胞生物学分野）
特別講演１：山本雅之東北大学大学院教授
酸化ストレスの制御：Nrf2 を中心として（仮題）
特別講演２：未定
ランチョンセミナー：募集中
シンポジウム１：新学術領域ダイイングコードとの共催
シンポジウム２：募集中
懇親会：きゅりあん内会場
一般演題
今回は、小さな学会だからこそできることとして、一般演題口頭発表の時間を多くとりたいと考えています。ポ
スターの発表もいいのですが、一定の時間に口頭発表することも大切なのではないかと考えていますので、ふるっ
て一般演題に応募してください。
たいへん交通の便のよいところ（駅から徒歩１分）ですので、多くの方々の参加を期待しています。
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なお、当初日本 Shock 学会年会期間中に本学会の年会も同時進行の予定がありましたが、諸般の事情により別時
期別会場で開催することになりました。
10 月 6 日（2016 年）には東京ドームホテルにて、日本 Cell Death 学会、日本 Shock 学会、学術新領域ダイイング
コードの３者の合同シンポジウムが開催されます。こちらのシンポジウムにも是非ご参加ください。

第２４回学術集会優秀演題賞
1 位（同票数）

村川

智一

大阪大学大学院医学系研究科

循環器内科学

哺乳類細胞における新規マイトファジーレセプター分子 Bcl-2-like protein 13 の同定
このたびは、栄えある賞を賜りまして誠にありがと

おいてミトコン

うございました。今回の学術集会では、新規に同定し

ドリア分裂及び

た マ イ ト フ ァ ジ ー 関 連 蛋 白 質 で あ る Bcl-2-like

マイトファジー

protein 13 (Bcl2-L-13)について発表させていただき

を誘導しました。

ました。

さらに、

2009 年にオートファジーの研究が進んでいる酵母

Bcl2-L-13は

においてマイトファジー必須分子である ATG32 が

Atg32欠失酵母

報告されました。この分子のホモログは酵母近縁でし

でもマイトファ

か見つかっておりませんでしたので、マイトファジー

ジーを誘導する

の心臓における役割を解明する足掛かりとして、

ことが可能であ

ATG32 の哺乳類におけるホモログを同定し、機能を

り、Atg32の機能的ホモログであることが示されまし

解析することが私の研究テーマになりました。

た。

ATG32 分子構造の特徴や蛋白相互作用が哺乳類で

この発見が、今後哺乳類細胞におけるマイトファジ

も保存されているであろうという仮説のもとに候補

ーの分子機構の解明、ひいては心不全の病態解明及び

蛋白を検索しました。最初にBNIP3L という分子を候

治療につながっていくことを期待して研究を続けて

補として同定しましたが、詳しい分子機能の検討に入

いきたいと考えております。今回は私用のため発表時

る前に、他の研究グループから赤血球の成熟の際に起

間に御配慮頂き、座長の先生やスタッフの皆様にご迷

こるマイトファジーにおいて重要な役割を果たして

惑をおかけしましたことをお詫びさせて頂きます。次

いることが報告されてしまいました。そこで諦めるこ

に参加させて頂くときは、会の最後まで様々な知見を

となく、新たな候補物質を見いだすべく再度検索を行

吸収させて頂いて帰りたいと思います。今後ともご指

いました。その結果同定しましたのが、今回発表させ

導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

て頂いたBcl2-L-13でした。Bcl2-L-13は哺乳類細胞に

１位（同票数）

齋藤

義修

大阪大学大学院医学系研究科

消化器内科学

アポトーシス刺激下肝細胞における DNaseⅡの欠損は TLR9 経路を介したネクローシスを増悪させる
この度は栄誉ある賞を頂きまして誠に有難う御座い

ました。会場では多数の素晴らしい発表がなされてお
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り、受賞できるとは思っておりませんでした。また、

れている DNaseⅡという酵素に注目して、肝細胞特異

発表の際に様々な先生方から貴重な御意見を頂きまし

的に DNaseⅡを欠損させたマウスを作製し、これまで

た。この場を借りて御礼申し上げます。

に我々が報告している、持続的な肝細胞アポトーシス

私は大阪大学を卒業後 6 年間臨床医として勤務した

を発症する肝細胞特異的 Mcl-1 欠損マウスと交配する

後に、大学院に入学しまして現在に至るまで 3 年余り、

ことにより Mcl-1/DNaseⅡの二重欠損(DKO)マウスを

肝細胞死についての基礎研究を行って参りました。

作製しました。DKO マウスではミトコンドリア DNA

我々の研究室は消化器内科学の臨床研究室であり、テ

の蓄積を認め、Mcl-1 欠損マウスに比し肝障害の増悪

ーマの一つとして肝疾患との関連が知られております

を認め、アポトーシスの程度に差を認めませんでした

肝細胞アポトーシスに注目して研究を行っております。

が、ネクローシスが増加していることが分かりました。

近年、様々な肝疾患においてミトコンドリア障害が関

また、DKO マウスで認められた肝障害の増悪は TLR9

与しているということが報告されるようになり、アポ

の阻害薬投与により改善され、TLR9 を介したネクロ

トーシス刺激の結果生じる障害ミトコンドリア、脱分

ーシス経路の存在が示唆されました。アポトーシスと

極したミトコンドリアの処理がどのように行われてい

ネクローシスは様々な形でリンクすることが知られる

るのか、
特に近年 DAMP としても注目されるミトコン

ようになって来ておりますが、今回認められたアポト

ドリア DNA を対象にして、本研究を開始致しました。

ーシス刺激下における TLR9 経路を介したネクローシ

全身の細胞のライソソーム内で発現していると報告さ

スが、これまでに知られていない新規の細胞死の経路
として様々な疾患の病態の解明につながるものと期待
しております。
最後になりますが、引き続き細胞死研究の発展に貢
献できればと考えております。今後とも御指導の程、
宜しくお願い致します。

３位

三宅早苗

東邦大学医学部医学科生化学教室
表皮特異的 cFLIP 欠損マウスの表皮細胞はアポトーシ
スが亢進するとともに分化異常を呈する
ることを既にご
報告しておりま

このたびは優秀ポスター賞を頂きまして誠にあり

す。

がとうございました。大変嬉しく、また、身の引き締

私自身は電子

まる思いが致します。

顕微鏡を用いた

今回の発表では、上皮特異的 Cflip 欠損マウスを用

形態学的な解析

いた解析により、cFLIP が皮膚の恒常性の維持に必須

を中心に行って

であることをご報告させて頂きました。私たちの研究

います。細胞死

室では cFLIP の機能解析を行っており、cFLIP がア

に関する研究を

ポトーシスやネクロプトーシスを抑制することで、腸

始めて１年半に

管や肝臓の恒常性の維持に重要な役割を果たしてい
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なりますが、この研究を始める前は分裂酵母を用いた

ネクロプトーシスの細胞死の電子顕微鏡学的解析を

細胞周期の研究を行っていました。意外なことに、生

行っています。それぞれの細胞死の経時的な形態を比

物種は大きく異なるものの、酵母の変異株を用いた解

較検討することにより、それぞれの細胞死の違いを明

析と遺伝子組換えマウスを用いた解析とは研究の流

らかにできればと思っております。

れに共通点が多く、違和感無く研究に入ることができ

日本 Cell Death 学会は先生方との距離が近く、初

ました。今後は、上皮特異的 Cflip 欠損マウスの上皮

めての発表にも関わらず、様々な先生からの幅広いご

の電子顕微鏡観察により得られた知見をもとに、

助言を頂き大変勉強になりました。細胞死の研究を始

cFLIP が上皮細胞の分化にどのように関与している

めたばかりですが、この賞を励みに、少しでも細胞死

かを明らかにしたいと考えています。

の研究に貢献できたらと思っております。今後ともご

また、この他に、培養細胞におけるアポトーシスと

指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
☆☆☆ 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 24 回日本 Cell Death 学会学術集会は、平成 27 年 7 月 11 日（金）・12 日（土）に大阪大学大学院医学系研
究科

消化器内科学教授 竹原徹郎年会頭の元、大阪大学会館（大阪大学豊中キャンパス内）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。
● 第 25 回日本 Cell Death 学会学術集会は、平成 28 年 9 月 9 日（金）・10 日（土）に日本医科大学大学院医学
研究科細胞生物学分野教授

太田成男年会頭の元、きゅりあん（品川区立総合区民会館）小ホールで行われ

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。
※

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。
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
今号は、理事長の交代などありまして内容が盛りだくさん。写真が小さくなったりページの切れ目が変な
ところに来てしまったり、あまり良い出来とは言えませんが。表紙は本学会のロゴマークが現在の形になる
までを簡単に順次示したモノですが理解いただけますでしょうか？
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