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ご挨拶 

 

第 30 回学術集会にご参加頂き誠にありがとうございます。大会頭を

努めさせて頂きます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。今回の学術集会は、私が臨床医ですの

で、脳疾患と細胞死をメインに設定してプログラムを組みました。プロ

グラムは、３つのシンポジウムに特別講演として東京大学岡部繁男先生、順天堂大学小松雅明

先生にお願いしました。シンポジウムは、I) がんと細胞死、II) 神経疾患と細胞死、III) 老化と

細胞死をテーマにしました。私共の教室のメインテーマが神経変性疾患ですので、神経細胞

死や老化を大きなテーマにしております。また脳疾患も全身疾患として捉える考え方が主流に

なっており、例えば、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」をキーワードに

大いに討論して頂ければ考えております。Covid-19 感染状況を踏まえ、今回は米国よりシンポ

ジウムでご発表頂く榧垣伸彦先生にのみ Zoom でのご発表をお願いしておりますが、その他の

プログラムは全て現地参加のみとなっております。一般口演でも大学院生からシニアの先生ま

で非常にレベルの高い演題をご登録頂きました。先生方に、久しぶりの、リアルでの白熱した

議論をお願いできればと考えております。 

 

第30回日本Cell Death学会学術集会会頭 

順天堂大学大学院医学研究科神経学教授 服部信孝 
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Program 

 

第 1 日目 6 月 25 日（土） 

9:55 -10:00 大会頭よりご挨拶                年会頭： 服部 信孝  

  

10:00-12:00 

Symposium Ⅰ   がんと細胞死      座長： 須田 貴司 （金沢大学）    

S I-1  10:00-10:30 形質膜を破裂し細胞を溶解する新しいメカニズムの発見 

  −プログラムされた細胞死後の炎症性イベント 

   榧垣 伸彦（Genentech Inc.） 

S I-2 10:30-11:00 不要細胞除去を担うスクランブラーゼの構造体連関による制御 

   鈴木 淳（京都大） 

S I-3  11:00-11:30 TCTP による免疫抑制とがん増殖機構 

     柳井 秀元（東京大） 

S I-4  11:30-12:00 ALK 陽性肺がんにおける薬剤抵抗性機構の探索  

    片山 量平（がん研究会） 

 

12:05-13:00  昼 休 み 

 

13:00-15:00 

Symposium Ⅱ   神経疾患と細胞死         座長： 津田 浩史 （順天堂大）    

S II-1 13:00-13:30 ミトコンドリア DNA 漏出による細胞毒性 松井 秀彰（新潟大） 

S II-2  13:30-14:00 アミノ酸摂取と認知症進行機構 樋口 真人（放医研） 

S II-3 14:00-14:30 相分離破綻と C9orf72 森 英一朗（奈良医大） 

S II-4 14:30-15:00 神経変性に対する創薬研究 井本 正哉（順天堂大） 
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15:05-16:45 

一般口演 I    8 分発表+ 4 分討議        座長： 三浦 正幸 （東京大）                 

I O-1 細胞内局所的カスパーゼ活性解析に向けた Dual FRET システムの構築 

        平 雄介（東京大） 

I O-2 ショウジョウバエを用いた炎症性細胞死メカニズムの探索   

大井 綾乃（京都大） 

I O-3 生体膜近傍に限局した非細胞死性カスパーゼ反応場の発見とその機能解析 

村本 雅哉（東京大） 

I O-4 食道がん細胞（TE-1）における ACAT 阻害剤誘導性細胞死機構の解析 

        金田 翼（同志社大）  

I O-5 ULK1 キナーゼによる p62 の液―液相分離制御  池田 良（順天堂大） 

I O-6 p62-body 精製による新規選択的オートファジー基質の同定   

        来栖 玲央（順天堂大） 

I O-7 定量画像解析を用いた、リソソーム分布調節を介するオートファジー誘導剤スクリーニン

グ法       伊達 悠起（順天堂大） 

I O-8 Microglia の抗炎症作用を介して制御された astrocyte 由来の EVs は脳梗塞の回復を

促進する       木島 千景（順天堂大） 

 

16:45-17：45  

特別講演 I   (社)NSLJ 共催セッション  座長：   中野 裕康 （東邦大）                

選択的オートファジー 分子から病態まで  小松 雅明 （順天堂大） 
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第 2 日目 6 月 26 日（日） 

9:00-11:00 

Symposium III    老化と細胞死           座長： 田中 正人 （東京薬科大学）   

S III-1 9:00-9:30 老化細胞の選択的除去による治療戦略 中西 真（東大医科研） 

S III-2 9:30-10:00 老化細胞による炎症惹起機構（非翻訳 RNA による） 

    高橋 暁子（がん研究会） 

S III-3 10:00-10:30 皮膚ケラチノサイトの新しい細胞死:corneoptosis について  

   松井 毅（東京工科大） 

S III-4 10:30-11:00 APJ 受容体によるオリゴデンドロサイトの品質管理と加齢への影響 

   村松 里衣子（ＮＣＮＰ） 

 

11:10-12:10  

特別講演 II   (社)NSLJ 共催セッション  座長： 内山 安男 （順天堂大）   

シナプスイメージングによる脳神経回路の発達と病態の解明  岡部 繁男 （東京大） 

 

12:10-13:25 昼 休 み 

 

13:25-13:50  次回学術大会会頭からプレゼンテーション 

 

14：00-16:30 

一般口演 II    8 分発表+ 5 分討議   座長： 井本 正哉 （順天堂大）        

II O-1 肝再生における神経細胞内 MKK7-JNK シグナル経路の機能解明  

       小藤 智史（東京医科歯科大） 

II O-2 リソソーム分布制御を介したオートファジーによる生体防御応答  

笹澤 有紀子（順天堂大） 

 



5 

II O-3 水晶体における全オルガネラ分解現象の分子機構および生理的意義の解明 

       森下 英晃（順天堂大） 

II  O-4 小胞体ストレスを介した細胞死における細胞質 ATM の関与  

佛坂 由可（長崎大） 

II  O-5 変異 NLRP3 の寒冷感受性凝集体によるインフラマソーム形成  

       唐澤 直義（自治医大） 

II O-6 Mice lacking death ligand-induced cell death develop Pneumocystis pneumonia 

       関 崇生（東邦大） 

II O-7 SMART Tg マウスを用いた急性腎障害によるネクロプトーシスの in vivo FRET 解析 

       村井 晋（東邦大） 

II  O-8 細胞死様式依存性をもつヒト単球 IL-1β 放出の 1 細胞イメージング解析  

       鎌谷 高志（東京医歯大） 

II O-9 MLKL は加齢依存的な造血幹細胞の機能低下を惹起する   

山下 真幸（東大医科研） 

II O-10 グルコシルセラミドが誘導するグリア細胞異常に伴う神経細胞死とゴーシェ病病態へ

の寄与     清水 隆（大阪大） 

II O-11 UFM1 システム：Alphafold2 構造予測からわかった UFM1 システムの作動原理 

       石村 亮輔（順天堂大） 

 

16:45-17:00  授賞式、閉会の辞                           

ベストプレゼンター賞授賞式、閉会の辞 
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参加者へのご案内 

 

● 受付 

・ 本学術集会についてのご問い合わせは以下にお願いします。 

 第30回日本Cell Death学会学術大会事務局 jpcelldeath30@gmail.com 

・ 当日参加の際には、受付にて対応いたしますのでお声がけください。 

参加費は以下の要領で後ほどお支払いください。 

・ 事前登録された方で、まだ参加費をお支払いでない場合は、以下の要領で参加費をお支

払いください。 

 

参 加 費  

一 般 (会 員 )  5,000 円  

一 般 (非 会 員 )  10,000 円  

大 学 院 生  2,000 円  

学 部 学 生  無 料  

お支 払 い先  

銀 行 名  みずほ銀 行  

店 名  本 郷 支 店  

支 店 番 号  075 

預 金 種 目  普 通  

口 座 番 号  4147512 

口 座 名 義  第 29 回 日 本 Cel l  Death 学 会  
 

注） 口座名義が第 29 回となっておりますが、これで間違いございません。本来は一昨年に開催される予定で開

設された銀行口座です。紛らわしくご不便をおかけいたしますが何卒よろしくお願い致します。 
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発表者へご案内 

 

● 座長の皆様へ 

・ 開始 5 分前までに会場最前列の席までおいで下さい。 

・ 発表では下表の要領で会場係がベルを鳴らし、時間をお知らせいたします。 

 

● 発表者の皆様へ 

USBメモリでご提出される先生はPower Pointでスライドをご作成ください。 

[特別講演の先生方]  

・ ご自身のPCでご発表をお願いいたします。ご発表の15分前までにPC受付にご持参くださ

い。 

[シンポジウム I の先生方]   

・ データをUSBメモリに保存し、ご発表当日の9:45までにPC受付にご持参ください。 

[シンポジウム II の先生方]   

・ データを USB メモリに保存し、ご発表当日の 12:30 までに PC 受付にご持参ください。 

[シンポジウム III の先生方]   

・ データを USB メモリに保存し、ご発表当日の 8:45 までに PC 受付にご持参ください。 

[一般口演の先生方] 

・ データをUSBメモリに保存し、発表当日の12:30までに事務局PC受付にご提出ください。 

・ 本学術集会ではベストプレゼンテーター賞を大学院生から1名、若手研究者から1名を選出

いたします。発表は2日目授与式にて行います。 

 

 発表時間 討議  

特別講演 50 分 10 分 1 ベル 40 分、2 ベル 50 分、3 ベル 60 分 

シンポジウム 25 分 5 分 1 ベル 15 分、2 ベル 25 分、3 ベル 30 分 

一般口演 I 8 分 4 分 1 ベル 6 分、2 ベル 8 分、3 ベル 12 分 

一般口演 II 8 分 5 分 1 ベル 6 分、2 ベル 8 分、3 ベル 13 分 
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交通アクセス 

 

● 会場 

〒113-8421 東 京 都 文 京 区 本 郷 2-1-1 

順 天 堂 大 学 7 号 館 小 川 秀 興 講 堂  

 

 

● 連絡先 

〒113-8421 東 京 都 文 京 区 本 郷 2-1-1 

順 天 堂 大 学 大 学 院 医 学 研 究 科 神 経 学  

03-3813-3111 内 線 3321 

jpcelldeath30@gmail.com 
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〇特別講演 I   

     (社) NSLJ 共催セッション 

選択的オートファジー：その分子メカニズムから病態生理まで 

 

小松 雅明  

順天堂大学大学院 医科学研究科 器官・細胞生理学 主任教授 

 

演者らは遺伝子改変マウスを用いたオートファジーの病態生理学的解析を推進し、オートフ

ァジーの減弱がタンパク質凝集体や変性オルガネラの蓄積を伴った様々な疾病（腫瘍形成や

神経変性）の発症原因となることを明らかにしてきた。オートファジーの対象となるミスフォール

ドや過剰なタンパク質は、液−液相分離（LLPS）により選択的に特定のタンパク質凝集体に濃

縮される。p62、NBR1、SEPA-1 などの受容体タンパク質は、LLPS を介してカーゴタンパク質

を濃縮し、分解可能なタンパク質凝集体への集合を促進する重要な役割を担っている。新たに

形成された液体状の凝集体は、さらに相転移を経てゲル状となり、オートファジーにより効率的

に分解される。相転移に異常があると、オートファジーによる分解が阻害される。例えば、神経

変性疾患では、異常に蓄積した p62 陽性タンパク質凝集体やストレス顆粒（SG）が、ゲル状や

液状ではなく固体状であることが多く、オートファジーによる分解を免れていることが知られてい

る。本講演では、オートファジーによる p62 液滴（p62-body）の選択的分解に焦点を当て、その

選択性をエンゲージするメカニズム、選択的分解の意義、そして腫瘍との関連を紹介したい。 

 

［略歴］ 

2001 年 順天堂大学大学大学院医科学研究科博士課程修了 医学博士（木南英紀教授） 

2001 年 順天堂大学大学医学部老研センター ポストドクトラルフェロー 

2002 年 財団法人東京都臨床医学総合研究所分子腫瘍学部門 常勤流動研究員（田中

啓二部長） 

2004 年 順天堂大学医学部生化学第一講座 助手（木南英紀教授） 
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2006 年 順天堂大学医学部生化学第一講座 講師（木南英紀教授） 

2007 年 順天堂大学医学部生化学第一講座 准教授（木南英紀教授） 

2008 年 東京都臨床医学総合研究所 副参事研究員 

2010 年 東京都臨床医学総合研究所 蛋白質分解プロジェクト・プロジェクトリーダー 

2011 年 東京都医学総合研究所 蛋白質リサイクルプロジェクト・プロジェクトリーダー 

（2006 年より 2010 年 科学技術振興機構さきがけ「代謝と機能制御」研究員兼任） 

2014 年 新潟大学大学院医歯学総合研究科 分子遺伝学（生化学第一）講座 教授 

2018 年 順天堂大学大学院医科学研究科 器官・細胞生理学 主任教授 
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〇特別講演 II〇  

     (社) NSLJ 共催セッション 

シナプスイメージングによる脳神経回路の発達と病態の解明 

 

岡部 繁男  

東京大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学 主任教授 

 

脳機能発現の基盤は神経回路の生後発達であり、特に神経回路の発達過程で重要なイベ

ントは神経細胞間でのシナプスの形成と成熟である。これまでの研究により生後早期の脳内で

のシナプスの形成過程はきわめて動的なものであることが明らかになってきた。私達の研究室

ではイメージング技術を用いて神経回路形成と維持におけるシナプスの形態・機能変化の果

たす役割について研究を進めている。今回の講演では、二光子 in vivo イメージングによる生

後脳発達過程でのシナプス動態とその疾患モデル動物での変化、超解像技術などを用いたス

パインシナプスの超微細形態の解析、スパイン内部の分子動態の直接測定といったイメージン

グ技術を応用した回路形成と機能発現についての基礎的研究とその疾患研究への応用を紹

介する。精神疾患の病態の理解には、ヒトの疾患バイオマーカーを動物実験にも拡張し、疾患

リスク遺伝子の変異を再現した動物モデルを用いて神経回路レベルでの研究を行うことが必要

である。しかしながらヒトで同定されたバイオマーカーを動物モデルへとトランスレートすることに

は困難も伴う。私達の研究室においても、イメージング技術を用いて神経回路の変化を反映す

るバイオマーカーの探索を実施しており、その内容も紹介したい。先端イメージング技術により

脳神経回路のダイナミックな変化・環境への応答・疾患に関連した変化を直接的に捉える事が

可能になりつつあり、このようなアプローチの重要性は今後益々高まると期待される。 

 

［略歴］ 

1986 年 東京大学医学部医学科卒業  

1986 年 東京大学大学院医学系研究科入学  
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1991 年 東京大学医学部解剖学教室助手  

1993 年 米国国立保健研究所（National Institutes of Health）客員研究員 

1996 年 通商産業省 工業技術院 生命工学工業技術研究所 主任研究官 

1999 年 東京医科歯科大学 医学部解剖学教室 教授  

2007 年 東京大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学分野 教授  

2021 年 東京大学大学院医学系研究科長・医学部長 
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〇シンポジウム I   「がんと細胞死」〇  

 

S I -1   

形質膜を破裂し細胞を溶解する新しいメカニズムの発見 

−プログラムされた細胞死後の炎症性イベント 

 

榧垣伸彦 

Genentech Inc., Principal investigator 

 

パイロ（ギリシャ語で炎）トーシスと呼ばれるプログラムされた「燃える」細胞死は、死と炎症と

いう、従来は独⽴事象と考えられていた⽣物反応が能動的にクロストークするユニークな細胞

死であることが知られるようになった。細菌感染した免疫細胞などでインフラマソームの活性化

により誘導されるパイロトーシスであるが、基礎・臨床医学を問わずに研究分野としてその名の

ごとく過熱した状況にある。パイロトーシスにおいては、細胞形質膜に小孔を形成するガスダー

ミン D により細胞死が誘導され、引き続きその後に溶解性の膜破裂が生じ、高分子の LDH や

炎症性 DAMP 分子群が細胞外へと放出される。このガスダーミン D 小孔形成に引き続いて起

こる溶解性の形質膜破裂は、細胞膨張に伴う受動的なイベントだと長年考えられてきた。その

ような中、我々は溶解性の形質膜破裂は膜貫通タンパク質 NINJ1 によって制御される遺伝的

にプログラムされた能動的イベントであることを発見した。この NINJ1 による形質膜破裂は、パ

イロトーシスだけでなく、アポトーシスや一部ネクローシスを起こした死細胞にも生じることが分

かった。NINJ1 によるプログラムされた細胞死後のイベント、この生理的および病理的意義、創

薬ターゲットとしての可能性について議論したい。 
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S I -2   

不要細胞除去を担うスクランブラーゼの構造体連関による制御 

 

鈴木 淳  

京都大学大学院 生命科学研究科 教授、京都大学iCeMS教授、同台湾オフィス ディレ

クター 

 

生体内では不要な細胞が死んで除去され、新しい細胞が生み出されることで恒常性が維持

されている。死んだ細胞はマクロファージ等の貪食細胞に速やかに貪食されることで炎症を惹

起することを防いでいる。また、脳の神経細胞では、生きた細胞の不要な領域が貪食されること

で、生まれてから死ぬまで一つの細胞を用いることを可能としている。これらの不要な細胞・領

域を除去するのに中心的な役割を担うのが、細胞膜を構成するリン脂質、ホスファチジルセリン

（PS）である。PS は生細胞では細胞膜の内側に維持され、細胞が死んだ時には細胞表面に露

出することで貪食細胞に認識されるための”Eat me”シグナルとして機能する。PS を露出させる

因子はスクランブラーゼと呼ばれ長らくその分子的実体は不明であった。我々はその分子同定

をきっかけに制御機構の解明を目指し研究を進めている。 

生細胞の不要な領域が除去される過程を我々は細胞リノベーションと位置づけ、この過程で

機能する神経細胞特異的なスクランブラーゼとして Xkr4 に注目し現在研究を進めている。ま

ずは、Xkr4 を血球系細胞に再構成し、その活性化因子を同定することから始めた。血球系細

胞では、Xkr4 は細胞死刺激によって活性化され、カスパーゼ依存的な活性化因子の存在が

示唆された。そこで、死にゆく細胞を用いても遺伝子同定が可能な CRISPR sgRNA ライブラリ

ーを用いたリバイバルスクリーニング法を開発し、それを用いて遺伝子同定を試みた。その結

果、核内に存在する XRCC4 を細胞膜 Xkr4 の活性化因子として同定した。またリバイバルスク

リーニングを用いて、Xkr4 の局在がミトコンドリア因子で制御されていることも見えてきた。これ

までの予想を越えて、細胞膜スクランブラーゼが細胞内小器官にダイナミックに制御される構

造体連関を本講演でお伝えしたい。 
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S I -3     

TCTP による免疫抑制とがん増殖機構 

 

柳井 秀元  

東京大学先端科学技術研究センター 特任准教授  

 

免疫チェックポイント阻害剤の登場などにより、がんに対する免疫療法が注目されている。一

方、このような治療法にも不応答を示すケースも多く、治療効果を高めるための工夫がさらに必

要である。腫瘍中にはしばしば免疫抑制性の環境が形成されることが知られており、これが免

疫療法を阻む障壁の一つと考えられているが、そのような微小環境の形成機構については完

全には理解されていない。私たちは最近、がん死細胞から放出された TCTP（Translationally 

controlled tumor protein）が自然免疫受容体である TLR２（Toll-like receptor ２）によって認識

されることを見出した。腫瘍において、TCTP による TLR２の活性化は CXCL１などのケモカイ

ン遺伝子を誘導し、顆粒球系の骨髄由来免疫抑制細胞(PMN-MDSCs)の腫瘍微小環境中へ

のリクルートを促進し、抗腫瘍免疫応答を強力に抑制することを見出した。したがって、がん死

細胞から放出された TCTP は PMN-MDSCs のリクルートを介して腫瘍を増殖させると考えられ

る。また私たちが作成した TCTP に対する中和抗体の投与により、腫瘍の増殖が抑制され、ま

たさらに免疫チェックポイント阻害剤の効果を増強することも分かった。死細胞由来分子を標的

とした新たな制がん法の可能性について紹介したい。 
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S I -4 

ALK 陽性肺がんにおける薬剤抵抗性機構の探索 

 

片山 量平  

公益財団法人がん研究会 

 

 2007 年に我が国で発見された ALK 融合遺伝子陽性肺がんでは、ALK チロシンキナーゼ

が過剰に活性化し、がん化を引き起こしている。従って、ALK チロシンキナーゼ阻害薬により

異常活性化した ALK からの細胞増殖シグナルを止めることで、ALK 陽性肺がんに対しては

高い抗腫瘍効果が得られる。現在までに様々な ALK 阻害薬が開発され、5 つの薬剤が承認

されている。しかしいずれのＡＬＫ阻害薬に対してもやがて薬剤耐性が生じ、がんが再増悪す

ることが課題である。我々は、治療抵抗性機構を解析し、より効果的な治療法を見出すための

研究を行うことで、様々な ALK 阻害薬への薬剤耐性機構と耐性克服薬候補の発見等に成功

してきた。しかし、どのような阻害剤をもってしても、治療下で極わずかにがん細胞が残存し、や

がて耐性が出現する芽となっているため、いつまでも終わりのないイタチごっこに陥っていると

考えられる。そこで、治療残存細胞の特性を解析するとともに、どのような遺伝子が発現すると、

または遺伝子が欠失すると治療残存細胞となりやすいかを Crispr スクリーニング等により探索

した。まず、2 次元培養系で治療残存細胞を取得するために、9 日間 ALK 阻害薬を処理し、

わずかに残存した細胞を増やしては再度 9 日間処理をするという方法を 3 回繰り返すことで治

療抵抗性細胞の樹立に成功した。また、ゲノムワイドの Crispr スクリーニングを ALK 阻害薬存

在下で実施した。その結果、薬剤存在下で生き延びてきた抵抗性細胞では、GSK3 の活性化

がその生存に重要な働きをしていること、Crispr スクリーニングからは複数の因子を同定し、そ

の中にはミトコンドリアでアポトーシス誘導に関わる因子も含まれていた。本発表では ALK 陽

性肺がんにおける抵抗性・耐性の解析手法から発見例までご紹介したい。 
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〇シンポジウム II   「神経疾患と細胞死」〇  

S II -1   

ミトコンドリア DNA 漏出による細胞毒性 

 

松井 秀彰  

新潟大学脳研究所 教授  

 

パーキンソン病は運動障害やそれ以外の多彩な症状を呈する神経難病の 1 つであり、未だ

にその病態には不明な点が多く残されている。パーキンソン病の病態にミトコンドリア機能障害

やリソソーム機能障害が関わっていることは以前より示唆されてきたが、その詳細なメカニズム

はわかっていない。本シンポジウムの前半ではまず私達が取り組んできた様々な魚を用いたパ

ーキンソン病研究を紹介する。特にアフリカメダカ（Nothobranchius furzeri）が加齢のみでパー

キンソン病理を呈すること、ならびにαシヌクレインの除去によりその神経変性が抑止できること

を報告する。 

ついで、それらパーキンソン病モデルやパーキンソン病剖検脳の観察により見出した病態に

ついて説明する。パーキンソン病に関連する遺伝子操作を行った培養細胞では、ミトコンドリア

由来の細胞質 DNA の増加を引き起こし、I 型インターフェロン応答と細胞死を誘導する。これ

らの表現型は、DNA を分解するリソソーム内の DNA 分解酵素である DNaseII の過剰発現、ま

たはミトコンドリア DNA のセンサーとして私達が同定した IFI16 の減少によって改善する。パー

キンソン病モデルとして用いられるゼブラフィッシュの 1 つである gba 変異体においても、ヒト

DNaseII を過剰発現させることにより、その運動障害とドーパミン作動性神経の変性が改善す

る。センサータンパク IFI16 およびミトコンドリア由来の細胞質 DNA は、パーキンソン病患者の

剖検脳の病変部位において蓄積を認める。これらの結果は、ミトコンドリア DNA の細胞質への

漏出がパーキンソン病の神経変性の重要な原因となる可能性を示唆している。後半は、この「リ

ソソームなどによる分解から逃れたミトコンドリア由来の細胞質 DNA が、パーキンソン病の神経

変性を惹起する」、という私たちの仮説を説明する。  
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S II -2 

アミノ酸摂取と認知症進行機構 

 

樋口 真人  

放射線総合医学研究所  

 

アルツハイマー病をはじめとする神経変性型認知症の脳病態は、異常タンパク質線維の蓄

積、神経炎症、神経伝達異常、神経細胞脱落に特徴付けられる。一方、加齢は認知症発症を

引き起こす最大の危険因子であり、加齢に伴ってアミロイドβやタウなどの異常タンパク質が脳

内に蓄積することが認知症病態の発端と考えられている。しかしながら、同程度に異常タンパク

質が蓄積していても認知症を発症する人としない人がいることから、病態を修飾する要因が他

にも存在すると想定される。演者らは味の素株式会社との共同研究において、高齢マウスでは

低タンパク食により認知機能が低下し、脳移行性アミノ酸7種からなる組成物（アミノLP7）によっ

てこれが抑えられることを見出した*1。次いで脳内にタウタンパク質凝集体が蓄積し、炎症性グ

リアの活性化と神経細胞死が生じるタウ病態モデルマウスで同様の介入を行ったところ、低タン

パク食で脳萎縮が加速し、通常食・低タンパク食いずれの場合でもアミノLP7投与で脳萎縮が

抑制された*2。Gene ontology解析と組織病理解析により、これらの介入が神経伝達と神経炎

症に大きな影響を及ぼすことが判明した。生体二光子レーザー顕微鏡解析により、当該モデ

ルマウスでは炎症性ミクログリアがタウ病変を有する神経細胞を生きたまま貪食することが示さ

れ*3、神経炎症の制御がアミノLP7の治療効果をもたらすと推察された。そこで炎症加速因子と

なり得るアミノ酸であるキヌレニンの動態を調べたところ、アミノLP7は血液脳関門におけるアミノ

酸トランスポーターにおいてキヌレニンと競合し、キヌレニンの脳移行を妨げて神経炎症を抑止

することが明らかになった。一連の結果は、特定のアミノ酸群が神経伝達制御を介して脳機能

に影響を及ぼすのみならず、神経炎症制御を介して異常タンパク質蓄積による神経細胞死を

修飾しうることを示している。アミノLP7は高齢者で注意機能などを改善することが見出されてい
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るが、認知症病態を抑える働きも期待され、演者らと味の素株式会社は軽度認知障害を対象と

する有効性検証を実施中である。 

*1 Frontiers in Nutrition 7, 23, 2020. DOI: 10.3389/fnut.2020.00023. 

*2 Science Advances 7, eabd5046, 2021. DOI: 10.1126/sciadv.abd5046. 

*3 bioRxiv 2020.11.04.368977. DOI: 10.1101/2020.11.04.368977. 
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S II -3 

相分離破綻と C9orf72 

 

森 英一朗 

奈良県立医科大学医学部 准教授 

 

細胞の中には、核やミトコンドリアや小胞体のように膜によって囲まれた小器官（オルガネラ）

が存在し、様々な機能を有している。光学顕微鏡で観察していると、膜によって区画化されて

いないにも関わらず明確な境界を有するオルガネラも存在している。非膜オルガネラとも呼ば

れるこれらの構造物は、生体分子の相分離と呼ばれる現象によって駆動されるというモデル

が、2010 年代に提唱され、生物学的な「相分離」と呼ばれるようになった。 

生物学的相分離は、特に神経難病の病態解明という文脈で、当該領域の疾患理解に大きく

貢献した。様々な遺伝学的手法によって、疾患発症の過程において相分離が破綻する機序

が、徐々に明らかにされてきた。C9orf72 は、筋萎縮性側索硬化症（ALS）の発症原因として

は、最も頻度の高い遺伝子異常を有することから、2010 年代に非常に活発に研究が行われ

た。これらの研究から、C9orf72 遺伝子異常によって生じる毒性の繰り返しペプチドが、多様な

生命機能を標的としていることが明らかとなってきた。 

これまでの研究から、低複雑性配列（LC）・天然変性領域（IDR）を有するタンパク質群が標

的となることが明らかとなった［Lin et al. Cell 2016］。そして、RNA 結合タンパク質のみならず、

細胞骨格の構成因子である中間系フィラメントや物質の輸送関門である核膜孔が標的となるこ

とも示された［Shi et al. PNAS 2017］。また、中間系フィラメントのフィラメント構成過程における

相分離の構造基盤と相分離破綻の機序も明らかとなった［Zhou et al. PNAS 2021］。さらに、相

分離破綻を介した疾患発症の機序として、相分離を制御する相分離シャペロンが標的となるこ

とで相分離が破綻することも示された［Nanaura et al. Nat Commun 2021］。我々は、これらを

「相分離制御の破綻」と定義し、新たな治療標的と位置付けた研究開発に取り組んでいる。 
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S II -4   

神経変性に対する創薬研究 

 

井本正哉 

順天堂大学医学部共同研究講座 特任教授  

 

パーキンソン病(PD)はアルツハイマー病に次いで罹患率の高い神経変性疾患の一つであ

り、日本全体で 15-18 万人の患者がいると推定されている。PD では、黒質のドーパミン産生細

胞の細胞死によってドーパミン量が減少し、線条体への神経伝達が正常に行われなくなること

で安静時振戦、固縮、無動、姿勢反射障害などといったパーキンソニズムと呼ばれる様々な運

動障害が引き起こされる。現在の PD の治療は、PD 患者の脳内で不足したドーパミンを補充

し、運動障害を改善させる薬物治療が行われているが、この方法は「対症療法」であるために、

根本的な原因とされる黒質のドーパミン産生細胞の細胞死を抑制するものではなく、完治には

至らない．そこで、新しい作用に基づく PD 治療薬の開発が望まれている。本シンポジウムで

は、我々が独自に開発したスクリーニング方法で見出した PD 治療薬シード化合物について、 

PD 細胞モデル系での細胞死抑制効果と作用機構解析について概説する。 

 近年、PD 患者では血漿中ビリルビン量が有意に低下していることが報告された。ビリルビ

ンはヘム代謝経路の最終産物であり、脳内で神経細胞を保護する強力な抗酸化物質として機

能することが報告されている。したがって、ビリルビンの減少は単なるバイオマーカーとしてだけ

でなく、有効な PD の治療標的になることが期待された。そこで、ビリルビン量を上昇させる化合

物を探索し、 BRUP-1 をヒット化合物として取得した。 

一方、オートファジーは重要な細胞内タンパク質分解システムであるが、PD などの神経変

性疾患ではオートファジーの機能低下が報告されている。したがって、オートファジーを活性化

させる化合物は PD をはじめとする種々の神経変性疾患の治療に有用であると考えられる。し

かし、化合物によるオートファジー誘導機構については未だ不明な点が多い。そこで、さまざま

な化合物によるオートファジーの誘導と情報伝達系阻害剤を組み合わせるケミカルゲノミクスの

手法でオートファジー誘導機構を解析した。  
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〇シンポジウム III  「老化と細胞死」〇  

S III -1    

老化細胞の選択的除去による治療戦略 

 

中西 真  

東京大学医科学研究所 教授 

 

人はなぜ老いるのか？この誰もが経験する生理現象は、科学技術の進歩した現代において

もほとんど理解されておらず、大きな謎となっている。また加齢はがんなど多くの疾患発症の大

きなリスクファクターであるが、なぜ高齢者はがんや多様な疾患に罹患しやすいのかについて

も明確な解答は得られていない。近年になり老化を制御する仕組みについて徐々に明らかに

なり始めた。老化細胞などの炎症を誘発する細胞が加齢に伴い様々な臓器・組織に蓄積して

微小環境に悪影響を及ぼすことが、臓器機能の低下やがんなどの疾患発症の病態基盤となる

ことが分かってきた。しかしながら、個体内の老化細胞はどの様な性質を持つのか？それらは

いつ、どこに存在するのか？など多くの疑問が残っている。これらを明らかにする目的で、我々

は個体内で老化細胞を同定・単離し、さらには一細胞レベルで解析可能なマウスモデルを作

製した。その結果、老化細胞は個体内においても増殖せず、あらゆる臓器において加齢に伴

い老化細胞が蓄積することが示された。さらに、個体内の老化細胞の生存に必須に遺伝子を

探索したところ、その生存が GLS1 に依存していることを見出した。老化細胞では過剰なタンパク

質合成の結果、リソソーム内にタンパク質凝集体が蓄積し、その結果リソソーム膜の損傷が生じて

細胞内が酸性化していることがわかった。老化細胞は GLS1 によりグルタミンをグルタミン酸に代

謝し、その過程で生じるアンモニアを利用して細胞内酸性化を中和していると考えられた。重要な

ことに、GLS1 阻害剤を加齢マウスに投与すると様々な老化に伴う機能低下や老年病が改善し

た。本シンポジウムでは我々の最近の知見を紹介し、将来的に人の老化を制御することが可能か

どうか議論したい。 
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S III -2 

老化細胞による炎症惹起メカニズム 

 

高橋暁子 

公益財団法人がん研究会 がん研究所 細胞老化プロジェクト プロジェクトリーダー 

 

先進諸国の高齢化が進む中、我が国の平均寿命も年々延長し続け、がん・動脈硬化・アル

ツハイマー・肺線維症・骨粗鬆症のように加齢と伴に罹患率が上昇する疾患（加齢性疾患）の

増加が深刻な社会問題となっている。加齢性疾患の発症には様々な複合的な要因があげられ

るが、その一つとして加齢とともに体内に蓄積した老化細胞が関与している可能性が示唆され

ている。細胞老化は生体に加わるストレスによって誘導され、細胞増殖を停止させる重要なが

ん抑制機構として働いている一方で、老化細胞においては炎症性蛋白質の遺伝子発現が亢

進し、細胞外へと分泌する SASP（Senescence-associated secretory phenotype）をおこすことが

知られている。そして、老化細胞から分泌された SASP 因子は周囲の組織に慢性的な炎症を

引き起こし、加齢性疾患の発症や個体の機能低下の要因となっていることが近年明らかになり

つつある。さらにがんの微小環境においては、老化した間質細胞の分泌する SASP 因子が、が

んの発症と進展に寄与することが示されている。 

私たちは、老化細胞で SASP がおこる分子機構の解析を行い、細胞質のゲノム DNA 断片に

よる核酸センサー（cGAS-STING 経路）の活性化や、細胞老化でおこるエピゲノム異常が、

SASP の誘導に重要であることを明らかにしてきた。また、老化細胞においては炎症性蛋白質

だけではなく、エクソソームなどの細胞外小胞（Small extracellular vesicle）の分泌も亢進してお

り、細胞外小胞も SASP 因子の 1 つとして機能することが示唆されている。そのため、最近で

は、老化細胞に選択的に細胞死を誘導することで加齢性疾患の発症やがんを抑制しようとする

新しい治療戦略 Senolytics が注目されている。本講演では、がん微小環境における細胞老化

と SASP の機能に関する最新の知見を紹介する。 
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S III -3 

皮膚ケラチノサイトの新しい細胞死:corneoptosis について 

 

松井 毅  

東京工科大学 応用生物学部 教授 

 

皮膚表皮角層は、陸上脊椎動物に特有の構造であり、角層細胞と呼ばれる死細胞が数層

積み重なり、気相と液相の境界領域を形成して機能的バリアとして働いている。 

しかし、顆粒層の最上層の生きた SG1 細胞が、どのように細胞死を起こして角層を形成するの

かは、不明の部分が多かった。そこでマウス個体を用いた細胞内 Ca2+と pH のライブイメージ

ングにより、SG1 の細胞死過程を詳細に解析した。その結果、SG1 細胞において、長期の細胞

内 Ca2+濃度の上昇（約 60 分間）の後、細胞内が酸性化することが明らかとなった。この高い

Ca2+濃度と酸性化状態のまま SG1 細胞は死細胞である角層細胞へと成熟していく。分離した

SG1 細胞の細胞生物学的解析により、細胞内酸性化は、角化現象の特徴であるケラトヒアリン

顆粒の消失や DNA の分解に必要であることが明らかになった。このように特有の細胞内イオン

変化を伴って、死細胞（コルネオサイト）が機能的な役割を持つケラチノサイトの細胞死を、コル

ネオトーシスと呼ぶことを提唱した。 

次に、分離 SG1 細胞を用いたパッチクランプアッセイにより、温度感受性の Ca2+透過性チャネ

ルである TRPV3 特有の電流を検出した。TRPV3 欠損マウスにおけるコルネオトーシス起動時

の Ca2+と pH のライブイメージング解析を行ったところ、SG1 細胞の酸性化が起こる時期に異

常が起きていることが明らかとなった。 

以上の解析により、角層バリア形成の初期には、特有のイオン変化を伴う SG1 細胞死であるコ

ルネオトーシスが起きること、その起動時間は、TRPV3 により制御されていることが明らかにな

った。 
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S III -4 

APJ 受容体によるオリゴデンドロサイトの品質管理と加齢への影響 

 

村松 里衣子 

国立精神・神経医療研究センター神経研究所 部長 

 

加齢に伴い中枢神経系の修復力は低下する。修復力が低下する構造物の一つに髄鞘があ

る。髄鞘は脳内の組織幹細胞であるオリゴデンドロサイト前駆細胞が増殖、分化することで形

成・修復させる構造物で、神経回路の恒常性の維持や跳躍伝導を制御する機能を持つ。その

ため、髄鞘の修復力の低下は脳の機能回復力の低下につながると認識され、加齢関連の脳機

能低下や疾患との関連から髄鞘修復力を制御するメカニズムに注目が集まっている。加齢に

伴う髄鞘の修復力の低下は、特にオリゴデンドロサイト前駆細胞が成熟細胞に分化する過程が

障害されたためと解釈されており、またそれは内因性と外因性の要因による制御を受ける示唆

されていたが、その分子メカニズムは不明であった。私たちは、生理活性ペプチドのアペリンが

オリゴデンドロサイト前駆細胞に発現する APJ 受容体を介してオリゴデンドロサイト前駆細胞の

分化を促すこと、またアペリンや AＰＪ受容体の発現量が加齢とともに減少し、その結果髄鞘の

修復力が低下することを見出した。 

加齢に伴いオリゴデンドロサイト前駆細胞で発現変動する遺伝子を探索し、老齢マウスのオ

リゴデンドロサイト前駆細胞で発現が低下する分子の中に APJ 受容体を見出した。リガンドの

アペリン量をマウス血液や全身の各臓器で計測し、若齢個体と比較し老齢個体ではアペリン産

生量が低下する様子を観察した。オリゴデンドロサイト前駆細胞に発現する APJ 受容体は、転

写因子 Myrf の核内移行を介してオリゴデンドロサイト前駆細胞の分化を促した。APJ シグナル

の活性化は、髄鞘が脱落した老齢マウスにおける髄鞘の修復を促進し、脱髄に依存する運動

機能障害も回復させた。これらの結果は、アペリン-APJ 受容体経路が老化脳の髄鞘の修復力

促進に貢献する分子メカニズムであることを示唆する。 
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〇一般口演 I 〇  8 分発表+ 4 分討議    

I O-1  細胞内局所的カスパーゼ活性解析に向けた Dual FRET システムの構築  

平 雄介、篠田 夏樹、三浦 正幸 

東京大学大学院薬学系研究科遺伝学教室 

カスパーゼは、切断を介してそれぞれの基質に独立な細胞応答を惹起し、細胞死を実行す

る。しかし、その活性化が細胞内のどこから始まり、どのように伝播するのかは未知である。そこ

で我々は、高い時空間分解能でカスパーゼ活性を可視化するシステムを開発した。具体的に

は、ECFP/VENUS の FRET ペアを基盤としたカスパーゼ活性検出プローブ SCAT3 を細胞質

ゾル、SCAT3 と異なる波長帯の FRET ペア (mKOκ/mKate2) を細胞内小器官に配座するこ

とで、細胞内局所的なカスパーゼ活性を経時的に捕捉する Dual FRET システムを構築した。

TNFα とシクロヘキシミドで HeLa 細胞にアポトーシスを誘導した際には、細胞質ゾルに比較し

て細胞膜近傍で早く、アクチン繊維近傍で遅くカスパーゼが活性化する結果を得た。この結果

は、時空間的に秩序立ってカスパーゼが活性化されることで、円滑に細胞死が実行されること

を示唆する。 

 

 I O-2  ショウジョウバエを用いた炎症性細胞死メカニズムの探索 

大井 綾乃 1)、小幡 史明 2)､三浦 正幸 3) 

1) 京都大学大学院生命科学研究科､ 2) 理化学研究所 生命機能科学研究センター/京

都大学大学院生命科学研究科､ 3) 東京大学大学院薬学系研究科 

排出器官は体液恒常性維持に不可欠な臓器であるが、老化と共に機能が低下する。その一

因には老化に伴う慢性炎症があることが知られているが、炎症が引き起こす臓器傷害のメカニ

ズムに関しては不明な点が多くある。そこで寿命が短く遺伝学操作が簡便なショウジョウバエを

用いて、その解析を試みた。ショウジョウバエの排出器官であるマルピーギ管に炎症を誘導す

ると、細胞死のような形態変化が見られた。炎症や細胞死に関わる遺伝子を操作することで、こ

の現象が NFκB 依存であること、アポトーシス経路とは独立であることを示唆する結果を得た。

NFκB が引き起こす細胞死のメカニズムに関して、現在までに考えられる仮説を議論したい。 
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I O-3 生体膜近傍に限局した非細胞死性カスパーゼ反応場の発見とその機能解析 

村本 雅哉、花輪 望未、篠田 夏樹、三浦 正幸 

東京大学大学院薬学系研究科 

細胞死実行因子カスパーゼは、細胞死を引き起こさずに、非細胞死性機能を発揮できる。し

かし、なぜカスパーゼが細胞死を引き起こさずに他機能を実行できるのか、その厳密な活性化

制御機構は明らかでない。我々は、近傍タンパク質による制御の可能性に着目した。近接依存

性標識法 TurboID 及び、質量分析にて網羅的にカスパーゼ近傍タンパク質を同定した。さら

に、細胞種特異的に感度良くカスパーゼ活性を可視化する新規レポーターショウジョウバエ系

統 MasCat を開発し、カスパーゼ活性化制御因子を探索した。その結果、選択的スプライシン

グにより、細胞質側に固有の天然変性領域を持つ細胞接着分子が、カスパーゼの非細胞性活

性化を制御しうる因子であることを見出した。我々の発見により、細胞死を惹起せずに多機能

の実行する分子基盤が、細胞膜近傍の特定の分子からなる限定的な領域での非細胞死性の

カスパーゼ反応場によることが示唆された。 

 

 I O-4 食道がん細胞（TE-1）における ACAT 阻害剤誘導性細胞死機構の解析  

金田 翼 1)、浦野 泰臣 2)、野口範子 2) 

1) 同志社大学 大学院 生命医科学研究科 医生命システム専攻、 2) 同志社大学 生

命医科学部 生命医科学研究科 

コレステロールをエステル化する酵素，Acyl-CoA : cholesterol acyltransferase（ACAT）には

全身で発現する ACAT1 と，小腸や肝臓で特異的に発現する ACAT２が存在する．これまで

ACAT 活性を阻害することで様々ながん種の増殖が抑制されることが報告されている． 

本研究において臨床データに基づく遺伝子発現状況を示す GEPIA データベースを用いて，

ACAT1 mRNA 量が有意に上昇しているがん種として，食道がんを見出した．そこで ACAT 阻

害剤の細胞増殖抑制効果を検証したところ，ヒト食道がん由来細胞株である TE-1 細胞におい

て，ACAT 阻害剤処理は細胞生存率を低下させることを確認した．さらに FACS 解析により，

ACAT 阻害剤を処理した細胞では sub G1 期の細胞が増加していることを見出した．一方で

Caspase 3 の活性化が認められなかった．以上の結果から ACAT 阻害剤は食道がん細胞株に

対して Caspase 3 非依存的な細胞死を誘導する可能性が示唆された． 
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 I O-5 ULK1 キナーゼによる p62 の液―液相分離制御 

池田 良 1)、一村 義信 1)、森下 英晃 1)、能代 大輔 2)、船越 智子 1)、小松 聡子 1)、蔭山 

俊 1)、野田 展生 2)、小松 雅明 1) 

1) 順天堂大学大学院医学研究科器官・細胞生理学、2) 北海道大学遺伝子病制御研究

所 

オートファジーの基質となるミスフォールド・変性したタンパク質は、ユビキチン化され、p62 と

結合、液―液相分離（LLPS）によって液滴となる。この液滴は、さらにゲルへと相転移し、オート

ファジーにより分解される。p62 の LLPS やゲルへの相転移の制御機構についてはほとんど知

られていない。今回、我々は ULK1 キナーゼによる p62 の LLPS 制御機構について報告す

る。ULK1 はユビキチンとの結合に必須な p62 の 403 番目のセリン残基をリン酸化し、LLPS を

促進した。さらに ULK1 は KEAP1 との結合を増強させる p62 の 349 番目のセリン残基のリン

酸化にも直接関与していた。変異体を用いた解析から、p62 液滴の 349 番目のセリン残基が

恒常的にリン酸化されると KEAP1 が強固に結合し、LLPS が解除されることが示唆された。以

上の結果は、ULK1 は p62 の LLPS を制御するキナーゼであることを示している。 

 

 I O-6 p62-body 精製による新規選択的オートファジー基質の同定        

来栖 玲央 1)、藤本 侑生 1)、森下 英晃 1)、高田 周平 1)、和栗 聡 2)、小松 雅明 1) 

１） 順天堂大学医学部生理学第二講座、 2) 福島県立医科大学解剖・組織学講座 

選択的オートファジーの代表的な基質である p62-body は、p62 とユビキチン化タンパク質と

が液―液相分離することで形成される非膜型オルガネラであり、プロテオスタシス制御に重要

な役割を担っている。近年、p62-body の形成および分解の分子メカニズムについては徐々に

明らかにされつつあるが、p62-body に含まれる成分はほとんど解明されていない。今回我々

は、蛍光標識した p62-body をセルソーターで高効率に精製する方法を開発し、精製 p62-

body に含まれるタンパク質群を質量分析器で網羅的に同定した。その結果、p62-body の新規

構成成分として超巨大タンパク質-核酸複合体”Vault”を同定した。Vault は肝臓特異的オート

ファジー欠損マウス、選択的オートファジー阻害マウスで蓄積していた。さらに Vault の p62-

body への移行および選択的オートファジーによる分解には、Vault の主要なサブユニットであ

る MVP と p62 の結合パートナーである NBR1 との結合が必須であることがわかった。肝臓特異

的 NBR1 欠損マウスでは Vault の蓄積を認めた。以上の結果から、超分子複合体 Vault は選

択的オートファジーの新規基質であることが明らかになった。 
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 I O-7 定量画像解析を用いた、リソソーム分布調節を介するオートファジー誘導剤スクリー

ニング法 

伊達 悠起 1), 2)、笹澤 有紀子 2)、井本 正哉３）、佐谷 秀行 4)、斉木 臣二 5)、服部 信孝 5) 

1) 千葉大学大学院融合理工学府生物学コース、 2) 順天堂大学老人性疾患病態・治

療研究センター、3) 順天堂大学オートファジー調節化合物探索研究講座、4) 慶應義塾

大学先端医科学研究所、 5) 順天堂大学神経学講座 

オートファジーは、細胞内で不要になったタンパク質やオルガネラの分解経路の一つであり、

パーキンソン病や抗がん剤などの治療薬の標的と期待されるが、未だ治療薬となりえるオート

ファジー誘導剤はなく、新たなスクリーニング法が必要と考えられる。オートファジー誘導機構

の最終ステップにおいて、リソソームとオートファゴソームが融合し、オートファゴソームの内容

物はリソソーム内蛋白分解酵素によって分解される。この融合ステップではリソソームの微小管

形成中心(MTOC)への集積で引き起こされることが知られている。以上から我々はこの MTOC

へのリソソームの集積を指標とした新しいオートファジー誘導剤スクリーニング法を開発し、約

1200 化合物から新たにリソソーム集積を介するオートファジー誘導剤を約 10 化合物同定に成

功した。今回、これらヒット化合物の薬理作用をまとめ、リソソーム分布調節の分子機構につい

て考察する。 

 

 I O-8 Microglia の抗炎症作用を介して制御された astrocyte 由来の EVs は脳梗塞の回

復を促進する 

木島 千景 1)、 上野 祐司 1)、 稲葉 俊東 1)、 平 健一郎 1)、宮元 伸和 1)、山城 一雄 2)、

卜部 貴夫 2)、 服部 信孝 1)  

1) 順天堂大学脳神経内科、2) 順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経内科 

脳梗塞慢性期 peri-infarct area では astrocyte がグリア瘢痕を形成し軸索再生の制御に関わ

る。我々は microglia と astrocyte の相互作用とグリア瘢痕制御の関連を検討した。ラット中大脳

動脈閉塞(MCAO)モデルの peri-infarct area における組織学的変化を解析した。In vitro では

無糖無酸素負荷後に P2Y1 受容体阻害薬、microglia 培養液を投与した astrocyte に発現する

mRNA を網羅解析した。Astrocyte 培養液由来の EVs を MCAO 後に脳内投与し組織学的検

討を行った。脳梗塞後では P2Y1 阻害により A1 astrocyte は阻害され、microglia との相互作

用により A2 astrocyte が誘導され、MAPK/NF-κB/TNF-α経路を抑制し、miR-146a-5p を含

む EVs を産生し神経機能予後を改善させる可能性がある。 
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〇一般口演 II 〇  8 分発表+ 5 分討議    

II  O-1 肝再生における神経細胞内 MKK7-JNK シグナル経路の機能解明        

小藤 智史、長尾 裕志、仁科 博史 

東京医科歯科大学 難治疾患研究所 発生再生生物学分野 

細胞外の刺激に応答して細胞の生存や死を制御するストレス応答性 MKK7-JNK 経路は、神

経組織である脳では、発生期から恒常的に活性化され正常な脳形成に必須な役割を果たす。

成体では、神経細胞における本経路の破綻は個体の運動機能異常や概日リズム異常を引き

起こす。一方、神経細胞は脳以外の肝臓などの臓器とも相互作用し、それらの機能を調節して

いる。しかしながら、神経細胞内の MKK7-JNK シグナル経路が肝臓においてどのような役割を

果たすのかは不明である。本研究では、成熟神経細胞特異的 Mkk7 欠損マウスを用いて、肝

傷害後の肝再生における MKK7-JNK 経路の機能解析を試みた。その結果、神経細胞特異的

Mkk7 欠損マウスにおいて１）肝傷害による加齢依存的な個体死、２）組織学的解析から細胞増

殖などの肝再生能の低下、３）RNA-seq 解析から肝再生に関わる遺伝子群の発現低下を見出

した。以上の結果は、神経細胞における MKK7-JNK 経路が肝傷害後の肝再生に必須である

ことを示唆している。 

 

II  O-2 リソソーム分布制御を介したオートファジーによる生体防御応答      

笹澤 有紀子 1),4)、斉木 臣二 2)、相馬 早苗 2)、三浦 芳樹 3)、鈴木 絢未 2)、井本 正哉 4)、

上野 隆 3)、服部 信孝 2),3),4) 

1) 順天堂大学大学老人性疾患病態・治療研究センター、2) 順天堂大学神経学講座、3) 

順天堂大学研究基盤センター、4) 順天堂大学オートファジー調節化合物探索研究講座 

パーキンソン病(PD)は黒質のドパミン神経細胞死により発症する進行性の神経変性疾患であ

る。我々は PD 患者血清を用いた解析により、毒性アルデヒドであるアクロレインが PD 発症早

期から上昇していることを見出した。アクロレインは酸化ストレスを誘導し、細胞毒性を発揮す

る。一方我々は、アクロレインがリソソームを核周囲にクラスター化させ、タンパク質分解系であ

るオートファジーを亢進するというユニークな活性を持つことを示した。さらにアクロレインによる

リソソームのクラスター化を制御する新規分子機構を同定した。H2O2 添加でも同機構でリソソ

ームのクラスター化が誘導されたこと、リソソーム分布制御関連分子のノックアウト細胞ではアク

ロレインによる細胞死が亢進したことから、リソソームのクラスター化を介したオートファジーは酸

化ストレスからの生体防御応答であることが示唆された。 
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II O-3 水晶体における全オルガネラ分解現象の分子機構および生理的意義の解明 

森下 英晃 1)、江口 智也 2)、塚本 智史 3)、酒巻 有里子 4)、高橋 暁 2)、齊藤 知恵子 2)、

小山-本田 郁子 2)、水島 昇 2) 

1) 順天堂大学医学部生理学第二、2) 東京大学大学院医学系研究科分子生物学、3) 

量子科学技術研究開発機構生物研究推進室、4) 東京医科歯科大学リサーチコアセンタ

ー 

 目の水晶体細胞の最終分化過程では、核、ミトコンドリア、小胞体などの全てのオルガネラ

が分解されることが古くから知られていたが、その分子機構や意義は長らく不明であった。今回

我々は、ゼブラフィッシュをモデル動物として用い、in vivo ノックアウトスクリーニングを実施した

結果、脊椎動物に高度に保存された PLAAT（phospholipase A/acyltransferase）ファミリーホス

ホリパーゼが、水晶体のミトコンドリア、小胞体、リソソームなどの分解に必須であること、その作

用はゼブラフィッシュ、マウスのいずれにおいても水晶体の透明化に必須であることを見出し

た。PLAAT ホスホリパーゼは通常はサイトゾルに存在しているが、熱ショック転写因子 HSF4 依

存的にオルガネラ膜が軽度の膜損傷を受けるとそれらの膜に局在化し、膜を完全分解すること

もわかった。本研究により、脊椎動物にはオートファジーだけでなく、サイトゾルのホスホリパー

ゼを介するオルガネラ分解機構も存在することが明らかになった。 

 

II  O-4 小胞体ストレスを介した細胞死における細胞質 ATM の関与     

佛坂 由可 1)、片山 郁夫 2)、佛坂 斉祉 3) 

1) 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野、2) 長崎大学大学院医

歯薬学総合研究科口腔診断情報科学分野、3) 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯

科矯正学分野 

 我々は、ストレスによる細胞死の機構として、小胞体ストレスの関与とその経路を明らかにし

てきた（Hotokezaka Y. Cell Death Differ. 2009、Cell Death Dis. 2015）。今回、その上流に細

胞質内の毛細血管拡張性運動失調症遺伝子（ataxia telangiectasia mutated: ATM）が位置

し、細胞死誘発に不可欠な遺伝子であることを見出した。即ち、細胞質 ATM は細胞死を誘導

する経路、AKT の protein phosphatase 2A 依存性脱リン酸化カスケードをその遺伝子上で進

行させるプラットフォームとして機能し、小胞体ストレス依存性アポトーシスを惹起した。本研究

は、種々のストレスによる小胞体ストレスを介した細胞死の上流に ATM/AKT 依存性の経路が

あることを示しており、新しい細胞死経路の全体像を具体的な形で提示できたと考えている。 
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II O-5 変異 NLRP3 の寒冷感受性凝集体によるインフラマソーム形成       

唐澤 直義、高橋 将文 

自治医科大学分子病態治療研究センター 炎症・免疫研究部 

インフラマソームは自然免疫細胞を中心に発現する分子複合体であり、炎症性サイトカイン

IL-1βのプロセシングとパイロトーシスを制御する。クリオピリン関連周期熱症候群（CAPS）は、

インフラマソーム構成分子である NLRP3 遺伝子の変異により引き起こされる自己炎症性疾患と

して知られている。私たちは CAPS におけるインフラマソーム形成機序の解明のため研究を行

い、変異 NLRP3 は寒冷感受性の凝集体を形成することを見出した。また，変異 NLRP3 による

インフラマソーム形成は Ca2+感受性を示し、カスパーゼ 1 の活性化を介した Ca2+の流入がイン

フラマソーム形成を促進することが明らかになった。本研究により CAPS におけるインフラマソ

ームの活性化は古典的なインフラマソーム形成とは異なる寒冷感受性凝集体によって引き起こ

されることが示された。 

 

II  O-6 Mice lacking death ligand-induced cell death develop Pneumocystis pneumonia 

関 崇生１)、三好 嗣臣 2)、森脇 健太 1)、山崎 創 1)、米原 伸 3)、中野 裕康 1) 

1) 東邦大学医学部生化学講座、 2) 東邦大学大森病院呼吸器内科､ 3) 京都大学薬学

研究科 寄附講座 ナノバイオ医薬創成科学講座 

Caspase 8 の全身性欠損マウスおよび、C 末に存在するプロテアーゼドメインのみを欠損する

Caspase 8DED/DED マウスは、ネクロプトーシスの亢進により胎生致死となる。ネクロプトーシスの実

行因子である Ripk3 を欠損した Ripk3-/-マウスと Caspase 8-/-マウスを交配すると、Fas シグナ

ルの欠損した MRL-lpr/lpr マウスと同様に、全身性のリンパ節腫大および B220+CD3+の活性

化した T 細胞が出現し、自己免疫疾患を発症することが報告されている。一方で Caspase 8 は

アポトーシス以外の機能を担っていることも報告されている。そこで本研究では Caspase 8 のプ

ロテアーゼ活性以外の機能を明らかにするために Caspase 8DED/DED;Ripk3-/-マウスを樹立し、

全身の免疫系への影響を検討した。このマウスでは MRL-lpr/lpr マウスや Caspase 8-/-;Ripk3-

/-マウスと同様に全身のリンパ節の腫大と B220+CD3+の活性化 T 細胞が出現した。MRL-

lpr/lpr マウスと比較して CD4+ T 細胞だけでなく、むしろ CD8+ T 細胞が IFNを産生し、エフェ

クターメモリー細胞マーカーを発現している細胞数が顕著に増加していることが明らかとなっ

た。またそれらの CD8+ T 細胞は、疲弊マーカーである PD-1 を高発現していた。さらに

Caspase 8DED/DED;Ripk3-/-マウスは、20 週齢をすぎると一部のマウスが日和見感染症を発症す
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ることを見出した。以上より Caspase 8 の DED ドメインのみを有するマウスは、MRL-lpr/lpr マ

ウスと比較して、CD4+ T 細胞だけではなく、CD8+ T 細胞にも疲弊マーカーの発現が強く誘導

され、その結果老齢とともに免疫不全状態になり、日和見感染症を発症している可能性が示さ

れた。 

 

II O-7 SMART Tg マウスを用いた急性腎障害によるネクロプトーシスの in vivo FRET 解析  

村井 晋１)、隅山 健太２)、森脇 健太 1)、高倉 加奈子 3)、山口良文 4)、駒澤 幸子 1)、寺井 

健太 3)、松田 道行 3)、中野 裕康 1) 

1) 東邦大・医・生化、2) 理研 BDR、3) 京大院・医・病態生物医学、4) 北大・低温科学研 

抗がん剤であるシスプラチンの過剰投与は急性腎障害（AKI）を引き起こすことが知られてい

る。これまでにシスプラチン投与によって誘導される AKI モデルでは、腎臓の近位尿細管上皮

細胞がネクロプトーシスにおちいること、及びネクロプトーシスの実行因子の１つである Ripk3

欠損マウスでは、シスプラチン投与による腎障害が軽減することが報告されていた。我々はこれ

までに FRET/CFP 比の上昇からネクロプトーシスの誘導を生体内で継時的にモニターできる

FRET バイオセンサーSMART（Sensor for MLKL activation by RIPK3 based on FRET）を独自

に開発し、培養細胞に SMART を導入して FRET 解析することで、ネクロプトーシスをライブセ

ルでイメージングできることを報告した (Murai, Nat Commun 2018)。そこで今回我々は

SMART を全身性に発現するトランスジェニックマウス（SMART Tg マウス）を樹立し、シスプラチ

ン投与により AKI を誘導し、ネクロプトーシスを in vivo でモニタリングすることを試みた。

SMART Tg マウスにシスプラチンを投与すると 2 日後には近位尿細管の閉塞や尿細管上皮細

胞の損傷がみられた。また FRET 解析の結果から近位尿細管の閉塞後に尿細管上皮細胞の

FRET/CFP 比が上昇し、傷害を受けた尿細管上皮細胞の一部で FRET/CFP 比が上昇してい

た。このことからシスプラチン投与により近位尿細管の閉塞後にネクロプトーシスが誘導され、そ

のことがさらなる尿細管上皮傷害の増悪に寄与している可能性が示唆された。さらにシスプラ

チンを投与した SMART Tg;Ripk3-/- マウスでは尿細管上皮の傷害はおこるものの尿細管の

閉塞はみられず FRET/CFP 比の上昇も見られなかった。以前の報告とは異なり、SMART 

Tg;Ripk3-/- マウスにシスプラチンを投与するとアポトーシスが亢進した結果、AKI が野生型

マウスと比較して増悪していることが明らかとなった。以上より AKI による尿細管傷害には少な

くともアポトーシスとネクロプトーシスの両者が関与しており、ネクロプトーシスを阻害するとアポ

トーシスが亢進すること、アポトーシスは尿細管閉塞とは関連のないこと、さらにネクロプトーシ

スによる組織損傷は、尿細管閉塞と密接に関連している可能性が示唆された。 
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II O-8 細胞死様式依存性をもつヒト単球 IL-1β放出の 1 細胞イメージング解析  

鎌谷 高志 1)、白崎 善隆 2)、井澤 和司 3)、西小森 隆太 4) 

1) 東京医科歯科大学 M&D データ科学センター、2) 東京大学薬学部、3) 京都大学医

学部附属病院小児科、4) 久留米大学医学部小児学講座 

炎症性細胞死パイロトーシスに関与する NLRP3 遺伝子は、病原性点変異によりクリオピリン

関連発熱症候群や家族性地中海熱などの疾病を発症することが知られている。これらの疾病

では抗 IL-１生物製剤が著効するが、ヒト末梢血単球からの IL-1 の産生と NLRP3 依存的パイ

ロトーシスの関連は未だに議論の的である。この議論を複雑にする原因の一つは、LDH の漏

出を細胞死の基準にしていることが挙げられる。本研究では 1 細胞分泌実時間イメージング法

を用いて、明視野像および SYTOX, YO-PRO-1 による蛍光画像から細胞死のタイミングと種

類の判別を行い、IL-1βの放出との関連を調べた。結果、IL-1βの大部分はパイロトーシスを

含むネクローシス様細胞死から産生されていた。また、アポトーシス様細胞死の一部は、時間

の経過に伴いネクローシス様細胞死に移行して IL-１βを産生し、その放出量は移行期間が

長いほど減少した。 

 

II  O-9 MLKL は加齢依存的な造血幹細胞の機能低下を惹起する       

山下 真幸、山田 裕太、楊 金晶、岩間 厚志 

東京大学医科学研究所幹細胞治療研究センター 幹細胞分子医学分野 

加齢依存的な造血幹細胞の機能低下は造血組織が老化する主要因であるが、その分子機

構には依然不明な点が多い。ネクロプトーシス経路は炎症刺激によってアポトーシス抵抗性の

細胞で活性化し、老化との関連が指摘されている。我々は造血幹細胞が種々のアポトーシス

刺激に抵抗性を示す一方、炎症に晒されるとネクロプトーシス経路を活性化することを見出し

た。MLKL 欠損マウスを用いた解析の結果、MLKL をもたない造血幹細胞では炎症刺激、抗

がん剤投与、および個体老化によって誘導される再生能力低下やリンパ球分化異常が緩和さ

れ、加齢関連疾患である骨髄異形成症候群の発症が有意に抑制された。興味深いことに、造

血幹細胞における MLKL の活性化は細胞死ではなく加齢依存的なミトコンドリア機能不全を

惹起することが示唆された。以上の結果から、MLKL は加齢依存的な造血幹細胞の機能低下

を惹起する重要な分子であることが明らかとなった。 
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II  O-10 グルコシルセラミドが誘導するグリア細胞異常に伴う神経細胞死とゴーシェ病病態

への寄与              

清水 隆、Charles Schutt、山崎 晶 

大阪大学微生物病研究所 分子免疫制御分野 

ゴーシェ病（GD）は GBA 遺伝子の変異により、β-グルコシルセラミド（β-GlcCer）が蓄積す

る先天性代謝異常疾患である。β-GlcCer 蓄積に伴う神経細胞死が主たる機序であるが、細

胞死におけるグリア細胞の寄与は不明であった。神経細胞特異的 GBA 欠損マウスを樹立した

ところ、GD 様運動症状が再現されたが、同時に運動野における局所的なミクログリア活性化と

それに伴う過剰な神経細胞貪食が観察された。一連の現象と GD 症状は、ミクログリア特異的

Mincle 欠損やミクログリア活性化抑制剤によって軽減された。以上より、GD におけるグリア細

胞を介する神経細胞死の新たな誘導機構が明らかとなり、今後の治療標的として有望である可

能性が示された。 

 

II  O-11  UFM1 システム：Alphafold2 構造予測からわかった UFM1 システムの作動原理 

 石村 亮輔 1)、能代 大輔 2)、植村 武文 3), 和栗  聡 3)、野田 展生 2)、小松 雅明 1) 

1) 順天堂大学医学部生理学第二講座、2) 北海道大学遺伝子病制御研究所、3) 福島

県立医科大学医学部解剖・組織学講座 

我々は、ユビキチン様分子 Ubiquitin-fold modifier 1 (UFM1）を同定、Ufm1 がユビキチン化と

類似した酵素反応系を介して細胞内タンパク質と共有結合するを発見した。 

Ufm1 システムは ER ストレス応答に関わることが示唆されてきたが、最近では ER 関連タンパ

ク質分解、リボソーム品質管理、そして ER ファジーとも密接に関係することが明らかになりつつ

ある。しかし、Ufm1 化が小胞体上で異なる細胞機能を制御する分子機構や、その破綻と疾患

との関連は不明なままである。今回、Alphafold2 により Ufm1 修飾系の E2（UFC1）―E3 複合体

（UFL1―UFBP1―CDK5RAP3）の 4 者結合モデルを構築、生化学的解析を進め、それぞれの

結合モチーフあるいは結合領域を決定した。さらに、UFL1 と CDK5RAP3 との結合はリボソー

ム品質管理に関与するリボソームサブユニット RPL26 の Ufm1 化を正に、ER ファジーに関わる

UFBP1 や CYB5R3 の Ufm1 化を負に制御することを見出した。 
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