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本

年度（2017 年度）に発足しました新学術領域研究

ていく膨大な労力など、領域代表にかかる重圧は想像以上

「細胞社会ダイバーシティーの統合的解明と制御」

に大きく、何度も繰り返して担当したいと思うようなもの

（略称：細胞ダイバース）の領域代表を務めております、

では無いと私自身は思っております。そのため、本年度の

（公財）がん研究会がん化学療法センターの藤田直也です。

申請においても領域代表の交代可能性を模索しましたが、

本領域の NewsLetter 第 1 号が完成いたしましたのでお

逆に説得されて引き受けることになってしまいました。そ

送りいたします。

の後、ほぼ半年を申請書作成やヒアリング対策に費やすこ

本領域では、シングルセル同士の相互作用に基づく細
胞社会ダイバーシティーの形成機構解明と、生体・臓器の

とになり、寝ても覚めても頭の片隅でいつも新学術領域研
究のことを考えているような日々を送ってきました。

強靭性との相関、定量的実験データに基づく細胞間相互作

今回の申請においては、宮園先生・秋山先生・越川先

用の数理モデリング、さらには数理モデルの実証といった

生をはじめとする計画研究代表者の先生方には大変お世

生物学から数学に至る幅広い学問分野を融合し、生命現象

話になりました。集まって何度も討議を重ねることで、本

の根本に関わる組織・臓器構築の原理を解明していくこ

領域のキャッチフレーズである「シングルセル」
「視る」
「数

とを目指しています。また、細胞社会ダイバーシティー構

理モデルの実証」などのキーワードが明確化するととも

築に関わるキー分子・キーパスウェイの同定を基にした、

に、計画研究代表者の先生から推薦いただいた方が若手か

各種疾患の原因解明と制御法開発に展開していくことも

ら実力者まで揃っており、本当にバランスの良い領域班が

目指しています。

結成できました。これまでの審査所見では、何度も「領域

こうした本領域の方向性は、実は 3 年前にすでに基本

全体としての連携研究の進め方がはっきりしない」との指

構想が出来上がっていました。もちろん、急速に進歩して

摘を受けていましたが、今年はその指摘も受けることのな

いる生物学・数理学・解析技術・解析機器に応じて申請

い連携研究を進めやすいグループになり、審査後に開示さ

する内容をアップデートし、3 回目となる本年度の申請に

れた所見を見ても、グループ構成は高く評価いただいたよ

臨んでおりましたが、文字通りの 3 度目の正直というこ

うです。すでに第一回領域会議を開催して連携方策につい

とで採択に至り、私自身かなりホッとしています。今年度

て話し合いましたし、今後開催する予定の技術講習会や若

採択されなかったら領域代表から降りると決心しており

手ワークショップなどによる連携強化の試みも進めてい

ましたので、今年は背水の陣で臨んでおりました。とはい

ます。こうした様々な仕掛けを通して、融合研究が順調に

っても、一昨年の 1 回目となる申請は書類審査であえな

進むものと大いに期待しているところです。

く撃沈してヒアリングにも進めず、昨年の 2 回目の申請

本領域の活動は始まったばかりです。本領域の最重要

は 1 回目の反省を生かしてかなりブラッシュアップして

課題は生物学と数学の融合をいかに進めていくかですの

いたおかげで幸いにもヒアリングまで進みましたが、ヒア

で、まずは生物学と数学の双方の基本となる知識をお互い

リング時に厳しい質問も多く飛び出すなどで結局のとこ

に理解し、その上で生物学者と数学者の密なコミュニケー

ろ採択とはなりませんでした。競争的研究費なのだから、

ションを推進することで本領域の目標である異分野協働

3 回目で申請をあきらめるのではなく、採択されるまでは

へと発展させていきたいと考えております。特に力を入れ

何回でもチャレンジし続けるものだと思う方も多いかと

たいと考えているのは、生物学と数学の両方に精通した次

思います。しかし、新学術領域研究は他の科研費の項目と

世代の研究者を育成していくことです。来年度から新たに

は異なり、自分自身だけでなくメンバーとなっていただい

加わる公募班も巻き込みながら、シニアと若手の協働、さ

た先生方の研究計画にも責任を持つチーム型の申請です。

らには生物学と数学の融合、そして最終的には組織・臓器

不採択となった際に感じる自身の不甲斐なさとメンバー

構築の原理に迫る成果を挙げていくよう努力する所存で

の方々への申し訳ない気持ち、年度ごとに新たなメンバー

す。新学術領域研究「細胞社会ダイバーシティーの統合的

で研究班を構築する必要があるために個々のメンバーの

解明と制御」に対して、温かいご支援とご鞭撻を賜ります

研究内容を毎年サイトビジットしながら把握し、その上で

よう、よろしくお願い申し上げます。

全てのメンバーの研究内容を統合した申請書を作り上げ
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個から集団を理解する
研究代表者 秋山 徹 東京大学・分子細胞生物学研究所
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6

細胞社会ネットワークを標的とした疾患治療薬の創製を目指して
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研究分担者 片山量平 （公財）がん研究会・がん化学療法センター基礎研究部
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細胞社会ダイバーシティーの数理科学的解析とモデリング

数理医学研究との出会い
研究代表者 越川直彦 神奈川県立がんセンター・臨床研究所 部長
研究分担者 室井 敦 神奈川県立がんセンター・臨床研究所 研究員
研究分担者 石渡通徳 大阪大学・大学院基礎工学研究科 教授
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音楽と人生
研究代表者 川崎秀二
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網膜神経細胞の分化誘導モデルの構築
研究分担者 冨田浩史
岩手大学・理工学部
研究分担者 菅野江理子 岩手大学・理工学部
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岩手大学・理工学部

准教授
教授
准教授

数理細胞社会モデルの実証

Dive into single-cell data
研究代表者 中戸隆一郎 東京大学・分子細胞生物学研究所

助教

13 「細胞ダイバース」研究にあたって
研究代表者
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部長
研究員

中嶋悠一朗

東北大学・学際科学フロンティア研究所
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研究代表者 八尾良司 （公財）がん研究会・がん研究所細胞生物部

助教
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今後の予定
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最近の成果

部長

第一回領域会議
アウトリーチ活動

• Mechanisms of resistance to NTRK inhibitors and therapeutic strategies in NTRK1rearranged cancers. Mol. Cancer Ther., 16: 2130-3143, 2017.
• TKI-addicted ROS1-rearranged cells are destined to survival or death by the intensity
of ROS1 kinase activity. Sci. Reports, 7: 5519, 2017.
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A01 細胞ダイバーシティー構築に関わる基本原理の解明
課題名

1細胞解析による幹細胞の多様性創出機構の解明

個から集団を理解する
研究代表者
研究分担者

秋山 徹
林 寛敦

東京大学・分子細胞生物学研究所

教授

東京大学・分子細胞生物学研究所

助教

近年の 1 細胞解析技術の発展によって、
組織が多種多様な細胞から構成され、様々
な因子を介して細胞同士が相互作用し、恒
常性の維持や自己の生存に有利な環境を
構築していることが 1 細胞レベルで明ら
かになってきています。本研究では、腫瘍
や 正 常 組 織 の 1 細 胞 RNA シ ー ケ ン ス
(scRNA-seq) によって個々の細胞の遺伝子
発現プロファイルから細胞の機能を予測、
分類し、それらが互いにどのように作用す
ることで組織として成り立っているのか
を分子レベルで明らかにすることを目的
としています。
本領域には、数理系、実証系の専門家の
先生方が参加されているので連携を密に
し、次のような方針で研究を進めていきた
いと思っています。 1）scRNA-seq の解析
パイプラインの構築：領域内の研究者（中
戸ら）と共同して scRNA-seq の解析パイ
プラインを構築する。特に、本研究で用い
る scRNA-seq の方法に適した標準化の手
法と幹細胞からの階層構造をより良く抽
出できる手法を開発する。 2）scRNA-seq
による個々の細胞の特徴づけと細胞群と
しての機能情報の取得：scRNA-seq の結
果から組織を構成する細胞群を同定し分
類する。未知の細胞群が存在した場合は、
マーカー遺伝子を探索して分画し、その機
能を明らかにする。3）細胞間、細胞群間の
相 互 作 用 と そ の 分 子 基 盤 の 解 明 ：細 胞
間・細胞群間の相互作用を受容体とリガ
ンドの発現パターンや細胞群に特徴的な
シグナル伝達経路から明らかにする。ま
た、相互作用の形成に重要なシグナル伝達
経路やそのハブとなる遺伝子を同定し機
能解析を進める。 4）2）と 3）の結果を基
にした数理モデルの構築：領域内の研究
者ら（越川、川崎など）と共同して、scRNAseq のデータと上記 2）と 3）の結果を統合
した組織の多様性構築や頑健性、恒常性の
維持機構の数理モデルを作成する。特定細
胞の欠損や相互作用の消失が組織全体に
与える影響をシミュレーションできるよ
うなモデルを作成する。 5）4）のモデルの
検証：4）で得られたモデルの検証を、オル
ガノイドやショウジョウバエなど領域内
の研究者らが有する技術を用いて共同で
進める。
私たち秋山研究室では、がん細胞におけ
4

る造腫瘍性の分子基盤についての研究を
行っており、長鎖ノンコーディング RNA
を含むがん細胞の造腫瘍性に重要な機能
を果たしている遺伝子を多数同定し、その
機能解析を進めてきました。特に、最近で
はがん幹細胞に着目して、がん幹細胞の増
殖や未分化性の維持に必要な遺伝子の解
析およびそれらを標的とした創薬も行っ
ています。私たちが樹立した膠芽腫幹細胞
は血清の添加によって分化し、造腫瘍能が
失 わ れ ま す 。こ の 分 化 の 過 程 を 1 細 胞
RNA-seq によって解析することにより、集
団の解析では見出すことが出来ないがん
幹細胞の分化方向や分化を誘導する因子、
シグナル伝達経路が明らかにできるかも

しれないと大いに期待しています。
5 年の間に、細胞内あるいは細胞間のシ
グナル伝達経路が変化した時の組織全体
の構成、機能の変化をシミュレーションで
きるようにしたいと思っています。非常に
高い目標ではありますが、本領域に参加し
ている数理解析の先生方と密接に協力す
ることによって、実現できると確信してお
ります。このようなシミュレーションがで
きれば、多数の疾病に対する薬のスクリー
ニングや副作用の予測など、様々な分野へ
の波及効果が見込まれます。チームの推進
力として微力ながら力になれるように頑
張っていきたいと思います。よろしくお願
いいたします。

A01 細胞ダイバーシティー構築に関わる基本原理の解明
課題名

TGF-βファミリーによる細胞分化とダイバーシティー獲得の分子基盤

細胞ダイバース研究への期待
研究代表者

宮園浩平

東京大学・大学院医学系研究科

我々は TGF-βファミリーの因子の種々
の正常細胞や腫瘍細胞に対する作用を中
心に研究を行っている。TGF-βの作用のう
ち最近注目されているものに上皮細胞が
間葉系細胞へと分化する EMT (epithelialmesenchymal transition)がある。マウス
乳腺上皮細胞 NMuMG に TGF-βを添加
すると EMT が起こり、間葉系細胞にな
る。間葉系細胞ではα-smooth muscle actin
(αSMA)が発現するようになり、しばしば
αSMA 陽性細胞が抗体で染まっている図
が 提 示 さ れ る 。 し か し TGF-β処 理 で
αSMA 陽性となる細胞は 10 数パーセン
トで、多くはαSMA 陰性のままである。
EMT が起こってもαSMA 陽性細胞の出
現率が低い細胞株もある。専門外の方にこ
のことを説明するとびっくりされること
が多く、どうしてそのように細胞の反応が
異なるのか聞かれるが、なかなかうまく説
明ができない。生命現象はこのように不確
かなものだと思っていたが、これが細胞分
化におけるダイバーシティーということ
とも関係するかなと思ったりする。
今回のプロジェクトで、我々のグループ
は 3 つの研究の柱を掲げたが、そのうちの
一つである脳腫瘍の分化機構は我々が最
近注目しているトピックである。脳腫瘍細
胞に BMP (bone morphogenetic protein)を
投与すると分化が進むという論文は 2006
年にイタリアのグループから初めて報告
さ れ た 。正 常 神 経 細 胞 の 分 化 に 対 す る
BMP の作用については幾つか報告があっ
たが、BMP が脳腫瘍細胞の分化にも効果
があると聞いて臨床に応用できるのでは
ないかとたいへん興味を持ったことを覚
えている。しかし、その後 BMP の脳腫瘍に
対する効果については幾つかの論文が発
表されたが、なかなか注目度が高くならな
い。そこで我々自身で脳腫瘍細胞に BMP
を投与してみたところ、確かに培養系では
分化を促進するが（図）、マウスを使った in
vivo 実験ではきれいに腫瘍が縮小しない
場合もある。BMP によって分化の方向が
必ずしも一方向性ではないのではないか
と考え、本プロジェクトで取り上げること
にした。
細 胞 の 分 化 に は し ば し ば Stochastic
model が議論され、幹細胞は確率的に様々

教授

な細胞へ分化するが、分化の方向には一定
の法則がないかのようにも思える。しか
し、生命科学が近年のように進歩すると、
一定の法則がなく分化しているように見
えて、実際には何らかの厳然たる分子機構
が存在するのではないかと最近考えてい
た。1 分子レベルでの遺伝子解析や画像解
析が急速に進歩した今日、これを数理学的

に詳細に解析することができれば、細胞分
化のダイバーシティーの分子機構ももっ
と詳細に明らかにすることは可能と思え
る。本新学術領域研究では参加される皆さ
んとの連携を密にし、細胞分化機構の解明
に新たなアプローチができることを、今か
ら大いに期待している。

Glioma細胞 (mesenchymal) の画像。U3024MGをBMP-4 (30 ng/mL)で刺激し，48時間ス
フェア培養した。ここで示したGlioma細胞は通常，ラミニンをコーティングしたデッシュ上で
単層培養している。今回はスフェア形成を観察するため，細胞外マトリクスのコーティングを
せずに培養した。（東大・院・医 田邉 諒・提供）
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A01 細胞ダイバーシティー構築に関わる基本原理の解明
課題名

細胞間相互作用による細胞ダイバーシティー形成機構の解明と疾患治療への応用

細胞社会ネットワークを標的とした
疾患治療薬の創製を目指して
研究代表者
研究分担者
研究分担者

新学術領域研究「細胞ダイバース」は、
H22〜H26 年度の新学術領域研究「がん微
（領域代表者：宮園浩平）と関係が
小環境」
深い領域研究でありますが、「がん微小環
境」が生物系であったのに対して本領域研
究は複合領域に申請し採択されているな
ど、単なる後継班として計画されたわけで
はありません。本領域研究には、H21〜H26
年度の CREST「数理腫瘍学」（研究代表
者：鈴木貴）に参加していたメンバー、さ
らにはシステム生物学、バイオインフォマ
ティックス、遺伝子改変動物・昆虫の専門
家も集っており、異分野連携による新学術
領域の創成を目指した領域研究班として
計画されました。
研究項目 A01 に属する本計画研究班で
は、外科手術検体などを材料として、ヒト
腫瘍組織内におけるがん細胞と宿主細胞
の相互作用をシングルセルレベルで解析
し、ダイバーシティーに富むがん細胞と正
常細胞が混在した腫瘍組織の構築原理を
反映した数理モデルの構築を目標として
います。数理モデルが構築できれば、パラ
メータを変化させた際の腫瘍組織変化が
シミュレーションできますので、そこから
キーとなる分子やパスウェイを見出し、最
終的には新治療法開発へと展開すること
が可能になると考えています（下図参照）。
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藤田直也
片山量平
竹本 愛

（公財）がん研究会・がん化学療法センター

所長

（公財）がん研究会・がん化学療法センター基礎研究部

部長

（公財）がん研究会・がん化学療法センター基礎研究部

研究員

本計画研究の遂行に必須な外科手術検体
の入手や臨床との連携に関しては、本年の
10 月付けで部長に昇格した研究分担者の
片山量平博士が主導的に推進していく予
定となっています。片山博士は、米国 MGH
で臨床検体からの細胞株培養法を習得し
てきましたが、帰国後はそれをさらにリフ
ァインし、微小臨床検体からも細胞株を高
率に樹立する手法を確立しています。そし
て耐性がん患者由来細胞株を樹立するこ
とで、臨床試験中薬剤に対する耐性機構を
次々に明らかにしています。このような研
究を進めることで、がん研内の病院部門か
らの信頼が増し、臨床検体を用いた基礎と
臨床の連携研究が容易にできる体制が整
いつつあります。こうした基礎と臨床の連
携は、研究分担者の竹本愛博士が進めてい
るがん転移促進分子 Aggrus を標的とした
中和抗体の医薬品開発にも生かされてい
ます。Aggrus 分子は肺扁平上皮がんにも
高頻度に発現していることが病理学的な
解析により明らかになっていますが、細胞
バンクから購入した肺扁平上皮がん細胞
株では意外なことにほとんど Aggrus 発現
が認められませんでした。そこで、臨床検
体からの肺扁平上皮がん細胞株の樹立を
進めた結果、樹立した細胞株における Aggrus 発現は病理学的な解析で得られてい

た陽性率とほぼ同等レベルであることが
確認されています。このことは、ヒト体内
で実際に起きている現象を捉えるには、臨
床検体を用いた解析も必要であることを
示唆しているものと考えています。
新たながん分子標的治療薬が続々と上
市されていますが、ほとんどのキナーゼ阻
害剤は数年以内に効かなくなってしまう
ことが臨床上の大きな問題となっていま
す。こうした治療薬への耐性化は、がん細
胞自身の遺伝子変異によりもたらされる
だけでなく、腫瘍組織内に存在する宿主由
来正常細胞との相互作用の変化によって
ももたらされているとの報告が数多くな
されています。これは、多種多様な細胞同
士の相互作用により環境変化にも動じな
いロバストな正常組織・臓器が構築され
ているという、生物に普遍的に見られる組
織・臓器の構築原理に類似しています。本
計画研究の遂行により、細胞社会ネットワ
ークを標的にした治療薬耐性を克服可能
な新治療法が開発できるものと期待して
おります。また、ダイバーシティーに富む
細胞で構成される組織・臓器のロバスト
ネスを数理モデルから解明すること、細胞
ダイバーシティーの破綻に伴い発症する
各種疾患の原因を明らかにすることがで
きるものと期待しています。

A01 細胞ダイバーシティー構築に関わる基本原理の解明
課題名

細胞間相互作用による細胞ダイバーシティー形成機構の解明と疾患治療への応用

科学初心者の思う研究組織ダイバーシティーと
面白い学際研究
研究分担者

田﨑創平

東北大学・学際科学フロンティア研究所

私のバックグラウンドは数理です。本領
域における役割を鑑みると、そのように自
信を持って申し上げたいところです。かつ
て、主に数理物理を題材に数学の研究を進
めておりましたが、自らの選択している研
究方針に疑問を抱くようになりました。知
ったように書きましたが、要は科学に憧れ
ているのにちゃんと入門できていないよ
うな、そのような感触でした。2013 年、現
在所属している東北大学学際科学フロン
ティア研究所（学際研）に着任しました。そ
のとき自らへの疑念を爆発させました。例
えるならば潜伏していた病魔が成熟を極
め、肉体の全機能を破壊するかのようでし
た。学際研にはあらゆる分野の研究者が集
まっています。我々若手を監視（？）する
上層部も様々な研究領域の先生方で構成
されています。着任してすぐに、そのよう
な学際研で自身の研究を発表することを
想像すると、現状のままではとても耐えら
れないと感じました。優秀な同僚の研究を
見ると、研究目的に対して鋭いアプローチ
を取っており、また、研究組織の構成が不
均一であることが分かりました。そこで、
自身の数学のバックグラウンドは一度全
部置いておき、今やってみたいことに、適
切な研究方法をしっかりと検討して挑ん
でみようと思いました。そのときにやりた
かったことというのが微生物集団の自己
組織化でした。私にとっての初めての生物
の研究であり、初めて実験というものを行
うことになりました。
研究材料として選んだのは枯草菌でし
た。枯草菌は環境に応じて多様な集団形態
を呈することが知られています。また、あ
る条件下で頑強なバイオフィルムを形成
することもよく知られています。このよう
な集団形態の多様性と複雑なバイオフィ
ルム構造を支えているのが、枯草菌細胞の
ダイバーシティーです。環境の状況やコロ
ニー内の部位に応じて細胞タイプが選択
されています。そしてその上で、各々の細
胞タイプの形成する部分集団は、環境変化
に応じて非常に細やかに活動を調節して
います。さらに、これらの集団間の分業に
よって、コロニー全体の頑健な成長を実現
していることが分かってきました。特に、
多様な細胞タイプの細胞集団とそれらを

助教

束ねる「ネバネバ物質」が織り成す細菌バ
イオフィルムは、原始的な多細胞構造体で
あるといえ、様々な機能を実現して長期的
生育を可能としています。このような細胞
多様性・多細胞性をもつ集団形態形成機
構を解明するため、細胞タイプや環境応答
の制御を行う遺伝子ネットワークと、それ
を載せる細胞の集団の動力学の数理モデ
ルを開発しています。この数理フレームワ
ークは、細菌のみならず、広く細胞社会ダ
イバーシティー形成を記述するポテンシ
ャルを有しています。
この細胞多様性をもつ細菌バイオフィ
ルムと、本当に面白いと感じる学際研究

を、最近よく対比してしまいます。研究領
域や研究者は各々の細胞タイプです。研究
組織の不均一なタイプ構成と、隙間を埋め
る「ネバネバ物質」が、優れた研究アプロ
ーチにつながるのではないかと思ってい
ます。私自身はひとつの specialized な細胞
タイプたりえるかは少し自信がなかった
りします。意気込みとしては、科学初心者
が「数理細胞」の顔をしながら、皆様の隙
間にいる「ネバネバ物質」のひとつとして
数理コーディネートなどを行いつつ、本課
題および本領域のために微力ながら私に
できる実験と理論研究で貢献していきた
いと考えています。
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A01 細胞ダイバーシティー構築に関わる基本原理の解明
課題名

網羅的3次元観察技術による細胞のダイバーシティー検証

Struggles with transparency
研究代表者

洲﨑悦生

東京大学・大学院医学系研究科

講師

息子がメダカを飼いたいと言ってきた。 学会などで CUBIC4 の話をさせて頂くと、
近所のホームセンターに行くと、真面目
よく「生体は透明化できないんですか？」
な（商売上手な？）店員さんに「生き物飼
と聞かれる。色素を失わせることは、生体
うならちゃんとセットアップして下さい」 を透明にする方法の一つだ。2001 年には色
と諭され、その日はフィルターとエアレー
素生成に関わる 4 遺伝子座が変異した
ションポンプが付属した 12L 水槽だけを “See-through”メダカも報告されている 5。
購入してすごすごと帰るはめに。水を張っ
他にも、変異ゼブラフィッシュ 6、変異カエ
て 1 週間くらいポンプを回して水質を安
ル（スケルピョンというファンシーな名前
定させるらしい。
がついている）7 など、色素変異で体を透け
調べてみると、メダカは水温変化に弱い
させる試みは多く行われている。我々のグ
ので温度計とヒーターがいるらしい。廊下
ループも、固定組織サンプルでの高度な組
しか設置スペースがないというので、暗い
織透明化に脱色が重要であることを報告
と明暗周期も作れないし（本項の研究代表
した 8。偶然にも、水草を買うといつの間に
者は概日リズム 1 や睡眠 2 の研究にも参加
か増えてくる貝（モノアラガイなど）の一
匹が、これまた色素変異体なのか体も殻も
している）、水草の生育にもよい環境でな
白く透けて見える個体であった。水槽の掃
いから、照明と on/oﬀ タイマー付きのコン
除をしてくれるヌマエビも混泳させ始め
セントがいる。水質調整剤とかコケ繁殖防
止剤とかいろいろ便利そうなものもある。 たから、なんともダイバーシティーに富む
透明体だらけの水槽である。ライトシート
全部 Amazon でポチる。安くて助かる。
顕微鏡で全身観察するには、どれも少々透
至れり尽くせりの環境でお出迎えした
明度が物足りないが。
10 匹のメダカたちは、1 ヶ月経った今でも
メダカたちは、暗くすると水槽の底にじ
毎日元気に泳ぎ回っている。魚を飼うたび
っとして眠っているようである。面白いの
にすぐ死なせていた子供の頃とはえらい
はヌマエビで、活発にハサミを動かしてい
違いである（当たり前？）。メダカといえ
る時と、ほぼ無動でハサミも足も動かさ
ば、自分の田舎で田んぼや畦から取ってき
ず、じーっとしている時がある。minutes オ
た野生のものは黒っぽいイメージだった
ーダーの phasic な現象に見える。睡眠が脳
のだが、ウチで泳いでいるのは随分黄色っ
の神経ネットワークとしての現象なのか、
ぽい。鱗も見えない。黄色を通り越して色
1 つ 1 つの神経細胞ごとの現象なのかは今
白のもいる。ヒメダカという自然突然変異
でも議論があるが、神経細胞そのものに 2
の色素変異体で、ポジショナルクローニン
パターンの電気生理学的活動状態がある
グまで完了しているそうだ 3。色素変異！

こと 9、最近クラゲのような散在神経系の
生物でも睡眠様現象が見つかったこと 10
等々、睡眠が神経系を持つ生物に普遍的な
現象であるとの知見が集まりつつある。メ
ダカはともかく、エビが寝ていても不思議
ではない。息子とエビの行動測定装置をつ
くって、断眠実験なんかをやれば、立派な
夏休みの自由研究である（ついでにガチの
論文も書けそうである）。
飼い始めると愛着もわく。妻に呆れられ
つつ、水槽の前でしばし研究のことを忘れ、
ぼーっと現実逃避する日々が続きそうだ。

ヒメダカ。上の個体は黄色を通り越して白っぽ
い。

ヌマエビは水草に隠れるとなかなか見つからな
いくらい透明。
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増えてきた貝の一匹は透明体。
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A02 細胞社会ダイバーシティーの数理科学的解析とモデリング
課題名

生体組織の構築と破綻を制御する分子機構の数理モデル解析

数理医学研究との出会い
研究代表者
研究分担者
研究分担者

越川直彦
室井 敦
石渡通徳

神奈川県立がんセンター・臨床研究所

部長

神奈川県立がんセンター・臨床研究所

研究員

大阪大学・大学院基礎工学研究科

教授

像してしまいますので、これまでの私達の
に寄与することを見出しています。この研
私達の研究室は横浜の郊外にある神奈
数理研究者との研究経験をもとに、数理学
究の過程で、日本で数理医学研究を立ち上
川県立がんセンターに併設された臨床研
と生物学との距離を縮めることができれ
げた数理学のグループと運命的な出会い
究所にあります（図 1）。現在、私を含め 3
ばと思います。A02 では生物学の言葉を理
があり、がん細胞膜上の MT1-MMP 発現
名の常勤研究者と 5 名の非常勤スタッフ
解する数理研究者がおりますので、気軽に
の数理モデルを用いたシミュレーション
の小さな研究室です。本がんセンターの特
声をかけて頂ければと思います。また、2）
解析で MT1-MMP の高速なターンオーバ
徴として、我が国で 5 番目に稼働した重粒
ーを予測することができました。その後、 最近、本研究所に導入した逆相蛋白質アレ
子線治療施設が挙げられますが、その 5 施
イ（Reverse Phase Protein Array: RPPA）
細胞生物学実験で実際にこの現象を確認
設の中では唯一がん専門病院が併設され
することができましたが、数理解析を用い （図 2）を用いて EMT 関連分子群の包括的
た医療機関であります。
プロテオーム解析を進め、そこで得られる
ずに既存の研究手法のみで本知見を見出
これまでに私達は、がん悪性化進展に働
EMT 関連分子の発現、活性化等のデータ
すことは困難であったと思います。この
くマトリックスメタロプロテアーゼ
を元にした数理モデルを作成し、これまで
後、がん悪性化進展に関与する分子機序の
（MMP）と、その基質のプロテオリシスに
不可視であった上皮間葉転換（EMT）現象
よる細胞機能制御に着目した研究を進め、 数理モデルの作成を本格的に進めるため
の全容を数理シミュレーションで明らに
の数理研究者との協働研究が始まり、この
がん悪性化に重要な膜型メタロプロテア
したいと思います。以上から、領域全体の
ことが本領域の研究班に加えて頂けた理
ーゼである MT1-MMP(membrane type-1
目標とである細胞ダイバーシティーを解
由だと思っております。
matrix metalloproteinase: MMP14)が膜型
そのため、本領域での私共の役目は、1） 明し、本領域の発展に微力でありますが寄
の増殖因子や受容体などのプロセシング
与できればと考えております。
を介して、がん悪性化進展シグナルの制御 “数学”と聞くと大変に高いハードルを想

図1

神奈川県立がんセンター臨床研究所の外観

図2 RPPAでの解析例
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A02 細胞社会ダイバーシティーの数理科学的解析とモデリング
課題名

細胞間相互作用の数理科学的なモデル構築と理論化

音楽と人生
研究代表者

川崎秀二

岩手大学・理工学部

私の趣味は音楽です（主にクラシック）．
学生時代はオーケストラでトランペット
をやっていました．しばらく離れていまし
たが，つくばの公園で子供と一緒に練習す
るようになって再開し，７年が経ちまし
た．ブランクは自分の奏法を見つめ直す，
非常に良い機会でした．若い頃はチカラワ
ザで吹いていたのですが（それでも今より
吹けたと思います；若さって恐ろしいで
す），ふわっとした響きを求めて楽器をキ
レイに「鳴らす」事や楽譜上で上行形下行
形またそれらの切り替わり点いずれにお
いても一音一音をきちんと発音する事，そ
の上でちゃんと「音楽にする」事等へ意識
がシフトしてきました 1．今の悩みは日々
のキツい練習メニューを自身に課す一方
で，やり過ぎると唇のコンディションを崩
してしまうという，そのバランスの見極め
です．気がついたら，練習の前半は入念に
ウォーミングアップをしてから丁寧に基
礎練習をする事が日課になっていました．
まるでイチローみたいですが，本当に自然
にそこへ収束していったのです．何故そん
な事を一所懸命考えているかと言う
と・・・実は，現役の頃に，自分の好きな
ベートーベンの曲，それもかなりキツい奇

准教授

数番の交響曲の１番トランペッターを完
璧にこなす！という大目標があったから
です．これはアマチュアにとってはだいぶ
レベルの高い要求で，大方のケースでは，
途中で唇が疲れ果ててちゃんと吹く事が
できなくなってしまうので，１番アシスタ
ントを立てて交代で吹き，何とかコンサー
トを乗り切ります（が，それでも大変で
す）．問題は，キツいフレーズは，練習自体
が 1 日に何回もできない事や，その練習で
コンディションを崩してしまい易い事で
す 2．そう，それでも絶対に本番で吹き切ら
ねばならない１番トランペッターは偉大
なのです． 今も上記の目標は常に自分の
中にあります 3．
さて，ベートベンを好きな理由の１つ
は，
「暗黒から光明へ」と言う精神闘争のテ
ーゼがあるからです 4．以下，最も有名な第
九について述べます．１楽章は，苦悩を表
しています．叩きつけられるような激しい
苦しみに打ちのめされ，もがいています．
恐らく若い芸術家が壁にぶち当たって苦
しむような状況が想定されているのでは
ないかと思います 5．２楽章は苦闘．まる
で，これでもか!! との勢いで鬼神のように
創作活動に打ち込む姿を描いてあるかの

ようです．一転して３楽章は，何か？ 愛情，
安らぎです．満ちたりた甘美な世界
．
そしてその世界の中核として浮かび上が
ってくるのは，４番ホルンの朴訥なソロが
演じる「奥底にあったナイーブさ」とでも
言うものでしょうか．誰もが心の奥底に持
っている子供のままの無垢な部分とでも
言うような．
さらに，そこまでのいわば庶民的幸福観
を超えて４楽章では，キリスト教的幸福観
に至ります．当時の時代背景的には，庶民
的幸福観だけで終わってはだめで，最終的
にはキリスト教的幸福観をテクストとし
なければ，という事もあったのでしょう．
その上で，「苦闘を経てきた魂は天上の高
み（歓喜）へと到達するのだ」と．
「（小さ
な自身の苦悩という殻を打ち破り，その先
の境地で）より偉大な人間性へ昇華するの
だ」と．
「昇華」という言葉，いい言葉ですよね．
私，大好きです．皆様はいかがですか？ 昨
今の様々な地球規模の課題も，人類はエゴ
イズムを「利他の心」へ昇華する事で克服
できればいいなと願っています．

1
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3
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やはり子供も今はチカラワザで吹いています
が，それでも若さのチカラはもの凄く，私よ
り吹けるシーンがしばしばあり，驚きます．
特に本番前の数日は唇を休ませないといけま
せん．

そんな「思い」を，自身もほとんど無意識な
くらいに心の底に持ち続けながら，容赦なく
雑用を振ってくる教授の先生方にも日々笑顔
で雑用を受けています！（笑）

逆に，モーツァルトのように優雅な（だけ
の）音楽をこよなく愛する人も居ます．芸術
に何を求めるかという点で，人生哲学や思想
を伴わない作品というものの存在意義ももち
ろんありますが，大の男が本気で情熱を傾け
る対象としては，私個人としては物足りない
感もあります．
それは学術でも同じだと思います．

A02 細胞社会ダイバーシティーの数理科学的解析とモデリング
課題名

細胞間相互作用の数理科学的なモデル構築と理論化

網膜神経細胞の分化誘導モデルの構築
研究分担者
研究分担者

冨田浩史
菅野江理子

眼科の研究に携わり、今年で 25 年とな
りました。視覚は、外界から情報を得る手
段として重要な役割を担っており、視覚機
能が失われた場合の不自由さは容易に予
想されます。これまで、失明を来す疾患に
対して、様々な手法を用いて、「失明しな
い」あるいは、
「失明しても視覚を回復でき
る」という治療法に取り組んで来ました。
研究開始当初からの夢は、点眼するだけで
治療が完結する治療薬の開発でした。当然
のことながら、未だ、このような治療薬の
開発には至っていません。2005 年から取り
組んできた遺伝子治療による視覚再生治
療は、点眼ほど簡単ではありませんが、眼
内注射のみである程度の視覚を回復でき
る可能性があります。この遺伝子治療は、
網膜の光受容細胞（視細胞）の変性により
失明に至る疾患に適応可能です。この遺伝
子治療では視細胞の消失後も網膜に残存
する、生来は光受容能を持たない細胞に光
受容陽イオンチャネル遺伝子を導入する
ことにより視覚を回復させるものです。動
物実験モデルで、視覚を回復できることを
明らかにし、一部の安全性試験を実施し、
現在は製薬企業主導での臨床試験を準備
している段階にあります。

岩手大学・理工学部

教授

岩手大学・理工学部

准教授

一方、我々はこのような遺伝子治療とは
別に、新たな視覚再生法として、ポリシス
トロニックベクターを用いて、眼内注射の
みで網膜内のグリア細胞を視細胞に分化
させ、視覚を回復させる遺伝子治療を検討
しています。このようなダイレクトリプロ
グラミングによる再生研究では、標的細胞
への分化効率が低いことが問題となって
います。我々も、培養条件下で視細胞様細

胞を創出することに一部成功しているも
のの、その分化効率は低く、今後は分化を
制御する技術が必要と考えています。
本領域の研究で、細胞分化制御技術は非
常に重要な研究課題と思われますので、
我々の研究が本領域研究の発展に少しで
も貢献できるよう努力したいと考えてお
ります。
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A03 数理細胞社会モデルの実証
課題名

エピゲノム・シングルセル大規模統合解析システムの構築

Dive into single-cell data
研究代表者

中戸隆一郎

本領域ではエピゲノム・シングルセル
解析を担当します。私のグループの目標
は、様々な研究目的・実験サンプル・アッ
セイ系に対して柔軟に対応可能な統合解
析プラットフォームを構築し、本領域内外
の研究に対する解析支援によってこの分
野の発展に寄与することです。
私はもともと情報学出身で、大学院時代
はゲノム配列解析を専門とし、高速・高精
度なゲノム配列アラインメント手
法”Cgaln”を開発しました。長大なゲノム
配列を従来法でそのまま比較しようとす
ると計算量が爆発してしまうのですが、ア
ルゴリズムの改良による高速化・省メモ
リ化をひたすら追及する毎日により、ヒト
ゲノムのような長大なゲノムを部分配列
に分割することなく丸ごとアラインメン
ト可能になった世界初のアラインメント
ツールを作れたと自負しています。
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東京大学・分子細胞生物学研究所

助教

現在の研究室に着任後は、ひたすら次世
代シーケンサを用いたエピゲノム解析に
従事しています。私が着任した頃はちょう
ど ChIP-on-chip 法から ChIP-seq 法へと移
り変わる過渡期の頃で、ChIP-on-chip 法で
利用していた手法をうまく ChIP-seq に移
植すること、また ChIP-seq 特有の課題を
解決するための手法改善などが当面の課
題でした。学生時代は生物学そのものに触
れる機会がなかったので、最初は全てが新
鮮で、試験管の中にある本物の DNA を見
て興奮したり、「液体窒素はちょっとくら
いなら触っても平気」と教わって驚いたり
するエキサイティングな毎日でした（今で
はもはや懐かしい…）。その後、次世代シー
ケンサデータの解析担当としていくつも
のプロジェクトに参加させていただき、転
写因子結合領域やヒストン修飾解析の他、
遺伝子発現(RNA-seq)、転写機構（RNA

pol2・Nascent RNA）、CLiP-seq、オープン
クロマチン(Faire-seq など)、遺伝子配列変
異（Exome-seq）、立体構造（ChIA-PET, HiC）などなど、On-the-Job Training を地で
行く日々によって様々な解析法をこれま
で会得してきました。本領域ではついにシ
ングルセル領域に進出しますので、これま
で培った様々な解析の経験をうまく活か
して面白いことができればと想像してい
ます。
次世代シーケンサから出てくるデータ
は常に膨大なので、学生時代に培った高速
化・省メモリ化の技術は今でも非常に役
立っています。本領域で必要となる統計解
析や数理モデリングについても理解を深
めるべく、急ピッチで学んでいる最中で
す。これから 5 年間、ご指導ご鞭撻のほど、
宜しくお願い致します。

私の開発したChIP-seq解析ツール
DROMPAによる血管内皮細胞のヒ
ストン修飾ChIP-seqデータの可視
化。上部に各種遺伝子、円弧は
ChIA-PET解析で得られた立体相互
作用部位、下部のヒートマップは
Hi-C解析で得られたクロマチン構
造ドメインを可視化しています。

A03 数理細胞社会モデルの実証
課題名

ショウジョウバエを用いた細胞ダイバーシティーの個体レベルでの解析と検証

「細胞ダイバース」研究にあたって
研究代表者

中嶋悠一朗

私は大学での卒業研究以来、モデル動物
であるショウジョウバエ個体を使った研
究を行ってきました。「ショウジョウバエ
で 何 が わ か る の ？ 」と い う 質 問 は 、本
Newsletter の読者からは少ないかもしれ
ませんが、古くは染色体地図や初期発生、
今世紀には自然免疫、体内時計の研究でノ
ーベル賞が授与されたように、生命科学研
究を行うのに大変有用な動物です。これま
で私は一貫して、組織恒常性を維持する仕
組みについて、特に細胞の振る舞いに注目
した研究を展開してきました。学位研究で
は蛹の表皮を用いて「組織リモデリングに
おける増殖細胞とアポトーシス細胞の相
互作用」についての研究を、ポスドク先で
は幼虫の成虫原基を用いて「上皮と平行な
細胞分裂方向の仕組みとその生理的意義」
の問題に取り組みました。現在は計画研究
でもある、成体の腸管における「幹細胞を
起点とした細胞ダイバーシティー維持の

東北大学・学際科学フロンティア研究所

助教

仕組み」に加え、再生や腫瘍の病態モデル
を用いて細胞運命の変化や可塑性につい
ても興味を持って研究しています。さらに
最近、非モデル動物を使用した研究も始め
ており、まさに自分の興味もダイバースし
ている最中です。
研究生活を開始してから、東大、ストワ
ーズ医学研究所（アメリカ・カンザスシテ
ィ）、そして東北大へと研究環境を変えて
きました。場所が変われば人も雰囲気も変
わります。学生主体の日本の研究室で育
ち、ポスドクが切磋琢磨するアメリカのラ
ボでしのぎを削り、そしてまた日本の環境
に戻ってきて、日本とアメリカそれぞれの
長所と短所、自分の価値観の変化にも気付
き、研究以外にも色々な発見がありまし
た。アメリカ人ボスをはじめ、多様な国か
ら来た同僚をみて、研究へのアプローチか
ら人生観の違いを目の当たりにして、同じ
サイエンティストといっても本当にダイ

バースだと納得できました。ただ、良い研
究や面白い発見に対して賞賛する心は、国
や育ちが違えども同じでして、サイエンテ
ィスト同士すぐに分かり合えます。サイエ
ンスが我々の共通言語だというのはどう
やら本当のようです。
新学術領域研究「細胞ダイバース」は、多
様なバックグラウンドのサイエンティス
トが集まり、細胞社会ダイバーシティーを
理解しようという試みです。いろんな問題
に、異なる環境で取り組んできた自分にと
って、本当に心踊る挑戦だと思いました。
現在所属の研究室では、若い学生さんたち
と毎日楽しく研究させてもらっています
（下記写真）。彼らや「細胞ダイバース」の
先生方と力を合わせて、エキサイティング
な研究成果を、ここ日本から世界へ発信し
ていきたいという思いでいます。

中嶋グループの学生さんたちと。
中央の髭面が筆者
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A03 数理細胞社会モデルの実証
課題名

哺乳動物消化管組織における細胞社会ダイバーシティー

細胞生物学の昔と今
研究代表者

八尾良司

（公財）がん研究会・がん研究所細胞生物部

新学術領域「細胞社会ダイバーシティ
ー」では、数理細胞社会モデルの実証を担
当しています。哺乳動物の細胞生物学的な
実証実験が中心になりますので、これまで
の取り組みと現状について、ご紹介しま
す。
私にとっての細胞生物学は、ワインバー
グの RAS の発見に始まります。培養細胞
にヒトの遺伝子を導入して、その表現型か
ら遺伝子機能が分かるのなら、少なくとも
発がん過程の概略は分かるだろうと当時
は信じていました。実際、がん遺伝子・が
ん抑制遺伝子の発見は、シグナル経路を介
した細胞制御機構の理解につながりまし
た。また、最近の網羅的なゲノム解析では、
主要なシグナル経路の変化で多くのがん
形質を説明することができることが示さ
れています。二次元培養細胞を使った研究
は、今でも細胞生物学の王道として、多く
の局面で重要な知見を与えてくれます。
がん研究会に移動してからは、遺伝子改
変マウスを用いたがん研究に従事してい
ます。ヒトがん組織を再現するモデルマウ
スは、がんの理解のみならず、新たな予
防・治療法の開発にも重要な役割を果た
してきました。さらに、ゲノム編集技術の
導入により、受精卵や成体での遺伝子改変
が可能になり、哺乳動物でも個体レベルの
研究は新たな局面を迎えています。
最近では、3 次元培養オルガノイドを用
いた研究に、特に注力しています。従来の
二次元培養細胞は、細胞多様性の維持が難
しいことが課題の一つでした。オルガノイ
ド培養は、生体組織に存在する幹細胞と分
化細胞の細胞階層性と可塑性を再現しま
す。また、ゲノム編集技術が確立している
こと、あるいは動物実験に比べて高いスル
ープットの薬剤反応性試験が可能といっ
た特性を生かし、遺伝子改変マウスと相補
的に組み合わせることにより、本研究領域
の課題である「数理細胞社会の実証」にと
っても有用な研究リソースであると考え
ています(図 1)。
がん研究所・細胞生物部では、主に消化
管に焦点を当てて、新しい予防法や治療法
の開発を目指して、がんの発生・進展機構
の解析を行なっています。がんを理解する
ためには、正常組織の細胞社会を知る必要
14

部長

があります。消化管組織は、クリプトと呼
ばれる部分に幹細胞が存在し、そこから
transient amplifying (TA)細胞、さらに様々
な分化細胞が産生されることが分かって
いました (図 2)。最近では、1 細胞解析が盛
んに行われ、新しい細胞(集団)の発見など、
予想外の事実が見つかっています。
Serendipity とは、自然科学においては、失
敗しても見落としせず学びとることがで

きれば成功に結びつくという一種のサク
セスストーリーとして語られることが多
い、とWiki に書いてありました。パスツー
ルの言葉によると「構えのある心」がポイ
ントだそうです。領域内の異分野の先生方
との密接な連携を通して様々な角度から
議論し、Serendipity を細胞社会ダイバーシ
ティーの本質に迫る発見につなげたいと
考えています。

図1

モデルマウスを用いた個体レベルの解析と3次元培養オルガノイドを用いたin vitro解析

図2

哺乳動物消化管由来の3次元培養オルガノイドは、生体組織の細胞集団をよく反映する

活動報告
第一回領域会議
日時：2017 年（平成 29 年）8 月 24 日
会場：（公財）がん研究会
（公財）がん研究会・がん化学療法センター

藤田直也

本年の 6 月 30 日、申請していた新学術領域「細胞
ダイバース」を採択するとの通知が文部科学省から
届きました。その後すぐに、交付申請書の作成、HP
の開設、公表用資料などの各種書類の確認・提出、
公募要領作成など、いろいろな事務作業が必要でし
た。そこで、前年度までに採択されていた他の新学
術領域研究のホームページなどを参考のために閲
覧していたところ、採択後すぐに領域会議を開催し
ている領域が数多くあることに気づきました。本領
域研究のコンセプトを改めて共有し、共通理解の元
で本領域研究をスタートするには、計画班メンバー
に集まっていただいて領域会議を
開催した方が良いと思い、急いで
日程調整を行い領域会議を開催す
ることにしました。急な話のため、
総括班の班員である計画研究代表
者と一部の計画研究分担者のみの
領域会議として企画しました。学
術調査官・総括班評価者の先生方
には、日程確定後に連絡した関係
で、学術調査官である福田淳二先
生と総括班評価者である鈴木貴先
生のお二方しかご都合がつかなか
ったことは今後の大きな反省点と
なりました。
8 月 24 日の 11 時より 3 時間の
予定で、集まっていただいた総勢
14 名と第一回領域会議を行いま

した。
（1）自己紹介、
（2）領域立ち上げの経緯の説
明や審査所見に関する説明、などに続き、協議事項
として挙げておいた、
（3）領域全体としての共同研
究の進め方、
（4）総括班内に設置する支援班と担当
者、
（5）今後の広報活動、
（6）今後の領域会議・公
開シンポジウム・国際シンポジウム・若手シンポ
ジウム・技術講習会などの日程、について意見交換
し、領域全体の方針と今後の予定を確認することが
できました。若い計画研究代表者の方にも多くのご
発言をいただき、本領域研究が力強く始動したこと
を感じさせる会議となりました。

アウトリーチ活動（がん研サマーセミナー）
日時：2017 年（平成 29 年）8 月 24 日
場所：（公財）がん研究会 有明病院・がん研究所・がん化学療法センター
対象：高校生
担当：藤田直也、片山量平、竹本愛
東京都江東区の区報に掲載した「がん研サマーセミ
ナー」の案内を読んで応募してきた 11 名の高校生
を対象として、がんに関しての講義やコンピュータ
ーを用いた創薬に関する実習を行いました。
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今後の予定

国際シンポジウム「The 22nd International Symposium on Cancer
Chemotherapy (JFCR-ISCC)」の後援
アカデミアの研究者・学生は参加費無料です。
参加ご希望の方は、下記の事務局宛にメール連絡をお願いします。当日参加登録も可能です。
学生であることを確認しますので、学生の方は学生証を持参してください。

日
会

時：2017 年 12 月 13 日〜14 日
場：日本科学未来館（〒135-0064 東京都江東区青海 2-3-6）
https://www.miraikan.jst.go.jp
主 催：（公財）がん研究会（シンポジウム代表：藤田直也）
ISCC HP： http://iscc.umin.jp/symposium/22.html
後 援：文科省新学術領域研究「細胞ダイバース」他
事務局：（公財）がん研究会 がん化学療法センター ISCC 事務局
（〒135-8550 東京都江東区有明 3-8-31 研究棟 4 階 412 号室）
Mail: jfcr-iscc@ml.jfcr.or.jp

The 22nd JFCR-ISCC

New
N
ew Antitumor
ew
Antitumor Agents
Agents
Ag
u
nder Development
Dev
evelopment
under
iin
n the
US, Europe
Europe
the US,
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nd Japan
Japan
and
13 (Wed) 13:00 -19:00
2
2017
017 December
December 14
14 (Thu) 9:00 -18:30
Session 1
13:10 -

Miraikan
Mir
aikan

National Museum of Emerging Science and Innovation
2-3-6, Aomi, Koto-ku, Tokyo, Japan

Dec. 13（Wed）
Scott K. Pruitt Merck Research Laboratories
Genetic biomarkers and
The first tumor-type agnostic regulatory approval:
Pembrolizumab for the treatment of advanced
rational combinations for
MSI-H/dMMR cancer
cancer immunotherapy
Phil Stephens Foundation Medicine
Tumor mutation burden and immunotherapy response

15:00 -

G. Pommier NCI, NIH
Sophisticated DNA damage Yves
PARP trapping and replicative damages
inducers for cancer therapy Hi
Hiroki
iroki Nagase Chiba Cancer Ctr. Res. Inst.

16:20 17:20 -

Poster Flash Talks
Poster Session & Mixer

Session 2

Session 3
9:00 -

Tarrgeting the Achilles’ heel of cancer: Sequence specific
T
Targeting
alkylation at KRAS driver gene DNA mutations

Dec. 14（Thu）
Umaña Roche Glycart AG
New technologies and drugs Pablo
CEA-TCB: A novel bispecific antibody targeting solid tumors
under clinica
clinicall or preclinical Antoine Yver Daiichi-Sankyo
Clinical study results of DS-8201a, a novel HER2-targeting
investigations
ADC with a DNA topoisomerase I inhibitor
Lothar Finke

11:30 -

Poster Discussion Session

12:20 -

Luncheon Seminar

Session 4
13:30 -

14:50 -

Session 5
16:20 -

Incyte Biosciences Japan

Targeting IDO1 in
in the TME: A novel approach to combination
immunotherapy for cancer

Thomas Metz

Charles River Discovery Research
Services
S
i
GmbH
G bH

Preclinical in vivo profiling of i/o and non i/o anti-cancer agents:
Optimization of model selection

Schile Jackson Laboratory
Drug discovery and preclinical Andrew
“Onco-Hu” mouse model for evaluating immuno-oncology
evaluation using cellular and therapeutics
Masahiro Inoue Osaka Int. Cancer Inst.
patient-derived
patient-derive
d models
Drug screening by use of a panel of primary cultured
Supported by MEXT Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas
"Integrated Analysis and Regulation of Cellular Diversity (4904)"

cancer spheroids derived from clinical tumor samples

Special Lecture

Bruce A. Chabner

MGH / Harvard Med. Sch.

Challenges and opportunities for targeted therapies

Viallet BMS
Next generation of combination Jean
Overview of IO drug development
cancer immunotherapy
Michael Axelson BMS
Supported by

Overview of Immuno-Oncology clinical development for
combinations of checkpoint inhibitors

Hiroyoshi Nishikawa

Res. Inst., EPOC, NCC/
Nagoya
N
g y Univ.

Genome-immune analyses to decipher anti-tumor
ti-tumor immune responses

Contact : Cancer Chemotherapy Center, Japanese Foundation for Cancer Research
jfcr-iscc@ml.jfcr.or.jp
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第一回公開シンポジウム
日
会

時：2018 年 2 月 18 日（日）13 時〜18 時
場：大阪大学・基礎工学国際棟・シグマホール
（〒560-8531 大阪府豊中市待兼山町 1-3）
主 催：文科省新学術領域研究「細胞ダイバース」
共 催：大阪大学 数理・データ科学教育研究センター（MMDS）
参加費：無料（どなたでも参加できます）
事務局：新学術領域研究「細胞ダイバース」事務局
（公財）がん研究会 がん化学療法センター 所長室内
〒135-8550 東京都江東区有明 3-8-31 研究棟 4 階 412 号室
事務局メールアドレス cDiversity＠jfcr.or.jp

第二回領域会議
日 時：2018 年 2 月 18 日（日）10 時〜13 時
会 場：大阪大学・基礎工学国際棟・セミナー室
参加資格：計画班代表者・分担者、総括班評価者、学術調査官
事務局：新学術領域研究「細胞ダイバース」事務局
（公財）がん研究会 がん化学療法センター 所長室内
〒135-8550 東京都江東区有明 3-8-31 研究棟 4 階 412 号室
事務局メールアドレス cDiversity＠jfcr.or.jp

第一回若手ワークショップ
日 時：2018 年 3 月 5 日（月）〜6 日（火）
会 場：ニューウェルシティ湯河原
主 催：文科省新学術領域研究「細胞ダイバース」
参加資格：班員および班員の研究室に所属するスタッフ・学生
事務局：（公財）がん研究会 がん化学療法センター基礎研究部
〒135-8550 東京都江東区有明 3-8-31 研究棟 4 階 419 号室
問合せ先：部長・片山量平 ryohei.katayama{at}jfcr.or.jp
メール送信の際は、{at}を＠に変換して下さい。

第一回技術講習会
日 時：4 月中の予定（3 日間連続で開催予定）
会 場・協力：東京大学大学院医学系研究科・システムズ薬理学教室
主 催：文科省新学術領域研究「細胞ダイバース」
参加資格：班員および班員の研究室に所属するスタッフ・学生
事務局：（公財）がん研究会 がん研究所細胞生物部
〒135-8550 東京都江東区有明 3-8-31 研究棟 4 階 434 号室
問合せ先：部長・八尾良司 ryao{at}jfcr.or.jp
メール送信の際は、{at}を＠に変換して下さい。
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研究成果

Cellular Diversity

NTRK 融合遺伝子陽性がんにおける
阻害薬耐性機構とその克服法の発見

ROS1融合遺伝子陽性がんにおけるチロシンキナーゼ
阻害薬に依存した細胞の生死決定の分子機構

Mechanisms of resistance to NTRK inhibitors and therapeutic strategies in NTRK1-rearranged cancers
Miho J. Fuse1,2, Koutaroh Okada1,2, Tomoko Oh-hara1,
Hayato Ogura1,2, Naoya Fujita1,2, Ryohei Katayama1*
Molecular Cancer Therapeutics, 16(10): 2130-2143, 2017.

TKI-addicted ROS1-rearranged cells are destined to survival
or death by the intensity of ROS1 kinase activity
Hayato Ogura1,2, Yuka Nagatake-Kobayashi1,2, Jun Adachi3, Takeshi
Tomonaga3, Naoya Fujita1,2, Ryohei Katayama1*
Scientific Reports, 7(1): 5519, 2017.

（公財）がん研究会 がん化学療法センター 基礎研究部，
2
東京大学大学院新領域創成科学研究科，
* 責任著者
1

（公財）がん研究会 がん化学療法センター 基礎研究部，
東京大学大学院新領域創成科学研究科，
3
医薬基盤健康栄養研究所 プロテオームリサーチプロジェクト，
* 責任著者
1
2

レセプター型チロシンキナーゼをコードする NTRK1，NTRK2 お
よび NTRK3 の融合遺伝子は、肺がんや大腸がん、甲状腺がんをは
じめ様々ながん腫において低頻度であるが一定の割合で見つかり、
その治療として複数の NTRK チロシンキナーゼ阻害薬（TKI）の開
発が進められている。基礎研究部では、NTRK1 融合遺伝子陽性大腸
がん細胞株である KM12 細胞と、TPM3-NTRK1 融合遺伝子を導入
し NTRK1 融合たんぱく質のチロシンキナーゼ活性依存的に増殖す
る Ba/F3 細胞を用いて、Mutagenesis スクリーニングや NTRK-TKI
の長期間曝露により耐性細胞を樹立し、NTRK1-TKI 耐性機構の検
索とその耐性克服法の探索を行った。Mutagenesis スクリーニング
からは NTRK1 チロシンキナーゼ領域内の複数の新規耐性変異を発
見した。2015 年、2016 年に NTRK 阻害薬の臨床試験の中で患者検体
等より NTRK-TKI 耐性変異として報告されていた変異体と我々が
今回新たに発見した耐性変異体に対する克服薬の検索を行った結
果、他のがんや、異なる疾患治療薬として使用されているチロシンキ
ナーゼ阻害薬の Ponatinib や Nintedanib が耐性変異の一部に有効で
あることを新たに発見した。さらに、KM12 細胞を用いた耐性機構解
析からは、IGF1R を介した NTRK-TKI 耐性機構を発見し、それらの
細胞は薬剤曝露前の KM12 細胞に低頻度で存在することを発見し
た。そして、それらの抵抗性細胞は、IGF1R 阻害薬と NTRK 阻害薬
を併用することで克服できることを発見した。
本研究の成果は、現在臨床試験が進んでいる NTRK 阻害薬の耐
性機構を新たに複数明らかにしたものであり、今後予想される耐性
出現を克服するための新たな治療法開発にとって重要な発見であ
る。また今回の研究では、がんの治療抵抗性の種と考えられる、治療
抵抗性細胞（高濃度の NTRK 阻害薬でも残存するごく一部の細胞）
が、IGF1R 阻害薬と NTRK 阻害薬の併用により除去できることも
明らかにしている。このような腫瘍内のがん多様性に加えて、腫瘍組
織を構成する他の細胞との相互作用を考慮した多様性の解析を今後
進めることで、本領域研究のさらなる発展に貢献していきたい。

レセプター型チロシンキナーゼをコードする ROS1 の融合遺伝
子は、肺がんの約 1%程度に見つかり、その治療として ROS1 チロシ
ンキナーゼ阻害薬（TKI）クリゾチニブが承認され、更に複数の阻害
薬が開発中である。基礎研究部では、薬剤耐性 ROS1 融合遺伝子発現
細胞を、Mutagenesis スクリーニングにより樹立する過程で、ROS1
キナーゼ領域内に F2004V もしくは F2075C 変異を有する細胞を樹
立し、それらは ROS1 阻害薬存在下で生存・増殖が促進され、逆に
ROS1 阻害薬非存在下では死滅するというユニークな性質を発見し
た。これらの ROS1-TKI 依存的に増殖する変異細胞の、増殖や細胞
死に関わる分子機構を明らかにすることを目的として研究を行っ
た。
F2004V および F2075C 変異細胞は ROS1 阻害薬を除去すると時
間依存的に ROS1 融合たんぱく質の過剰な発現と活性化を生じ、そ
れに伴って下流因子（ERK や STAT3 など）の過剰活性化が観察さ
れた。その一方で、caspase-8 や PARP の切断を伴うアポトーシスの
誘導も観察された。リン酸化プロテオミクス解析の結果、F2004V お
よび F2075C 変異細胞においては ROS1-TKI 除去による過剰活性化
した ROS1 シグナルが様々なタンパク質のチロシンリン酸化を亢進
していることが明らかとなった。その中で、caspase-8 依存的なアポ
トーシスに関わる FAF1 のチロシンリン酸化亢進も認められ、過剰
な ROS1 シグナルがアポトーシス関連因子のリン酸化を介して、細
胞死を誘導していることが示唆された。さらに薬剤スクリーニング
の結果、F2004V および F2075C 変異細胞において、各種 ROS1/ALK
阻害薬に加え、Hsp90 阻害薬によっても細胞死が回避できること、ま
た、F2075C 変異細胞では p38 MAPK シグナルの阻害によっても、
過剰な ROS1 シグナルに誘導される細胞死を部分的に回避できるこ
とが明らかとなった。本研究の成果は、がん化を誘導する増殖シグナ
ルにも至適なレベルがあるという薬剤耐性がん細胞の新たな一面を
明らかにしたものであり、耐性克服のための新たな治療標的発見に
つながることが期待される。様々な薬剤感受性・抵抗性（依存性）を
持つがん細胞とそれらを支える間質細胞らが混在して形成されてい
る腫瘍組織において、本機構が腫瘍のロバストネスを支える重要な
メカニズムの 1 つになっているものと考えられる。

新たに同定したNTRK1キナーゼ領域内の耐性変異が生じた箇所
TPM3-NTRK1融合遺伝子を導入したBa/F3細胞を用いたMutagenesisスクリーニ
ングにより、図に示したNTRK1のアミノ酸箇所の変異により耐性が生じることを
見出した。

ROS1キナーゼシグナルにより規定されるがん細胞の増殖および細胞死
ROS1阻害薬依存的な増殖を示す変異細胞は、ROS1阻害薬非存在下においてア
ポトーシスが誘導され(A)、ROS1阻害薬低濃度存在下によってそれらのアポトー
シス誘導機構よりも生存・増殖シグナルの活性が優位となり増殖する(B)。一方、
高濃度ROS1阻害薬存在下においては、野生型細胞と同様にROS1 シグナル遮断
によるアポトーシスが誘導される(C)。
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編集後記
新学術領域研究「細胞ダイバース」は、2017年度（平成29

年度）に開始しました。この「細胞ダイバース」Newsletterの

創刊号となります第1号には、計画研究代表者に加え、研究代

表者とは所属機関が異なる研究分担者にも、テーマに制限をつ

けずに執筆をお願いしました。これは、Newsletter担当となっ

ております中嶋悠一朗先生の、意気込みとかだけでなくバック

グラウンドも含めて自由に書いていただいた方が、「細胞ダイ

バース」研究班以外の方にも親しみを持っていただくNewsletterになるのではという発案に依るものです。自由なテーマで

の執筆ということですと私自身は筆が進まない場合が多いので

すが、私以外の先生は滑らかに筆が進んだようで、読み物とし

ても面白い原稿が集まりました。そうした原稿をまとめた本号

は、想定以上に親しみの持てるNewsletterになっているのでは

と思っております。

しかし、本年度に開始したばかりの9つの計画研究班のみで

構 成 さ れ て い る ま だ 小 さ な 研 究 班 に も 関 わ ら ず 、 第 1号 の

Newsletterをまとめあげるのは思った以上に苦労しました。来

年度からは公募班も加わりますので、編集作業には一段と苦労

することになるかと思います。しかし、研究班が増えれば

Newsletterの題材に困ることはないですし、今回のように自由

なテーマで執筆してもらえば、親しみの持てるNewsletterがま

た発行できるのではと今から期待しているところもあります。

第2号をご期待ください。

（藤田直也）
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