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新学術領域研究「細胞社会ダイバーシティーの統合

的解明と制御」（略称：細胞ダイバース）の第2

号NewsLetterが完成しましたのでお送りいたします。

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

いった生物学から数学に至る幅広い学問分野を融合し、

生命現象の根本に関わる組織・臓器構築の原理を解明し

ていくこと、さらには、細胞社会ダイバーシティー構築

に関わるキー分子・キーパスウェイの同定を基にした、

各種疾患の原因解明と制御法の開発へと展開していくこ

とを目指しています。

こうした本領域の研究目標の達成には、生物学と数学

の融合が不可欠ですので、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ションを推進していこうと考

え、本領域の計画班の研究代表者・研究分担者に集まっ

ていただき領域会議（2017年8月と2018年2月）を2回

開催しました。また、実際の研究を担っている若手研究

者同士の密なコミュニケーションや相互理解の推進のた

め、班員の研究室に所属する若手のスタッフ・学生に集

まっていただき、湯河原で第一回若手ワークショップ

（2018年3月）を開催しました。さらに、本領域におけ

る実験手法の相互理解を促進する試みとして、組織透明

化をテーマに第一回技術講習会（2018年4月）を東京大

学にて開催しました。本領域では、若手研究者同士のネ

ットワーク形成も重点項目としておりますが、若手ワー

クショップや技術講習会を通じて若手同士の連帯が進み

つつあり、様々な共同研究の実施や学会などにおける若

手主体のシンポジウムの共同オーガナイズなどが若手同

士の話し合いで積極的に進められています。本領域とし

てもそれら活動を継続的にサポートしていきます。本

NewsLetterでは、こうした領域会議や若手ワークショッ

プ、そして技術講習会など、領域活動の報告をさせてい

ただきます。

しかし何と言っても本年度の本領域のトピックスは、

公募班が本年4月に13班加わったことです。第1号

NewsLetterにて計画研究班の紹介をしたことに倣い、こ

の第2号NewsLetterでも新たに加わった公募班の紹介を

させていただきます。公募班として加わった先生方から

の寄稿を読んでいただき、本領域の活動への関心を高め

ていただけますと幸いです。なお、計画班と公募班が一

堂に会した第3回領域会議をつい先日に開催しました。

本NewsLetterをまとめる時間との関係で、今回はその領

域会議報告は間に合いませんでしたが、その領域会議で

話し合った内容をベースに、すでに計画班と公募班の共

同研究も一部開始されていると聞いておりますので、ユ

ニークな研究が多い公募班の先生方との協働により、ど

んな研究が展開されていくのか楽しみにしております。

本年も、公募班も含めたシニアと若手の協働、さらに

は生物学と数学の融合、そして最終的には組織・臓器構

築の原理に迫る成果を挙げていくよう努力する所存で

す。今後とも、新学術領域研究「細胞社会ダイバーシテ

ィーの統合的解明と制御」に対して、温かいご支援とご

鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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4 私の研究室紹介
研究代表者 樋田京子　北海道大学・大学院歯学研究院・血管生物分子病理学　教授

5 骨髄環境の理解と造血幹細胞の制御
研究代表者 山崎　聡　東京大学　医科学研究所　特任准教授

6 腸生物学におけるダイバーシティーに思いを馳せて
研究代表者 今城正道　京都大学・大学院生命科学研究科　助教

7 組織幹・前駆細胞の配置制御による細胞ダイバーシティー獲得機構の解明
研究代表者 菊池　章　大阪大学大学院　医学系研究科　分子病態生化学　教授
連携研究者 松本真司　大阪大学大学院　医学系研究科　分子病態生化学　助教
連携研究者 麓　勝己　大阪大学大学院　医学系研究科　分子病態生化学　助教

8 肝臓の研究は面白い？
研究代表者 鈴木淳史　九州大学・生体防御医学研究所　教授

9 多色オタク？
研究代表者 上野博夫　関西医科大学・医学部・実験病理学講座　教授

10 南カリフォルニア・オレンジカウンティでの研究生活
研究代表者 渡邉和秀　国立研究開発法人理化学研究所・生命医科学研究センター　上級研究員
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研究代表者 岩見真吾　九州大学大学院・理学研究院生物科学部門 数理生物学研究室　准教授

14 画像情報学によるバイオ分野研究への貢献
研究代表者 備瀬竜馬　九州大学・大学院システム情報科学研究院　准教授

15 がん細胞集団の進化シミュレーション
研究代表者 印南秀樹　総合研究大学院大学・先導科学研究科　准教授

16 異分野融合研究に思う
研究代表者 八杉徹雄　金沢大学・新学術創成研究機構　助教
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• Specific detection of soluble EphA2 fragments in blood as a new biomarker for
pancreatic cancer. Cell Death Dis., 8: e3134, 2017.

• Sensitive and robust assessment of ChIP-seq read distribution using a strand-shift
profile. Bioinformatics, vol. 34, issue. 14, 2356-2363, 2018.

• High ratio of T790M to EGFR activating mutations correlate with the osimertinib
response in non-small-cell lung cancer. Lung Cancer, 117: 1-6, 2018.

• Identification of mutation accumulation as resistance mechanism emerging in first-
line osimertinib treatment. J. Thorac. Oncol., in press.

• Drug resistance in anaplastic lymphoma kinase-rearranged lung cancer. Cancer Sci.,
109(3): 572-580, 2018.

• 3D culture system containing gellan gum restores oncogene dependence in ROS1
rearrangements non-small cell lung cancer. BBRC, in press, 2018.
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今年の5月に母校の北大歯学部の病理教
室の教授に着任しました．

9年前に特任准教授として独立しました
が、今日まで本当に多くの方々にご支援
を頂きました．この春まで所属していた
遺制研のラボメンバーが歯学部の病理教
室に合流する形で新しい教室となりまし
た．ちなみに，私の教室はここ数年間，
女性のメンバーが大半で男性がマイノリ
ティー（1割）という状況が続いておりま
したが，新しい教室では男性は4割まで増
えました．それでも研究スタッフの5人中
3人がワーキングママ（未来のママを含
む）という教室です．外国人も3割で，大
学院生達のバックグランドも歯学部のみ
ならず医学部や理学部など多様です．私
の教室も「ダイバーシティー」が結構高
い方ではないでしょうか．．．

振り返りますと20数年前に歯学部を卒
業した時には自分が基礎研究の道に進む
とは全く想像していませんでした．卒後
すぐに口腔外科に入局し，当時は男性が
殆どだった環境でひたすら臨床の仕事に
追われ深夜に帰宅する日々を送っていま
した． 入局時に教授から3年間は辞めるな
といわれたので必死でしたがいつのまに
か8年が経過しました．大学をほどよいと
ころで辞めて市内の口腔外科に勤務した
いと希望していましたが，そんな自分に
転機が訪れたのは夫の米国留学でした．
結婚後8年目で男女の双子に恵まれ，育休
後に臨床に復帰した直後でもありまし

た．正直その当時の自分には強い動機が
あったわけではありませんでしたが，日
本に一人残り二人の乳飲み子たちを育て
る勇気もなく，一緒に渡米したというの
が正直なところでした．渡米後4ヶ月の専
業主婦を経験したのち，運良くハーバー
ド小児病院の血管新生の提唱者Folkman先
生が主宰するVascular Biology Programの
Klagsbrun Lab.で腫瘍血管新生研究を始め
ることができました．当時ラボメンバー
の誰もやりたがらなかった腫瘍血管内皮
細胞の分離に取り組むことが雇用の条件
でした．子供達を保育園に向かえに行く
ぎりぎりまで実験にあてて，ノート記載
や論文チェックは自宅で子供達が寝てか
らという生活でした．．．（とはいえ現
実には3日に1度は子供達と一緒に寝てし
まう（！）という状況でしたが）．なん
とか腫瘍血管内皮細胞の分離後に培養で
きるようになり，それまでわからなかっ
た正常血管内皮との違いについていくつ
かの知見を得ることができました．今思
うと世界初の血管新生阻害剤Bevacizumab
の承認をFolkman先生や関係する研究者た
ちのお祝いに立ち会えたことはとても幸
運だったと思います．また，あちらでPI
も含め多くの女性たちが子育てもしなが
ら働いていることを目の当たりにできた
ことも良い刺激になりました． 4年の海外
生活を終え2005年に帰国しました．研究
が面白くなってきたこと，また子どもた
ちのことを考え，よりフレキシブルな働

き方を選び研究の道に進みました．とは
いえ，ラボにいる時間が短いことをどう
やって埋め合わせるのか試行錯誤の連続
でした．日中は実験や打ち合わせなどで
時間を費やし，できるだけ書類仕事は夕
食後のダイニングで子供達の近くでする
ようにしました．子供が病気でラボにい
けない時はskypeでラボメンバーとディス
カッションをしたこともあり，携帯やメ
ールといった技術の恩恵をうけながら，
なんとか今日まで子育てと研究どちらも
諦めずに継続してきました（両立とはあ
えていいません）．もっとも重要なこと
に，私の場合は上司や同僚の理解とサポ
ートに恵まれましたし，同じ市内に住む
両方の実家には出張の際，特に助けられ
ました．また，幸いにも学会、研究会な
どで出会った多くの先生方とのご縁に恵
まれご支援頂いたことは心強かったで
す．このような多くの幸運が重なって今
日まで，これまで何とか楽しく研究（時
に苦しくも）をすることができていま
す．本当に感謝！です．

自分がこれまでしてもらったことを今度
は後輩達に返す番だと思っています．とは
いえ，まだまだ経験不足ですし，教室員そ
れぞれの能力や個性を活かしつつ自分たち
の研究をいかにレベルアップしていけるの
か，今の私にとって大きな課題です．なん
とかオリジナルな研究を進め、本領域に貢
献したいと思っています．これからもどう
ぞよろしくお願いします！

細胞社会をつなぐ血管内皮細胞のダイバーシティー獲得機構の解明

私の研究室紹介
研究代表者　樋田京子 北海道大学・大学院歯学研究院・血管生物分子病理学　教授

課題名

A01 細胞ダイバーシティー構築に関わる基本原理の解明
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2018年6月教室集合写真

帰国前は夜も時々子供達を教室につれてきて
パソコンで映画をみせながら自分は実験



私は造血幹細胞の制御をテーマとして
研究を今日まで行ってきました。では、
造血幹細胞とはどのような細胞でしょう
か？

造血幹細胞移植は重篤な血液疾患に対
する有効な治療法です。しかし組織適合
性の一致が必要であることからドナー細
胞の不足が問題となっています。また移
植の際の前処置として行われる放射線照
射の強い副作用は造血幹細胞移植の最大
の問題であり、高齢者や重篤な自己免疫
疾患等への適応の幅を狭めています。こ
のような状況下において、造血幹細胞を
生体内外で増幅する方法の開発や、より

安全な造血幹細胞移植法の開発が全世界
的に望まれています。

私はこれまでに多くの独創的な新技術
を開発し、造血幹細胞研究に貢献してき
ました。造血幹細胞の存在する骨髄環境
を理解し、造血幹細胞のニッチ細胞を同
定することにより造血幹細胞の未分化性
維持シグナルや血液系細胞の新規分化経
路等を明らかにしてきました。また、造
血幹細胞が未分化能を維持しながら自己
複製できる環境を生体外で模倣すること
や、生体内のアミノ酸濃度を人為的にコ
ントロールすることで造血幹細胞の機能
制御を可能にすることにより、移植の際

の前処置を大幅に軽減できることを示し
ました。このような基礎研究の積み重ね
から世界に先駆けてiPS細胞から移植可能
な造血幹細胞の誘導にも成功していま
す。さらに造血幹細胞を制御する因子を
複数同定しており、その中には造血幹細
胞を増幅する候補因子も含まれていま
す。今後は造血幹細胞の増殖培養系と、
近年急速に進歩しつつある遺伝子技術も
とり入れ、様々な血液疾患に対する全く
新しい遺伝子細胞治療法の開発を目指し
ていきたいと思います。

骨髄組織における細胞ダイバーシティーの理解と制御

骨髄環境の理解と造血幹細胞の制御
研究代表者　山崎　聡 東京大学　医科学研究所　特任准教授

課題名

A01 細胞ダイバーシティー構築に関わる基本原理の解明
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細胞ダイバーシティーを基盤とした腸上皮組織の恒常性維持機構の解明

腸生物学におけるダイバーシティーに思いを馳せて
研究代表者　今城正道 京都大学・大学院生命科学研究科　助教

課題名

ダイバースという言葉で、皆さんは何
を思い浮かべるでしょうか？私の場合、
大学院時代に在籍した研究室を思い出し
ました。そこでは線虫、カエル胚、マウ
ス組織に果てはiPS細胞と、幅広い生物、
生命現象を対象とした研究が行われてい
ました。なんでもありに思えるラインナ
ップですが、分野が違っても良い研究は
良いとお互いに認め合い、楽しむ風土が
醸成されていたと思います。その中で私
も様々な研究を経験しました。初めは線
虫で老化の研究を、そこから興味の向く
方に研究対象を何度か変えるうちに、マ
ウスを使った幹細胞研究に落ち着きまし
た。特に腸上皮幹細胞に興味を持って、
腸上皮の恒常性維持機構や腫瘍形成の機
構を研究するようになりました。異なる
興味を持つ研究者との日々は、自分の研
究に新たな方向性を与えてくれました。
今回の新学術領域研究でも、様々な分野
の方との相互作用を通して自分の可能性
を広げられればと思っています。

現在の所属研究室では、生体イメージ
ングの手法を使って、腸上皮内で様々な

分子の活性を可視化する研究に力を入れ
ています。生化学的手法とは異なり、生
きた組織内でリアルタイムに分子活性を
測定できることが強みです。様々な分子
の活性の変動が個々の腸上皮細胞の機能
や運命に与える影響を明らかにしていき
たいと思っています。今回採択して頂い
た公募研究でも、腸上皮を構成する多様
な細胞の振る舞いを解析する上で、重要
なツールになると考えています。

私事ですが、今年の1月に子供（長男）
が生まれました。毎晩起きるので睡眠不
足かつ抱っこのし過ぎで腕と腰が痛いで
すが、それでも子供は可愛い盛りです。
腸を研究していると、母乳しか飲んでい
ない乳児の腸内細菌叢が気になるのです
が、やはり大人とは違いビフィズス菌が
90％近くを占めるそうです。母乳には新
生児が消化できない乳糖やオリゴ糖、さ
らに普通は老廃物として扱われる尿素ま
で含まれていて、新生児特有の腸内細菌
叢の形成に一役買っているとか。なんと
なく口からもヨーグルトのような酸っぱ
い匂いがします。これから離乳食を食べ

始めると、大人と同じような菌叢に変化
すると思うと、少し惜しい気もします。
消化の仕組みも乳飲期と離乳後では異な
ります。通常大人は腸管の内腔で消化さ
れた物質を吸収しますが、乳飲期には母
乳をエンドサイトーシスで直接取り込
み、細胞内（リソソーム）で消化する機
構が働いています。体の外から大量の物
質を直接取り込むようなことをして大丈
夫なのか？と心配になってしまいます
が、健康を守るという意味からも腸内細
菌叢のコントロールが重要なのかもしれ
ません。腸内環境がヒトの健康に影響を
与えることは明らかですが、では一体ど
のような分子機構が働いているのかとい
うと、まだまだブラックボックスの部分
が多く残されています。今回の研究で多
様な腸上皮細胞の環境応答機構を明らか
にすることで、その謎に少しでも迫れれ
ば、またそれによって細胞のダイバーシ
ティの生理的意義の解明に微力ながら貢
献できればと考えています。
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生命科学や医学、生物学の進歩によ
り、一つ一つの細胞の振る舞いを分子レ
ベルで明らかにしていくことが可能にな
ってきましたが、細胞からどのようにし
て多様性に富む組織構築がなされるのか
の理解はこれまで十分に進んでいません
でした。私たちはこれまでに、細胞から
の組織化を理解するための分子基盤を確
立することを目指して、特に、極性化し
た上皮細胞から成る種々の管腔臓器の胎
生期における組織形成メカニズムを三次
元培養法や器官培養法を駆使して明らか
にしてきました。

一方で近年、ES・iPS細胞から複数の液
性因子や化合物刺激を組み合わせること
で立体臓器オルガノイドをin vitroで誘導
する試みが盛んに行われ、胃、腸管、肝
臓、腎臓といった主要な臓器への分化誘
導と組織化が報告されています。しか
し、誘導された組織・細胞は成体臓器に
比較して構造的・機能的に極めて未熟で
あることから、生体内での組織形成過程
と比較して現在のin vitro組織誘導過程に
おいては組織の成熟化を促進するシグナ
ルが不十分であると考えられます。新学
術領域「細胞ダイバース」において私た
ちは、in vitro組織化において不足してい
る未解明の組織成熟化シグナルを明らか
にすることを目指しています。

連携研究者である松本は、胎生期の唾
液腺をモデルとして上皮組織形成の分子
メカニズムを明らかにしてきました。唾
液腺は代表的な外分泌腺の一つで、胎生
期唾液腺原基を用いた器官培養法も確立
していることから、器官形成のモデル臓
器として解析されてきました。唾液腺
は、唾液を分泌する腺房部と唾液を輸送
する導管部から構成され、腺房部と導管
部はいずれも基底側細胞と管腔側細胞か
らなる2層性の構造を有しています。この
ように唾液腺は、複数の上皮細胞種から
構成されていますが、比較的単純な組織
構造を有しており、この点は組織形成の

基本原理を解析するうえで唾液腺をモデ
ルとするメリットです。一方で、主要な
臓器である肺や腸管、肝臓などと比較し
て、唾液腺では組織構築において重要な
役割を果たす幹細胞・前駆細胞の性質や
挙動については十分に明らかにされてい
ません。

主要唾液腺である顎下腺は、マウスで
は胎生（E）12日から分岐形態形成を開始
した後、E16.5日以降、遠位側終末部の細
胞は唾液を産生する腺房細胞へと分化
し、近位側の細胞は唾液の流路である導
管細胞へと分化します。遠位側終末部に
はSox10、MycやKit陽性の遠位側前駆細
胞、近位側導管部にはKrt5やSox2陽性の
近位側前駆細胞が存在しますが、これら
の前駆細胞の関係性は不明でありまし
た。私たちは最近、発生初期のWntシグナ
ルの活性化は遠位側前駆細胞の近位導管
側への移動を誘導し、導管形成を促進す
ることを見出しています。このように可

動性を獲得した幹・前駆細胞（可動性前
駆細胞）が適切な領域へと配置転換する
現象が、多様性に富む組織構造を形成す
るにあたり重要であると私たちは捉えて
おり、その制御機構の解明が新たな組織
成熟化シグナルの同定に繋がると考えて
います。既に私たちは、この可動性前駆
細胞のマーカー遺伝子としてAQP3を同定
しており、現在AQP3陽性細胞の機能解析
を進めています。興味深いことに、AQP3
陽性細胞は胎生期だけではなく、成体唾
液腺の傷害からの修復過程においても誘
導されることを見出しており、組織の恒
常性維持に重要な役割を有する可能性が
示唆されています。

また、連携研究者の麓は胎生期の肺原
基の器官培養法を確立し、数理解析を組
み合わせて組織形成機構を明らかにして
きました。唾液腺をモデルとして明らか
にした組織成熟化シグナルの他臓器での
役割についても今後検討する予定です。

外分泌腺形成過程における組織幹・前駆細胞の組織内配置にもとづく分化制御機構

組織幹・前駆細胞の配置制御による
細胞ダイバーシティー獲得機構の解明
研究代表者　菊池　章 大阪大学大学院　医学系研究科　分子病態生化学　教授

連携研究者　松本真司 大阪大学大学院　医学系研究科　分子病態生化学　助教

連携研究者　麓　勝己 大阪大学大学院　医学系研究科　分子病態生化学　助教

課題名
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エピゲノム変化による機能性肝細胞ダイバーシティー形成原理の解明とその制御

肝臓の研究は面白い？
研究代表者　鈴木淳史 九州大学・生体防御医学研究所　教授

課題名

私は、大学院に進学してから今までの
20年間、ずっと肝臓の研究をしていま
す。「なぜ肝臓？」と、自分ではあまり
考えたことはありませんが、周りからは
よく訊かれます。そういうときは、「ボ
スがやれって言ったから」と答えて煙に
巻くようにしています（海外では結構う
けます）。きっかけとしてはこれが本当
なのですが、20年も続けている理由は他
にあるように思います。改めて考えてみ
ますと、肝臓を研究し続ける最大の理由
は、ズバリ、肝臓が摩訶不思議な臓器だ
からです。調べれば調べるほど予想外の
連続で夢中になってしまい、肝臓が研究
を止めるのを許してくれないのです。肝
臓が再生することはギリシャ神話にも登
場するくらいよく知られていますが、そ
のメカニズムはまだまだ謎に包まれたま
まです。マウスを用いた連続移植実験で
は、成熟した肝細胞がほぼ無制限に増殖
できることもわかっています。そしてそ
んな肝細胞には多核なものが多いです。
まるでがん細胞のようですよね。でも、
そんな肝細胞を培養すると、すぐに機能
を失ってしまい、増殖できずに死んでし
まいます。強いんだか弱いんだか、ズボ
ラなのか繊細なのか、本当によくわかり
ません。本新学術領域では、肝臓の本質
を覆うベールをちょっとでも覗けるよう
にトライしてみようと思っています。

そんな不思議な肝臓を研究する人たち
が集まる研究会が、ちょうど先日、7月
12、13日に東大の本郷キャンパスで行わ
れました。その名も「肝細胞研究会」。

みなさんご存知でしょうか？ 知名度は低
いかもしれませんが、今年で25回を数え
る、歴史ある研究会なのです。今年も基
礎と臨床で非常に面白い研究発表を、休
憩をとることも忘れるくらい、朝から晩
までみっちり拝聴できました。いやー、
濃い。実に濃い内容でした。レジェンド
と呼ばれる先生方から、日本の肝臓研究
を牽引する先生方、私たち若手（でまだ
いたい人々）、そして本当の若手研究者
達と、参加した皆が垣根を越えて熱く議
論できる場がそこにはありました。かく
言う私も、生まれて初めての研究発表は
肝細胞研究会でした。諸先生方とはその
頃からの長い付き合いですので、肝細胞
研究会が私を育ててくれたといっても過
言ではありません。そんな肝細胞研究会
も今年で四半世紀を迎え、新たなステー
ジへと進んでいくことと思います。その
記念すべき本会で、当研究室に所属する
博士課程1年の従野（よりの）君が優秀ポ
スター賞をいただくことができました。
とても感慨深く、写真をとりまくりまし
た。が、泣いていたせいか（嘘です）、
手ブレマックスで良い写真が取れません
でした。ですから、写真は研究室に帰っ
てからのものです。最後にちょっと自慢
してしまいましたが、肝細胞研究会がと
てもよい研究会であることは間違いあり
ません。肝臓を研究するみなさん、まだ
肝細胞研究会に参加されていない方は次
回参加してみてはいかがでしょうか？
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新学術領域「細胞社会ダイバーシテ
ィ」では、超多色細胞系譜追跡法による
個々の幹細胞クローンの動態可視化とそ
れらの異常時における乱れを解析しま
す。私達の究極の目標は1個の受精卵がい
かにして1個体となりうるのか、発生過程
の全ての体細胞の分化系譜と組織/臓器/
個体形成過程を視覚化・追跡することで
すが、細胞系譜追跡の方法論の開発とと
もに、開発した手法によって発生系譜の
中継地点に位置する成体幹細胞を解析対
象として1細胞レベルでの可視化に取り組
んでいます。近年、成体幹細胞およびそ
れに由来する分化細胞が共存し、組織に
おける細胞社会の最小ユニットとして、
オルガノイド培養の簡便なプロトコール
が各臓器にて開発され、まさにこうした
発生系譜視覚化のテストケースとして非
常に有用であると考えています。

こうした発生系譜解析は、より単純
な、また透明な生命体ではすでに実現

し、またしつつありますが、近年の技術
の進展によって哺乳類においても近い将
来実現し、またそれに基づいた全身の体
細胞のアトラス作成にもつながると思わ
れます。当初4色キメラ法を開発した時
に、Stanfordの生物統計学者と組んで発生
系譜マップの作成を試みましたが、結果
的には発生などの複雑な生命現象解析に4
色では足りず、超多色細胞系譜技術の開
発へと研究を進展させました。

細胞系譜追跡としては、Sorianoが1999
年に発表したLacZをレポーターとした原
法や、多色としても4色までの細胞系譜追
跡で多くの目的を達する事になります
し、一方で内外のラボでは視覚情報は犠
牲にして個々の細胞に人為的なDNA配列
を付加する事で細胞を識別するDNAバー
コード法が成果をあげつつあります。私
のart好きな趣味もあって、蛍光色でどこ
まで行けるか（現在15色まで実用化）、
蛍光タンパク質の組み合わせ、細胞内局

在なども総動員して1000色までの系譜解
析、それにDNAバーコード法を組み合わ
せたFluoro-codingという技術の開発にも
取り組んでいます。

科学的価値や合理的な意味での必要性
とは別にオタク心で何かにこだわってい
る研究者仲間もいて、私もそうしたオタ
ク心を持ち続けたいと密かにおもってお
りますが、それを前面に出してもなかな
か研究費獲得や論文採択にはつながりに
くく、創薬など臨床的outputを求められて
しまう世知辛い世の中ではありますが、
本領域の様に純粋な科学的興味をbaseと
した領域を立ち上げて頂いた事に、また
私どもを採択して頂いたことに感謝致し
ます。本領域には数理モデル解析、組織
の透明化などの多数の優秀な専門家が参
加されているので、是非異分野との連携
を介して新しい分野開拓に取り組みたい
と考えています。

舌・食道上皮幹細胞由来正常・異常オルガノイドの単一細胞4D動態・遺伝子発現解析

多色オタク？
研究代表者　上野博夫 関西医科大学・医学部・実験病理学講座　教授

課題名
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公募班として新たに参加させていただ
いている渡邉和秀と申します。新学術領
域研究「細胞ダイバース」の一員として
研究ができることを大変光栄に思ってお
ります。今回は自己紹介を兼ねまして、
私が現在進めている米国カリフォルニア
大学アーバイン校(UCI)との国際共同研究
と渡航先であるオレンジカウンティでの
生活に関して簡単に紹介させていただき
たいと思います。

この国際共同研究プロジェクトは科研
費・国際共同研究強化のサポートを受け
ているもので、UCIのXing Dai教授らと共
同研究を行っています。Dai教授には私が
ポスドクの頃からお世話になっています
が、彼女は動物モデルを用いて上皮組織
の発生学を中心とした研究を展開してい
ます。今回の共同研究のメインとなるプ
ロジェクトは、私が所属する理化学研究
所（以下、理研）のラボで進めている細
胞機能のダイレクトリプログラミングを
マウスモデルに適応して生体内で行おう
という挑戦的なものです。また同時に、
本新学術領域研究の課題であるマウスの
乳腺を用いた一細胞レベルでの系統的遺
伝子機能解析の研究もUCIと理研の両方で
進めております。この国際共同研究プロ
ジェクトは来年度まで続く予定ですが、
その間日本での研究を滞らせないよう、
２－３カ月の渡航を数回に分けて行う予
定です（海外出張が多く、皆様にもご迷
惑をおかけすることをこの場を借りてお
詫び申します）。第1回目の渡航は2018年
5－7月に行いました。本稿執筆現在、帰国
まで残り約一週間です。

UCIのあるオレンジカウンティはカリフ
ォルニア州南部の海岸線沿い、ちょうど
ロサンゼルスとサンディエゴの中間に位
置します。冬は暖かく、夏は海風が涼し
い、この上なく気候が良いところで、少
し郊外に出れば自然に恵まれた風光明媚
な景色が楽しめます。生活面ではいわゆ
るアメリカンな側面も多々ありますが、
アジアや中南米の影響も色濃く、文化的
にも「ダイバース」で興味深いところで
す。土地柄、サーフィン、スキー、サイ

クリング、トレイルランニング、ハイキ
ングといったアウトドアアクティビティ
が盛んで、私も趣味で登山をしますが、
日本ではなかなか味わえない経験を満喫
しています。研究面では、こちらも日本
の大学のラボと同じように大学院生を中
心として回っていますが、日本に比べる
とややのんびりした感があります。た

だ、プレゼンテーションのレベルは概し
て高く、いつも活発なディスカッション
が行われています。その点は我々も頑張
らねば、と感じています。理研とUCIの双
方で研究するのは非効率的な面も多々あ
りますが、外に出て多くのPIや学生と交
流することで刺激を受け、自分なりに貴
重な経験ができていると思っています。

EMT/MET制御因子による細胞ダイバーシティー構築の原理を系統的に解析する

南カリフォルニア・オレンジカウンティでの研究生活
研究代表者　渡邉和秀 国立研究開発法人理化学研究所・生命医科学研究センター　上級研究員
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今年度より、腎臓オルガノイド内の細
胞不均一性を研究課題として、本新学術
領域研究「細胞ダイバース」に参加させ
ていただけるにあたり、腎臓という臓器
の研究対象としての魅力について記した
い。

私は理研に着任する以前から、あらゆ
る臓器へ分化する能力があるとされてい
るヒト多能性幹細胞（ES細胞・iPS細胞）
から腎臓組織を作る仕事をしている（図
1）。多能性幹細胞から腎臓を作るには、
胎児におけるその発生過程を試験管内で
再現しなければならないのだが、一体ど
のように腎臓は形作られているのだろう
か。一般にはあまり知られていないこと

だが、ヒト胎児の成長過程では、前腎、
中腎、後腎という3種類の腎臓が順に発生
している。最初に発生する前腎は、中腎
の前端に位置する極小の腎臓と考えてよ
い。次に発生する中腎は、後腎よりも小
さい腎臓であり、中腎の一部の管は精巣
や卵巣の組織へと変化してゆくものの、
最終的には前腎と同様、発生の過程で消
失してしまう。そして、最後に発生する
後腎こそが我々の持つ“腎臓”となる。
なぜこのようなことが起こるかといえ
ば、それはドイツの生物学者ヘッケルが
残した「個体発生は系統発生を反復す
る」という言葉に象徴されるように、ヒ
ト胎児の中に生命進化の痕跡が残されて
いるからに他ならない。

実際、進化の系統樹を眺めるとその答
え合わせができる（図2）。まず、前腎し
か持たないのが、脊椎動物から最初に分
岐した円口類のヌタウナギ類である。次
に発達した腎臓を獲得したのは、現在の
魚類の祖先の硬骨魚類であったと言われ
ている。今から約4億年前のデボン紀末期
の急激な乾燥化と海中酸素濃度の低下に
より、当時海の王者であった板皮類のほ
とんどは絶滅したが、淡水域で生活して
いた硬骨魚類は、淡水で生きるための腎

臓や骨、浅瀬で生きるための肺など新し
い器官を獲得していたことが功を奏し、
急激な環境変化を生き抜くことができ
た。硬骨魚類は、その後海に帰る者と陸
上に新天地を求める者に別れ、現在の魚
類や四肢動物の祖先となった。現在の魚
類が中腎を持っていることから、おそら
くこの発達した腎臓が中腎だったのだろ
う。サメやエイ等の軟骨魚類に関して
は、中腎を持つが硬骨ではないことか
ら、板皮類の仲間で、淡水に移動後に早
期に海へと戻った者の子孫であると推定
できる。彼らは、血中の尿素濃度を上げ
て浸透圧の調整を行うため、尿素の再吸
収機能が高い独特な中腎を持つ。そして
最後に陸上動物は、陸上で生活するため
に水の再吸収を強力に行う後腎を獲得し
たという訳だ。

こう眺めると、生命がその歴史の中で
ダイバースと淘汰の繰り返しという壮大
な実験を行った結果が現在の我々の姿で
あることが分かる。しかも、その鍵とな
る臓器の一つが腎臓であったと考える
と、発生研究の対象として大変面白い。
腎臓がどのように複雑な三次元構造を獲
得するのか、その謎をぜひ解き明かした
いものである。

腎臓オルガノイドを用いた細胞成熟度多様性の理解と制御

生命進化における腎臓の役割
研究代表者　髙里　実 理化学研究所・生命機能科学研究センター　チームリーダー
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図1
（上写真）ヒトiPS細胞から作成した腎臓原器。赤：WT1、緑：CDH1。
（下写真）ヒトiPS細胞から作成した腎臓オルガノイドの一部。

赤：SIX2、黄：CDH1、水色：GATA3、青：DAPI。

図2
脊椎動物以降の大まかな系統樹。硬骨魚類は、現在の魚類と、人間も含めあらゆる地上動物の祖先
である。生き残れたのは腎臓のおかげ？



2018年7月9日から14日の日程で、イタ
リア トリエステにある国際物理学研究所
(ICTP)を訪問し、Workshop on Operations
Research of Biological Systemsに参加して
いる。このWSは、細胞内で生じる自己複
製過程、特にリボソーム・DNA ポリメラ
ーゼを中心としたプロテオームと細胞内
遺伝情報を倍加させる生産過程に主に着
目し、工学において生産過程解析に広く
活用されている待ち行列理論と関連させ
ることを主眼としている。

自己複製過程は複数のプロセスが極め
て非自明に関連している。細胞外からの
リソースをもとにリボソームはリボソー
ム自身を生産するとともに、他のタンパ
ク質へもその生産能力を配分する。その
他のタンパク質には、ゲノムを複製する
DNAポリメラーゼも含まれ、DNAポリメ

ラーゼはリボソームを含めたタンパク質
のテンプレートとなるDNAを細胞内で複
製する。その生産過程は原核生物ではま
さにシリアル化された生産ラインであ
り、ゲノムにはDNAポリメラーゼが複数
結合し、ゲノム複製はその完了を待たず
に次の複製が指数的に並列して生じる。
またリボソームによる翻訳でも同じこと
が生じる。そして最終的に細胞内のすべ
ての分子は分裂時には平均的にちょうど
倍化している必要がある。また近年の計
測から、細胞のサイズ、多くの蛋白の細
胞内量は指数的に増加していることがわ
かっているし、異なる増殖速度の細胞集
団で、その細胞内プロテオームの関係(リ
ボソーム関連とそれ以外など)を見ると極
めて定量的な関連が普遍的に生じること
も観測されている。この込み入った関連

はどこまで複製という過程で自然に生
じ、どこまでが精密に制御されているの
か、そして互いに依存しているのかとい
った問題が、様々な角度からの定量実
験、そして理論解析によって明らかにさ
れてきていることがこのWSで報告され
た。現時点ではバクテリアや酵母などに
結果は限定されるが、極めて近い未来
に、癌や他の複製能の高い細胞へと応用
されることは確実である。

国際物理学研究所(ICTP)はトリエステ
の市街から海岸沿いに少し離れたアドリ
ア海に面する海辺に位置し、雑踏から離
れた素晴らしい環境にある。このような
環境でWSで行われたような極めて本質的
な問題を海外の卓越した研究者らと議論
する機会に恵まれたことに感謝したい。

低次元化に基づく免疫受容体配列ダイバーシティ解析手法の改良と応用展開

アドリア海を望んで細胞の自己複製の法則を考える
研究代表者　小林徹也 東京大学・生産技術研究所・定量生物学研究室　准教授
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僕は気に入った店には何年も通い続け
るし、気に入った洋服やかばんも何年と
使い続ける。でも、気に入らなかった店
には二度と行かないし、買ったものの
“やっぱり違うな”と思った服は一度し
か着ないことはざらだ。学部4年生から数
えて、数理モデルとの付き合いは15年に
もなる。よくも飽きずに毎日毎日、数理
モデルと過ごしている、という点だけ
は、自分でも感心する。飽きないもので
ある。僕のバックグラウンドは、「数理
科学」や「応用数学」と呼ばれる分野で
あり、数学の花形とされている純粋数学
とは程遠いし、応用至上主義な工学とも
少し違う。応用することを目標に据えな
がらも、時に、応用することを忘れて興
味の赴くままに研究をする、そんな学問
領域である。気に入ったものだけを大事
にして、愛情を注ぐ自分にぴったりの分
野だと思っている。

数理モデルの研究を始めた当初、僕
は、数理モデルが持つ数学的な構造に興
味があった。特に、感染症が流行する様
を記述する「SIRモデル」が僕の原点であ
り、強烈に興味を惹かれたことを覚えて
いる。学位を取って博士課程を修了する
までに、ウイルス感染やがん、免疫応答
とある意味で関連しているような数理モ
デルの数学的構造のみを研究し続けてい

た。（数理モデルを用いた）データ解析
研究を専門にされている研究者から見た
ら、数理モデルの数理解析なんて何の意
味もない研究のように見えてしまうかも
しれない。自分の過去の研究を擁護する
わけではないが、実は意味のある研究で
ある。数理モデルを作ってシミュレーシ
ョンすれば、数理解析なんて必要ないん
じゃないの？って思われがちであるが、
一概にそうとも言えない。数理モデルが
内包する美しい数学的構造を知って初め
て意義のあるデータ解析が可能になる、
と僕は思っている。また、実際にそのよ
うな局面に幾度となく遭遇してきた。む
しろ、単にシミュレーションで片づけて
しまうような研究の方が個人的には性に
合わない。数理モデルを駆使した定量的
なデータ解析研究、という現在の研究テ
ーマに至るまで無意味な研究は一切なか
ったと思っている（思いたい）。

とはいえ、時代の流れ・社会の要請も
相まって、“データを科学できる”数理
モデル研究が求められている。分子生物
学的手法の登場により近代生命科学が成
熟したように、近年では数理モデル・バ
イオインフォマティクス・コンピュータ
シミュレーションを用いた定量的な解析
との融合を果たしボーダレスな生命科学
が誕生しようとしている。現在、数理生

物学を筆頭にした数理科学は最も注目さ
れている研究分野の1つである。ただし、
世間に期待されている数理科学はいわゆ
る理論が中心となっている古典的な数理
科学ではないし、大規模な生命科学デー
タを解析するのみの情報科学でもない。
数理モデル、コンピュータシミュレーシ
ョン、統計解析が高度な次元で融合され
たデータドリブン型・データ解析型の数
理科学である。特に、バイオインフォマ
ティクス解析、シングルセル解析、ハイ
スループットスクリーニング解析、次世
代シークエンス解析、マルチオミックス
解析など、時代を象徴する最新技術との
融合研究が求められている。生命現象の
ごく一端であるデータを、生命現象の全
体像を上手く抽象化した数理モデルで効
果的に解析できれば、氷山の一角のよう
なデータの組み合わせから氷山の全体像
が見えてくる。数理モデルがデータを読
み解き、そしてデータを雄弁に語る。

細胞ダイバース領域では、異分野連携
により、組織・臓器の構築機構といった
生命現象の根本につながる原理の解明や
数理解析による理論構築が期待されてい
る。造血幹細胞が維持する細胞ダイバー
シティを理論⇔実験の相互フィードバッ
ク型研究にて解明するという自身の研究
課題（図）に加えて、領域内の多くの皆
様と共同研究ができればうれしいとワク
ワクしております。

造血幹細胞が維持する細胞ダイバーシティの役割をシス
テムとして理解する

造血幹細胞が維持する細胞ダイバーシティの数理科学的解析

数理モデルがデータを語るとき
研究代表者　岩見真吾 九州大学大学院・理学研究院生物科学部門�数理生物学研究室　准教授
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画像はたくさんの情報を含んでいて，
人は画像を見ることで，画像中にどんな
物体(クラス)がどこにあるのか(位置)，ま
た物体同士の関係はどうかということを
一瞬にして認識することができます．し
かし，コンピュータから見ると画像はデ
ータとしては，色情報の羅列でしかな
く，そこから物体のクラス・位置といっ
た意味情報を読み取るのは苦手としてい
ます．私は，このように画像から意味を
認識（画像認識）等の研究課題を実現す
るための学問である画像情報学を専門と
して研究を行ってきました．

バイオ研究においても，仮説の実証を
行うために実験結果を画像として取得
し，それを解釈します．近年では，目視
の主観評価のみではなく，画像情報を定
量化して，定量データからの知識発見を
行うということが求められてきていま
す．そこで我々は，タイムラプス画像シ
ーケンスを自動解析し，個々の細胞が
「いつ・どの細胞が・どう動いたか」
「分裂・細胞死したのか」といった情報

を自動定量することが可能な自動細胞ト
ラッキング技術の開発を行ってきまし
た．トラッキングにより個々の細胞の各
時刻での座標が特定できるため，顕微鏡
画像全体に対する解析に加えて，特定の
エリア・時間ごとの，細胞数の時間推
移，細胞の移動スピード、細胞系譜図と
いった詳細な細胞挙動解析を可能としま
す． 

これまでの技術をさらに発展させ，多
様なバイオ分野の研究に貢献すべく，本
年度より本新学術領域の項目「A02：細胞
社会ダイバーシティの数理科学的解析と
モデリング」へ参加させてもらうことに
なりました．本研究課題では，細胞社会
において「動画中の多物体同時最適技
術」と「多様なデータ解析技術」を用い
た細胞社会のダイナミクスと広がりの定
量的把握と知識発見を目的とします（図
1）．従来の細胞検出・追跡手法等の定量
化技術は，単一種の細胞を仮定している
場合が多いため，細胞社会のような複数
の細胞種が同時に存在しうるダイバーシ

ティに富む環境では課題が残ります．そ
こで我々が保有する細胞検出・追跡技術
を発展させ，新たに複数種の細胞を対象
とした機械学習，細胞種（形状類似度）
による対応付け制約等を導入した最適化
対応付け手法を提案・導入することで，
複数の細胞種が混在するダイバーシティ
に富む環境でもロバストに精度よく検
出・追跡可能な手法の実現を目指しま
す． 

新学術分野は，従来の研究分野と異な
り生物・医学・数理情報といった様々な
分野の専門家が集まり，協同して成果を
生み出していく新しい研究分野です．本
領域は，自分の専門外の新しい知識に触
れることができ，自分の得意分野として
いる画像情報学で本領域のような学際分
野に貢献することができる機会が得られ
るのは，非常にエキサイティングです．
提案研究を進めると共に，本領域の他の
研究テーマに対して応用展開すること
で，知識発見に貢献していきたいと考え
ています．

「動画中の多物体同時追跡技術」を用いた細胞社会のダイナミクスと広がりの定量的把握

画像情報学によるバイオ分野研究への貢献
研究代表者　備瀬竜馬 九州大学・大学院システム情報科学研究院　准教授
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私の専門は「理論集団遺伝学」といっ
て、生物種が集団として進化していく過
程を確率的に記述するものです。簡単に
いうと、袋に入った白黒の碁石をN回抽出
したら（取ったら戻す）、そのうち何％
が白か、黒かという問題を解くような感
じです。このN回抽出をX回繰り返すと最
終的にどうなるか？たまに白が黒に変化
したら？Nが時間に沿って増加したら？な
ど、実際には問題は複雑です。生物学的
には、白黒の碁石が「対立遺伝子」に相
当し、N回抽出というのが1世代という単
位の時間の進みに対応します。ヒト集団
であれば、概ね20－25年になります。ゲ
ノム中のそれぞれの塩基において、この
白対黒の争いが同時に起こっていると想
定できます。集団遺伝学は100年の歴史が
ある分野ですが、最近は完全に学問とし
て成熟した感があり、少しつまらなさを
感じていました。そんなとき、集団遺伝
学の理論が細胞集団の多様性研究に役立
たないかと考えました。

現状、成長するがん細胞集団を想定し
て基礎的な理論の整備を行っています。
単純なモデルでは解析的な解を導き、複
雑な場合はシミュレーションを行える環
境を整えました。ポスドクの岩嵜航君が
作ったシミュレーターはtumoppと名付け
られました。ちなみに、私はtumor popu-
lationを短くしたのだと思いましたが、違
うそうです。正解は、tumor plus plusだそ
うです。C++という言語でプログラムを
書いているからだそうです（彼はC++の
大ファン）。

tumoppは現在あるどのがんシミュレー
ターよりも優秀であると自信を持って言
えます。六角格子を設定できる唯一のシ
ミュレーターであるだけでなく、細胞周
期と細胞分裂時期を調整できたり、がん
細胞の3次元空間上での動きを柔軟に設定
できたりします。また、ドライバー変異
が細胞の増殖率や浸潤率を変化させる事
が可能で、手術による切除や化学療法に
よる外的な環境の変化にも対応できま

す。tumoppはGitHub上で公開しており、
実際多くの問い合わせをいただいていま
す。今後はtumoppが、がんシミュレーシ
ョンの世界スタンダードになることを願
いつつ、本領域内の共同研究にも大いに
貢献できたらと思っております。どうぞ
よろしくお願いいたします。

腫瘍内ダイバーシティー生成過程のシミュレーション解析

がん細胞集団の進化シミュレーション
研究代表者　印南秀樹 総合研究大学院大学・先導科学研究科　准教授
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私は大学院修士課程からショウジョウ
バエを実験材料として研究を進めてきま
した。大学院在籍時に、視覚中枢（成虫
において光情報を統合するセンターとし
て働く脳の一部）の発生において、神経
上皮細胞から神経幹細胞への分化が一定
の方向性をもって進行する（「分化の
波」）ことを発見し、さらに「分化の
波」の進行に関与するシグナル経路の同
定と機能解析を行いました1, 2。その後もシ
ョウジョウバエを用いた研究を続けてき
ましたが、2015年に金沢大学に着任した
のを機に、実験と数理の融合的な研究を
スタートさせました。数理科学を専門と
する先生方との共同研究により、「分化
の波」の進行を説明する数理モデルの構
築と検証を進めてきました3。この共同研
究では、数理モデルを用いたシミュレー
ションから予測される発生パターンの生
体内での実証を重視しています。ショウ
ジョウバエは遺伝学的手法に優れてお
り、遺伝子の機能を亢進または減弱させ
る実験を（比較的）容易に行うことがで
きるので、シミュレーションから得られ

る予測の実証に非常に適したモデルであ
ると考えています。

私の研究が辿った道は偶然ですが、
これまでの私の研究アプローチはA01「細
胞社会ダイバーシティー構築に関わる基
本原理の解明」、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」、そしてA03「数理細胞社会モデルの
実証」という本新学術領域の各研究項目
と対応しており、今回領域メンバーに加
わることができたのを嬉しく思っていま
す。

バックグラウンドが異なる先生方との
共同研究は、新しい学びの場であるとと
もに、時間と忍耐を必要とする作業でも
あります。現象に対するアプローチも、
基本的な言語も異なります。例えば、論
文の時制も、数学の論文であれば、仮定
と条件が同じならば得られる結果がいつ
も同じなので、主結果を説明するのに現
在形を用いることが一般的です。それに
対し、生物実験の結果は過去形を用いる
ことが一般的です。では、両方が混在す
る論文はどちらで表記するのが適当なの

か、そのような議論もありました。そし
て、問題解決に要する時間は生物学実験
のほうが長いことが多いです。私自身も
共同研究の先生方に結果がでるまで長期
で待ってもらいました。その間、期待さ
れる結果がでるのかわからないまま待っ
ていただいた先生方に感謝です。それら
の違いを乗り越えるのは、異分野融合に
より新しいサイエンスが展開できるか
も、というワクワク感であろうと思いま
す。

本新学術領域は、扱う題材も細胞社会
ダイバーシティーですが、班員の先生方
のバックグラウンドも多様性に満ちてい
ます。その中で時間をかけて、私自身の
研究を知ってもらい、領域内で進行して
いる研究について「わかりません！」と
質問するところから理解を深め、領域研
究の発展に貢献したいと思います。

1 Yasugi et al., Development, 2008
2 Yasugi et al., Development, 2010
3 *Sato, *Yasugi et al., PNAS, 2016, 
*同等貢献

ショウジョウバエ視覚中枢をモデルとした組織の発生と腫瘍形成機構の理解

異分野融合研究に思う
研究代表者　八杉徹雄 金沢大学・新学術創成研究機構　助教

課題名

A03 数理細胞社会モデルの実証
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あの高みへ、その先へ、と目指すのは山登りも研究も似ています。
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領域班活動報告
第二回領域会議　開催報告
日　時：2018 年 2 月 18 日 10 時〜13 時
場　所：大阪大学・大学院基礎工学　国際棟・セミナー室

2 月 18 日の午後より開始予定の第一回公開シン
ポジウムに先立ち、本新学術領域研究の班員である
計画研究代表者と計画研究分担者に加え、総括班評
価者、学術調査官の 18 名に集まっていただき、第
二回領域会議を開催した。
本新学術領域発足直後である 8 月に開催した領域
会議では、総括班を構成する先生限定でお集まりい
ただいたので、改めて自己紹介を行ない、その後に
領域会議を開催した。まず、（1）HP の公開、（2）ニ
ュースレターの発刊と送付、（3）国際シンポジウム
の後援、（4）若手研究者の国際交流促進、（5）第一

回若手ワークショップの開催場所・日時決定と準
備状況、（6）第一回技術講習会の開催場所・日時決
定と準備状況など、前回の領域会議後の運営状況が
報告された。その後に、広報関係、今後の各種会議
の日程調整、領域発足後の共同研究の進捗状況、若
手活性化に向けた支援状況などの意見交換を行な
った。特に若手研究者の育成を図るため、40 歳以下
の若手研究者の先生に責任者となっていただき、若
手ワークショップなどの運営を行っていく方針が
確認された。

（文責：藤田直也）
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領域班活動報告
第一回公開シンポジウム　開催報告
日　時：2018 年 2 月 18 日 13 時〜18 時
場　所：大阪大学・大学院基礎工学　国際棟・シグマホール

第一回公開シンポジウムでは、5 人の計画研究代表
者の先生に、新学術領域研究「細胞ダイバース」の
ベースとなるこれまでの研究成果をご紹介いただ
くとともに、今後の計画・展望を発表いただきまし
た。また、大阪大学 数理・データ科学教育研究セン
ターの鈴木貴先生に特別講演をしていただきまし
た。講演会終了後には、計画研究班の研究室スタッ
フや学生などによる 13 演題のポスター発表と交
流会が行われ、メンバー間の交流を深めました。な
お、本公開シンポジウムは大阪大学数理・データ科
学教育研究センターに共催いただきました。開催に
あたり多大なご助力をいただきましたこと、関係者
の皆様には改めて感謝申し上げます。

（文責：藤田直也）
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領域班活動報告
第一回若手ワークショップ　開催報告
日　時：2018 年 3 月 5 日 12 時半〜 3 月 6 日 13 時
場　所：ニューウェルシティー湯河原
参加者：計画班の研究室に所属する若手研究者ならびに大学院生、

オブザーバーとして本新学術領域研究の計画研究代表者・分担者のベテランの先生方
開催担当委員：片山量平（（公財）がん研究会）

本新学術領域の計画班の研究代表者・分担者とそ
の研究室の構成員のなかで、若手（目安として 40
歳以下程度）の研究者を対象として参加者を募り、
ワークショップを開催した。参加者のほぼ全員が口
頭発表を行ったが、異分野の集う本新学術領域らし
いダイバーシティーに富む研究発表であった。参加
者は、分野を超えて非常に活発な議論を交わしてお
り、若手研究者の研究に対する熱い思いを体感でき
た。このように本若手ワークショップは大いに盛り
上がり、若手研究者を中心に共同研究を加速してい
こうという意見とその具体案が多く出された。本若
手ワークショップの開催期間は約 1 日と短かった

が、初日の夜まで沢山の講演が行われ、非常に密度
の濃いワークショップであった。初日の夜には中戸
博士、林博士らによる 1 細胞解析の技術講習会が行
われた。1 細胞解析は本新学術領域の 1 つのキーワ
ードである「組織を 1 細胞レベルで解析する」ため
に必要な技術であり、設備面を含めて 1 細胞解析の
実際についてわかりやすく解説していただいたこ
とは非常に有益であった。最後に、若手研究者同士
の投票により、最優秀発表者として久保田晋平先
生、優秀発表者として田﨑創平先生、林寛敦先生が
選ばれ、賞状が授与された。

（文責：片山量平）
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領域班活動報告
第一回技術講習会　組織透明化〜CUBIC〜　開催報告
日　時：2018 年 4 月 11 日 13 時〜4 月 13 日 12 時
場　所：東京大学・大学院医学系研究科・システムズ薬理学教室
講　師：洲﨑悦生（東京大学）
開催担当委員：八尾良司（（公財）がん研究会）

本新学術領域の計画班の研究代表者・分担者とそ
の研究室の構成員を対象に技術講習会が開催され
た。第 1 回となる本年度は、東京大学・大学院医学
系研究科・システムズ薬理学教室にて、計画班員で
ある洲﨑悦生博士を講師として、組織透明化技術・
CUBIC に関する説明とデモが行われた。班員の中
から募った参加者は、大学院生から准教授まで計 7
名であり、研究対象も多様な研究者で構成されてい
た。
はじめに透明化原理とプロトコールの説明があり、
試薬の作製からマウス全脳を用いた透明化作業の
デモが行われた。作業の間には、イメージングとデ
ーター解析に関する概説や開発中の細胞解像度ア
トラス、ビューワーについての話題提供があった。
今回は、3 次元オルガノイド、ショウジョウバエ、マ
ウス組織など、各研究者が持ち込んだ検体について
も並行して作業が行われた。開発者である洲﨑先生
ご本人による講習会は、論文では分かりづらい原理
やコツが明確に示され、また各研究者が持ち込んだ
試料を透明化することで、CUBIC の有用性を目の
当たりにでき、非常に有意義な講習会となった。組
織の一細胞レベルでの可視化は、細胞多様性を知る
上で、大変重要な課題であり、本新学術領域の推進
に大きく貢献することが期待される。

（文責：八尾良司）
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領域班活動報告
国際シンポジウム　後援報告
シンポジウム名：The 22nd JFCR-ISCC
日　時：2017 年 12 月 13 日 13 時〜 12 月 14 日 18 時
場　所：日本科学未来館（〒135-0064 東京都江東区青海 2-3-6）
主　催：（公財）がん研究会
後　援：文科省新学術領域研究「細胞ダイバース」他

国際がん化学療法シンポジウムは、国際的に最先端
の研究を進めている研究者を招聘して臨床開発中
あるいは前臨床開発中のがん治療薬に関する最新
情報の交換を行うとともに、若手研究者の発表を促
進することで国際交流を図ることを目的としたシ
ンポジウムである。本シンポジウムでは、がん治療
薬開発につながる基礎的ながん研究成果も多く発
表されるため、新学術領域研究「細胞ダイバース」で
は、第 22 回となる今回のシンポジウムの中の 1 つ
のセッションの後援を行なった。今回のシンポジウ
ム全体としては、国内 3 名と海外 11 名の演者が講
演を行なっていた。テーマとしては、がん免疫療法
の併用療法とそのバイオマーカー、DNA ダメージ
を誘導する新技術による新たながん治療、開発中の
新技術と新規薬剤、患者由来検体を駆使した薬剤開
発と評価のモデル、次世代のがん免疫療法など、多
岐にわたるセッションが行われていた。新学術領域
研究「細胞ダイバース」の後援セッションでは、マ
ウス移植モデルとスフェロイド培養モデルの第一
人者である Jackson Lab の Schile 先生と大阪国
際がんセンターの井上先生が講演された。本講演は
本新学術領域研究で進めていくスフェロイド系や
PDX モデル系を用いた研究に役立つものと期待さ
れた。また本シンポジウムでは、本新学術領域研究
の班員の教室に属する若手研究者 2 名（高橋恵生さ
んと岡田康太郎くん）がポスター発表するとともに
ショートトークを行なった。

（文責：藤田直也）
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領域班活動報告
第 27 回日本がん転移学会学術集会　後援報告
日　時：2018 年 7 月 19 日 9 時〜7 月 20 日 17 時
場　所：メルパルク横浜（〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 16）
主　催：日本がん転移学会
共　催：文部科学省新学術領域研究「細胞ダイバース」他

日本がん転移学会学術集会・総会は、がん転移によ
る死亡率を減少させるために、基礎、臨床、企業研
究を通じて実質的な討議を行い、がん転移研究の発
展、診断・治療の進歩と普及に貢献することを目的
とした学会である。第 27 回日本がん転移学会学術
集会・総会では（会長：越川直彦　神奈川県立がん
センター臨床研究所・部長）、「異分野を融合したが
ん転移制圧を目指した技術革新」をテーマに掲げ、4
つのシンポジウムを含む 120 演題の口演、ポスタ
ー発表が行われた。新学術領域研究、細胞ダイバー
スでは、数理学と腫瘍学を融合した新たな数理腫瘍
学のシンポジウムを共催した。本シンポジウムは、
国内で数理腫瘍学の創成に尽力している鈴木貴特
任教授（阪大）と谷口俊一郎特任教授（信州大）の
企画であり、国内 3 名、国外 1 名の演者の講演が行
われた。テーマは「数理・データサイエンスを用い
た腫瘍学研究」であり、鈴木貴先生よりこれまでの
腫瘍学と数理学を融合した研究から得られた成果
の発表があった。次に、若手研究者からの発表があ
り、京都大学の藤田宏明先生は、TNG-a 刺激の下流
で誘導されるユビキチン反応による細胞生存の制

御に関する数理モデルの構築について、また、東京
大学の難波利典先生は、細胞形態のダイナミズムの
画像解析ソフトを自ら開発し、細胞形態のハイスル
ープットかつ定量化の技術の生命科学への応用に
ついての発表があった。さらに、NCI による数理腫
瘍学の創成に参加したバンダービルト大の Vito
Quaranta 先生は、小細胞肺がんの悪性形質の獲得
に及ぼす転写因子群に着目し、53 種の小細胞がん
細胞の様々な情報を数理解析で統合することで、神
経内分泌由来と上皮間葉転換に由来すること、ま
た、これらのハイブリッドタイプのがん細胞は強い
薬剤抵抗性を示したことを報告した。以上、本シン
ポジウムは、がん研究者と数理学者が初めて融合し
て開催されたものであり、今後、融合が進むことで
新たな転移研究のブレイクスルーが期待される。ま
た、本新学術領域研究は、生物学だけでなく、数理
学を含む多様な分野の研究者が集まり、細胞の多様
性を解明することを目的とすることから、本シンポ
ジウムは本新学術領域研究を進めるうえで有益で
あった。

（文責：越川直彦）
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各種報告
アウトリーチ活動
日　時：2018 年 1 月 16 日（火）
場　所：東京大学大学院医学系研究科・システムズ薬理学
講　師：洲﨑悦生
対　象：東京大学教育学部附属中等教育学校・生物部の生徒 4 名

アウトリーチ活動（江東区高校生サマーセミナー in がん研）
日　時：2018 年 7 月 31 日（火）
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
出席者：高校生 4 名、東京都江東区職員 2 名
班　員：竹本愛、高木聡
報　告：江東区の区報を主な情報源として応募してきた 4 名の高校生を対象として、がんや分子標的薬に

ついての講義や培養中のがん細胞の形態観察を顕微鏡下で行う実習を実施しました。
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各種報告
若手研究者　海外派遣報告
日　時：2018 年 2 月 14 日〜17 日（4 日間）
対　象：高橋恵生（東京大学大学院医学系研究科分子病理　特任研究員）

海外学会に参加させていただいて

東京大学大学院医学系研究科分子病理　特任研究員　高橋 恵生

今回私は新学術細胞ダイバースの助成を受け、
2018 年 2 月 14-17 日の 4 日間、アメリカの San
Diego で行われた第 3 回 AACR-SNMMI Joint
Conference (State-of-the-art Molecular Imag-
ing in Cancer Biology and Therapy) に参加・発
表させていただくとともに、参加者との研究交流を
行ってきました。本学会はアメリカがん学会
(AACR) と 核 医 学 ・ 分 子 イ メ ー ジ ン グ 学 会
(SNMMI) の合同学会で、基礎から臨床、アカデミア
から企業まで、幅広くがん分野のイメージングに携
わる研究者および医療関係者が対象でした。以前よ
り、がん分野のイメージング手法について大変興味
があり、研究でも活用しているのですが、イメージ
ングに特化した国際学会に参加させていただいた
のは今回が初めてで、参加前より大変楽しみにして
おりました。本学会はアメリカ国内からの参加者の
割合が高かったですが、アメリカ以外にもカナダや
イギリス、ブラジル、韓国、ベルギーなど全世界の
様々な国からの参加者が集っていました。1 人で参
加させていただいた私にとっては、積極的に海外研
究者に話しかけ、ディスカッションする良い機会に
なりました。

学会では、核磁気共鳴イメージング (MRI) やポジ
トロン断層法 (PET)、光音響イメージングなどがが
ん分野の基礎研究および臨床現場でどのように活
用されているか具体例と共に最先端の知見につい
ての発表がありました。また、がん免疫療法やがん
代謝など近年話題のトピックに関しても触れてい
る発表も多く、がん微小環境におけるがん細胞や宿
主細胞の挙動や反応をリアルタイムでどのように
可視化するか、様々なイメージング手法で試みられ
ていることがわかりました。自分の研究を今後どの
ように発展させていくか、色々とアイデアを膨らま
せながら興味深く発表を聴かせていただきました。
また、今回の学会では、私自身はポスター発表に加
えて、幸運にも口頭発表する機会もいただき、“Var-
ious applications of CUBIC 3D imaging for
cancer research”というタイトルで発表させてい
ただきました。具体的には、CUBIC と呼ばれる臓器
透明化手法を新たにがん研究分野で応用すること
で、これまで観察することが困難であった深部のが
ん転移の観察や、1 細胞解像度を有したがん転移の
定量化、さらには 3D イメージングによるがん特性
の観察を可能としたことについて発表させていた

ポスター発表時の筆者
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だきました。発表者のほとんどが英語圏出身の方ば
かりだったことや新規技術の発表ということもあ
り、発表前は自分の発表に不安がありましたが、発
表後には多くの方から声をかけていただき、大変嬉
しく感じました。
4 日間の学会期間中に、ご飯やコーヒーブレイクで
最先端の先生方やアカデミアや企業の若手研究者、
臨床医師など様々な方と交流いたしました。中で
も、海外の若手研究者や臨床医師とは、普段の研
究・臨床生活、それぞれの国や機関の研究制度、今
後の進路、海外の女性研究者などについてざっくば
らんに話しました。また、ラボを運営している先生
方とは、研究費の取り方、ラボの運営方法、若手研
究者の育て方、企業とアカデミアの良し悪しなどに
ついてお話する機会が多かったように感じます。ど
の先生方も皆さんかなり白熱してディスカッショ
ンされていて大変興味深かったのですが、私は議論
を聞き取るのに必死で、時に自分の考えをうまく伝
えられなかったことが少し悔やまれます。英語で丸
4 日間、多くの海外研究者と交流し、議論を重ねて
いると、何気ない会話からも、私がこれまでイメー
ジしていた海外研究者・医療関係者の考えや研究
環境に少し乖離があることを肌で感じました。
今回の学会に参加し、最先端の研究について勉強で
きただけでなく、多くの海外研究者との交流を通じ
て新たに多くの発見があり、大変有意義な時間を過
ごさせていただきました。また、口頭発表をする機会
もいただき、自分の研究を通して、海外の多くの研究
者とディスカッションできたことが大きな励みにな
り、また研究を頑張ろうと気持ち新たに帰国いたし
ました。この経験を今後の研究生活や進路で活かし
ていけるよう日々精進していきたいと思います。

最後になりましたが、このような貴重な機会を援助
していいただいた細胞ダイバースの助成及び諸先生
方、並びに事務局の方々に心より感謝いたします。

学会会場 
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主催会議など

第四回領域会議（計画班と公募班の代表者・分担者、総括班評価者、学術調査官に限る）
日　時：2019 年 1 月 15 日（火）10 時〜13 時
会　場：東京大学弥生講堂（〒113-8657 東京都文京区弥生 1-1-1）
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

第三回公開シンポジウム
日　時：2019 年 1 月 15 日（火）13 時〜18 時
会　場：東京大学弥生講堂（〒113-8657 東京都文京区弥生 1-1-1）

アクセス： http://www.a.u-tokyo.ac.jp/yayoi/map.html 
主　催：文科省新学術領域研究「細胞ダイバース」
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

第二回若手ワークショップ
日　時：未定
会　場：未定
参加資格：計画班あるいは公募班の研究室所属の若手（スタッフ・学生）
主　催：文科省新学術領域研究「細胞ダイバース」
担　当：中嶋悠一朗（東北大学・学際科学フロンティア研究所）　

第二回技術講習会
日　時：未定
会　場：未定
参加資格：計画班あるいは公募班の研究室所属のスタッフ・学生など
主　催：文科省新学術領域研究「細胞ダイバース」
担　当：中戸隆一郎（東京大学・定量生命科学研究所）　

今後の予定
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後援予定のシンポジウムなど

日本分子生物学会
総会 HP : http://www2.aeplan.co.jp/mbsj2018/index.html
日　時：2018 年 11 月 28 日〜30 日
会　場：パシフィコ横浜（〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1）

http://www.pacifico.co.jp
主　催：第 41 回日本分子生物学会年会（会長：石野史敏）
後援予定セッション： ワークショップ 1PW2-04

「異分野融合で切り拓く細胞ダイバーシティー
―若手研究者が挑む統合解析アプローチ―」

オーガナイザー：中戸隆一郎（東京大学）、片山量平（がん研究会）
事務局：第 41 回日本分子生物学会年会事務局

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4 階）
問合先：mbsj2018@aeplan.co.jp

国際シンポジウム「The 23rd JFCR-ISCC」班員の方は参加費無料
ISCC HP： http://iscc.umin.jp/symposium/23.html 
日　時：2018 年 12 月 13 日〜14 日
会　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　（ISCC シンポジウム代表：藤田直也）
後援予定セッション：未定
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



膵臓がんの新たなバイオマーカーとなる
EphA2遊離断片の特異的検出
Specific detection of soluble EphA2 fragments in blood as a
new biomarker for pancreatic cancer
Naohiko Koshikawa1,2*, Tomoko Minegishi1, Hirofumi, Kiyokawa1,3 and
Motoharu Seiki2,4

Cell Death Dis., 8: e3134, 2017.
1 神奈川県立がんセンター臨床研究所・がん生物学部、
2 東京大学医科学研究所・腫瘍細胞社会学分野、
3 聖マリアンナ医科大学・消化器・肝臓内科、
4 金沢大学・医学系
＊責任著者

先行研究において、膜型マトリックスメタロプロテアーゼ1
（MT1-MMP）はその基質である受容体チロシンキナーゼEphA2
を細胞膜上で限定分解（プロセシング）することで、そのリガンド
結合部位を切り取り、リガンドに依存的な抑制因子からリガンド非
依存的ながん促進因子に変換することを見出している（Koshikawa
et al.、Cancer Res, 2015）。

本研究では、MT1-MMPによるプロセシングでがん細胞から遊
離するEphA2遊離断片が悪性がんの存在を示す新たな指標になる
可能性を検討した。

まず、健常人血清において、野生型EphA2は細胞外小胞に内包
された状態で存在するため、野生型EphA2とその遊離断片の異同
を認識できる特異抗体の樹立を行い、その特異抗体を用いたサンド
イッチELISA測定系をつくり、種々のがん患者血清に含まれる
EphA2遊離断片を検出した。その結果、興味深いことに、膵がん
患者血清は高頻度にその遊離断片が存在していることを見出した
が、健常人血清ではその発現は見られなかった。以上より、MT1-
MMPによるプロセシングで生じるEphA2のN末端断片は膵がん等
の悪性がんの診断の新たな特異的な指標となる可能性を強く示唆し
ている。

Strand-shift�profileを利用した高感度・頑健な
ChIP-seqサンプル評価手法の開発
Sensitive and robust assessment of ChIP-seq read distribution
using a strand-shift profile
*Ryuichiro Nakato, Katsuhiko Shirahige
Bioinformatics, vol. 34, issue. 14, 2356-2363, 2018.
doi: 10.1093/bioinformatics/bty137.
* 責任著者

大規模なChIP-seq解析を実施する際には、客観的指標に基づく
サンプル品質評価、つまり解析に用いるサンプルと除外すべきサン
プルの選別の自動化が必須である。一方、ENCODE プロジェクト
を始めとする既存の大規模プロジェクトで採用されている評価指標
は特にS/N比（得られたピークの数および強度）の定量的評価に問
題があった。すなわち、(1) H3K9me3ヒストン修飾など広範囲に修
飾が分布するサンプルのS/N比を評価できない、(2)値がサンプルの
マップリード数に依存する、(3)得られたピークの信頼性（ノイズ
をどの程度含むか）を評価できない、などの問題があり、より良い
評価手法の開発が喫緊の課題であった。

これらの問題点を克服すべく、本研究では品質評価のための新
規手法SSPを開発した。本手法は、ゲノムの順鎖・逆鎖それぞれに
マップされたリード分布の一致度をJaccard indexを利用して計測
し、“strand-specific profile”を描画することで、高速かつリード
数・細胞種非依存的にS/N比を評価することができる。H3K9me3
ヒストン修飾などbroadなピークのS/N比も評価できるのみなら
ず、得られたサンプルのピーク形状がsharpかbroadかを類推する
ことも可能である。

また、バックグラウンド領域におけるマップリードのばらつき
を定量化した指標Background uniformity (Bu)を考案した。これに
より、単にS/N比の計測のみならず、従来のサンプル冗長度やGC
含量などでは検出できなかった偽陽性の多い低品質サンプルを検出
できるようになった。下図に示す12のH3K36me3サンプルのうち、
NSC, JSD, Bu値の高い(2)が最も望ましいサンプルである。

SSPの特性と利用法を示す比較記事をブログにもアップしている
ので(http://rnakato.hatenablog.jp/entry/2018/04/27/154543)、併せ
て参照されたい。

28

(a)サンドイッチELISAは10-250 pg/mLの範囲で血清中のEphA2遊離断片を検出
できた。(b)購入したがん患者血清を用いた結果であるが、膵がん患者血清は高頻度
にEphA2の遊離断片が存在することが明らかとなった。(C)今回測定に用いた種々
の患者および健常人の血清検体

研究成果 Cellular Diversity
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EGFR活性化変異に対するT790Mの割合は
オシメルチニブの奏功と相関する
High ratio of T790M to EGFR activating mutations correlate
with the osimertinib response in non-small-cell lung cancer
Ryo Ariyasu1, Shingo Nishikawa1, Ken Uchibori1,2,3, Tomoko Oh-hara2,
Takahiro Yoshizawa1, Yosuke Dotsu1, Junji Koyama1, Masafumi Saiki1,
Tomoaki Sonoda1, Satoru Kitazono1, Noriko Yanagitani1, 
Atsushi Horiike1, Naohiko Inase3, Kazuo Kasahara4, Makoto Nishio1*,
Ryohei Katayama2*
Lung Cancer, 117: 1-6, 2018.
1 Department of Thoracic Medical Oncology, the Cancer Insti-

tute Hospital, Japanese Foundation for Cancer Research, 3-8-
31, Ariake, Koto-ku, Tokyo, 135-8550, JAPAN

2 Cancer Chemotherapy Center, Japanese Foundation for Cancer
Research, 3-8-31, Ariake, Koto-ku, Tokyo, 135-8550, JAPAN

3 Department of Respiratory Medicine, Graduate School of Med-
ical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental Univer-
sity, 1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8510, JAPAN

4 Respiratory Medicine, Kanazawa University Faculty of Medi-
cine, Institute of Medical, and Health Sciences, Kanazawa,
JAPAN

* 責任著者

目的：オシメルチニブはT790M変異によるEGFR-TKI耐性化に対
しても効果を示すが、一部の患者では腫瘍縮小効果が限定的であ
る。その原因の1つにT790M変異により耐性となった腫瘍細胞が再
発腫瘍の大半を占めるかどうかが関与している可能性を予想し、
EGFR活性化変異に対するT790M変異の割合を計算し、治療効果と
の関連を検討した。
方法：がん研究会有明病院でオシメルチニブを投与した44症例のう
ち、デジタルPCRを用いてT790M変異の割合が測定可能な33症例
に対し、治療効果との関連を評価した。
結果：33例中の21例でEGFR活性化変異に対するT790Mの割合が
40%以上であった。奏効率はT790Mが40%以上の症例で92.3%と、
40%未満の症例（52.6%）よりも有意に高かった。T790Mの割合と
腫瘍縮小率との間に有意な相関関係が確認された。有意差は見られ
ていないが、PFSもT790Mが40%以上の症例で長い傾向が確認され
た。また、T790Mの割合が高い患者は、一次治療からの治療期間
が有意に長い傾向にあった。
結論：T790Mの割合はオシメルチニブの奏効と相関する可能性が
示唆される。

EGFR変異陽性肺がんに対する1次治療オシメルチ
ニブ後の獲得耐性機構として遺伝子変異蓄積を発見
Identification of mutation accumulation as resistance mech-
anism emerging in first-line osimertinib treatment
Ken Uchibori1,2,3, Naohiko Inase2, Makoto Nishio3, Naoya Fujita1, 
Ryohei Katayama1*
Journal of Thoracic Oncology, in press.
1 Cancer Chemotherapy Center, Japanese Foundation for Can-

cer Research, 3-8-31, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8550, JAPAN.
2 The Department of Respiratory Medicine, Graduate School of

Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental Uni-
versity, 1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113 - 8510, JAPAN

3 Department of Thoracic Medical Oncology, The Cancer Insti-
tute Hospital, Japanese Foundation for Cancer Research, 3-8-
31, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8550, JAPAN.

*責任著者

目的：上皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子活性化変異陽性肺がん
は、EGFRチロシンキナーゼ阻害剤（EGFR-TKI）の臨床導入によ
りその生存期間は劇的に改善した。最近では、オシメルチニブが初
回治療においてこれまで使用されてきた第1世代EGFR-TKIよりも
無増悪生存期間を優位に延長し、今後オシメルチニブが初回治療に
も使用されるようになると予想される。我々は、Ba/F3細胞を用い
たENU mutagenesis法により、ランダムな遺伝子変異を導入し、
初回治療・二次治療のオシメルチニブ投与において予想される耐性
機構を検証した。
結果：ゲフィチニブを初回治療（EGFR活性化変異単独）として使
用した場合にはT790M、オシメルチニブからはC797SがEGFR耐性
変異として出現した。C797S変異型EGFRにはゲフィチニブ（第1世
代）やアファチニブ（第2世代）が有効であり、C797S/活性化変異
を持つBa/F3細胞に対して同様のENU mutagenesis実験を行ったと
ころ、ゲフィチニブからはT790Mの追加、アファチニブからは
T790M以外にT854A、L792Hといった耐性変異の追加が出現し
た。これらの3重変異（C797S/T790M/活性化変異など）はすべて
のEGFR-TKIに耐性を示した。驚くべきことに、活性化変異単独に
対して最初からゲフィチニブ・オシメルチニブ併用による処理を行
うと、EGFRの2次変異による耐性は出現しなかった。
結論：オシメルチニブを1次治療として使用した場合には一定の割
合でC797S/活性化変異が耐性として出現し、その次にアファチニ
ブ治療を行うと、T854AやL792Hといったゲフィチニブ治療では出
現しない耐性変異が出現した。初回オシメルチニブ治療後の
C797S/活性化変異には2次治療としてゲフィチニブなどの第1世代
EGFR-TKIが第2世代よりも望ましいと推測される。

EGFR活性化変異に対するT790Mの割合が40%以上または以下で分けた際のKa-
plan–Meier生存曲線。T790Mの比が40%以上の患者ではオシメルチニブの無増
悪生存期間中央値が355日で、40%未満の患者では264日であった。

今後予想されるEGFR-TKI治療に対する耐性機構の出現（EGFR 2次変異）
薬剤の使用順に関わらず、変異蓄積によって耐性が誘導される。

研究成果 Cellular Diversity
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ALK融合遺伝子陽性肺がんにおける薬剤耐性機構
（総説）
Drug resistance in anaplastic lymphoma kinase-rearranged
lung cancer
Ryohei Katayama1*
Cancer Science., 109(3): 572-580, 2018.
1 Cancer Chemotherapy Center, Japanese Foundation for Cancer
Research, 3-8-31, Ariake, Koto-ku, Tokyo, 135-8550, JAPAN, 
* 責任著者

未分化リンパ腫キナーゼ（ALK）遺伝子は、受容体チロシンキ
ナーゼをコードし、様々ながん腫において多くの種類のALK融合
遺伝子が発見されている。成人では正常ALKのたんぱく質発現は
ほとんど検出されないが、ALK遺伝子の再構成により得られた
ALK融合タンパク質は、融合パートナー遺伝子のプロモーター活
性により過剰に発現し、さらに融合パートナーの有するcoiled-coil
ドメインのようなオリゴマー化領域を介してALKチロシンキナー
ゼの異常な恒常的活性化をし、がん化を誘導する。非小細胞肺癌
（NSCLC）の約3〜5％においてALK融合遺伝子が見つかってお
り、ALK陽性肺がんの治療のために複数のALKチロシンキナーゼ
阻害薬（ALK-TKI）が開発されてきている。これらのALK-TKIの
うち、日本では、3剤（米国では4剤）が承認され、現在実臨床で使
用されています。現在承認されているALK-TKIのいずれも、ALK
陽性肺がんにおいて顕著な腫瘍縮小を誘導することが示されている
ものの、ほとんどの症例において腫瘍は数年以内に獲得耐性により
再発する。この総説では、ALK-TKIとその耐性機構、および耐性
を克服するための治療戦略に焦点を当て、これまでの知見を概説し
た。

機能性ポリマー‘ゲランガム’を含む3次元培養は
ROS1融合遺伝子陽性非小細胞肺がん細胞のがん遺
伝子依存性増殖を取り戻す
3D culture system containing gellan gum restores oncogene
dependence in ROS1 rearrangements non-small cell lung can-
cer
Bo Gong1,2, Tomoko Oh-hara1, Naoya Fujita1,2, Ryohei Katayama1*
Biochemical and Biophysical Research Communications, in press, 2018.
1 Cancer Chemotherapy Center, Japanese Foundation for Cancer
Research, 3-8-31, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8550, JAPAN.
2 Department of Computational Biology and Medical Sciences,
Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo,
5-1-5, Kashiwanoha, Kashiwa-shi, Chiba, 277-8561, JAPAN.
* 責任著者

目的：ALK/ROS1/MET阻害剤であるクリゾチニブは肺がんの約
1%を占めるROS1融合遺伝子陽性肺がんに対して有効性を示すが、
G2032R及びD2033NなどROS1キナーゼドメインに変異が生じるこ
とで耐性化することが報告されており、新たな克服薬の探索が必要
である。HCC78細胞はROS1陽性肺がん患者の胸水より樹立された
数少ない公的に利用可能なROS1融合遺伝子を持つ肺がん細胞とし
て知られているが、通常の2次元培養ではEGFR経路の活性化によ
りROS1阻害剤に対して非感受性であることが知られている。本研
究では、生理的な環境に近いと考えられる3次元培養を用いてROS1
阻害剤のHCC78株に対する感受性の差異を検討し、新たなROS1阻
害剤の評価系としての可能性を探索した。
方法：HCC78細胞を2次元培養及び機能性ポリマー‘ゲランガム’
を含む3次元培養法を用いてROS1阻害剤に対する感受性を評価する
とともに、マウスゼノグラフトモデルの作製も試みた。
結果：2次元培養法に比べてゲランガムを含む3次元培養法ではクリ
ゾチニブ、カボザンチニブを含む様々なROS1阻害剤のHCC78細胞
に対する薬剤感受性が顕著に回復した。そのメカニズムの一つとし
て3次元培養されたHCC78細胞では、リン酸化EGFRが2次元培養時
よりも低下していることが示された。また、3次元培養された
HCC78細胞はROS1阻害剤の評価系になりうるかを検討するため
に 、 ヌ ー ド マ ウ ス で 生 着 し 増 殖 で き る HCC78細 胞 モ デ ル
（HCC78xe）と、この株を元に野生型並びにクリゾチニブ耐性変
異SLC34A2-ROS1-G2032R、-D2033Nを強制発現させたHCC78xe3細
胞(HCC78xe3/WT, HCC78xe3/G2032R, HCC78xe3/D2033N)をそれ
ぞれ作製し、種々のROS1阻害剤に対する薬剤感受性を検討した。
臨床結果と一貫してクリゾチニブはin vitro とin vivo の両方で
HCC78xe3/WT細 胞 に 感 受 性 を 示 し た の に 対 し て 、
HCC78xe3/G2032R並びにHCC78xe3/D2033N細胞に対して耐性を
示した。
結論：ゲランガムを含む3次元培養法はHCC78細胞のROS1融合遺
伝子依存性増殖を取り戻し、有用なROS1阻害剤の評価系となりう
る。2次元接着培養及びゲランガムを含む3次元浮遊培養(FCeM)
条件下におけるHCC78細胞に対するROS1阻害剤の薬剤感受性
試験。
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(A) 明視野での細胞像。スケールバーは100 mmを示す。(B-C) 0~10 mMの(B) ク
リゾチニブ, (C) カボザンチニブを72時間処理した際の細胞増殖抑制曲線。2次元培
養条件下ではHCC78細胞に対するクリゾチニブのIC50値が1 mMを超えたのに対し
て、3次元培養条件下ではそれぞれ約100 nM 程度であった。

ALKとCrizotinibの共結晶構造情報に基づき、野生型および第3世代ALK阻害薬
耐性変異（C1156Y+L1198F）のALKとCrizotinibの結合の様子をリボン図で示
した。Crizotinibへの再感受性化にかかわるアミノ酸置換部位（1198番目のロイ
シン）を赤で示す。
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編集後記

新学術領域研究「細胞ダイバース」は、2017年に開始しま
したので、本領域の活動はすでに2年目に入っています。本領
域では生物学・数学などをはじめとする様々な分野の専門家が
集まっており、その研究者ダイバーシティーは公募班が加わる
事でさらに増しています。このダイバーシティーに富む研究者
の共同研究が進むようにいろいろな企画をしておりますが、思
った以上に若手研究者同士の共同研究や共同企画が進みつつあ
り、今後の展開を本当に楽しみにしております。特に公募班と
して加わった先生方の研究内容は、本号のNewsLetterにもあ
りますように非常にユニークであり、本領域の研究展開に大き
な役割を果たしてくれるものと期待しているところです。

本年も公開シンポジウム・学会との共催によるシンポジウム
などの実施を通じ、本研究活動の状況を広く告知していきま
す。これらシンポジウムの開催とともに、NewsLetterを年2回
ほど発行して活動状況を詳しく紹介していきますので、今後の
NewsLetterにも是非ともご期待ください。

（藤田直也）
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