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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 3号

NewsLetter が完成しましたのでお送りいたします。 

本領域は 2017年（平成 29年）に発足しましたので、早

くも 3年目に突入しようとしております。領域全体とし

ては、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・数学・情報科

学など様々な分野を専門とする研究者同士の交流や融合

研究を促進することが必要であり、そのために領域会議を

半年に 1 回のペースで開催しております。今回の

NewsLetter では、領域会議など新学術領域研究班として

進めている活動を報告させていただきます。 

本領域では、実際の研究の担い手である若手研究者同士

のコミュニケーションや相互理解を推進するため、班員の

研究室に所属する若手のスタッフや学生に集まっていた

だき若手ワークショップを年一回開催しております。その

理由は、本領域の目標である細胞社会ダイバーシティーの

解明とその応用を長期的な視点で進めるには、次代を担う

若手研究者の育成と若手研究者同士の細胞ダイバースを

主軸とした異分野連携研究のサポートが不可欠であると

考えているためです。今回、2回目となります第二回若手

ワークショップが仙台で開催されましたが、参加者が 58

名と予想を大きく超える研究者が参集し、細胞ダイバース

研究に対する熱気を大いに感じることができました。第一

回若手ワークショップでも、これまでに出会うことがほと

んどなかった専門分野の異なる若手研究者同士のネット

ワークが形成され、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オーガナイズなどの活動

へとつながっております。今回の第二回若手ワークショッ

プを通じてさらなる連携、そして細胞ダイバース研究の活

性化が起こることを期待しております。本領域では若手育

成も大きな目標に掲げておりますので、こうした若手研究

者のネットワーク形成や共同研究の推進を継続的にサポ

ートしていく予定です。若手同士の連帯の状況をご理解い

ただくために、本領域の計画班研究代表者である若手研究

者同士の対談を実施し、本Newsletter にてその対談の

様子を報告させていただきます。今後も若手研究者同士の

対談企画を続けていきますので、楽しみにしていただけま

したら幸いです。 

本領域では、領域の活動報告の意味合いも含めて公開シ

ンポジウムを年 2回開催しております。東京大学の弥生

講堂で開催した第三回公開シンポジウムでは、特別講演と

して東京大学・大学院理学系研究科の合田圭介先生をお

招きし、インテリジェント画像活性細胞選抜法(Intelli-

gent Image-Activated Cell Sorting: iIACS)に関してご

講演いただきました。今後も第一線で活躍されている先生

を招聘して講演いただく予定ですので、公開シンポジウム

にも足を運んでいただけましたら幸いです。 

最後になりますが、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、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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越川　今日はよろしくお願いします。 

中戸・中嶋　よろしくお願いします。 

ーまず、それぞれの専門について教えてく
ださいー 

中嶋　私の専門は発生生物学や細胞生物
学という動物や細胞を使って個体や細胞
レベルで生命現象の仕組みを明らかにす
る分野です。いわゆる「生き物の研究」で
イメージするような研究分野だと思いま
す。 

中戸　私は次世代シーケンサを用いたゲ
ノム解析法の情報解析部分を担当してい
ます。膨大なデータ群から意味のある特徴
を抽出することで、新規知見を探しだすよ
うなイメージです。 

越川　中戸さんが生命科学分野に興味を
持たれたのはどういうきっかけですか？ 

中戸　自分はもともと情報学が専門なの
ですが、生命情報学専攻に入ったのはたま
たまです（笑）。というのも、大学受験では
物理と化学選択でしたし、学部の講義でも
生物系は工学部では単位認定されないた
め取っておらず、生物の知識はずっと高校
レベルのままでした。そんな状態で生命系
の研究ができるとは思えなかったので自
ら進んでこの分野に入るつもりはなかっ
たのですが、生命科学そのものには純粋な
好奇心があったので、大学院で配属されて
から急ピッチで学び直したという感じで
した。 

越川　生命科学と情報学では研究スタイ
ルはどのように違いますか？ 

中戸　情報学でも分野によって文化は違
うと思いますが、私が所属した研究室は企
業の製品開発や高校の教育支援などの共

同プロジェクトが主だったので、新規性と
共に実用性を強く求められる環境でした。
ユーザに使ってもらってナンボのプログ
ラム開発という感じで、企業の研究部門に
近かったかもしれません。一方で生命科学
は、生命とは何か？のような根源的な学術
的疑問にアプローチできるところに魅力
を感じます。世界でまだ誰も知らない知識
を獲得できるかもしれないというところ
に夢がありますよね。 

越川  中嶋さんはショウジョウバエをモデ
ルに使っているんですよね。 ショウジョウ
バエて聞くと、何でもできそうなイメージ
ありますね（笑）。 

対談企画
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中嶋　そうですね。自分は薬学部出身で、
卒業研究のときに所属した研究室でショ
ウジョウバエに出会いました。それ以来か
れこれ 10 年以上使用しているわけです
が、その間にもかなり技術や手法が整備さ
れた感があります。発生、組織恒常性、病
態、行動を含めた神経科学といったあらゆ
るタイプのバイオロジーがショウジョウ
バエで研究可能です。リソースや知見が豊
富で、系統センターにかなりの数の変異体
やトランスジェニック系統がストックさ
れています。また世界中の研究室と系統の
やり取りをするのも日常茶飯事です。 

越川　いい話しかなさそうですね。実際は
どうなんでしょうか？ 

中嶋　使いやすさという点ではいいとこ
ろが多いです。一方、負の側面は情報もリ
ソースも存在して研究者人口も多いので
競争に巻き込まれやすいところですね（苦
笑）。 

ー生命現象の原理の解明につながるよう
な「分野横断的研究の促進」についてー 

越川　今回の対談のテーマに入りたいと
思います。新学術「細胞ダイバース」は生
物、数理、そして情報と参加している人自
体が多様（ダイバース）ですよね。その中
で、生命現象の原理の解明につながるよう
な、分野横断的な研究を共同研究ベースで
進めることが本領域のひとつの目標です。
その中で、昨年 11月の分生（日本分子生物
学会年会）で若手有志による異分野融合の
セッションを企画・発表されていました
よね。あのセッションをやると決めたのは
いつ頃だったのですか？ 

中戸　昨年 3月に湯河原で開催された第
1回若手ワークショップ（WS）の時です。
40 歳以下の若手による 1 泊 2 日の WS
でしたが、参加者が非常に意欲的だと感じ

て、「このメンバーで分生のセッションを
企画したら面白いのでは？」と思いまし
た。そこで晩の飲み会で提案したところ、
乗り気な反応がたくさん返ってきたので、
その場で参加を決めました。 

越川 そのように新しいことをやろうとい
う雰囲気が自然に起きているのは良いこ
とですよね。　 

中嶋　若手WSはこの新学術領域の試み
の中でも有意義と思います。領域会議だけ
では知ることができない、研究者の素顔と
いうか個性も見られて、一緒に研究してみ
たい、と思わせる人々にも出会えると思い
ます。 

越川　実際に分生のセッションをやって
みてどうだったのでしょうか？ 

中戸　異分野融合をセッションのテーマ
にしていたものの、分生までに共同研究を
立ち上げて成果を出すというのは時間的
に難しいことはわかっていたので、コラボ
レーションのアイデア発案の場という位
置づけにしました。現在の研究内容を半
分、自分が融合研究をするとしたらどんな
ことがしたいかの展望が半分、という感じ
です。 

中嶋　ワークショップ自体は非常に面白
かった印象があります。トピックのバラバ
ラ感がいい味を出していましたよね。 

中戸　本当にバラバラでした（笑）。セッシ
ョンの時間が 90 分しかなかったのです
が、趣旨的にはできる限り多くの先生に発
表していただきたくて、そうなると一人当
たりの発表時間が減ってしまいます。トピ
ックがバラバラで発表時間が短いと、「何
がメインテーマなのかよくわからない」と
いう印象になってしまう可能性があった
ので、セッションの軸をはっきりさせるこ
とに気を遣いました。 

中嶋　セッションに来てくれたオーディ
エンスがどういう人だったのか、イマイチ
分かりませんが、やはり聴衆もダイバース
だったんですかねえ。1細胞シーケンス、
透明化、数理モデルといった多様な手法や
最新技術に関心のある方々だったのかな
あ。 

中戸　実際にセッションをやってみると
難しい面もありました。将来的なコラボレ
ーションを立ち上げるきっかけにもした
いという思いがあったのですが、メールの
やりとり程度では共同研究は進みません
よね。分生では他にもセッションや研究打
ち合わせの用事が入りやすいので、セッシ
ョン後の打ち上げも全員参加という訳に
はいかず、全員が顔を合わせるというのは
難しいですね。 

越川　わかります。私も理論系の先生方と
共同研究を長いことやっていますが、たま

「細胞ダイバース」若手研究者による対談
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ショウジョウバエ系統コレクション: 各種系統がバイアルに入っている
1細胞解析による細胞のクラスタリング（上）と、 

特定のクラスタから計算された遺伝子ネットワーク（下）



に会うだけではダメなんですよね。月に 1
回くらいのペースで顔を合わせて直接議
論することをしないと、お互いにわかりあ
えないし、目的を共有するまでには至らな
いと思います。 

中戸　異なる分野同士では面白いと感じ
る点も違いますし、どういう作業が楽し
い・あるいは難しいのかも想像しにくい
ので、同じことを何回も繰り返し説明する
ような場が必要になりますね。本当に共同
研究のきっかけにしたいのであれば、もう
ちょっとトピックを絞ってもよかったの
かなという気もします。いっぽう、「こんな
研究している人がいるんだな」という気づ
きを得られるという意味ではバラバラで
もよかったかなと。 

中嶋　公募で発表してくれた先生の仕事
も斬新で面白かったですよね。そうやっ
て、関心のある研究や手法を知る機会があ
れば、将来的な共同研究のきっかけになる
と期待したいですね。 

越川　分生以外でも新学術後援のセッシ
ョンが立ち上がりはじめているようです。 

中戸　よいと思います。やはり発表の場が
あった方が成果も出やすいですし、色んな
分野の方が顔を合わせる機会が増えると
思います。 

越川　実際には、領域内でも共同研究や融
合研究をすでにスタートしている？ 

中嶋　それがなかなか苦労しているとこ
ろで。異分野融合のアイデアを出すという
ことで色々考える訳なんですが、この新学
術は思った以上にダイバースで、共同研究
をやるのもなかなか簡単にはいかない印
象です。細胞ダイバース領域ではショウジ
ョウバエの系を使って「数理モデルの実
証」を期待されています。ハエの系でテス
トするにしても、ハエと他の系の類似点に
精通していたり、ハエでの結果を使って数
理モデルを構築した経験がないと難しい
かな、と感じています。　　　 
　一方、領域の人々にショウジョウバエの
利点を知ってもらうことでいろんなコラ
ボが可能だと思っています。興味のある分
子をハエでもテストしてみる、個体で機能
解析したい、というときに是非相談して欲
しいですね。 

越川　共同研究をするために具体的に何
かしています？ 

中嶋　領域内の人々とインタラクション
する機会がある時は積極的に絡もうとし
ています。分生のセッション、若手WS、洲
﨑悦生先生（東大・医）が開いた組織透明
化の技術講習会、と細胞ダイバース関連の
イベントはほぼ皆勤です（笑）。それは冗談
として、数理の田﨑創平先生（理研）やシ
ョウジョウバエつながりで八杉徹雄先生
（金沢大）らとパイロット的な試みを少し
ずつ始めています。 
　また自分の所属先（東北大学学際科学フ
ロンティア研究所）も融合研究をプッシュ
しており、いろんな分野の人がいます。最
近は工学の同僚に特別な実験装置作りを
お願いしていて、従来の生物実験にはない
ようなアプローチも進めています。 

越川　中戸さんは秋山徹先生・林寛敦先
生（東大・定量研）らと共同研究していま
すよね？ 

中戸　次世代シーケンサの分野ではウェ
ットとドライの連携は常に必要なものな
ので、あまり異分野融合という意識はして
いないです。林さんとは隣の建物どうしな
ので、普段からよく顔を合わせて最新の手
法や結果の解釈などについて議論してい
ます。定量研は主に生命科学ですが、情報
学に対しても理解が大きいので、それほど
苦労なく研究させてもらっています。私自
身の異分野融合としては、次世代シーケン
サと顕微鏡画像との統合解析、時系列デー
タからの数理モデリングなどを考えてい
るところです。 

中嶋　ウェットとドライの共同研究では
難しい点はないんですか? 

中戸 私の場合、共同研究をする場合には他
の方が生産したデータを分析するという
役割分担が主ですが、そうすると研究の動
機や結果の重要性の評価など重要な部分
を相手に任せることになりがちで、ともす
ればただの業務委託になってしまうおそ
れがあります。それを避けるために、最近
はデータを生成する前から議論に入らせ
ていただいて、どういう実験系を組めば良
いかや、追加実験の提案など積極的に関与
するよう意識しています。 

中嶋　越川先生はこれまでにドライ（数
理）の研究者との共同研究をされてきたと
お聞きしています。難しかった点、どうい
う風にかたち（論文）にしたか、など体験
を聞きたいです。 

越川　数理の研究者と共同研究を始めて
最初に感じたのが、「簡単な研究の話が通
じない」でした。お互いに日本語の会話で
はありますが、専門用語が異なっているの
で、話の内容がほとんど分かりませんでし
た。そのときの救世主になったのは、神経
科学の研究をされていた物理系ご出身の
数理学の研究者でした。お互いの専門用語
を懇切丁寧に説明して頂き、研究の話がで
きるようになりました。その後、ディスカ
ッションを重ねることで、お互いが双方の
専門用語を理解し、この問題はなくなりま
した。現在、数理研究者はウェットの研究
をある程度理解して頂いているので、皆さ
んの新たな共同研究は円滑に進められる
と思いますよ！ 
　論文作成のコツですか！数理学者とデ
ィスカッションを頻繁に行うことだと思
います。我々、ウェットの研究者が当たり
前と思っていることでも、数理の研究者が
分からないことが多々あります。また、そ
の逆もあります。そのため、お互いに疑問
をストレートにぶつけるディスカッショ
ンが論文作成には必須です。ウェットとド
ライのコミュニケーションが論文作成を
含めた共同研究の成功のための秘訣だと
思います。 

中嶋　なるほど～、実体験にもとづくウェ
ット研究者の話、すごく参考になります。
そういう意味では異分野の人々と会って
話すのは最初の一歩かもですね。 

越川　領域内外の様々な分野を融合する
ことで面白い研究が出てくるといいです
よね。 

中戸　残り 3年間で、何とか成果を出した
いと思います！ 

中嶋　本当に面白い融合研究がしたいで
すね。何か面白いことができないか、から
はじまって、異分野でコラボした結果が数
年後にブレイクスルーになる。そういう経
験が細胞ダイバース領域の先生方と一緒
にできたらいいなと思います。 

越川　今から楽しみですね。今日はありが
とうございました。 

中戸・中嶋　ありがとうございました。

対談企画

6
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領域班活動報告 
 
第三回領域会議　開催報告 
日　時：2018年 6月 29日 10時～13時 
場　所：岩手大学　上田キャンパス内　理工学部　生命講義室 

第二回公開シンポジウム開催に先立ち、本新学術領
域研究の班員である計画研究代表者・分担者、公募
研究代表者、総括班評価者、学術調査官の 28名に
集まっていただき、第三回領域会議を開催した。 
今回は公募班の先生方が加わった最初の領域会議
であるため、簡単な自己紹介を行い、その後に領域
会議を開催した。まず、これまでの本領域の活動報
告として、（1）前回の第二回領域会議と第一回公開
シンポジウムの開催報告、（2）第 1回若手ワークシ
ョップの開催報告（3）第 1回技術講習会の開催報
告、（4）若手研究者の海外派遣、（5）国際シンポジ

ウムの後援報告、（6）領域HPの運営状況、（7）広
報誌（Newsletter）の発行などが報告された。その
後に、今後の各種会議の日程調整、各種学会などと
の連携に関する議論、そして領域横断的な共同研究
を推進するためのチーム編成に関する意見交換を
行なった。さらに、若手研究者の育成を図るため、
40歳以下の若手研究者の活性化に向けた、若手ワ
ークショップの運営や若手主体の各種学会におけ
るシンポジウム開催の支援を領域として進めてい
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 
 
第二回公開シンポジウム　開催報告 
日　時：2018年 6月 29日 13時～16時 
場　所：岩手大学　上田キャンパス内　理工学部　銀河ホール 

第二回公開シンポジウムでは、本年度から新たに加
わった 13課題の公募班のなかから、副題として掲
げた「臓器構築システムの解明に向けた細胞社会ダ
イバーシティー研究の最前線」という方向性に近い
研究を展開されている先生に登壇いただきました。
演者候補の先生には、ご快諾いただきましたこと御
礼申し上げます。今回の公開シンポジウムでは、組
織形成メカニズムからその遺伝子発現解析、さらに
はイメージングと数理モデリングという、本領域で
目指している研究の流れに沿ったシンポジウムを
組むことができまして、領域内外から多くの聴衆が
集まりました。聴衆の方々に、細胞ダイバースで目
指す研究を強く印象付けることができたものと考
えております。 
なお、本公開シンポジウム開催にあたり、岩手大学
の先生に多大なご助力をいただきました。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 
 
第四回領域会議　開催報告 
日　時：2019年 1月 15日 10時～13時 
場　所：東京大学　弥生キャンパス内　弥生講堂　会議室

本新学術領域研究の班員である計画研究代表者・
分担者、公募研究代表者に加え、学術調査官、総括
班評価者の総計 28名に集まっていただき、第四回
領域会議を開催した。 
これまでの本領域の活動として、前回の第三回領域
会議や第二回公開シンポジウム、さらには後援した
シンポジウムの報告やニュースレターの発行、アウ
トリーチ活動などが報告された。その後に、今後の
会議日程、共催・後援する各種学会などとの連携に

関する議論、そしてさらなる領域横断的な共同研究
推進のための施策に関する意見交換や技術講習会
の開催の内容検討がなされた。特に、若手研究者の
活性化を本領域としてさらに進めるために、若手ワ
ークショップの開催や学会との共催としての若手
中心のシンポジウム開催、さらには海外派遣などを
積極的に進めていく方針が確認された。 

（文責： 藤田直也）



10

領域班活動報告 
 
第三回公開シンポジウム　開催報告 
日　時：2019年 1月 15日 13時～18時半 
場　所：東京大学　弥生キャンパス内　弥生講堂

第 3回公開シンポジウムでは、本領域の目標である
「1細胞統合解析を駆使した組織内ダイバーシティ
ー解明への挑戦」と銘打って、最先端の研究を進め
られている計画班・公募班より 6名の先生に研究
進捗の現状をご講演いただきました。また、東京大
学・大学院理学系研究科の合田圭介先生に、インテ
リジェント画像活性細胞選抜法 (Intelligent 
Image-Activated Cell Sorting: iIACS)に関する特
別講演をお願いしました。講演会終了後には、計画
研究の班員あるいは計画研究班の研究室スタッフ
などによる 20演題のポスター発表と交流会を実
施し、メンバー間の交流を深めました。なお、本公
開シンポジウムは東京大学との共催という形で開
催いたしました。開催にあたり秋山先生をはじめと
します東大・定量研の方には大変お世話になりま
した。関係者の皆様には改めて感謝申し上げます。
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領域班活動報告 
 
第二回若手ワークショップ　開催報告 
日　時：2019年 2月 28日～3月 1日 
場　所：秋保温泉・岩沼屋（宮城県仙台市）（写真 1） 
世話人：中嶋悠一朗（東北大学・学際科学フロンティア研究所）

本ワークショップは領域内の若手研究者（大学院
生、研究員、若手教員）を中心として、研究発表を
通した相互交流を行うことで、 領域研究の活性化
や促進、そして将来的なコラボレーションの実現に
つなげることを目標として企画したものです。昨年
に続いて第二回となる今回は、計画班・公募班のグ
ループに属する若手 、研究代表・分担者（シニアも
含む）まで多くの方々に参加いただき、総勢 58名
での開催となりました（写真 2）。ワークショップで
は口頭発表を中心に、特別招待講演（東大先端セ・
谷内江望先生; 写真 3）、ポスター発表、基調講演（東
大医・ 宮園浩平先生）、そして日付が変わっても続
く熱いディスカッション、と非常に充実した時間を
過ごすことができました。大学院生らの素晴らしい

発表（写真 4）に刺激を受け、聴衆からの鋭い質問
や分野外からのコメントに耳を傾けることで、今後
の研究の指針や励みになったのではないかと思い
ます。また参加者は、本領域が生命科学、数理、情
報といった多様なバックグラウンドの研究者が集
まった融合領域であることを改めて実感できたの
ではないでしょうか。このようなワークショップ
は、日頃ウェットの実験やドライ解析を実際に担当
している研究者と知り合い、顔を突き合わせて議論
できる貴重な場であり続けると思います。最後に、
本ワークショップに参加いただいた皆様に厚く御
礼申しあげます。ありがとうございました。 

（文責： 中嶋悠一朗）

会場の岩沼屋旅館 集合写真　総勢58名が参加しました

谷内江望先生によるエキサイティングな特別講演 優秀発表者に選ばれた、左から 
従野雅義さん（九大・生医）、 

 高木舜晟さん（九大・シス生命）、  
西田純さん（東大・医）
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領域班活動報告 
 
第 41回分子生物学会年会　後援報告 
日　時：2018年 11月 28日 17時半～19時 
場　所：パシフィコ横浜（〒220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1） 
主　催：日本分子生物学会 
後　援：文部科学省新学術領域研究「細胞ダイバース」 
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）

日本分子生物学会は、学問の新しい流れに大胆且つ
柔軟に取り組み、形式より実質を重んずる気風を特
徴に、分子生物学に関する研究・教育を推進し、我
が国における現代生物学の発展に寄与することを
目的とした学会である。第 41回分子生物学会年会
では（会長：石野　史敏　東京医科歯科大学難治疾
患研究所）、第 41回日本分子生物学会年会のテー
マには「日本からオリジナリティーを発信しよう」
が掲げられ、21のシンポジウム、110のワークシ
ョップを含む多数の口演と、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、領域
内若手研究者が中心となって、「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―」というタイトルのワークシ
ョップが、本領域の後援の下で実施された。発表者
は計画班および公募班の領域内若手研究者ら中心
となって構成され、本領域で目指す統合解析アプロ
ーチについて、分野融合的アプローチの具体的な取
り組み事例と、今後目指したい研究アプローチが発
表された。東京大学の林寛敦先生は数理手法を取り
入れた 1細胞解析について、続く東京大学の中戸隆
一郎先生は、1細胞 RNA-seq のデータ解析手法開

発を中心に発表された。東京大学の洲崎悦生先生は
透明化技術と抗体等を用いた染色技術を用いた 1
細胞レベルの可視化技術について発表された。学会
の一般公募枠からの理化学研究所　小川泰策先生
は 1細胞の詳細な画像情報から予測する 1細胞レ
ベルの発現情報解析について最新の知見を発表さ
れた。本領域の東北大学　中嶋悠一朗先生は、ショ
ウジョウバエの腸管周囲に腫瘍細胞を移植するユ
ニークなモデルを用いた宿主側因子の解析につい
ての発表を、金沢大学の八杉徹雄先生からは「バイ
オロジーと数理科学を駆使した「分化の波」進行現
象について発表された。このワークショップ最後に
は、九州大学　岩見真吾先生より、数理モデルを駆
使した増血システムの理解と、特に骨髄球バイパス
分化系譜の数理モデルからのアプローチについて
の最新の成果が発表された。 
本領域内の新進気鋭の若手研究者らが企画立案し、
オーガナイズもした本ワークショップは、今後共同
して数理、生物学、動物・疾患モデルを駆使した研
究を異分野融合により切り拓いていくために非常
に有用であった。 

（文責：片山量平）
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領域班活動報告 
 
国際がん化学療法シンポジウム　後援報告 
シンポジウム名：The 23rd JFCR-ISCC 
日　時：2018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、最先端の研究を
進めている国際的に活躍し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、腫瘍組織内の細胞間相互作用解析結果など基礎
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 23回目となる
今回のシンポジウムの中の 1つのセッション(セッ
ション 1）の後援を行なった。シンポジウム全体と
しては、国内 7 名と海外 7 名の演者が講演を行な
ったが、新学術領域研究「細胞ダイバース」の後援
セッションでは、腫瘍組織内における免疫細胞とが
ん細胞との相互作用解析とそれに基づく次世代が
ん免疫療法の第一人者であるピッツバーグ大学の
Zarour 先生、岩手医科大学の石田先生、国立がん研
究センターの大植先生が講演された。本講演は本新
学術領域研究で進めている組織内における多様な
細胞の相互作用解析とその成果に基づく治療薬開
発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公募班の教室に属す
る若手研究者 1名（関西医大の田中先生）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 
 
Dr. Yu Shyr の来日講演　後援報告 
講演会名：東京大学医科学研究所　学友会セミナー 
日　時：2019年 2月 14日、17:00～18:00 
場　所：東京大学医科学研究所（〒108-8639 東京都港区白金台 4-6-1） 
主　催：大阪大学　数理・データ科学教育センター 
共　催：文部科学省新学術領域研究「細胞ダイバース」他

本領域研究アドバイザーである鈴木貴先生（大阪大
学 数理・データ科学教育センター）が米国バンダ
ービルト大学 生物統計学部・学部長、定量科学セ
ンター・センター長の Yu Shyr 教授をお招きして、
New technologies in data science for the 
study of oncology と言うタイトルで大阪と東京
で 2回のご講演が行われました。本講演の前日（平
成 31年 2月 13日）に大阪大学において、AI を用
いた医療データの取り扱いについて、米国での先進
的な研究をご紹介頂きました。 
Shyr 博士は、次世代シーケンス、質量分析計による
ゲノム/プロテオーム解析データを用いたバイオイ
ンフォマティクス解析によるがん治療のモニタリ
ングや予後予測の数理モデルに関するインパクト
の高い論文を数多く報告しております医療分野の
データ科学研究の専門家であります。これまでに、
米国National Cancer Institute (NCI)の支援を得
て、バンダービルト大学内で乳癌、胃・大腸がんの

SPORE プロジェクトの生物統計学およびバイオイ
ンフォマティクス研究の中心的役割を担われてお
ります。東京での第 2回の講演では、Shyr 教授がバ
ンダービルト大学で進めている臨床研究プロジェ
クトから得られるビックデータを個別化医療へ応
用するための数理解析についてご紹介を受けまし
た。私が大変に印象に残ったのは、不確実なビック
データは不要（使い物にならい）、目的の研究に対し
て十分に計画された臨床研究から得られる高品質、
包括的な実用的データ（Actionable data）が個別
化医療へ応用するためには不可欠である、また、そ
の際に生じる欠損データを如何に取り扱うかが大
変に重要であると仰ったことです。ウエット研究者
として、このようなデータ科学の専門的な講演は大
変に新鮮であり、今後、本領域研究で得られるビッ
クデータの取り扱いなどにも大変に参考になりま
した。 

（文責：越川直彦）
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各種報告 
 
アウトリーチ活動（サイエンスワークショップ in 神奈川県立柏陽高等学校） 
日　時：2018年 11月 6日（火）14:30～15:15 
場　所：神奈川県立柏陽高等学校 
出席者：高校 1年生約 100名 
講　師：越川直彦 
報　告：神奈川県立柏陽高等学校が毎年行っているサイエンスワークショップ行事の一環として、1年生

の希望者に対して、私が大学院生時代に見いだした細胞外マトリックス分子のがん診断への応用
に至る研究の経験談を中心にお話をさせて頂きました。 
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若手研究者　海外派遣報告 
日　時：2019年 3月 15日～19日、3月 21日（6日間） 
対　象：久保田晋平（東京大学大学院医学系研究科分子病理　日本学術振興会特別研究員） 
 
 

 がん組織不均一性への挑戦 
 

東京大学大学院医学系研究科分子病理学分野　日本学術振興会特別研究員　久保田 晋平 
 
 

写真 1　バッソ要塞の中にあるクラッシックな学会会場

この度、私は新学術領域研究班「細胞ダイバース」の
若手研究者の海外派遣支援により、KEYSTONE 
SYMPOSIA およびライデン大学において「組織透
明化手法とライトシート蛍光顕微鏡を用いた全身
がん転移の解析」に関する発表を行うとともに、参
加者との研究交流を行ってきました。 
組織透明化手法はDr. Werner Spalteholz によっ
て 1914 年に、ライトシート蛍光顕微鏡は Dr. 
Richard Adolf Zsigmondy によって 1903年と双
方とも 20世紀初頭に開発された歴史ある研究手
法です。それぞれ独立して改良が進められてきたこ
れらの手法は Dr. Hans-Ulrich Dodt によって
2007年に融合され、脳組織三次元構造の高解像度
像を高速に取得することが可能になりました。この
Dr. Hans-Ulrich Dodt による先駆的な研究によっ
て組織透明化手法の開発は神経科学者を中心とし
て世界的に活性化し、ここ 10年において 30以上
の組織透明化手法が開発されています。私たちは長
年の組織透明化手法の開発において見落とされて
きた組織の脱色に着目し組織透明化手法の開発を
行うことによって神経科学領域だけでなく医学領
域全般に用いることが可能である基盤技術を構築
しました。また構築した透明化手法を担がんモデル
マウスへと応用することによって全身のがん微小
転移の一細胞解像度イメージングに成功しており
ます。これらの基盤技術はがん幹細胞、抗がん剤抵
抗性がん細胞、またがん組織に特徴的な微小環境に

よって構成されるがん組織不均一性の理解に貢献
することが期待しております。私は世界中の研究者
と交流することで更なる発展が生まれるのではな
いかという思いを胸に抱きながら、上記の研究に関
して発表させていただきました。 
今回参加した学会はイタリアのフィレンツェにあ
るバッソ要塞で 2019 年の 3月 15 日から 19 日
まで開催された KEYSTONE SYMPOSIA Cancer 
Metastasis: The Role of Metabolism, Immunity 
and the Microenvironment（M2）です。Keystone
というとアメリカの高所で開催され、初日は高山病
に苦しむという印象を持っていたのですが、この度
はオーガナイザーの Dr. Erika Pearce が Max 
Planck Institute で研究室を主催しているためか
ヨーロッパで開催されました。がん転移を代謝、免
疫、微小環境の観点から理解し、治療しようと考え
ている多くの研究者が学会に参加しており、参加者
の国はアメリカが約 30%、韓国、イタリア、イギリ
スが約 10%、合計 30カ国から合計 342人もの人
もの人が集まりました。また女性参加者が約 40%、
女性発表者が約 45%であったことは直前に参加し
た細胞ダイバース第二回若手ワークショップの男
性比率が非常に高かったこともあり印象に残って
います。学会ではヒトにおける臨床治験を初めとし
た多数の未発表データが共有され、それらのデータ
を元にした議論が盛んに行われておりました。 
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また学会参加後の 3月 21日には、2018年に開催
された 12 th International BMP conference で
乳がんの浸潤・転移に関する研究発表をされてい
たDr. Peter ten Dijke に招待されオランダのライ
デンにあるライデン大学医学センターで口頭発表
をさせていただきました。セミナーには実際に組織
透明化、ライトシート蛍光顕微鏡を用いることを考
慮している研究者から学部生まで多くの人が参加
し、質疑応答が盛り上がったため当初 30分の予定
であった発表は終了までに 1時間を必要とするこ
とになりました。またセミナーの後は組織透明化の
導入を考えている研究者と未発表データを交えた
議論を、コアファシリティとしてライトシート蛍光
顕微鏡の導入を考えている顕微鏡ユニットのスタ
ッフと議論を行ないました。

写真4：フィレンツェ市街

写真 3：被ると姿が見えなくなる“ハデ
スの隱れ兜”をもつギリシア神話の英雄
ペルセウス

写真 2：コスプレサミットが同時開催中のバッソ要塞
（GAME OF THRONES のジョン・スノウとメリサンド
ル、マーベル・コミックのロキ、ベジータの後ろ姿）
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今後の予定

主催会議など 
 
第五回領域会議（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 6 月 27 日（木）10 時～13 時 
会　場：理化学研究所 生命機能科学研究センター 発生・再生研究棟A2階会議室 
　　　　（神戸地区　西エリア）（〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町 2-2-3） 
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 
　 
第四回公開シンポジウム 
日　時：2019 年 6 月 27 日（木）13 時～18 時 
会　場：理化学研究所 生命機能科学研究センター 発生・再生研究棟C 1 階 
　　　　オーディトリアム（神戸地区　西エリア） 
　　　　場　所：〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町 2-2-3 
　　　　アクセス： https://www.kobe.riken.jp/access/ 
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 
　 
第三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：中戸隆一郎（東京大学・定量生命科学研究所）　 
 
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）　 
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Cellular Diversity

後援予定のシンポジウムなど 
 
第 19回日本蛋白質科学会年会・第71回日本細胞生物学会大会 合同年次大会 
総会HP：https://www2.aeplan.co.jp/jscb-pssj2019/ 
日　時：2019 年 6 月 24 日（月）～26 日（水） 
会　場：神戸国際会議場・神戸国際展示場（〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6－9－1） 
　　　  https://kobe-cc.jp/ja/facilities/conference-center/ 
主　催：第 19 回日本蛋白質科学会年会（会長：城　宜嗣）、 
　　　  第 71 回日本細胞生物学会大会（会長：遠藤斗志也） 
後援予定セッション： シンポジウム 2SEp「総力戦でのぞむ細胞社会ダイバーシティー解明への挑戦」 

6 月 25 日（火）16:30～19:00 会場未定 
オーガナイザー：洲﨑悦生（東京大学）、片山量平（がん研究会） 
事務局：第 19 回日本蛋白質科学会年会・第 71 回日本細胞生物学会大会 合同年次大会　運営事務局 
　　　  〒532-0003　大阪市淀川区宮原 2-14-14　新大阪グランドビル 6F 
問合先：jscb-pssj2019@aeplan.co.jp 
第92回日本生化学会大会 
総会HP：https://www2.aeplan.co.jp/jbs2019/ 
日　時：2019 年 9 月 18 日（水）～20 日（金） 
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 92 回日本生化学会大会（会長：新井洋由） 
後援予定セッション：シンポジウム 2S12a「組織・臓器の構築と制御の統合的理解を目指した 

細胞ダイバーシティー研究」9月 19 日（木）14:30～16:30 第 12 会場 
オーガナイザー：藤田直也（がん研究会）、越川直彦（神奈川県立がんセンター） 
事務局：第 92 回日本生化学会大会事務局 

〒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：jbs2019@aeplan.co.jp 
 
第42回日本分子生物学会年会 
総会HP：https://www2.aeplan.co.jp/mbsj2019/index.html 
日　時：2019 年 12 月 3 日（火）～6日（金） 
会　場：福岡国際会議場・マリンメッセ福岡（〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町 2-1 など） 

https://www.marinemesse.or.jp/congress/ 
主　催：第 42 回日本分子生物学会年会（会長：佐々木 裕之） 
後援予定セッション：ワークショップ「細胞社会ダイバーシティーの統合的解明と制御に挑む 

1 細胞・1分子計測の数理科学」 
12 月 6 日（金）13:00～15:30 第 9 会場（福岡国際会議場 4F「413」） 

オーガナイザー：岩見真吾（九州大学）、中戸隆一郎（東京大学） 
事務局：第 42 回日本分子生物学会年会 

〒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：mbsj2019@aeplan.co.jp 
 
国際がん化学療法シンポジウム「The 24th JFCR-ISCC」班員および関係者は参加費無料 
ISCC HP：http://iscc.umin.jp  
日　時：2019 年 12 月 11 日（水）～12 日（木） 
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 
問合先：jfcr-iscc@ml.jfcr.or.jp
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受賞など 
 
日本学士院会員　2017年 12月 12日認定 
宮園浩平　先生 
日本学士院は、教育・学術の進歩発展を図るために明治 12（1879）年 1月 15
日に東京学士会院として設立され、学術上功績顕著な科学者を優遇し、また
学術の発達に寄与するための必要な事業を行う機関として運営されていま
す。計画研究代表者である宮園先生は、学術上功績顕著な科学者であるとし
て、2017 年 12 月 12 日に日本学士院会員に認定されました。 
http://www.japan-acad.go.jp/japanese/news/2017/121201.html 
 
 
 
 
 
日本癌学会　吉田富三賞　2018年 9月 29日受賞 
宮園浩平　先生 
吉田富三賞は、偉大ながん研究者である吉田富三博士を記念して、日本癌学
会が吉田富三顕彰会（福島県浅川町）とともに平成 4 年（1992 年）に設け、
基礎医学分野において優れた業績を挙げた研究者の功績を表彰し、もってが
ん研究の一層の振興をはかることを目的としています。計画研究代表者であ
る宮園先生は、第 27 回受賞者として選ばれ、2018 年 9 月 29 日に授与されま
した。 
https://www.jca.gr.jp/member/award/yoshida.html 
 
 
 
 
 
文部科学大臣表彰 若手科学者賞　2018年 4月 17日受賞 
片山量平　先生（写真左） 
高里　実　先生（写真右） 
文部科学大臣表彰若手科学者賞は、萌芽的な研究、独創的視点に立った研究
等、高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績をあげた 40 歳未満の若手研究
者個人を表彰するもので、計画研究分担者である（公財）がん研究会がん化
学療法センター基礎研究部の部長である片山量平先生と、公募研究代表者で
ある理化学研究所生命機能科学研究センターのリームリーダーである高里実
先生のお二方が、2018 年 4 月 17 日に平成 30 年度若手科学者賞を受賞されま
した。 
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/04/1403097.htm

最近の成果
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論文発表

Cellular Diversity

Prediction of ALK mutations mediating ALK-TKIs resistance 
and drug re-purposing to overcome the resistance 
Koutaroh Okada1,2†, Mitsugu Araki3,4†, Takuya Sakashita1, Biao Ma5,  

Ryo Kanada6, Noriko Yanagitani7, Atsushi Horiike7, Sumie Koike1,  

Tomoko Oh-hara1, Kana Watanabe8, Keiichi Tamai9, Makoto Maemondo8, 

Makoto Nishio7, Takeshi Ishikawa10, Yasushi Okuno3,4, Naoya Fujita1,2, 

Ryohei Katayama1* 

EBioMedicine, in press, 2019. 

1（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　メディカル情報生命専攻 
3 理化学研究所計算科学研究センター 
4 京都大学大学院医学研究科  
5 Research and Development Group for In Silico Drug Discovery, Pro-
Cluster Kobe, Foundation for Biomedical Research and Innovation 

6 RIKEN Compass to Healthy Life Research Complex Program 
7（公財）がん研究会　がん研有明病院　呼吸器内科 
8 宮城県立がんセンター　呼吸器内科 
9 宮城県立がんセンター　研究所　がん幹細胞研究部 
10 長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科 
*責任著者  

肺がんの中で約3～5%の患者にALK融合遺伝子が見つかるといわれ
ており（日本では推定2000例／年）、ALK阻害薬が非常に高い効果
を示しますが、数年程度で耐性を生じて再増悪してしまいます。我
が国では、これまでに4つのALK阻害薬が承認され臨床応用されて
います。これら4つのALK阻害薬の中で、ALK陽性肺がんに対する
一次治療薬としては、現在アレクチニブが最も多く使用されていま
すが、治療後数年以内に薬剤耐性により再発することが問題となっ
ています。これまでの研究からアレクチニブ耐性化機構としてALK
の薬剤結合部位に存在するG1202R変異やI1171N変異が比較的高頻度
に発見されています。これらのアレクチニブ耐性変異に対しても有
効な薬剤として第3世代ALK阻害薬ロルラチニブが期待されていま
す。しかしながら、アレクチニブ耐性後にロルラチニブで逐次治療
した後にも耐性が生じ、米国のグループなどからは、その耐性機構
として2つ以上の変異（重複変異）がALKに生じ、ロルラチニブに
耐性となることが最近報告されました。しかし、それらの克服法は
ほとんど明らかになっていませんでした。 
我々は、ALK陽性肺がんにおいて、アレクチニブ‐ロルラチニブ逐
次治療後の耐性機構として新たにALK重複変異体を複数発見し、さ
らにそれらの多くが既に臨床で使用されているALK阻害剤に再感受
性化すること、一方でALK阻害薬全てに耐性を示した重複変異の1
つは他のチロシンキナーゼABLを標的とする薬剤で克服が可能であ
ることを実験的に証明いたしました。さらに、スーパーコンピュー
タ「京」により従来の耐性変異や今回発見された重複変異と各ALK
阻害薬との結合自由エネルギーを算出したところ、実験データとシ
ミュレーションで求めた結合親和性に高い相関があることを確認
し、in silicoにおける耐性変異と克服薬予測の可能性を示すことに成
功しました。 

最悪性脳腫瘍の増殖を制御する新たな仕組みを解明 
SIRT2-mediated inactivation of p73 is required for glioblas-
toma tumorigenicity 
Kosuke Funato1,2,†, Tomoatsu Hayashi1,†, Kanae Echizen1, Lumi Negishi1,  

Naomi Shimizu1, Ryo Koyama-Nasu1, Yukiko Nasu-Nishimura1, 

 Yasuyuki Morishita3, Viviane Tabar2, Tomoki Todo4, Yasushi Ino4,  

Akitake Mukasa4, Nobuhito Saito4, Tetsu Akiyama1* 
EMBO Rep. 19: e45587, 2018. 
1 Laboratory of Molecular and Genetic Information, Institute of Mo-
lecular and Cellular Biosciences, The University of Tokyo, Bunkyo-
ku, Tokyo, Japan 

2 Department of Neurosurgery, Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center, New York, NY, USA 

3 Department of Human Molecular Pathology, Graduate School of 
Medicine, The University of Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 

4 Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine, The University 
of Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 

†同等貢献著者  *責任著者  

近年の研究によって、がんを構成しているがん細胞は多様であり、
極少数の強い造腫瘍能と多分化能を有する「がん幹細胞」が存在し
てることがわかってきました。化学療法や放射線治療によって一時
的にがんが小さくなってもまた再発してしまうのは、大部分のがん
細胞を殺すことができても、少数のがん幹細胞が生き残ってしまう
ためだと考えらえています。私達は、膠芽腫検体からがん幹細胞の
性質を維持した状態の細胞（グリオブラストーマ幹細胞）を樹立
し、その造腫瘍能の維持や増殖に重要な遺伝子を同定するために
RNAiスクリーニングを行いました。その結果、1）脱アセチル化酵
素SIRT2がグリオブラストーマ幹細胞の造腫瘍能の維持や増殖に必
須なこと、2）SIRT2がp73を脱アセチル化して、p73の転写活性を抑
制することが腫瘍形成に重要であること、が明らかになりました。
さらにMS解析により、SIRT2はTAp73a（最もメジャーなアイソフ
ォーム）にのみ存在するC末の3つのリジン残基を脱アセチル化する
ことがわかりました。SIRT2の阻害剤は、正常細胞の増殖には影響
をあたえないことから、今後、SIRT2を標的とした分子標的薬の創
出が脳腫瘍の治療に貢献することが期待されます。 
(A, B) SIRT2の発現を抑制するとグリオブラストーマ幹細胞の造腫瘍
能が低下する。A, Kaplan-Meier Analysis B, HE染色 (C-F) SIRT2は
p73のC末部分 (K620, 623, 627)を脱アセチル化することで、グリオブ
ラストーマ幹細胞の増殖を制御する。AGK2: SIRT2 specific inhibitor 
TAD, transactivation domain; DBD, DNA-binding domain; OD, 
oligomerization domain; SAM, sterile alpha motif domain

ALK-L1256F変異によるロルラチニブ結合親和性低下の予測モデル
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膵微小環境は膵がん細胞の高悪性形質の獲得に寄与
する 
Pancreatic tumor microenvironment confers highly malig-
nant properties on pancreatic cancer cells 
Kei Takahashi1, Shogo Ehata1, Daizo Koinuma1, Yasuyuki Morishita1, 

Manabu Soda2, Hiroyuki Mano2, Kohei Miyazono1 
Oncogene, 37: 2757-2772, 2018. PubMed ID: 29511349 
Departments of 1Molecular Pathology and 2Cellular Signaling, Gradu-
ate School of Medicine, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-
ku, Tokyo 113-0033, Japan 

がん微小環境では、がん細胞が間質中の線維芽細胞や免疫細胞など
の多くの細胞とサイトカインやケモカインを介して活発に相互作用
することで、がんの悪性化進展に寄与していると考えられている。
微小環境中の個々の細胞とがん細胞との相互作用についてさまざま
な知見が得られてきている一方で、がん細胞を取り囲む組織の違い
が、がん細胞の獲得形質にどのような影響をもたらしているのか、
直接的に比較した解析はあまりなされていない。そこで、私たちは
同じがん細胞を異なる組織へと移植し、それぞれから細胞株を樹立
し比較することとした。ヒト膵がん細胞をヌードマウスの皮下組織
もしくは膵臓へと同所性移植を繰り返すことにより、原発腫瘍から
悪性度の高い細胞株（高悪性株）を樹立し、それぞれ3sc細胞（皮下
移植より樹立）、3P細胞（同所性移植より樹立）と名付けて解析し
た。移植前の親株と比較して、いずれの移植モデルから樹立した高
悪性株もin vivoでの造腫瘍能の亢進が認められたが、その程度は3P
細胞でより顕著であった。さらに3P細胞では紡錘形の細胞形態を有
し、接着能の亢進、E-cadherinの発現低下も認められたが、3sc細胞
では限定的であり、3P細胞の方がより悪性度が高いことが示唆され
た。さらに、RNAシークエンスによる網羅的遺伝子発現解析の結
果、移植モデルによって活性化されているシグナル経路が異なるこ
と、発現亢進している遺伝子群に違いがあることを見出した。これ
らの結果から、同じがん細胞でありながら、周囲の微小環境の違い
により異なる形質を獲得し、悪性度に違いが生じていることが示唆
された。さらに、これらの高悪性株が膵微小環境で生じるメカニズ
ムについて、クローン化した細胞から同所性移植を繰り返して高悪
性株を樹立し、解析したところ、単に強いクローンが「選択」され
ただけでなく、微小環境から「教育」を受けて形質が変化したこと
が示唆された。 

がん細胞と血小板の結合を阻害して腫瘍抑制効果を
示す抗ポドプラニン中和抗体の臨床応用に向けた取
組み～カニクイザルを用いた安全性試験 
A safety study of newly generated anti-podoplanin-neutral-
izing antibody in cynomolgus monkey (Macaca fascicularis)  
Takao Ukaji1, Ai Takemoto1, Ryohei Katayama1, Kengo Takeuchi2,3,  

Naoya Fujita4* 
Oncotarget, 9: 33322-33336, 2018. 
1 Division of Experimental Chemotherapy, Cancer Chemotherapy 
Center, Japanese Foundation for Cancer Research, 3-8-31, Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-8550, JAPAN.  

2 Division of Pathology, Cancer Institute, Japanese Foundation for 
Cancer Research, 3-8-31, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8550, JAPAN.  

3 Pathology Project for Molecular Targets, Cancer Institute, Japanese 
Foundation for Cancer Research, 3-8-31, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-
8550, JAPAN.  

4 Cancer Chemotherapy Center, Japanese Foundation for Cancer Re-
search, 3-8-31, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8550, JAPAN.  

 *責任著者 

目的：がん細胞の膜に発現するポドプラニン（PDPN）は、血小板
上のCLEC-2と相互作用して血小板凝集を誘導し、がん細胞の血行性
転移と腫瘍増殖の促進に関与している。我々が樹立したヒトPDPN
のPLAG4ドメインを認識するPG4D2抗体は、PDPNとCLEC-2の相互
作用を阻害し、血行性転移と腫瘍増殖の両方に対して抑制効果を示
した。そのため、この抗体は、新たながん治療薬として臨床応用が
期待できる。一方でPDPNは、腎臓、肺、生殖器官、リンパ管とい
った正常組織でも発現しているため、PDPNを標的とする抗体の臨
床応用には、モデル動物を用いた安全性試験が不可欠である。そこ
で我々は、カニクイザルを用いた安全性試験を試みた。 
結果： 検討の結果、PG4D2抗体は、サルのPDPNを認識するものの
サルPDPNとCLEC-2の結合に対する阻害活性が弱いことが判明した
ため、サルPDPNとCLEC-2の結合を強く阻害するサロゲート抗体を
新たに作製することにした。事前評価により、サルPDPNでも
PLAG4ドメインがCLEC-2との結合に大きく寄与していることが確
認されたため、サルPDPNのPLAG4ドメインを抗原として用いたと
ころ、サルPDPNとCLEC-2の結合を阻害できる2F7抗体の取得に成
功した。さらに2F7抗体は、サルPDPNを発現する細胞が誘導した血
小板凝集および血行性転移を強く抑制した。すなわち、2F7抗体は
サルPDPNに対して、PG4D2抗体がヒトPDPNに対して示すのと同様
な阻害効果を有しており、サルを用いた安全性試験においてPG4D2
のサロゲート抗体となり得ると判断した。2F7抗体をカニクイザル
に多用量で単回投与し、急性毒性を評価したところ、血液学的およ
び組織学的に異常所見は認められなかった。 
結論：正常組織にも発現しているPDPNを標的とした治療は、副作
用が懸念されるが、今回のカニクイザルを用いた安全性試験によ
り、PDPN中和抗体の単回投与による急性毒性はないことが示され
た。このことは、PDPN標的治療法を臨床応用するにあたり、大き
な前進といえる。 

最近の成果

(A) ヒト膵がん細胞SUIT-2をヌードマウスへ皮下移植もしくは膵臓への同所性移植
をした後の生物発光イメージングによるがん進展の経時的な観察。(B) SUIT-2の各
細胞株の細胞形態。(C) SUIT-2の各細胞株でのRNAシークエンスによる網羅的遺伝
子発現解析の結果。 カニクイザルに抗サルPDPN中和抗体2F7を多用量（100 mg/kg）単回投与するこ

とで、 PDPNとCLEC-2の結合を阻害した。2週間後に剖検し、血液学検査、病理組
織学検査を行ったが、毒性所見は認められなかった。



水溶性化合物に基づく組織透明化のための化学的ラ
ンドスケープ 
Chemical landscape for tissue clearing based on hy-
drophilic reagents 
KazukiTainaka1,2,3‡, Tatsuya C.Murakami1‡, Etsuo A. Susaki1,2,4, 

ChikaShimizu2, Rie Saito5, Kei Takahashi6, Akiko Hayashi-Takagi4,7,  

Hiroshi Sekiya8, Yasunobu Arima9, Satoshi Nojima10, Masako Ikemura11, Tet-

suo Ushiku11, Yoshihiro Shimizu12, Masaaki Murakami9,  

Kenji F. Tanaka13, Masamitsu Iino8,14, Haruo Kasai15,19, Toshikuni Sasaoka16, 

Kazuto Kobayashi17, Kohei Miyazono6, Eiichi Morii10, Tadashi Isa18,  

Masashi Fukayama11, Akiyoshi Kakita5, Hiroki R.Ueda1,2,19* 
Cell Rep., 24: 2196-2210.e9, 2018. 
1 東京大学大学院医学系研究科システムズ薬理学教室 
2 理化学研究所生命機能科学研究センター合成生物学研究チーム 
3 新潟大学脳研究所システム脳病態学分野 
4 科学技術振興機構さきがけ 
5 新潟大学脳研究所病態神経科学部門病理学分野 
6 東京大学大学院医学系研究科分子病理学教室 
7 群馬大学生体調節研究所脳病態制御分野 
8 東京大学大学院医学系研究科細胞分子薬理学教室 
9 北海道大学遺伝子病制御研究所・大学院医学研究科分子神経免疫
学分野 

10 大阪大学大学院医学系研究科病態病理学講座 
11 東京大学大学院医学系研究科人体病理学・病理診断学教室 
12 理化学研究所生命機能科学研究センター無細胞タンパク質合成 
研究チーム 

13 慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 
14 日本大学医学部細胞分子薬理学部門 
15 東京大学大学院医学系研究科疾患生命工学センター構造生理学部門 
16 新潟大学脳研究所生命科学リソース研究センター／バイオリソー
ス研究部門動物資源開発研究分野 

17 福島県立医科大学付属生体情報伝達研究所生体機能研究部門 
18 京都大学大学院医学研究科・医学部神経生物学分野 
19 東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構 
†共筆頭著者  *責任著者  

100年ほど前にドイツのSpalteholzによって始められた組織透明化法
は、近年の蛍光イメージング技術の進展とともに、急速にその存在
感を増しつつある。しかしながら、これまでの組織透明化試薬は、
限られた数の構造類似体を用いた比較検討やセレンディピティに拠
った化合物の検討が主であった。そこで筆者らは、理想的な組織透
明化試薬の構築、その背景にある組織透明化の化学的原理の体系化
を目指した新たな化合物の網羅的な探索を試みた。 

筆者らは2014年に化合物の脱脂能に着目した組織透明化化合物スク
リーニング手法を開発しており（Susaki et al. Cell 157:726-739）、今
回、要求される透明化パラメータを脱脂・脱色・屈折率調整・脱灰
の4項目に拡張するとともに、それぞれのパラメータに対して約1,600
種類の水溶性化合物の包括的なプロファイリングを施行した。その
結果、1) 脱脂には塩を含まないオクタノール/水分配係数（logP）の
高いアミンが効果的であること、2) 脱色にはN-アルキルイミダゾー
ルが効果的であること、3) 屈折率調整には芳香族アミドが効果的で
あること、4) 脱灰にはリン酸カルシウムのリン酸イオンのプロトン
化（水素付加）が重要であることを見出し、さらに各パラメータに
おいて最適化されたケミカルカクテルを統合した一連の新しい組織
透明化プロトコールを開発した。本研究成果により、骨を含む動物
組織、ヒト臓器を含む大きな霊長類サンプルの高度な透明化が可能
になるとともに、化学的原理に基づく合理的な透明化試薬開発戦略
へのパラダイムシフトが期待できる。 
なお、これらの「第2世代CUBIC」試薬は現在東京化成工業から市販
化され、購入が可能である（https://www.tcichemicals.com/eshop/ja 
/jp/category_index/10431/）。 
※本研究は、理化学研究所生命機能科学研究センター合成生物学チ
ームの上田泰己チームリーダー、新潟大学脳研究所システム脳病態
学分野の田井中一貴特任教授、東京大学大学院医学系研究科機能生
物学専攻システムズ薬理学の村上達哉日本学術振興会特別研究員ら
との共同研究として行われました。 
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最近の成果

分泌型PD-L1スプライシングバリアントは免疫チェ
ックポイント阻害薬の治療耐性に寄与する 
Secreted PD-L1 variants mediate resistance to PD-L1 block-
ade therapy in non-small cell lung cancer  
J. Exp. Med, in press, 2019. 
Bo Gong1,2, Kazuma Kiyotani3, Seiji Sakata4, Seiji Nagano5,6, Shun 

Kumehara5,6, Satoko Baba4, Benjamin Besse7,8, Noriko Yanagitani9, Luc 

Friboulet7, Makoto Nishio9, Kengo Takeuchi4,10, Hiroshi Kawamoto5, 

Naoya Fujita1, Ryohei Katayama1*  
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.  

3 Immunopharmacogenomics Group, Cancer Precision Medicine 
Center, Japanese Foundation for Cancer Research, 3-8-31, Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-8550, JAPAN.  

4 Pathology Project for Molecular Targets, Cancer Institute, Japan-
ese Foundation for Cancer Research, 3-8-31, Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-8550, JAPAN.  

5 Laboratory of Immunology, Institute for Frontier Medical Sci-
ences, Kyoto University, 53 Kawaramachi, Syogoinn, Sakyo-ku, 
Kyoto, JAPAN.  

6 Department of Hematology and Oncology, Graduate School of 
Medicine, Kyoto University, 53 Kawaramachi, Syogoinn, Sakyo-ku, 
Kyoto, JAPAN.  

7 INSERM U981, Gustave Roussy Cancer Campus, Université Paris 
Saclay, Villejuif, France.  

8 Department of Cancer Medicine, Gustave Roussy Cancer Campus, 
Villejuif, France  

9 The Cancer Institute Hospital, Japanese Foundation for Cancer 
Research, 3-8-31, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8550, JAPAN.  

10 Division of Pathology, Cancer Institute, Japanese Foundation for 
Cancer Research, 3-8-31, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8550, 
JAPAN.  

*責任著者  
目的：近年、抗PD-1/PD-L1抗体を含む免疫チェックポイント阻害薬
は様々ながんに対して良好な治療成績を示している。特に免疫チェ
ックポイント治療では既存のがん薬物療法と異なり、一部の患者に
おいて2年以上の長期奏効がみられる。一方で、いったん有効性を示
しても治療抵抗性を獲得し再発する症例も多く観察されるようにな
ってきた。本研究では免疫チェックポイント阻害薬の一つである抗
PD-L1抗体薬に焦点を当て、その治療耐性機序並びに克服薬の探索
を行った。 
結果：抗PD-L1阻害薬治療に対して部分奏効または長期安定を経て
耐性となった症例の残余検体を用いてRNAシークエンス等の網羅的
な解析を行った。その結果、スプライシング関連因子の変異、並び
に安定で分泌可能なPD-L1スプライシングバリアントを複数の耐性
症例にて新たに同定した。また、これら分泌型PD-L1バリアントを
保持した患者の血漿中・胸水中分泌型PD-L1濃度はそれ以外の患者
のものよりも高いことが観察された。同定された分泌型PD-L1バリ
アントは抗PD-L1抗体の活性を競合的に阻害し、抗PD-L1抗体の治療
耐性に寄与することがin vitro並びにin vivoの検討より示された。ま
た、抗PD-1抗体薬は分泌型PD-L1バリアントにより抗体活性が中和
されず、治療耐性の克服法となる可能性がin vitro, in vivo実験によ
り示された。 
結論：分泌型PD-L1スプライシングバリアントは抗PD-L1抗体薬のデ
コイとなり、治療の耐性に寄与することが示唆された。また、その
耐性には抗PD-1抗体が有効である可能性が示された。

(A)抗PD-L1抗体薬は細胞障害性T細胞を再活性化してがん細胞の殺傷に寄与する。 

(B)分泌型PD-L1スプライシングバリアントが抗PD-L1抗体薬のデコイとなり、治
療耐性に寄与する。

(C)抗PD-1抗体薬は分泌型PD-L1スプライシングバリアントを介した治療耐性を克
服する可能性が示唆された。 
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JAK/STATシグナルは生物学的ノイズを抑制するこ
とで安定した神経幹細胞分化を保証する 
JAK/STAT guarantees robust neural stem cell differentia-
tion by shutting off biological noise (#equal contribution) 
Yoshitaro Tanaka1, 5, 6, Tetsuo Yasugi2, 6, Masaharu Nagayama3,  

Makoto Sato2, 4, *, and Shin-Ichiro Ei1, * 

Scientific Reports, 8, 12484, 2018. 

1 北海道大学　理学研究院 
2 金沢大学　新学術創成研究機構 
3 北海道大学　電子科学研究所 
4 金沢大学　医薬保健学総合研究科 
5 現所属：はこだて未来大学　システム情報科学部 
6 同等貢献 
* 責任著者 

発生現象は内因性及び外因性の生物学的ノイズの影響を受けるにも
関わらず、驚くべき正確性でパターン形成が進行する。発生プログ
ラムはノイズ除去機能を内包していると考えられるが、生体内にお
いてノイズの効果を測定することは難しく、発生過程におけるノイ
ズ除去システムの研究は進んでいない。そこで、我々は、数理生物
学的手法と実験生物学的手法を組み合わせることで、生物学的ノイ
ズ除去機構の解明に取り組んだ。 
ショウジョウバエ視覚中枢の発生では、「分化の波」(Proneural 
Wave)が方向性をもって進行することにより、神経上皮細胞から神
経幹細胞への分化タイミングが制御される。先行研究において、
我々は神経幹細胞分化パターンを模倣し、「分化の波」の進行メカ
ニズムを説明する数理モデルを提唱した(PNAS, 113(35), E5153-62)。
本研究では、「分化の波」の進行に抑制的に作用するJAK/STATシ
グナルの作用を導入することにより数理モデルの改変を行なった。
この改変された数理モデルのシミュレーションから、JAK/STATシ
グナルがノイズ除去機構を担い、ロバストな神経幹細胞分化を保証
することが予測された。次に、遺伝学的手法を用いて、この数理モ
デルの予測の生体内での検証を試みた。視覚中枢における
JAK/STATシグナルの阻害は、異所的でランダムな神経幹細胞分化
を誘導した（図参照）。これらの結果は、JAK/STATシグナルが生
物学的ノイズを除去することにより安定な神経幹細胞分化を保証す
ることを示唆する。 
JAK/STATシグナルは種を超えて保存されたシグナル経路であり、
様々な発生現象や組織恒常性の維持を司る。従って、他の生命現象
においてもJAK/STATシグナルのノイズ除去機構が用いられている
可能性が考えられる。 
 

コントロール (A) 及びStat 92 RNAi (B)の視覚中枢。Dpn（神経幹細胞マーカー）
を示す。コントロールでは「分化の波」が方向性をもって進行する（白矢印）のに
対し、Stat 92E RNAiでは異所的な神経幹細胞分化が観察される（黄矢頭）。

Stat92E
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編集後記 
 
2017年に開始した新学術領域研究「細胞ダイバース」の領

域活動は、すでに2年（実質は1年半ですが）が経過しようとし
ています。本領域には生物学・数学などをはじめとする様々な
分野の研究者が集まっております。若手の計画班や公募班の研
究代表者・研究分担者に加え、計画班や公募班のラボに所属す
る若手研究者は、若手ワークショップの開催をはじめ、各種学
会でのシンポジウムを若手主導で企画するなど、極めて活発に
異分野融合研究を進めてくれています。本号では、こうした若
手研究者にスポットを当て、異分野融合研究を進める上で、若
手研究者がどのように感じているのか、また異分野融合研究を
進める上での難しさなどを、本音で語り合ってもらいました。
私自身、若手研究者の本音の一部に触れることができ、今後の
領域運営に大いに参考になると感じております。こうした若手
研究者が本音で語る対談企画は、今後も折に触れてNewslet-
terに掲載していきたいと思っております。 
2019年におきましても、公開シンポジウム、学会などでの

後援シンポジウムを開催し、本領域活動の進捗状況を皆様に広
く知っていただくように努力していく予定です。ぜひともこう
した主催あるいは後援シンポジウムに参加いただき、新学術領
域研究「細胞ダイバース」への忌憚の無いご意見をいただけま
したら幸いです。 

（藤田直也） 
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