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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 5号Newsletter が完成しましたのでお送り
いたします。 
本新学術領域研究「細胞ダイバース」は発足が
2017年ですので、もうすぐ 4年目が始まろうとし
ている段階です。先を考えますと、本領域研究の枠
組みでの研究ができる期間があと 2年しかないと
いうことで浮き足立つところもありますが、平成
31年度／令和元年度は領域班活動がこれまで以上
に活発化して本領域のマネージメント業務量が著
しく増えた関係で、残された期間が残り少ないと私
自身が感じる暇もないほどでした。詳しくは、本
Newsletter をご覧いただきたいですが、今年度は、
各種学会・研究会などとの共催シンポジウム数が
倍増し、そのどれもが多くの聴衆を惹きつけて盛況
でした。3年目にしてやっと細胞ダイバースの認知
度が上がってきたと実感させるものでした。さらに
今年度は、新学術領域研究「シンギュラリティ生物
学」から呼びかけられる形で合同ワークショップも
開催し、目指す方向性が一致していることを確認す
るとともに、共同で進められるところやお互いに補
完できるところを今後も模索していくことになり
ました。「シンギュラリティ生物学」との合同ワーク
ショップは非常に刺激的であり、今後も何らかの形
で協働していきたいと考えています。このように学
会や他の新学術領域からも声をかけられるなど本
領域の認知度が上がってきつつありますが、これは
本領域内における融合研究・共同研究が実を結ぶ

時期となり、得られた成果を計画班そして公募班の
先生方が積極的に論文発表やプレスリリースして
対外アピールを進めてくれたことが大きな要因と
考えています。事実、2020年 2月に開催した若手
ワークショップにて発表された生物学と数理科学
の融合研究に関する成果などは一段とレベルが上
がっており、領域内の若手研究者同士のつながりを
基にした細胞ダイバース研究がやっと芽吹いて大
きく育ってきていると感じさせるものでした。もち
ろん、本Newsletter に掲載しています「若手研究
者による対談」において、生物学が専門の室井先生
と情報科学・数学が専門の田﨑先生がお互いに認
め合っているように、生物学と数学の融合には未だ
に大きなハードルが残されているのも現状です。司
会の八尾先生が提案されているように、細胞ダイバ
ースでの研究を通じて、buddy と呼べるような異分
野の共同研究者をぜひとも見つけていただきたい
と考えています。 
最後になりますが、本年 3月末で第 1期の公募班
が終了となります。これまでに多くの共同研究が進
められてきましたが、本領域研究の枠組みでの共同
研究は仕切り直しという扱いになります。しかし、
本領域研究の枠組みで始まった共同研究・融合研
究を終わらせてしまうのは誠に惜しいので、是非と
も共同研究・融合研究を何らかの形で継続してい
ただければと思います。細胞ダイバースの
Newsletter の配布なども継続させていただきます
ので、是非とも今後も本領域へのご支援とご鞭撻を
いただきたく存じます。
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藤田直也 
細胞ダイバース　領域代表 



3

2 領域代表挨拶 
領域代表　藤田直也 

4 第2回「細胞ダイバース」若手研究者による対談 
7 領域班活動報告 
【領域主催分】 
第六回領域会議　開催報告 
第5回公開シンポジウム　開催報告 
第二回技術講習会「1細胞解析技術講習会」　開催報告 
第三回若手ワークショップ　開催報告 

 
【後援・共催分】 
新学術領域　シンギュラリティ生物学/細胞ダイバース　合同ワークショップ　共催報告 
第92回日本生化学会におけるシンポジウム　後援報告 
第42回日本分子生物学会におけるシンポジウム　後援報告 
第24回JFCR-ISCCシンポジウムにおけるセッション　後援報告 
第4回理論免疫学ワークショップ　後援報告 

18 各種報告 
アウトリーチ活動「横須賀高校の生徒さんが、がんセンターを見学！」 
若手研究者の海外派遣報告 

20 今後の予定 
22 最近の成果 

受賞など 
日本医療研究開発機構理事長賞            山崎 　聡　先生 
日本再生医療学会賞（基礎部門）　         上野 博夫　先生 
日本がん分子標的治療学会研究奨励賞   竹本 　愛　先生 
日本がん転移学会研究奨励賞               間石 奈湖　先生 

論文発表 
• The ALK-1/SMAD/ATOH8 axis attenuates hypoxic responses and protects against the 

development of pulmonary arterial hypertension 
Science Signaling, 12: eaay4430, 2019 

• Utility of a Reverse Phase Protein Array to evaluate multiple biomarkers in diffuse large B-cell 
lymphoma 
Proteomics Clin. Appl., 14(1): e1900091, 2020 

• The novel lncRNA CALIC upregulates AXL to promote colon cancer metastasis 
EMBO Rep., 20: e47052, 2019 

• Carbonic anhydrase 2 (CAII) supports tumor blood endothelial cell survival under lactic 
acidosis in the tumor microenvironment 
Cell Communication and Signaling, 17: 169, 2019 

30 編集後記 

Contents



4

八尾　今日はよろしくお願いします。 

田﨑・室井　よろしくお願いします。 

―まず、お二人それぞれの研究分野につい
て教えてくださいー 

室井　私は細胞内のシグナル伝達、特にタ
ンパク質のリン酸化、分解のような翻訳後
修飾で伝達されるようなシグナルに関する
研究を行っています。現在は、主に、がんの
悪性化に関わるようなシグナル伝達につい
ての研究ですね。非常にざっくりとですが。 

田﨑　私は微生物学や発生生物学、発生生
物学といった生物学研究の中で、数理解
析・データ解析を主に行なっています。な
かでも枯草菌という真正細菌のつくる細
胞社会構造の研究に力を入れてきました
が、このテーマについては、実験も含めて
すべてを担当するようにして研究を進め
ています。 

八尾　田﨑さんはなぜ生命科学分野の研
究を始めようと思ったのですか？ 

田﨑　私は情報科学・数学が専門でした。
数学については、元々は、数理物理や材料
科学と関係するような微分方程式の数理

モデルなどを解析していました。人によっ
て定義は違うかもしれませんが、純粋数学
的なことをしていた、と周りの人は言いま
すね。そのとき、私は一応、自分が数学的
にやっていることと現実世界との関係に
気をつけながら研究をしていましたが、そ
のおかげか、東北大学の学際科学フロンテ
ィア研究所という、学際的・異分野融合の
研究組織に採用していただきました。数学
者としては珍しいことだったと思います。 

八尾　東北大学の学際研というと、中嶋先
生（東北大学）のいらっしゃるところです
ね。 

田﨑　そうです。私のようなサイエンス初
心者からすれば、同僚の研究はいずれもと
てもハイレベルでした。そこで、これから
も同じような数理モデル解析を続けてい
くか、考えたのですが、結局違うことをや
ってみたいと思いました。そのとき、心の
どこかで、生物学は数学と遠いと思い込ん
で、興味はあるのに研究するのは敬遠して
いた自分に気づきました。これが生命科学
と関わっていこうとしたきっかけですね。
一度始めると、数学と同じかそれ以上に終
わりのない、楽しい世界がありました。 

 
第二回「細胞ダイバース」若手研究者による対談
対談企画

田﨑 創平 
計画班　研究分担者 

京都大学　高等研究院　特定助教

室井 敦 
計画班　研究分担者 

神奈川県立がんセンター　臨床研究所　研究員

司会：八尾 良司 
計画班　研究代表者 
がん研究会　がん研究所 
細胞生物部　部長

×

対談企画
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八尾　室井さんはいかがでしょうか？ 

室井　私は元々、生化学、分析化学出身の
人間です。学生時代は植物を実験材料にし
ていましたが、植物の防御応答に関わる低
分子化合物の探索と生合成酵素を含めた
生合成経路の同定、機能解析というような
研究を行っていました。実際には、シロイ
ヌナズナにカビを感染させて、抽出物を質
量分析器で分析して～というような実験
ですね。ラボでは、植物、昆虫、カビが生
活していました。因みに、これを行ってい
たのは田崎先生が現在在籍されている京
都大学です。卒業して以来、京都に行く機
会があまりないので、田崎先生が少々うら
やましいです。居酒屋、ラーメン屋、その
他の記憶が大部分を占めていますが（笑）。
その後、愛媛大学のプロテオサイエンスセ
ンターというところに採用して頂いて、タ
ンパク質科学的な研究を行っていました。
培養細胞や大腸菌といった細胞を使用せ
ずにタンパク質を合成する「無細胞タンパ
ク質合成」という技術を用いて色々な研究
を行っているラボだったのですが、私はウ
イルスを用いた研究を行っていました。具
体的にはC型肝炎ウイルスとインフルエ
ンザウイルスを題材にしていました。それ
で、その後、現在所属している神奈川県立
がんセンターに採用して頂きまして、がん
関連の研究を行っています。つまり、がん
の悪性化～と最初に偉そうに言いました
が、がん関連の研究を始めたのは現在の施
設に移ってからです。すみません…。 

―生命科学と数理科学のコラボレーショ
ンについてー 

八尾　お二人とも既に共同研究を進めら
れていると思いますが、コラボレーション
を始められたきっかけはどういったもの
でしょうか？ 

室井　最初にお話ししたように、我々はが
ん細胞の細胞内シグナル伝達の解析を行
っておりまして、それには RPPAというタ
ンパク質解析技術を使用しているのです
が、かなり大量のデータが出てきます。そ
れをどう扱ったら良いのか、どう解析すれ
ば意味のあるデータを抽出できるのか、と
いうようなことで思案に暮れていた時に、
大阪大学の鈴木貴先生に御相談させて頂
いたというのが始まりですね。ちょうど今
回の細胞ダイバースが始まるくらいのタ
イミングだったと思います。その後、分担
者でご参加頂いていますが、大阪大学の朝

倉暢彦先生、中村直俊先生にもご協力頂く
ようになりました。 

八尾　実際に数理科学の研究者とコラボ
してどうでしたか？ 

室井　非常に難しいですね。色々な意味で。 

八尾　というと？ 

室井　我々ウェットの人間からすると、そ
もそもドライで何ができるのかがよく判
りません。もちろん、参考になる研究報告
は世の中にあふれているんですが。また、
それと関連すると思いますが、どういった
データが必要になるのかもよくわかりま
せん。我々の研究のように、先にデータを
取ってから数学の先生方にご相談するの
ではなく、実験開始前に両者ですり合わせ
を行って、アウトプットに合わせた実験を
行うのが最終的に楽なのかも、という印象
を受けました。始めてから気づいたことで
すが。 

田﨑　なるほど…。確かにそうですね。既
に確立された実験データを見せていただ
いて、どんな解釈ができるか、あるいは対
応する数理モデルは考えられるか、など、
訊かれることもありますが、そうでない場
合は、先に実験と解析屋ですり合わせをし
ておくのがいいですね。同じようにしてい
る人たちは多いようです。 

八尾　それは例えば誰かいらっしゃいま
すか？ 

田﨑　はい。例えば、本領域と関係すると
ころですと、岩見先生（九州大学）がその
ようにおっしゃっていたと思います。先日
の若手ワークショップの数理解析チュー
トリアルでも、同じことを言っていました
よね。岩見先生は数多くのコラボレーショ
ンをされていて、そのご経験の話は勉強に
なります。ともかく、共同研究の前には打
合せを先にしっかりして、研究計画を組み
立てておくのが大切そうですね。 

上：RPPA arrayer。最大1,728サンプルを１スライドにプリント可能。 
下：抗体反応後のRPPAスライド。各スポットが個別のサンプルに対応する。 

「細胞ダイバース」若手研究者による対談



室井　そういえば、少しニュアンスが違う
かもしれませんが、前号のニュースレター
の対談で中戸さんも似たようなことをコ
メントされていましたね。「最近はデータ
が出る前から予め議論するようにしてい
る」とか。やはり、ドライ側の先生からす
ると、いきなり大量のデータを渡されて何
とかしてくれ、と言われても困る、という
ことでしょうか（笑） 

田﨑　そうですね（笑）それと、解析に合
わせた実験計画のためにも議論が重要と
いうようなことをおっしゃっていた気が
します。 

室井　後は、解析手法を含めて表面的なこ
としか理解できていないので、数学部分は
完全に相手に丸投げになってしまうのが
正直怖いですね。もちろん信頼しておりま
すが。逆に、朝倉先生からも、細胞が良く
分からない、タンパク質の反応がよく分か
らない、イメージが湧かないのでどういう
手法の解析が妥当か決定が難しい、という
ようなご意見を頂きましたね。こういう時
に、ウェットもドライも理解している先生
に御参加いただけるとスムーズに翻訳が

進むのだと思いますが。田崎先生はどちら
も理解されているのですよね？貴重な存
在ですね。 

田﨑　いえ、正直なところ全然です（笑）で
も、おっしゃる通りで、研究計画や組織の
全体を理解し、翻訳できるような人がいる
とよいのは確かでしょうね。私はそういう
学際的な立ち位置は大切だと思っていて、
研究成功の鍵だと思っています。それで枯
草菌の研究プロジェクトだけは力技で、メ
ンバー皆がすべての仕事に関わるように
しました。実験、データ解析、数理モデリ
ングなどです。しかしやはりプロジェクト
が大きくなればなるほど、分担は必須で、
学際的な広い視野を持っている研究者は
価値が高そうです。私もそういうふうにな
りたいですが、とても難しいです。 

八尾　全員が全ての作業に関わるという
のはすごいですね！技術の習得からスタ
ートすることになりそうですね。 

田﨑　おっしゃる通りです。しかも実は、
枯草菌をやるのに専門家を入れないとい
うことをしました。「知らないことは力だ」
と、ある人に言われまして（笑）でももち
ろん何も無しでは始められないので、最初
は枯草菌の研究で有名な先生のところで
実験手法を教わりました。それを持ち帰っ
て、全然テーマは違いますが生物実験をし
ている共同研究者に伝えて、そこから自分
たちの実験や解析の研究がスタートしま
した。 

室井　ちなみに田崎先生の枯草菌のプロ
ジェクトは元々ドライ側からの提案だっ
たんですか？それともウェット側から？
それと、研究メンバーのバックグラウンド
としてのウェット、ドライ比率はどれくら
いですか？ 

田﨑　一応、ドライ側からの提案です。研
究メンバーのバックグラウンドは、最初は
ウェットとドライが半々でした。途中から
数学者が増えたりして、今はややドライ優
勢ですね。 

八尾　田﨑さんの他のコラボレーション
はどのような感じですか？ 

田﨑　領域外ではいくつかプロジェクト
に関わらせていただいています。それらは
純粋に数理解析学者としてですね。領域内
ではなかなか苦戦しているのですが、中嶋
先生（東北大学）と共同研究の計画をして

います。中嶋先生とは 4年くらい前から、
お互いの研究を共有したり、他の最新の研
究論文を共有したり一緒に読んだりして、
機をうかがっていました。情けないことに
私からは何もアイデアが出てきませんで
したが、最近中嶋先生が実験の方で見つけ
られた共同研究の「芽」を提示してくださ
いました。うまく進むといいなと思ってい
ます。八尾先生、うまく共同研究を進める
コツとかありませんか？苦戦しているの
でぜひ教えてほしいです。 

八尾　多くの場合、共同研究は、それぞれ
が持っている独自の技術やリソースがき
っかけになり、迅速な目標達成が、成功の
目安です。でも本当の意味での共同研究の
目的が、現象のより深い理解であったり、
新たな研究領域の開拓だとすると、お互い
の異なる視点を面白いと感じ、研究を継続
することも大事な点ではないでしょう
か？個人的な意見ですが、buddy 呼べる
ような共同研究者を持つことができれば、
研究者としての成長にも大きく影響する
ように思います。 

田﨑　なるほど…。本気で悩んでいたんで
すが、すごくすっきりしました。おっしゃ
る通り、昨今のコラボにはいくつかの、少
なくとも 2つのモチベーションがありま
すね。お互いの強みを合わせて目標に真っ
直ぐに進むのと、学際的視野によってこれ
までにないような新規研究開拓を目指す
ものと。後者は大変なことも多そうです
が。相手の視点を取り入れながらコラボを
続けていくのが鍵になりそうですね…そ
こを気にしながら頑張ります！ 

室井　せっかくのチャンスですので色々
とコラボしていきたいですね。 

八尾　細胞ダイバースはコラボを始める
良い機会だと思います。今日はありがとう
ございました。 

田﨑・室井　ありがとうございました。

対談企画
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上：マクロスコピックな培養観察装置 
下：枯草菌のコロニー
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領域班活動報告 
 
第六回領域会議　開催報告 
日時：2020年 1月 29日 10:30～13:00 
場所：（公財）がん研究会　セミナー室AB 

本領域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 32名が集まり、がん研究会の研究棟１階セミナ
ー室ABにて第六回領域会議が開催された。 
本領域会議では、前回の領域会議議事録の承認の
後、活動報告がなされた。まず、主催した前回の第
五回領域会議・第四回公開シンポジウムの報告、共
催した新学術領域「シンギュラリティ× 細胞ダイ
バース」合同ワークショップの報告、後援した第 92
回生化学会・第 42回分子生物学会年会・第 24回
JFCR-ISCCシンポジウム・第 4回理論免疫学ワー
クショップの報告、発行した第 4号Newsletter の
内容紹介、アウトリーチ活動と第 2回技術講習会の
報告がなされた。その後に、９月に開催された中間

ヒアリングに対する評価結果と評価者からのコメ
ントに関して報告がなされた。その後に、今後の領
域運営に関しての討議が行われた。具体的には、次
号のNewsletter のコンテンツや、２月に開催予定
の若手ワークショップ案、今後に共催・後援する各
種学会などでのシンポジウム開催案、今後の技術講
習会の担当者、主催会議の開催時期と場所などが討
議された。また、若手活性化に大きな役割を果たし
ている若手研究者の海外派遣に関して討議が行わ
れ、これまでと同様に若手ワークショップで選ばれ
た最優秀発表者を派遣することが確認された。最後
に、領域横断的な共同研究、特に数理モデル融合研
究の推進を中心により推進していくことが確認さ
れた。 

（文責：藤田直也）

↓病院棟

↓研究棟
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領域班活動報告 
 
第 5回公開シンポジウム　開催報告 
日時：2020年 1月 29日　13:00～18:30 
場所：（公財）がん研究会　吉田富三記念講堂

第 5回公開シンポジウム当日は強風が吹きすさぶ
寒い日となり、参加者が少なくなるのではと心配し
ておりましたが、予想を超える多くの聴衆が集まり
熱気ある討論が行われました。今回の公開シンポジ
ウムでは、副題を「多面的１細胞解析技術が解き明
かす細胞社会ダイバーシティー」と銘打って、最先
端の研究を展開している本領域の計画班・公募班
から６名の先生に研究進捗状況を報告いただきま
した。また、理化学研究所の二階堂愛先生を招聘し、
「細胞多様性を明らかにするゲノム科学と情報科
学」という演題名にて特別講演をしていただきまし
た。本特別講演では、二階堂先生が進められている
最先端の１細胞解析・データ解析の成果だけでな
く、Human Cell Atlas の現状なども紹介いただき、
多くの聴衆を魅了した素晴らしい講演でありまし
た。講演会終了後には、本領域の研究班のラボスタ
ッフや学生などによる 19演題のポスター発表が
行われ、メンバー間ならびに外部参加者との交流を
深めました。 
本公開シンポジウムはがん研究会との共催という
形で開催し、がん研究会のスタッフ並びに学生の皆
さんには大変お世話になりました。紙面を借りて感
謝申し上げます。
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領域班活動報告 
 
第二回技術講習会「1細胞解析技術講習会」　開催報告 
日 時：2019 年 10 月 2 日 ～ 10 月 4 日  
場 所：東京大学定量生命科学研究所 
講 師：中戸隆一郎（東京大学）・林寛敦（東京大学） 

第二回技術講習会として、東京大学弥生キャンパス
の定量生命科学研究所にて 1細胞情報解析講習会
を開催しました。本領域の計画班・公募班の構成員
から計 12名もの方に参加いただきました。東北や
関西など遠方の先生方も来られており、1細胞情報
解析へのモチベーションの高さを感じました。 
講習会の前半は林先生による「Chromiumのため
の試料調製法」、「CellRanger の使い方と結果の見
方」、「Docker を用いた解析環境の構築」について、
後半は中戸作成による 1細胞解析Docker イメー
ジを使った「Seurat 及び Scanpy を用いた１細胞
発現データの正規化とクラスタリング」、「Mono-
cle3 を用いた擬似時系列解析」、「Velocyto を用い
た RNA速度解析」、「Google Colab を用いたクラ
ウド上での 1細胞解析」などのトピックについて、

座学及び実習形式で講習を行いました。「1細胞解
析環境を各自が持ち帰れるように」をコンセプト
に、参加者が持ち込んだ自分のノート PC上に解析
環境を構築し、解析するというスタイルにしまし
た。使用言語は Rおよび Python、解析環境に Rstu-
dio と Jupyter notebook, Docker のインストー
ルからクラウド上での解析までとトピックをかな
り欲張ってしまい、また無線 LANの不調でダウン
ロードに予定外に時間がかかってしまったりとト
ラブルも起こってしまいましたが、参加者の方には
大変高いモチベーションで取り組んでいただき、な
んとか無事に終了しました。意見交換会も大変盛り
上がり、非常に充実した講習会となりました。持ち
帰った解析環境によって本領域の 1細胞解析が更
に推進されることを期待しています。 

（文責：中戸隆一郎）



領域班活動報告 
 
第三回若手ワークショップ　開催報告 
日 時：2020年 2 月 12 日 ～ 2 月 13 日  
場 所：KKR ホテル熱海（静岡県熱海市） 
世話人：中戸隆一郎（東京大学 定量生命科学研究所）

若手ワークショップは領域内における学生を含め
た若手研究者を主な対象に、研究発表を通した相互
交流を通して領域研究の活性化と異分野融合の実
現につなげることを目標としています。第三回とな
る今回は熱海の KKRホテルでの開催となり、シニ
アの先生方を含めて 47名の方にご参加いただき、
昨年に引き続き大変熱いセッションが繰り広げら
れました。 
特別招待講演では名古屋大学教授の島村徹平先生
をお招きし、データ駆動型解析と数理モデリングを
用いた多細胞ダイナミクス解析について、数学・情
報学・統計科学など非常に幅広いトピックにわた
るご講演をいただきました。また九州大学の岩見真
吾先生には「（本当に）やさしい数理モデリング入
門」というタイトルで、実データを用いた数理モデ

リング初心者のための入門講演をいただき、大変勉
強になるとともに刺激の多い会となりました。 
口頭発表・ポスターセッションでは、異なる分野の
参加者にも研究の意義が伝わるプレゼンが意識さ
れていて素晴らしく、若い学生の方も質疑の受け答
えまで堂々としておられたのが大変印象的でした。
また、領域内での異分野融合アプローチが具体的に
進んでいることも発表から感ぜられ、本新学術領域
が三年目を迎えて成熟してきていることを実感し
ました。夕食や交流会も大変盛り上がり、深夜まで
年齢や分野を超えた交流が活性化していたように
思い、世話人として嬉しく思っています。最後に、本
ワークショップに参加いただいた皆様、お手伝いい
ただいた皆様に厚く御礼申し上げます。どうもあり
がとうございました。 

（文責：中戸隆一郎）
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集合写真　総勢 47名
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最優秀賞・優秀賞に選ばれた、 
左から 
茂田大地さん（東京大学）、 
佐原義基さん（理研BDR）、 
長井広樹さん（東北大学）、 
清水裕貴さん（がん研究会） 

島村先生による招待講演 岩見先生による数理モデリング入門チュートリアル講演



領域班活動報告 
 
新学術領域　シンギュラリティ生物学/細胞ダイバース　 
合同ワークショップ　共催報告 
日時：2020年 1月 23～1月 24日 
場所：東京大学医科学研究所　講堂 
主催：新学術領域　シンギュラリティ生物学・細胞ダイバース 
オーガナイザー：渡邉朋信（理化学研究所・シンギュラリティ生物学）洲﨑悦生（東京大学・細胞ダイバース）

多数の研究者を擁する科研費新学術領域の中でも、
近年の生命科学における細胞・細胞ネットワーク
レベルの解析の重要性に着目した「シンギュラリテ
ィ生物学」領域と「細胞ダイバース」領域の目標設
定は非常に近い。このたび「シンギュラリティ生物
学」領域からの呼びかけがあり、両領域の接点や相
乗効果を見出す目的で、2020年 1月 23・24日
の両日に亘って共催の合同ワークショップを開催
した。シンギュラリティ生物学からは理化学研究所
の渡邉朋信先生が、細胞ダイバースからは東京大学
の洲崎悦生先生がオーガナイザーを務めた。合計
80名（うち細胞ダイバースから 28名）の両領域研
究者が参加し、双方からの話題提供と活発な議論が
なされ、盛会のうちに終了した。 
発表者は計画班および公募班から、若手・中堅のア
クティビティの高い先生方を中心に構成され、本領
域で目指す細胞ダイバーシティの統合的解析につ
いて、分子から個体までを網羅する様々なアプロー
チが発表された。東京大学の山崎聡先生は骨髄環境

における造血幹細胞の制御機構や人工的な制御方
法について発表された。理化学研究所の髙里実先生
は、最先端の腎臓オルガノイド形成とその応用につ
いて発表された。東京大学の洲﨑悦生先生は、透明
化技術と抗体等を用いた 3次元染色技術を用いた
1細胞レベルの可視化技術について発表された。東
北大学の中嶋悠一朗先生は、ショウジョウバエ個体
を用いたがんモデルを紹介し、腫瘍-宿主間相互作
用の理解に向けた取り組みを発表された。がん研究
会の片山量平先生は、がんの薬物療法耐性に関する
詳細な解析結果について発表された。東京大学の中
戸隆一郎先生は、大規模マルチNGSオミクスに関
わる様々な解析ツールを紹介し、特にゲノム動態の
多面的解析について発表された。九州大学の岩見真
吾先生は、生物研究における数理モデル型の定量的
データ解析アプローチについて発表された。また、
若手研究者からの話題提供と議論の場として、5分
の発表と 10分の討議時間を設けたフラッシュト
ークが開催され、東京大学の久保田晋平さんが組織

12

総勢 80名が集結



シンギュラリティ生物学領域代表の永井健治先生（大阪大学）。 
若手研究者フラッシュトークでは、当領域から久保田晋平さん（東京大学）、高木舜晟さん（九州大学）が登壇した。

活発な質疑応答が行われた
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透明化を用いたがん転移起点細胞の探索に関する
発表を、九州大学の高木舜晟さんが個体ベースシミ
ュレーションによる病態進行予測に関する発表を
され、参加者からの本質をついた質問やフィードバ
ックを受けた。 
シンギュラリティ生物学からも、領域代表の大阪大
学・永井健治先生を含む 7名の発表と 2名のフラ
ッシュトークがなされ、会場は活発な議論が繰り広
げられた。また 2日目の最後には、シンギュラリテ
ィ生物学の徳島大学・堀川一樹先生、東京大学・岡
崎拓先生をモデレーターとして、両領域の接点を探

るブレインストーミングが設けられた。 
本領域内からは少数ながら領域を代表する研究者
らが参加し、特に 1細胞オミクスや数理モデリング
を中心とした挑戦的な取り組みを紹介するととも
に、イメージングを中心としたシンギュラリティ生
物学のアプローチを俯瞰できる有用な機会となっ
た。 
※本ワークショップ開催にあたりましてご協力い
ただきました山崎聡先生（東京大学）、坂内博子先生
（早稲田大学）、両領域事務局ならびに関係者の皆様
に深謝申し上げます。 



領域班活動報告 
 
第 92回日本生化学会におけるシンポジウム　後援報告 
学術集会名：第 92回 日本生化学会大会 
会期：2019年 9月 18日～20日 
シンポジウム開催日時：2019年 9月 19日 14:30-16:30 
タイトル：「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」 
場所：パシフィコ横浜 第 12会場 
主催：日本生化学会 
後援：文科省新学術領域研究「細胞ダイバース」 
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）

2019 年 9月 19日（水）、第 92回日本生化学会大
会のシンポジウム（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）にお
いて、本新学術領域研究の計画・公募班員 6名が最
新の研究成果を発表しました。岩見新吾先生（九大）
は、骨髄球系前駆細胞を含む造血幹細胞分化の数理
モデルの構築について、山崎聡先生（東大）は造血
幹細胞を効率的に増殖可能な画期的培養法、樋田京
子先生（北大）は、腫瘍血管による薬剤耐性の分子
機構、片山量平先生（がん研）は、腫瘍組織のダイ

バーシティーと、がん免疫療法の薬剤耐性の分子機
序の解明について、小林徹也先生（東大）は、T細
胞胸腺発生過程における T細胞受容体のダイバー
シティーの維持、制御について、越川（神奈川県が
ん）は、数理シミュレーションによる肝がん悪性化
進展制御メカニズムの解明についての発表を行い
ました。また、各発表、多くの若手研究者から活発
な討論が行われました。 

（文責：越川直彦）
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領域班活動報告 
 
第 42回日本分子生物学会におけるシンポジウム　後援報告 
学術集会名：第 42回 日本分子生物学会年会 
会期：2019年 12月 3日～6日 
タイトル：「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」 
開催日時：2019年 12月 6日 13:00-15:30 
場所：福岡国際会議場 4階 413 
主催：日本分子生物学会 
後援：文科省新学術領域研究「細胞ダイバース」 
オーガナイザー：岩見真吾（九州大学）、中戸隆一郎（東京大学） 

2019 年 12月 3日～6日、福岡国際会議場・マリン
メッセ福岡で開催された第 42回日本分子生物学会年
会にて、新学術領域研究「細胞ダイバーシティーの統合
的解明と制御」共催のシンポジウム"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"をオーガナイズ致しました。細胞ダイ
バース領域では「人体の細胞は多種多様なダイバーシ
ティーに富む細胞から構成されている一方で、それぞ
れの細胞が協奏しながら組織や臓器など様々な階層で
機能を創発するシステムを維持している」というコン
セプトの下で、研究を推進しております。本シンポジウ
ムでは、細胞社会のダイバーシティーを統合的に解明
し制御するためには、いったん単一の細胞あるいは分
子に立ち戻り、それらのダイナミッ
クな様相を理解した上で、必要な相
互作用の創発原理にアプローチす
る必要があると考え、数理科学研究
に焦点を当てた。特に、シングルセ
ル解析、次世代シークエンス解析、
マルチオミックス解析など、実験科
学と数理科学が有機的に融合した
実験・理論相互フィードバック型
研究を目標とした主に若手研究者
の取り組みを紹介した。 
分子生物学会年会の最終日であり、
また、非常に興味深いシンポジウム
やワークショップがパラレルで多
数開催されていたこともあり参加
者数が気になっていたのですが、注
目されている領域内外の研究者に

よる最先端の研究発表と細胞ダイバース領域が推進し
ている数理科学研究への注目度の高さからか、会場内
は満員御礼となり、会場に入りきらない聴衆のために、
臨時で会場外モニターが設置されるくらいの盛況ぶり
でした。 
日本分子生物学会年会は、最も盛り上がっている学会
の 1つでもあり、細胞ダイバース領域として今後も共
催シンポジウムを継続していくことは重要な活動の 1
つになると思いました。また、分子生物学会では「フォ
ーラム」等の様々な"試験的な会合"も受け入れてくれ
る懐の深さがあることより、さらに細胞ダイバース領
域から組織的かつ積極的な参加を検討しても良いと感
じております。
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領域班活動報告 
 
第 24回 JFCR-ISCCシンポジウムにおけるセッション　後援報告 
学術集会名：第 24回がん研究会―国際がん化学療法シンポジウム（JFCR-ISCC Symposium） 
会期：2019年 12月 11日～12日 
セッションタイトル：「Tumor heterogeneity and resistance to TKI」 
セッション開催日時：2019年 12月 12日 9:00-11:00 
場所：日本科学未来館　未来館ホール 
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」 
オーガナイザー：藤田 直也（がん研究会）

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著名な国内外の研究者を招聘
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
究者の発表を通じた国際交流を図っている。また本
シンポジウムでは、腫瘍組織内の細胞間相互作用解
析結果などの最近のトピックスとなっている基礎
的な分子生物学的な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、24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 3）を後援した。今回のシンポジウ
ム全体としては、国内 8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細胞多
様性とシグナル多様性、さらにはそうした多様性を
考慮した治療法開発をトピックスとして、マサチュ
ーセッツ総合病院（MGH）のCorcoran 先生、金
沢大学の矢野先生、愛知県立がんセンターの衣斐先

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
づく治療法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計画班
の分担研究者１名（がん研究会の竹本先生）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 
 
第 4回理論免疫学ワークショップ　後援報告 
学術集会名：第 4回理論免疫学ワークショップ 
会期：2020年 1月 10日 13時～ 1 月 11日 16時 
場所：Hotel 芙蓉倶楽部（〒874-0831 大分県別府市堀田 7－1） 
主催：九州大学大学院システム生物科学府 
後援：文科省新学術領域研究「細胞ダイバース」他 
オーガナイザー：岩波翔也（九州大学） 
ウェブサイト：https://workshop.theoreticalimmunology.jp 

理論免疫学ワークショップは、理論研究者と
実証研究者の双方の最先端の研究を共有し、
実験・理論双方の最新技術が融合するよう
な研究の創出への貢献することを目的とし
て、毎年開催し、今回で 4回目となった（図
1）。細胞ダイバース領域からも公益財団法人
がん研究会の片山量平先生、九州大学の岩見
らが参加した。実証研究では、細胞の多様性
をとらえる上で重要な細胞バーコードを用
いたトレーシング技術や、細胞の多様性が関
連する疾患の発症機構、薬剤耐性などの話題
が紹介された。理論研究では、データ駆動
型・モデル駆動型の数理研究が紹介され、シ
ングルセル解析、次世代シークエンス解析か
ら得られるデータの解析手法についても議
論がなされた。 
1 泊 2日の合宿形式での開催で、講演者 18
名、参加者 17名の合計 35名が参加し、過去
最多の参加者数となった（図 2）。初日のワー
クショップ終了後も深夜まで参加者同士で
の議論が大いに盛り上がり、異分野の研究者
らが交流した。理論免疫学ワークショップの
ように、免疫学・分子生物学・医学に関わる
研究を第一線で行なっている理論研究者と
実証研究者が一堂に会する機会は希少であ
り、細胞ダイバース領域の中での実験科学と
数理科学が有機的に融合した研究を創出す
る上でも、有意義な研究集会となった。本研
究集会の成果は細胞ダイバース領域に還元
されることが期待できる。免疫学研究の動向
及び参加者のニーズに合わせながら、引き続
き研究集会を開催していきたい。 

（文責：岩波翔也・岩見真吾）
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各種報告 
 
アウトリーチ活動「横須賀高校の生徒さんが、がんセンターを見学！」 
日時：2019年年7月3日（水） 
場所：神奈川県立がんセンター 
見学者；横須賀高校2年生（4名） 
引率教員：横須賀高校教諭：龍見玄太郎教諭、防衛大学校 上北尚正准教授

神奈川県立横須賀高校の生徒さん4名が、*Super 
Science High Schools (SSH)のプログラムの一貫
として当センターの臨床研究所および病院、
iROCKを見学されました。 
当日、宮城所長からの本院の紹介（下記写真）、
越川部長からがん生物学部で行われている研究の
紹介がありました。その後、病院の外来化学療法
室、緩和病棟、病理診断科および重粒子線治療施
設の治療室と建屋内の巨大なシンクロトロンを見
学しました。生徒さん達には、各担当職員の丁寧

な説明と活発な質疑応答で有意義な時間となった
と思います。将来の進路選択などの役に立つ事を
祈念します。また、対応して頂いた各見学部署の
職員の皆様に心からお礼を申し上げます。 

（文責：越川直彦） 
 
＊文部科学省より SSHの指定を受けた学校では、科学技
術系人材の育成のため、各学校で作成した計画に基づ
き、独自のカリキュラムによる授業や、大学・研究機関
などとの連携、地域の特色を生かした課題研究など
様々な取り組みを積極的に行っています。

神奈川県立がんセンター臨床研究所の宮城所長の説明に熱心に聞き入る 4名の生徒さんと引率の先生方
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各種報告 
 
若手研究者の海外派遣報告 
日時：2020年1月9日～1月18日（10日間） 
対象：高木舜晟（九州大学大学院システム生命科学府 博士前期課程2年） 
タイトル：より良いがんの数理モデル研究のために

私はこの度、新学術領域研究「細胞ダイバース」か
ら若手研究者の海外派遣支援を受け、1月 9-18 日
の 10日間、ラトガース大学のCancer Institute of 
New Jersey の Subhojyoti De 教授の研究室を訪
問し、セミナー発表や研究者との交流を行うととも
に、今後の共同研究について議論しました。今回訪
問したDe教授の研究室（以下　SjD Lab）では、が
んの治療やより良い診断方法の開発のため、バイオ
インフォマティクス手法を中心に数学的手法まで、
あらゆる手法を用いて研究を行なっています。ま
た、がん治療機関と併設されていることにより、豊
富ながん患者のデータを利用でき、大規模なゲノム
解析を行えることも大きな特徴です。一方私は、臨
床・実験データに基づいたデータ駆動型アプロー
チと数理モデル型アプローチの融合によるがん進
化の動的変化予測を目指し、多階層数理モデルの開
発・シミュレーションによる解析を行ってきまし
た。 
De教授の研究室には、コンピュータ科学、数学、工
学、ゲノム科学、分子生物学など多様なバックグラ
ウンドを持った学生やポスドクがおり、私が今後展
開していきたい研究にはもってこいの環境でした。
滞在期間前半に行ったセミナー発表ではメンバー
皆が興味を持って聞いてくれて、45分の発表に対
し、1時間以上の質疑応答・議論が行われました。
数学の素養を持ちながらがんの臨床データに触れ
ている方が多かったため、数理モデルの部分に深く
踏み込んで実際に観察される現象とモデルの擦り
合わせについて議論することもでき、非常に有意義
な時間となりました。それ以後は、他の研究者のテ
ーマを聞いて議論を行った他、De教授と今後行っ
ていく、未発表の膵臓がん再発患者データの数理モ
デル解析について議論を重ねました。一方、こうし
た議論の際には、自分の専門から少しでも離れてし
まうと、自分の数理モデルをそのテーマにどう有効
に活用できるかなどについてその場でうまく英語
で伝えられない場面もありました。今回は滞在が長
かったため、その日の夜にある程度整理して翌日ま
た議論するということもできましたが、今後、たっ
た一度のやりとりで共同研究の可能性が決まって
しまう場面もあると思われるため、英語での円滑な
研究議論は自分の課題であると感じました。 
訪問時には、研究環境について驚かされることもあ

りました。例えば、在籍する学生のダイバーシティ
です。先ほど述べたバックグラウンドもそうです
が、国籍も非常に多様で、アジアやヨーロッパの複
数の国から学生が留学してきていました。中国から
きていたポスドクからは、「USで研究していると、
アジア含めいろんな国の学生がいるけど、日本人は
全然見たことない。なんで？」と問われました。言
われてみれば、海外に留学する学生の割合はかなり
低いですし、逆に日本のほとんどの研究室では日本
人が大多数を占めています。これは、研究者を志す
学生の金銭的な問題ももちろんあると思いますが、
それ以上に、日本ではなんとなく留学そのもののハ
ードルが高いようにも考えられます。先ほどの円滑
な研究議論の話にも通じますが、将来的に自分の研
究を国際的に認めてもらう上で、英語で、高いレベ
ルで議論する環境に早いうちから身を置くことは
非常に重要であると感じました。 
今回の研究室滞在を通して、がんの先端研究に触
れ、自分の研究に対しても多くのフィードバックが
得られたことに加え、今後のキャリアを考えていく
上でのヒントも多く得られ、非常に有意義な経験と
なりました。質の高い研究を行う同世代の学生とも
議論でき、いい意味で焦りも覚え、研究へのモチベ
ーションがさらに高まりました。最後になりました
が、このような貴重な機会を与えてくださった細胞
ダイバースの先生方、事務局の方々にこの場を借り
て御礼申し上げます。
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今後の予定

主催会議など 
 
■第7回領域会議 
日　時：2020 年 7 月 3 日（金）　10 時半～13 時 
会　場：岩手大学 上田キャンパス内 理工学部　生命講義室 
　　　　（〒020-8551 盛岡市上田四丁目 3番 5号） 
　　　　http://www.se.iwate-u.ac.jp/intro/map 
参加資格：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 
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 
　　　　問合先　cDiversity＠jfcr.or.jp 
 
■第6回公開シンポジウム 
日　時：2020 年 7 月 3 日（金）　13 時～18 時半 
会　場：岩手大学 上田キャンパス内 理工学部　銀河ホール 
　　　　（〒020-8551 盛岡市上田四丁目 3番 5号） 
　　　　http://www.se.iwate-u.ac.jp/intro/map 
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 
　　　　問合先　cDiversity＠jfcr.or.jp 
 
■第3回若手ワークショップ 
日　時：未定 
会　場：未定 
参加資格：計画班班員あるいは公募班班員の研究室に所属する若手（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：田﨑創平（京都大学・高等研究院） 
　　　　問合先　tasaki.sohei.2r@kyoto-u.ac.jp 
 
■第3回技術講習会 
日　時：未定 
会　場：未定 
参加資格：計画班班員あるいは公募班班員の研究室に所属する若手 
主　催：文科省新学術領域研究「細胞ダイバース」 
担　当：石渡通徳（大阪大学・大学院基礎工学研究科） 
　　　　問合先　ishiwata@sigmath.es.osaka-u.ac.jp 　 
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Cellular Diversity

後援予定のシンポジウムなど 
 
■第 43回日本分子生物学会年会 
総会HP：https://www2.aeplan.co.jp/mbsj2020/　　　 
日　時：2020 年 12 月 2 日（水）～4日（金） 
会　場：神戸国際会議場・神戸国際展示場・神戸ポートピアホテル 
　　　　〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町など 
　　　　https://kobe-cc.jp/ja/visitors/access/ 
主　催：  第 43 回日本分子生物学会年会（会長：上村　匡） 
後援予定セッション：細胞運命ダイナミクスの定量的理解と操作の実現に向けて 
オーガナイザー：岩見真吾、田﨑創平 
後援予定セッション：シングルセル解析と異分野融合アプローチによる細胞社会ダイバーシティーの理解 
オーガナイザー：中嶋悠一朗、中戸隆一郎 

事務局： 第 43 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　mbsj2020@aeplan.co.jp 
 
■第25回国際がん化学療法シンポジウム「The 25th JFCR-ISCC Symposium」 
HP：http://iscc.umin.jp 
日　時：2020 年 12 月 9 日（水）～10 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：ISCCシンポジウム事務局 
　　　　（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 
　　　　問合先　jfcr-iscc@ml.jfcr.or.jp 
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受賞など 
 
日本医療研究開発機構理事長賞　2020年1月10日受賞 
山崎 聡　先生 
 
令和 2 年 1 月 10 日、首相官邸において、第 3回日本医療研究開発大賞表彰式が開催されました。安倍総理による開会挨拶、内
閣総理大臣賞、健康・医療戦略担当大臣賞等の授与に続いて、日本医療研究開発機構（AMED）の末松理事長より、日本医療
研究開発機構理事長賞が公募研究代表者である山崎聡先生に授与されました。 
https://www.amed.go.jp/news/event/200110_iryoutaisho-jyusyou.html 

 

最近の成果

公募研究代表者　山崎聡 
東京大学特任准教授への授与

記念撮影（左から山西陽子・九州大学教授、山崎聡・東京大学特任准教授、 
村山正宜・理化学研究所チームリーダー、末松誠・AMED理事長、 

香月康宏・鳥取大学准教授、髙山順・東北大学助教）



 
 
日本再生医療学会賞（基礎部門）　2019年3月22日受賞 
上野 博夫　先生 
 
日本再生医療学会では、再生医療の進歩に顕著な貢献があった者を表彰するため「日本再生医療学会賞」が設けられており、
2019 年の「基礎部門」の受賞者として、公募研究代表者である上野博夫先生が選ばれました。受賞研究テーマは、「味蕾幹細
胞の同定とそれを基点とした味覚感知機序の解明・味覚再生技術の確立」です。 
https://www.jsrm.jp/awards/ 
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日本がん分子標的治療学会研究奨励賞　2019年6月13日受賞 
竹本 愛　先生 
 
日本がん分子標的治療学会では、優れた研究成果を発表した 40 歳未満の若手の日本がん分子標的治療学会会員に授与される研
究奨励賞を設けており、平成 30 年度の日本がん分子標的治療学会奨励賞の受賞者として、計画研究分担者である竹本愛先生が
選ばれました。受賞研究テーマは、「血小板活性化によるがん進展機構の理解とそれを標的とした治療法の開発」であり、 
第 23 回 日本がん分子標的治療学会学術集会の会期中に授与式が行われました。受賞研究概要などは学会誌No.23-2  
http://jamttc.umin.jp/nl.html に掲載されています。 
http://jamttc.umin.jp/guide/praise.html 

 

最近の成果

第23回日本がん分子標的治療学会学術集会の授賞式での記念写真 
（左が計画研究分担者の竹本愛研究員、右は、日本がん分子標的治療学会の中村祐輔理事長）
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日本がん転移学会研究奨励賞　2019年7月26日受賞 
間石 奈湖　先生 
 
日本がん転移学会では、優れた研究業績を発表した 43 歳未満の若手の日本がん転移学会会員に授与される研究奨励賞を設けて
おり、第 23 回となる 2019 年度の日本がん転移学会奨励賞の受賞者として、公募研究代表者である樋田京子先生のラボの 
間石奈湖 助教が選ばれました。第 28 回 日本がん転移学会学術集会・総会の会期中に授与式が行われ、同日に間石奈湖 助教によ
る研究奨励賞講演も行われました。 
http://jamr.umin.ac.jp/research/win.html 

 

 ① 2019年度日本がん転移学会研究奨励賞を受賞した間石奈湖助教（北海道大学樋田研） 
   （第28回日本がん転移学会学術集会総会における夏越祥次教授との記念写真）

② 子連れ（夫同伴）で同会に参加し記念講演をおこないました。
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最近の成果

論文発表
The ALK-1/SMAD/ATOH8 axis attenuates hypoxic responses and protects against the development of 
pulmonary arterial hypertension 
Masato Morikawa1,2,3, Yoshihide Mitani4, Katarina Holmborn5, Taichi Kato4, Daizo Koinuma1, Junko Maruyama6, Eleftheria Vasilaki2,3,  
Hirofumi Sawada4,6, Mai Kobayashi1, Takayuki Ozawa1, Yasuyuki Morishita1, Yasumasa Bessho7, Shingo Maeda8, Johan Ledin5,  
Hiroyuki Aburatani9, Ryoichiro Kageyama7, Kazuo Maruyama6, Carl-Henrik Heldin2,3*, and Kohei Miyazono1,2,3* 

Science Signaling, 12: eaay4430, 2019 

1. 東京大学大学院 医学系研究科 病因・病理学専攻 分子病理学分野 

2. Department of Medical Biochemistry and Microbiology, Uppsala University 

3. Ludwig Institute for Cancer Research, Uppsala University 

4. 三重大学大学院 医学系研究科 小児科学 

5. Genome Engineering Zebrafish Facility, Science for Life Laboratory, Uppsala University 

6. 三重大学大学院 医学系研究科 麻酔集中治療学 

7. 京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 

8. 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 医療関節材料開発講座 

9. 東京大学 先端科学技術研究センター ゲノムサイエンス分野 

図：ATOH8欠損マウスで認められた肺動脈性肺高血圧症類似の表現型（Figure 5B-Dより改変） 
ATOH8欠損マウス（Atoh8－/－）では、全身の血圧は変化ないが、右室収縮期圧の増加が認められる。また、右室肥大の指標であるRV/(LV+S)の増加も認められる。

TGF-βファミリーの一つである骨形成因子（BMP）は、生体内で多
彩な機能を発揮し、種々の遺伝病に関係していることが知られてい
る。その一例が肺動脈性肺高血圧症（PAH）で、BMPのII型受容体
をコードするBMPR2の変異が、遺伝性／特発性PAHの代表的変異と
して報告されている。また、BMPR2の他にも、他のBMP受容体遺
伝子や下流にあたる転写因子SMADに変異が同定され、PAHの発
症・進展にBMP／SMAD経路が重要な役割を果たしていると考えら
れてきた。しかし、BMPR2遺伝子変異の浸透率は10%～20%とされ
ており、PAHの発症・進展におけるBMPの役割について、未解明の
点が多かった。 
我々は、次世代シークエンサーを用いた解析法であるクロマチン免
疫沈降シークエンス法（ChIP-seq法）を活用して、これまで複数の
細胞種でBMP／SMAD経路の標的候補遺伝子を同定してきた。その

中で、心臓や血管の機能に関係した各種データベースをもとにスク
リーニングを行い、これまで機能未知であった転写因子ATOH8に注
目した。ゼブラフィッシュやマウスという複数の動物モデルで
ATOH8の個体レベルでの機能を解析し、ATOH8欠損マウスがヒト
のPAH患者に類似した表現型を呈することを明らかにした。また、
PAH患者由来サンプルのデータの再解析で、PAH患者ではATOH8
の発現が低下していることを確認した。さらに、細胞レベルの解析
で、BMPはATOH8蛋白の発現を誘導して低酸素応答に対して保護
的に機能すること、ATOH8は低酸素応答で中心的な役割を果たす
HIF-2αの蛋白量を減少させること、を明らかにした。 
以上の結果より、BMP／SMADの標的遺伝子であるATOH8は、低
酸素に対して保護的役割を果たし、PAHの発症・進展に関わってい
ることが示唆された。
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Utility of a Reverse Phase Protein Array to evaluate multiple biomarkers in diffuse large B-cell lymphoma 
Masaki Suzuki1, Atsushi Muroi2, Masanori Nojima3, Ayumi Numata4, Hirotaka Takasaki4, Rika Sakai4, Tomoyuki Yokose1, Yohei Miyagi5, and 
Naohiko Koshikawa2*. 

Proteomics Clin. Appl., 14(1): e1900091, 2020 

1. 神奈川県立がんセンター病理診断科 

2. 神奈川県立がんセンター臨床研究所がん生物学部 

3. 東京大学医科学研究所先端医療開発推進分野/TR・治験センター 

4. 神奈川県立がんセンター腫瘍内科 

5. 神奈川県立がんセンター臨床研究所分子病態学部 

*責任著者 

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）は成人で最も高頻度な
非ホジキンリンパ腫（NHL）であり、NHL症例の約３０％を占め
る。DLBCLは臨床的、遺伝学的に異なる様々な病型からなるヘテロ
な集団であり、マーカータンパク質の発現の有無によって複数のサ
ブタイプに分類される。中でも、MUM1、Bcl-6、CD10の発現に基
づくGCBタイプ、non-GCBタイプへの分類は重要であり、non-GCB
はGCBと比較して予後が不良である。また、それ以外にもCD5やc-
Myc、Bcl-2など、DLBCLの予後予測を行う上で重要な因子が知られ
ている。これらの因子の検出は主に免疫組織化学染色（IHC）によ
って行われるが、病理組織は多様性に富む様々な細胞で構成されて
おり、特異性、定量性の点からIHCによる判定の困難な症例が少な
くない。逆相タンパク質アレイ（Reverse Phase Protein Array: 
RPPA）は生体組織や細胞から抽出したタンパク質溶液をスライド
ガラス上に固相化し、抗体を用いて各種タンパク質を定量検出する
手法である。RPPAは微量試料から高いスループットでタンパク質

の発現、翻訳後修飾の定量解析ができるため、生体試料による臨床
応用性が期待されている。本研究では、RPPAが、半定量なIHCによ
る腫瘍マーカーの発現情報を元に診断が行われているDLBCL診断を
補完するツールになる可能性を検討した。３７症例のDLBCL患者組
織を用い、診断・予後予測に重要な７種のマーカータンパク質
（CD5、CD10、Bcl-2、Bcl-6、MUM1、Ki-67、c-MYC)について、
IHCとRPPAによる解析を行い、結果の比較を行った。両解析から得
られた結果の相関解析を行ったところ、CD10、Bcl-6を除く5種で高
い相関が見られた。続いて、ROC解析による結果の比較を行ったと
ころ、４種のマーカー（CD5、CD10、Bcl-2、Ki-67）が高い診断精
度を示した。これらの結果は、RPPAがDLBCL病理診断を補完する
ツールとなることを示唆している。更に、本結果は、RPPAが生体
試料におけるタンパク質定量解析に適していることを示しており、
今後、領域内の生体組織や細胞を用いたタンパク質定量解析の有用
なツールになることを示唆している。 
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最近の成果

The novel lncRNA CALIC upregulates AXL to promote colon cancer metastasis 
Yoshihiro Kawasaki1, Masaya Miyamoto1, Takeaki Oda1, Kosuke Matsumura1, Lumi Negishi1, Ryuichiro Nakato2, Sakiko Suda1, Naoko Yokota2, 
Katsuhiko Shirahige2, Tetsu Akiyama1* 

EMBO Rep., 20: e47052, 2019 

1. 東京大学 定量生命科学研究所 分子病態情報学研究分野 

2. 東京大学 定量生命科学研究所 大規模生命情報解析研究分野 

*責任著者

がん組織を構成する癌細胞の中には、転移能の高いがん細胞や薬剤
耐性能の高い癌細胞など様々なものが存在する。本研究では、転移
能の高い癌細胞で高発現し転移に重要な役割を果たしている遺伝子
の同定とその作用機序の解明を行った。大腸がん細胞による肺転移
モデルマウスを用いて転移巣の元の細胞との遺伝子発現比較解析を
行った結果、転移巣で有意に発現が亢進し、がん細胞の運動や転移
を制御する新規lncRNA CALIC (Cancer metastasis-associated long 
intergenic non-coding RNA)を見出した。さらに、1) CALICはRNA
結合タンパク質hnRNP-Lと結合すること、2) CALIC /hnRNAP-L複
合体はAXLの発現を誘導すること、を明らかにした。CALICはAXL
のプロモーター領域に選択的に結合し、hnRNP-Lをリクルートする

ことでAXLの発現を促進することが示唆された。また、CALICや
AXLの発現抑制によって肺や肝臓への転移が顕著に抑制された。こ
れらのことから、CALICはhnRNP-Lと結合してAXLの発現を誘導す
ることで、がん細胞の運動能の向上や転移の促進に寄与していると
考えられた。HCMDB を用いて発現解析を行うと、CALICの発現は
大腸がんを含む様々ながんにおいて正常組織よりも有意に高く、皮
膚がんにおいては転移を有する原発巣で転移がない原発巣と比べて
顕著に高いことが明らかとなった。CALICはがん治療標的分子とし
て有用である可能性があり、がん転移を抑制するための治療法開発
への貢献が期待される。

CALICはhnRNP-Lと結合しAXLの発現を誘導することでがん転移を制御する 
(A) スクリーニングの概要 
(B) CALIC、AXLの発現抑制によって転移が抑制される 
(C) CALICのがん転移における分子機構 
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Carbonic anhydrase 2 (CAII) supports tumor blood endothelial cell survival under lactic acidosis in the 
tumor microenvironment 
Dorcas A. Annan1, Nako Maishi1, Tomoyoshi Soga2, Randa Dawood1, Cong Li1, Hiroshi Kikuchi3, Takayuki Hojo4, Masahiro Morimoto1,  
Tetsuya Kitamura1, Mohammad Towfik Alam1,6, Kazuyuki Minowa6, Nobuo Shinohara3, Jin-Min Nam7, Yasuhiro Hida5, Kyoko Hida1* 

Cell Communication and Signaling, 17: 169, 2019 

1. 北海道大学大学院歯学研究院 血管生物分子病理学教室 

2. 慶應義塾大学先端生命科学研究所 

3. 北海道大学大学院医学研究院 腎泌尿器外科学教室 

4. 北海道大学大学院歯学研究院 歯科麻酔学教室 

5. 北海道大学大学院医学研究院 循環器・呼吸器外科学 

6. 北海道大学大学院歯学研究院 歯科放射線学教室 

7. 北海道大学 国際連携研究教育局（GI-CoRE） 

*責任著者

がん細胞は解糖系が亢進しており，乳酸などを多く産生するためが
ん微小環境は酸性環境になっている．がん間質に存在する腫瘍血管
は，酸素や栄養の供給などがんの進展や転移に重要な役割を果たし
ている．近年，腫瘍血管を裏打ちする腫瘍血管内皮細胞には様々な
異常性があることが報告されており，われわれもこれまで腫瘍血管
内皮細胞には染色体異常や抗がん剤抵抗性があること，正常血管内
皮細胞に比べて遺伝子発現パターンが異なり，増殖能や遊走能が亢
進していることなどを見出している．しかし，乳酸が蓄積し酸性環
境になったがん微小環境おいて，腫瘍血管内皮細胞がどのように生
存し血管新生が盛んにおこなわれているかについてのメカニズムは
明らかになっていない．本研究では，腫瘍血管内皮細胞が低pH環境
にどのように対応しているかについて検討した．分離培養した腫瘍

血管内皮細胞と正常血管内皮細胞を用いてメタボローム解析を行っ
たところ，腫瘍血管内皮細胞において解糖系が亢進していることが
明らかになった．正常血管内皮細胞は乳酸を含む低pH環境では生存
できないのに対し，腫瘍血管内皮細胞は増殖を示した．その分子メ
カニズムとして炭酸脱水酵素（CAII）が関与していることが示され
た．担癌マウスにCA阻害剤を投与すると，血管新生阻害効果，転移
抑制効果が得られ，またペリサイトに被覆された血管が増えるな
ど，血管が成熟化していることが示された．また，腫瘍血管内皮細
胞においてCAIIが発現亢進するメカニズムとしてVEGFが関与する
ことが明らかになった．以上より，pH調節に関わるCAIIはVEGF阻
害を目的とする血管新生阻害療法の効果を高める良い治療標的であ
ることが示唆された．
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編集後記 
 
本Newsletterを作成している令和2年3月現在、新型コロナ
ウイルス（2019-nCoV）に感染した患者数が全世界で15万人
を超え死者数も5千人を超えており、日本政府から大規模・中
規模のイベントなどは中止、延期または規模縮小するように求
められています。新学術領域「細胞ダイバース」におきまして
は、若手ワークショップが開催された2月12日・13日時点では
政府や各機関からの通達もありませんでしたし、まだそれほど
の感染拡大が認められなかったため、予定通り開催しました。
若手ワークショップ参加者から感染した・感染していたなどの
事後報告も寄せられておりませんので、予定通りに開催できて
本当に良かったと思っております。しかし、共催予定であった
国際シンポジウム「生命科学と数理科学の融合」（主催：大阪
大学 数理・データ科学教育研究センター）は影響をもろに受け
てしまい、残念ながら主要なイベントを10月に延期すると聞い
ております。もちろん、感染拡大を防ぐためにできうる限りの
協力することは言うまでもないことですが、準備を進められて
きた鈴木貴 先生をはじめとするスタッフの皆様にとっては、延
期というのは苦渋の決断であったと思います。令和2年10月に
延期される国際シンポジウムの開催には、本新学術領域として
も全面的に協力していきたいと考えております。 
現在、様々な学会の学術集会についても中止や延期との発表
が相次いでおります。新型コロナウイルス感染症（CoVID-
19）への効果的な治療法が開発され、一刻も早く国内並びに国
際的な学術交流が復活することを願っております。皆様におか
れましても、新型コロナウイルスに感染されませんことを祈念
しております。 

（藤田直也） 
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