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研究最前線

気管支喘息やアレルギーに関わる
遺伝子を突き止め、臨床に活かしたい
ぜんそく

「日本で喘息が原因で死亡する人は、減少傾向にありますが、現在でも
年間2000人を超えています。アレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎で苦しんでいる
患者さんもたくさんいます。喘息死をゼロに近づけること、そしてアレルギーの苦痛を
少しでも和らげること、それが私たちの目標です」
。そう語るのは、
理研横浜研究所ゲノム医科学研究センター（CGM）呼吸器疾患研究チームの
たま り

玉利真由美チームリーダーである。
研究チームでは、“ゲノムワイド関連解析” を駆使して、呼吸器疾患や
アレルギー疾患と関わりがある遺伝子を突き止め、発症や重症化の
メカニズムを解明し、科学的根拠に基づいたより効果的な治療法の開発に
役立てようとしている。2011年には、世界で初めて
成人の気管支喘息の発症に関わる五つのゲノム領域を発見した。
また、アトピー性皮膚炎についての解析も進行中だ。

ゲノムワイド関連解析とは

一人の塩基配列を比べるとほとんど同じですが、300〜1000

「私は子どものころからアトピー性皮膚炎で皮膚科に通っ

個に1ケ所くらい、1個だけ塩基配列が違っている場所があり

ていました。お医者さんは“掻いては駄目”と言うのですが、

ます。そのような個人間における1塩基の違いを“1塩基多型

我慢できずに掻いてしまう。悪化して、また病院へ。その繰

（SNP：Single Nucleotide Polymorphism）
”と呼びます」
（タ

り返しでした」と玉利真由美チームリーダー（TL）
。
「今、ア

イトル図A）
。ヒトゲノムの中には1000万ケ所以上のSNPがあ

レルギー疾患で困っている人がたくさんいます。この状況を

り、その中に疾患へのかかりやすさ、重症化のしやすさ、薬

変えたいという思いで研究しています」

の効果や副作用の出方などに関わっているものがある。
「患

か

スニップ

玉利TLが率いる呼吸器疾患研究チームのターゲットは、気

者さんとその疾患にかかっていない人のゲノムを比べ、患者

管支や慢性閉塞性肺疾患（COPD）などの呼吸器疾患と、ア

さんにだけ高頻度または低頻度に現れるSNPのタイプが分か

トピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎、食物アレルギー、花粉

れば、そのSNPを手掛かりに疾患に関連するゲノム領域、さ

症などのアレルギー疾患である。
「それらの疾患の発症や重

らには遺伝子を見つけることができます」

へい そく

症化のメカニズム、病態を科学的に明らかにして有効な予防
法や治療法につなげることが、私たちの任務です」

この研究にはCGMの各チームの連携が欠かせない。まず、
CGMが共同研究機関や文部科学省“オーダーメイド医療実

2011年8月、呼吸器疾患研究チームから大きな成果が発

現化プロジェクト”のバイオバンクからDNA試料の提供を受

表された。
「成人気管支喘息の発症に関わる五つのゲノム領

ける。疾患とSNPの関連を精度よく求めるには数千〜数万人

域を発見しました（ タイトル図 ）
。そこで使ったのが、
“ゲノ

のDNA試料が必要だ。次に、多型解析技術開発チーム（久

ムワイド関連解析（GWAS：Genome-Wide Association

保充明TL）が、各SNPのタイピングを行う。
「連鎖不平衡マッ

Study）
”という手法です」

プが完成したことで、1000万ケ所以上のSNP のうち約55万

ジ ー ワ ス

ふ へい こう

ゲノムワイド関連解析について簡単に紹介しておこう。
“ゲ

ケ所だけ調べれば、ゲノム全体の約90％の情報が得られる

ノム”とは、生物が持っている遺伝情報全体をいう。その実

ようになりました」と玉利TL（タイトル図B）
。とはいえ、デー

体であるDNAは、A
（アデニン）
、G
（グアニン）
、C
（シトシン）
、

タ量は膨大だ。それを統計解析研究チーム（高橋篤TL）が解

T
（チミン）という4種類の塩基の連なりである。ヒトゲノム

析し、疾患とSNPとの関連の強さを数値化する。最後に、呼

は約30億個の塩基対からなり、それが親から子へ伝えられる。

吸器疾患研究チームが、その結果を別途収集したほかの集団

「ヒトゲノムの塩基配列は、2003年に解読されました。一人
2

A：1塩基多型（SNP）

塩基配列で1塩基だけが違って
いるものを「1塩基多型（SNP）
」
と呼ぶ。染色体は対になってい
るため、図の例でいえば、A/A、
A/G、G/Gという3通りのタイ
プが存在する。患者さんだけに
多いあるいは少ないタイプがあ
れば、そのSNPがその疾患に
関連している可能性がある。
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のDNA試料でも検証し、それらの結果を統合して疾患と関

10

5q22領域
TSLP 、WDR36

8

4q31領域
USP38 、GAB1
−log（P値）

SNPを用いたゲノムワイド
関連解析とその成果

6p21領域
HLA領域
12q13領域
IKZF4 など多数の遺伝子が存在

10p14領域
GATA3 の1Mb下流

6

C：成人気管支喘息のゲノムワイド
関連解析の結果

日本人の患者1532人、非患者3304人を用いてゲ
ノムワイド関連解析を行った。さらに別の患者
5639人と非患者2万4608人について解析した結
果を統合して、五つのゲノム領域（4q31、5q22、
6p21、10p14、12q13）に存在するSNPが、日本
人の成人気管支喘息に強く関連していることが分
かった。横軸は各SNPが存在する染色体上の位置
で、数字は染色体の番号を示す。縦軸のｰlog
（P値）
は成人気管支喘息との関連の強さを示す。
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B：連鎖不平衡マップ
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ヒトは、父方と母方から1本ずつ染色
体を受け継ぐが、減数分裂のときに組
み換えが起きる。世界各国が協力し、
組み換えが起きやすい場所と起きにく
い場所を、ゲノム全体について明らか
にしたのが連鎖不平衡マップである。
青い矢印の部分で組み換えが起きやす
い。まとまって遺伝する領域（赤い三
角形の部分）については、1個から数
個の代表的なSNPを調べれば、その領
域全体の情報を得ることができる。

母親

Cさん

連するゲノム領域や遺伝子を突き止めていく。
「CGMのタイ
ピングと統計解析の技術は、世界トップレベルです。正確さ

る遺伝子も違う可能性があります」
呼吸器疾患研究チームでは、日本人の成人気管支喘息患者

とスピードが圧倒的に違います。成人気管支喘息の成果も、

1532人と患者ではない3304人について、ゲノム全体に分布

CGMのチームワークがあってこそのものです」

する約46万個のSNPを解析した。その結果、五つのゲノム領

世界で初めて成人気管支喘息で解析
気管支が炎症を起こす気管支喘息にかかると、激しいせき

域に存在するSNPが成人気管支喘息の発症と関連しているこ
とが明らかになった（タイトル図C）
。
解析結果を見た広田研究員は、
「ここが関連していたか！」

が出たり、呼吸がヒューヒューして息苦しくなったりする。

と思わず叫んだという。
“ここ”とは、5q22のことだ。
“5”

環境要因と遺伝要因が複雑に絡み合って引き起こされ、日本

は5番染色体、
“q”は染色体の長腕（短腕はp）
、
“22”は番

人の約5％が罹患するといわれている。
「毎年2000人くらい

地のようなものを意味している。
「この領域には“TSLP ”と

の方が喘息で亡くなっています。その約90％が高齢者です」
。

“WDR36 ”という遺伝子があります。 WDR36 の詳しい機

り かん

そう語るのは、この研究を中心になって進めている広田朝光

能は分かっていませんが、TSLP はゲノムワイド関連解析を行

研究員である。
「私たちは、日本での喘息死をゼロに近づけ

う前から私たちが注目していた遺伝子です」と広田研究員。

たいと思っています」
。玉利TLと広田研究員は声をそろえる。

TSLP は、ウイルス感染、空調のカビや黄砂、タバコの煙など

気管支喘息についてのゲノムワイド関連解析は、すでに海

を感知して気道上皮細胞で強く発現が誘導される遺伝子で、

外の研究機関でも行われている。
「私たちの解析の特徴は、

免疫細胞の2型ヘルパーT細胞に働きかけてアレルギー応答を

対象を成人に限定したことです。北米や欧州の解析では、成

引き起こすことが知られている。

人だけでなく小児も対象に入っています」と玉利TL。なぜ成
人に限定したのだろうか。

「喘息の治療には、吸入ステロイド薬だけでなく、それに長
時間作用性吸入β刺激薬（LABA）を配合した製剤の方が、

「小児と成人の気管支喘息は、明らかに違います。小児は

急に症状が悪化する回数が減り、効果的といわれています。

風邪をひいたときにだけ悪化する例が多く、適切な治療に

私たちは、ステロイドとLABAを両方使うと、ステロイドを

よって治ることが多いのが特徴です。一方、成人は小児より

単独使用したときよりTSLP の発現が強く抑制されることを、

重症で、毎日きちんと薬剤を吸入しないとすぐに再発してし

気道上皮細胞を用いた実験で2011年に明らかにしました」

まうことが多いのです。病態が違うのであれば、関連してい

と玉利TL。
「TSLP を含む領域が気管支喘息に関連していて、
April 2012 RIKEN NEWS
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病態を科学的に解明し、科学的根拠のある
治療法を提示し、人類の健康に貢献することが、
ゲノム医科学研究センターの務めです。

喘息とHLA領域の関連が報告されています。また2010年に
は、HLA領域が呼吸機能の指標となる“1秒率”に関連して
いることが報告されています」と玉利TL。
思い切り息を吸い込み、力を込めて一気に息を吹き出す、こ
のような呼吸機能の検査を受けたことがあるだろう。吹き出し
た全体の量に対する最初の1秒間で吹き出した量の割合を“1
秒率”と呼ぶ。1秒率が70％未満の場合、閉塞性障害と診断さ
れる。1秒率の低下は、気管支喘息の患者さんに特徴的に見ら
れる。
「慢性閉塞性肺疾患
（COPD）でも1秒率の低下が起きる
こと、気管支喘息とCOPDの合併症も多いことから、この領域
に気管支喘息とCOPDに共通して関連する遺伝子があるのか
もしれません。これから探っていきます」と玉利TL。COPDは、
長期にわたって気道が閉塞状態になる疾患の総称で、長期の
喫煙が最大の原因といわれる。患者数が増加しており、その発
症や重症化のメカニズム解明や治療法の開発が待たれている。

玉利真由美

Mayumi Tamari

撮影：STUDIO CAC

成人気管支喘息の発症に関連している三つ目の領域が、
4q31（4番染色体長腕）である。この領域には、
“USP38 ”

横浜研究所 ゲノム医科学研究センター 呼吸器疾患研究チーム
チームリーダー

と“GAB1 ”という2個の遺伝子がある。USP38 の機能は、

たまり・まゆみ。1962年、東京都生まれ。医学博士。東京慈恵会医科大学医学部卒業。
東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター日本学術振興会研究員、同研究所ゲノム
情報応用診断部門助手、理研遺伝子多型研究センター研究員を経て、2005年より現職。

まだ分かっていない。GAB1 は、リンパ球細胞の受容体や、
炎症を引き起こすサイトカインの受容体を介した情報伝達に
関わる遺伝子で、免疫システムにおいて重要な役割を果たす
ことが知られている。

配合剤はTSLP の発現を強く抑制する作用があるという科学的

四つ目の領域が10p14（10番染色体短腕）である。ここ

根拠が示されました。配合剤が効果的に使用されることを期

は、
“遺伝子砂漠”と呼ばれる、既知の遺伝子が存在しない

待しています」

領域だ。
「10p14の中で最も関連を示したSNPから100万塩

TSLP を含む領域は、北米で白人を対象に行われたゲノムワ

基離れたところに“GATA3 ”という遺伝子があり、アレル

イド関連解析でも気管支喘息に関連しているという結果が出

ギー応答を引き起こす2型ヘルパーT細胞の分化を調整してい

ている（図1）
。TSLP は、人種を超えて気管支喘息に関連して

ます。10p14の関連領域にGATA3 の発現に関わる転写調節

いるらしい。

領域があるのかもしれません」と玉利TL。
五つ目の領域が12q13（12番染色体長腕）である。この

呼吸機能と関連するゲノム領域

領域は、
“ジーン・リッチ”と呼ばれ、遺伝子がたくさんある。

6p21（6番染色体短腕）の領域も、成人気管支喘息の発症

「ゲノムワイド関連解析で分かるのは、
“この領域にあるSNP

に関連していることが分かった。そこは“HLA領域”と呼ば

が疾患に関連している”ということだけです。その領域に複

れ、免疫システムにおいて自己と非自己の区別に重要な働き
をするヒト白血球型抗原（HLA）や、免疫応答に関連する多

図1 気管支喘息とアレルギー疾患のゲノムワイド関連解析

くの遺伝子が存在する。
「欧州の研究グループからも気管支

4

人種を超えて共通のゲノム領域や遺伝子もある一方で、人種固有のも
のもある。複数の疾患に共通して関連しているゲノム領域や遺伝子も
ある。気管支喘息やアトピー性皮膚炎に関連するゲノム領域には、感
染や炎症に関わる免疫応答遺伝子が数多く含まれている。

疾患名

集団

疾患に関連している領域にある遺伝子

気管支喘息

欧州 メタ解析

HLA-DQ

GSDMA/GSDMB

IL18R1

IL33

気管支喘息

北米 メタ解析

PYHIN1

GSDMB

IL1RL1

IL33

TSLP

気管支喘息

日本 成人

HLA/NOTCH4

IKZF4

USP38/GAB1

GATA3 下流

TSLP

気管支喘息

日本 小児

HLA-DPA1/HLA-DPB1 C8orf85/SLC30A8

気管支喘息

オーストラリア C11orf30/LRRC32

アレルギー性鼻炎

欧州

好酸球性食道炎

北米

アトピー性皮膚炎

欧州

C11orf30/LRRC32

アトピー性皮膚炎

中国

FLG

TMEM232/SLC25A46

TNFRSF6B/ZGPAT

アトピー性皮膚炎

欧州 メタ解析

OVOL1

ACTL9

KIF3A/IL4/IL13
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P<0.05/1,000,000 SNPs ＝ 5×10

−8

SMAD3 IL2RB

IL6R

C11orf30/LRRC32
TSLP

数の遺伝子がある場合、どれが関連しているかは、一つ一つ

ゲノム医科学研究センターとして臨床の現場、

調べていくしかありません。しかし、私たちだけですべての

そして患者さんを意識した研究を

候補遺伝子を調べることはできません」と広田研究員。
「私

していかなければならないと思っています。

たちの論文を見て、世界各地の研究者が、その領域に含まれ
る遺伝子について詳しい検証を始めていることでしょう。数
年たてば検証結果が次々と発表され、成人気管支喘息に関連
する重要な遺伝子が分かってくると期待しています」
今回明らかになった成人気管支喘息と関連するゲノム領域
は、欧米の報告と共通するものがある一方、新規のものもあ
る。広田研究員は、
「同じ疾患名が付いていても、人種によっ
て生活環境も違い、病態も異なりますから、関連している遺
伝子も違うでしょう。研究の成果を日本で臨床に活かすため
には、日本人について知らなければならないのです」と言う。
論文として発表されたゲノムワイド関連解析の結果は、NIH
（米国国立衛生研究所）のホームページで誰でも自由に見るこ
とができる。
「解析データには、病態を解明するための“宝”
がたくさん埋まっています。例えば、成人気管支喘息との関
連が明らかになった12q13領域は、円形脱毛症やⅠ型糖尿病
との関連も報告されています。別な疾患を対象としている研
究者が見ると、思わぬ発見があったりします」と玉利TL。

広田朝光

撮影：STUDIO CAC

Tomomitsu Hirota

横浜研究所 ゲノム医科学研究センター 呼吸器疾患研究チーム
研究員
ひろた・ともみつ。1976年、神奈川県生まれ。歯学博士。鹿児島大学歯学部卒業。同
大学院博士課程修了。2006年より理研遺伝子多型研究センターリサーチアソシエイト
を経て、2010年より現職。

喘息死をゼロに近づけたい
喘息の重症患者さんを救い、喘息死をゼロに近づけたい。
こう さん きゅう せい ふく び くう えん

そのために、呼吸器疾患研究チームでは、好酸球性副鼻腔炎
の研究も行っている。好酸球性副鼻腔炎とは、白血球の一種

ません。その結果を予防につなげていきたいと思っています」

科学的根拠のある有効な治療法を

である好酸球によって副鼻腔に炎症が起きる疾患である。
治療効果の高い吸入ステロイド剤が普及し、成人気管支喘

呼吸器疾患研究チームでは現在、アトピー性皮膚炎のゲノ
ムワイド関連解析を進めている。

息の患者さんのうち90％の人は、症状をうまくコントロール

アトピー性皮膚炎の発症には“フィラグリン（FLG ）
”とい

できている。しかし、10％の人は症状をなかなか抑えること

う遺伝子が関連していることが報告されている（図1）
。FLG

ができず、年々少しずつ悪化していく。
「重症の気管支喘息

は皮膚の保湿に関わる遺伝子だ。
「お風呂上がりにワセリンを

の患者さんを調べると、好酸球性副鼻腔炎を合併している人

塗る、というのは科学的根拠のある有効な治療法です。また

が多いことが分かったのです」と玉利TL。

現在では皮膚科で標準治療を受ければ多くのアトピー性皮膚

好酸球性副鼻腔炎は1990年代後半から増加傾向にある。

炎は、うまくコントロールできる時代になりました。私もア

これは、喘息治療に吸入ステロイドが普及した時期と一致す

トピー性皮膚炎で苦しみましたから、科学的根拠に基づいた

る。好酸球性副鼻腔炎の治療には内服ステロイドが有効であ

予防法や、難治性の症例に対してより有効な治療法を示した

る。喘息治療にステロイドの内服薬を使っていたときは、好

いと思っています」と玉利TL。
「まだ解析中ですが、今回の

酸球性副鼻腔炎も抑えられていたのだろう。しかし、吸入ス

ゲノムワイド関連解析によって“掻いてはいけない”ことの

テロイドは口から吸って口から吐くために、鼻には届かない。

科学的根拠の一端を示せるかもしれません」

そのことが好酸球性副鼻腔炎の増加に関連している可能性が

玉利TLは、多くの医療機関との共同研究を進めている。
「臨

ある。
「好酸球性副鼻腔炎は耳鼻科、気管支喘息は呼吸器科と、

床の現場にいると、何をすべきなのか、何が重要なのかが

診断・治療が分かれているために、これまで見過ごされてい

見えてきます。現場の先生方と交流することで、患者さんの

ました。喘息の重症化の予防には耳鼻科と呼吸器科の連携し

ニーズに合わせた研究を行い、医学に貢献ができると信じて

た治療が必要なことを、広く伝えていきたいと思います」

います」

広田研究員は、
「アスピリンなど非ステロイド性抗炎症薬



（取材・執筆：鈴木志乃／フォトンクリエイト）

の服用によって起きるアスピリン喘息は重症化することが多
く、その病態解明は急務です」と指摘する。
「今回の成人気
管支喘息のデータをアスピリン喘息の有無に注目して解析す
ることで、アスピリン喘息の病態を明らかにできるかもしれ

関連情報

2011年8月1日プレスリリース
ぜんそく

「成人気管支喘息の発症に関わる5つのゲノム領域を発見」
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研究最前線

体の中の分子を観て、
脳の再生に貢献する
生きている動物や人間の体の中で、

損傷前

A：リハビリの様子
脊髄損傷により、指で物をつまむことので
きなくなったサルのリハビリ。約3ヶ月後に
は、機能が回復した。（写真は左側の脊髄損
傷の例で、左手の動きに麻痺が生じている）
ま

特定の分子が働いている様子を画像化する
分子イメージング。

B：運動野の活動の変化

その有力な手段の一つが、
PET（陽電子放出断層画像法）だ。
理研神戸研究所 分子イメージング科学研究センター（CMIS）
分子プローブ機能評価研究チームの
お の え

尾上浩隆チームリーダーたちは、

脊髄損傷の
リハビリにおける
脳活動の変化

脳の分子イメージングにより、
こうそく

脳梗塞や脊髄損傷、パーキンソン病など
脳疾患に対する再生医療に
貢献しようとしている。

無麻酔下のサルをPETで測定したパイオニア

麻痺した右手を動かすため
に、 回 復 初 期 か ら、 本 来、
運動指令を送っていた左脳
の運動野に加え、反対側の
右脳の運動野にも活動が見
られる。さらに機能が回復
すると、本来の左脳の活動
が高まり、右脳の活動はほ
とんど見られなくなる。
（写
真は右側の脊髄損傷の例で、
右手の動きに麻痺が生じて
いる）

が現れました。それでは、本来の脳機能を測っていることに

尾上浩隆チームリーダー（TL）は1989年、大阪バイオサ

はなりません。ストレスをなくすためには、サルをリラック

イエンス研究所の睡眠研究グループに加わり、サルを使った

スさせる必要があります。それには、実験者とサルとのコ

実験に携わるようになった。当時、同研究所では、現CMIS

ミュニケーションがとても大切でした」

やす よし

の渡辺恭良センター長がPETを使った研究を進めていた。
「あ

サルを扱うコツは？「サルが威嚇してくることがあります。

るとき、渡辺先生に“サルの脳を、麻酔をかけずにPETで観

実はそのとき、サルは人をやっつけようとしているのではな

たい”と相談され、挑戦することにしました」

く、逆に身の危険を感じて怖がっているのです。そのことを

PETで生体内の特定の分子、
“ターゲット分子”を観る場合、

理解できるようになると、サルのことが分かってきます。サ

そのターゲット分子とだけ結合する分子に標識（放射性同位

ルは人のことをよく見ています。
“この人ならば安心だ”とい

体）を付けた“分子プローブ”をつくる。それを体内に投与

う信頼関係を築く必要があります」

し、放射性同位体の崩壊に伴うガンマ線を測定することで、

尾上TLたちは1994年、無麻酔下のサルをPETで測定する

ターゲット分子がどこに、どれくらい存在しているのかを画

ことに世界で初めて成功した。
「現在でも、この測定ができ

像化することができる。例えば、脳の神経細胞は活動すると

るのは、当時共同研究を行った(独)放射線医学総合研究所と浜

きにグルコース（ブドウ糖）をたくさん消費するので、グル

松ホトニクス㈱くらいです」

コースの類似体に放射性同位体を付けた薬剤を投与すること
で、神経細胞の活動をPETで測定することもできる。

脳内を観ながら効率的にリハビリを行う

「PET測定する際には頭を固定する必要があるため、サルで

尾上TLは2006年、CMISの前身である理研分子イメージン

実験するときは麻酔をかけていました。ところが、麻酔をか

グ研究プログラムに分子プローブ機能評価研究チームを立ち

けると脳の活動も抑えられてしまうなどの影響が出てしま

上げた。
「CMISには新しい分子プローブを開発しているチー

い、本来の脳の機能を観ることが難しくなります。そこで無

ムがあります。開発した新しい分子プローブが生体内できち

麻酔で測定することが望まれていたのです」

んと働くのかを確かめ、ターゲット分子に届かない場合にはそ

尾上TLはまず、サルの頭を固定する独自の装置を開発し
た。
「実際に測定してみたところ、頭を固定されたサルは大き
なストレスを感じてしまい、脳の活動が低下するなどの影響
6
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の原因を明らかにして、新しい分子プローブづくりに役立つ情
報を得ることが、私たちのチームの重要な仕事の一つです」
生体内のさまざまな分子の様子を測定することで、何が可

14日後

リハビリ開始7日後

回復後期

回復初期
右脳

左脳

99日後

C：運動野と大脳辺縁 回復初期
系の活動

大脳辺縁系の活動

運動野の活動
左脳

右手のリハビリにおける
回復初期には、左右両脳
側坐核
の運動野に加えて、左脳
の大脳辺縁系(側坐核)に
も活動が認められる。こ
の左脳の大脳辺縁系の
左脳
活動は、回復が進むにつ
れ て、 本 来、 運 動 指 令
回復後期
を送っていた左脳の運動
野の活動と強い相関を示
す。
（写真は右側の脊髄
側坐核
損傷の例で、右手の動き
に麻痺が生じている）

右脳

能になるのか。
「私たちは、無麻酔下のサルのPET測定法など

うな時々刻々と変化する回復過程における脳内の神経ネット

を駆使して、脳の機能回復や再生医療に貢献するさまざまな

ワーク再編の仕組みが、PETによって初めて分かってきました」

研究を進めています。ここでは、二つの研究を紹介しましょう」

さらに2011年、尾上TLたちはリハビリの過程で、やる気

一つ目は、リハビリによって運動機能が回復するときに、

や報酬に関係する大脳辺縁系の側坐核などが活動することを

脳内で何が起きているのかを調べる研究だ。尾上TLたちは、

発見した。
「どうして大脳辺縁系が活動するのか、最初は分

自然科学研究機構 生理学研究所の伊佐 正教授、西村幸男准

かりませんでした。リハビリ訓練をしたサルに報酬として餌

教授や浜松ホトニクス㈱中央研究所PETセンターと共同で、

を与えるので、活動するのかもしれないと思いました。しか

脊髄損傷により手の指で物をつまむことができなくなったサ

し、さらに詳しく調べてみると、リハビリにより運動機能の

ルを対象に、リハビリの過程で脳内にどのような変化が起き

回復が進むほど、本来、運動指令を送る側の運動野と大脳辺

るのかを、PETで調べた（タイトル図）
。

縁系の活動が、強い相関を示すことが分かりました（タイトル

例えば右手に運動指令を送るのは、本来は左脳の運動野だ。
「しかしリハビリを始めた初期段階で、左脳だけでなく右脳の
運動野にも活動が見られました（タイトル図B）
。初めは、右手
がうまく動かないので、もどかしくて左手も動かし、そのた
め右脳にも活動が見られるのだろうと考えていました」

右脳

そく ざ

。もしかすると運動野の神経ネットワークが再編して運
図C）
動機能が回復していくとき、大脳辺縁系からそれをサポート
する信号が出ているのかもしれません」
脳梗塞や脊髄損傷で体が動かなくなった患者さんは、とて
も大きなショックを受け、強い抑うつ状態になる場合がある。

右脳の運動野の役割を確かめるため、尾上TLたちは回復初

また、リハビリによる効果がなかなか目に見える形で現れな

期に薬剤で右脳の活動を抑えた。すると、それまでできるよ

いため、やる気を失ってしまうケースもある。そのような精

うになっていた右手の運動機能が再び損なわれてしまった。

神状態が回復を遅らせる可能性がある。

「この結果から、回復初期には右脳の運動野も、右手を動かす

「PETを用いたサルの実験などにより、リハビリで脳が回復

ことに必要なことが分かりました。本来使われていなかった

する過程を詳しく解明できれば、人のリハビリ現場で脳の回

右脳からの運動指令が、運動機能を回復させるとともに、本

復が進んでいるかどうかをチェックすることができるようにな

来の左脳運動野の神経ネットワーク再編を促すと考えられま

ります。また、効果が表に現れていなくても、脳が回復して

す。そして運動機能がさらに回復すると、左脳の活動がより

いることが分かれば、リハビリしている本人のやる気は高まり

活発化し、右脳の活動はほとんど見られなくなります。このよ

ます。そのためには、人のリハビリ現場において、より簡易な
April 2012 RIKEN NEWS

7

私たちは、実際のリハビリや医療の現場で
役立つことを目指して、研究を進めています。

を進めている。パーキンソン病は手足の自由が利かなくなる
脳の病気だ。手足を動かすとき、脳内では神経細胞がドーパ
ミンという物質をやりとりすることで信号が伝わる。脳の黒
質という部位で加齢とともに神経細胞が死んでいき、ドーパ
ミンが不足することでパーキンソン病が発症する。
「現在は、ドーパミンのもととなる物質を投薬することで、
不足したドーパミンを補う治療が行われています。治療開始
当初は効果が高いのですが、治療を続けていくと投与量を増
やさなければ効かなくなり、これが長期に及ぶと、手足がく
ねくねと勝手に動いてしまうジスキネジアと呼ばれる不随意
運動などの副作用が現れる恐れもあります」
健常な脳内では、神経細胞が適切な濃度のドーパミンを分
泌し、過剰なものは再び取り込む。一方、ドーパミンを外部
から投与する治療では、濃度を適切に保つことが難しい。
「そ
もそもこの治療では、ドーパミンを分泌する神経細胞が死ん
でいくことを食い止めることはできません。そこで、一部で

尾上浩隆

撮影：奥野竹男

Hirotaka Onoe

は中絶胎児の細胞を移植する治療も行われてきました。しか
し、これは倫理的な問題に加え、移植に最適な細胞を確保す

神戸研究所 分子イメージング科学研究センター
分子プローブ機能評価研究チーム
チームリーダー

ることが難しいという問題がありました」

おのえ・ひろたか。1960年、東京都生まれ。薬学博士。東京薬科大学薬学部卒業。大
阪バイオサイエンス研究所 研究員、東京都神経科学総合研究所 主任研究員などを経て、
2006年、理研分子イメージング研究プログラム チームリーダー。2008年より現職。

ミン細胞をつくり出す研究が行われている。
「最近、その研

iPS細胞研究所では、iPS細胞から移植に最も適したドーパ
究は、ほぼ最終段階に近づいてきたようです」
細胞移植のもう一つの問題点は、移植した細胞が脳内でき
ちんと機能しているかどうか確かめることが難しかったこと

方法で脳の状態を調べる技術を開発する必要があります。さ

だ。
「ドーパミンをつくるときに働く酵素や、再取り込みを行

らに、大脳辺縁系がどのように運動野の回復に関与するのか

うときに働くトランスポーターというタンパク質にそれぞれ結

を詳しく解明できれば、精神状態の改善を担当する神経内科

合する分子プローブにより、移植した細胞が分化・生着して

医と、身体機能の改善を担当する理学療法士が連携して、よ

ドーパミンをつくっているか、過剰なものの再取り込みを行っ

り効果的なリハビリを図っていくことも可能になるはずです」

ているかを、PETで確かめることができます。さらに別の分子

iPS細胞でパーキンソン病を根本的に治療する

せい ちゃく

しゅ よう

プローブを使うと、移植した細胞が腫瘍化していないか、炎
症が起きていないかなど、安全性も確かめることもできます」

二つ目は、細胞移植による脳の再生医療の効果を調べる研

尾上TLと京都大学再生医科学研究所の共同研究グループ

究だ。脳では通常、損傷した部位に新しい神経細胞が補われ

は、薬剤によりパーキンソン病の症状を再現したサルを用い

ることがほとんどない。そこで近年、さまざまな組織の細胞

て、ヒトES細胞（胚性幹細胞）やヒトiPS細胞からつくった

に分化する能力を持つiPS細胞（人工多能性幹細胞）を用いた

細胞を移植する治療の効果を確認する実験を始めている。
「サ

細胞移植による脳の再生に、大きな期待が集まっている。尾

ルの脳に移植した細胞が分化・生着し、ドーパミンをつくっ

上TLたちは、京都大学iPS細胞研究所の高橋 淳准教授らと共

ていることをPETで確認しました（図1）
。また、標識合成に

同で、パーキンソン病の根本的な治療法の開発を目指す研究

携わる研究者の方々と協力して、脳内の炎症を捉えることの

図1 細胞移植を行ったパーキンソン病
モデルサル
ドーパミンがつくられている部位が赤色で示
されている。ヒトES細胞からつくった細胞を
移植したパーキンソン病モデルサルの12ヶ月
後の脳内では、正常なサルと同様にドーパミ
ンがつくられていることが確かめられた。

正常
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パーキンソン病モデルサル

細胞移植12ヶ月後

できる新しい分子プローブの開発にも成功しました。今後3
〜5年かけてサルを用いた実験を進めて治療効果や安全性を
確かめ、その後、ヒトに対する臨床試験へ進むことを目指し
ています」
。将来のヒトに対する移植治療の現場でも、移植
した細胞がきちんと機能しているかどうか、PETにより確か
めることが有効だ。
「その技術を確立し、臨床の現場に普及
させていくことも私たちの重要な役割だと考えています」
図2 PETによるマウスの脳活動の測定

無麻酔下のマウスのPET測定に成功
遺伝子改変技術により、さまざまな疾患のモデルマウスが
つくり出されている。それらのマウスの脳をPETで測定する
ことができれば、生命科学や医学が大きく進展するはずだ。

左図の青色は脳の活動が低く、赤色は高いことを示している。麻酔を使用する
と脳の活動が低下する（下）
。分子プローブ機能評価研究チームは、無麻酔下で
マウスをPETで測定することに世界で初めて成功した（上）
。
右図は、認知症モデルマウスと正常老齢マウスの脳活動をPETで比較解析し
た結果。認知症モデルマウスは、赤く示した側坐核で活動が低下していること
が分かった。

「ただし、普通はマウスの脳をPETで測定しようとは誰も考え
ません」
。なぜなら、PETの約1.3mmという空間分解能に比

母
父

べてマウスの脳が小さ過ぎるからだ（直径約1cm）
。ニホンザ
ルなどマカク属のサルの脳は握り拳くらいの大きさがあるが、

子

マウスでは小指の先ほどしかない。
「それでもマウスに挑戦す
る気になったのは、CMISの優れたスタッフたちが、質の高い
PET画像を得るためのさまざまな工夫をしていたからです」
問題は、マウスの脳が小さいことだけではない。
「実はサル
以上にマウスは神経質でストレスを感じやすく、無麻酔での
測定が難しいのです。マウスから見ると人は巨大怪獣のよう

図3 マーモセットの親子とPET装置
ウイルスベクターを利用してマーモセットの特定の遺伝子発現を抑制する方法
が確立されている。PETによる分子イメージングは、動物を生かしたまま、遺
伝子発現の場所や程度を特定するために必要不可欠な技術となっている。

なもの。人に触れられるだけで死の恐怖を感じるのでしょう」
マウスがストレスを感じないように扱うノウハウを築いた
り、マウスの頭を固定したまま、気付かれないように分子プ

てもらえるまでになりました」

ローブを投与するための新しい装置を開発したりするなど、

2009年には、実験動物中央研究所の佐々木えりか博士や

3年間に及ぶ試行錯誤が繰り返された。こうして2010年、無

慶應義塾大学の岡野栄之教授たちが、遺伝子改変マーモセッ

麻酔でのマウスのPET測定法が確立された（図2左）
。

トをつくることに成功した。
「岡野先生たちは現在、遺伝子改

「順天堂大学の本井ゆみ子准教授らが開発した認知症モデ

変技術を用いてパーキンソン病やアルツハイマー病の疾患モ

ルマウスの脳をPETで解析していた水間 広研究員がある日、

デルマーモセットをつくろうとしています。それらのマーモ

解析結果を持ってきました。私は思わず“うそだろう”とつ

セットが生まれたら、CMISに連れてきてPETによる測定を行

ぶやきました。それは側坐核で活動が低下していることを示

い、治療法の開発を目指した共同研究を行う予定です」

す画像でした（図2右）
。私はここまで詳細に解析できること
が信じられなくて、もう一度、最初から解析をやり直すよう

分子イメージングを根付かせたい

にお願いしました」
。その解析結果が正しいことは、解剖した
脳組織を顕微鏡で詳細に観察することでも確かめられた。

「体の中で何が起きているのか。それをPETなどにより分子
レベルで画像化する分子イメージングは、生命科学や医学に

尾上TLたちは、無麻酔下のマーモセットのPET測定も始め

おいてまだ十分に根付いていません。この技術をさらに普及

ている（図3）
。マーモセットは、体長30cmほどの小型の霊

させるためには、多くの有用な新しい分子プローブを開発し

長類で、ヒトと類似した社会生活を営み、成熟が早く繁殖能

て、PETによって観ることのできる分子をどんどん増やして

力に優れるなど、実験動物として有利な特徴を持つ。
「マー

いく必要があります。MRI（核磁気共鳴画像装置）などほか

モセットは、脳の高次機能の研究など脳科学に大変重要で

の技術との情報の共有や融合を行うことで、生体内のさまざ

す。今後の分子イメージング研究には欠かせないものと考え、

まな分子の時空間的な挙動を明らかにすることができます。

分子イメージング研究プログラム設立当初から計画に盛り込

生きた体を丸ごと観て、臓器間の分子を介したコミュニケー

み、繁殖が可能な飼育施設を立ち上げました。マーモセット

ションをしっかり理解できるように、研究を進めていきたい

を使うのは、私にとっても理研にとっても初めての経験でし

と思います」と尾上TL。
分子イメージングが、生命科学や医学を進展させ、病気に

た。担当した横山ちひろ研究員や川㟢章弘テクニカルスタッ
フは苦労の連続でしたが、今では100頭以上のマーモセット

苦しむ多くの人たちに福音をもたらすことを期待しよう。

が飼育され、CMISだけでなく理研内のほかの研究者にも使っ
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理研発の技術で医療革命を起こす
理研ベンチャー上場第1号、
藤原正明 ㈱カイオム・バイオサイエンス社長に聞く

2011年12月20日、理研ベンチャーの㈱カイオム・バイオサイエンスが東京証
券取引所マザーズ市場に上場し、理研ベンチャー上場第1号となった。
「理研ベンチャー支援制度」は、理研から生まれた研究成果や技術を社会に普及
させることを目指して1996年に設けられた。理研ベンチャーに認定されると、特

りました。そこで、ADLibシステムの
実用化を担う社長を探すことになった
わけです。その人材要件は、研究開発
や海外赴任の経験、知的財産権・契約
関連業務や組織運営の知識・経験を
持っていることでした。当時、自分で
は専門性に欠けることが弱点だと思っ
ていたのですが、それらの条件を私が
満たしていたそうです。

許権などの実施許諾における優遇、理研との共同研究において必要なスペース・
研究設備などの使用、理研の職員として研究に携わりながらベンチャー企業との
兼業や出向の許可、などの支援措置を受けることができる。

くにひろ

㈱カイオム・バイオサイエンスは、理研の元准主任研究員である太田邦史 東京
ア ド リ ブ

大学教授たちが、理研で開発した新しい抗体作製法「ADLib（Autonomously
Diversifying Library）システム」を発展させ、製薬企業と抗体医薬品の共同開発
を行っている。目指すのは医療革命だ。
上場までの道のりと今後の展望を、藤原正明社長に聞いた。

■ビジョンを描く
──起業を決断されたポイントは。
藤原：この ADLibシステムがもし本物

であれば、医療革命を起こせるのでは
ないか。それなら、自分の残りの人生
を賭てもいい、と思ったのです。
マウスやラット体内に抗原を注射し
て抗体をつくらせる従来の方法では、

■ADLibシステムとの出合い

支援するコンサルタントや臨床開発を

必要な抗体をつくるのに7〜16週間ほ

──まず、ご経歴をお聞かせください。

支援する企業の部門長を経験しました。

どかかりますが、ADLibシステムだと

藤原：1987年、中外製薬㈱に研究者と

──ADLibシステム（図）との出会いは。

最短10日間でつくれます（図）
。その抗

して入社し、バイオ医薬品の開発に携

藤原：2004年7月、コンサル時代の後

体はニワトリのものですが、最初から

わりました。その後、バイオベンチャー

輩から投資会社の㈱ファストトラック

完全ヒト抗体をつくり出す技術に変え

との共同研究の窓口、研究テーマの立

イニシアティブの芦田耕一さんを紹介

ることができれば、そのまま抗体医薬

案や技術評価など、研究戦略に関わる

され、ある技術の評価を依頼されまし

として用いることができ、医療に大き

仕事をしました。さらに米国の子会社

た。それがADLibシステムでした。

な変革をもたらすことができます。

に4年間赴任し、ベンチャー企業など

──ADLibシステムの第一印象は。

を訪問して面白い技術を発掘しては、

藤原：“これがほんまやったら、すご

どの感染症対策です。新型インフルエ

日本の研究所に報告していました。帰

い！” と思いました。それほど画期的

ンザが大流行した場合、世界で膨大な

国後は、技術導入のために知的財産権

な技術だったのです。実は、太田邦史

数の命が奪われる恐れがあります。新

や契約を扱う仕事にも携わりました。

先生は、ある企業にADLibシステム実

しいワクチンをつくるには半年かかる

いろいろな経験をさせてもらったので

用化の話を持ち掛けたそうです。しか

ので、それでは流行を食い止められま

すが、専門性に欠けることが悩みでし

しうまくいかなかったので、大学院時

せん。ADLibシステムならば、10日ほ

代の級友の芦田さんに相談され、その

どで新型インフルエンザの抗体医薬を

結果、ベンチャー企業を興すことにな

つくり、多くの人々の命を救うことが

たね。
そこで転職を決意し、医薬系企業を

その一つが、新型インフルエンザな

できるはずです。
二つ目は、究極のオーダーメイド医
図 ADLibシステムの原理
①試験管の中で、ニワトリ由来
の培養細胞DT40の遺伝子組換
えを活性化し、さまざまな抗体
を持つ細胞群をつくる。
②特定の抗原を付けた磁気ビー
ズで、その抗原に結合する抗体
を持つ細胞だけを取り出す。
③それを培養して、特定の抗体
を持つ細胞を、最短10日間で
得ることができる。
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療の実現です。現在の医薬はすべての

DT40
組換え活性化

人に効果があるとは限りませんが、す

①

べての患者さんに効果のある医療を提
供できると思ったんです。
抗原
抗体

③

──現在、遺伝子のタイプなどを調べて、

②
磁石
抗原を結合させた
磁気ビーズ

その人に適した薬を選ぶオーダーメイド
医療が目指されています。
藤原：現在のオーダーメイド医療を衣

服に例えれば、体の寸法を測り、サイ

ズの合う既製服を選ぶようなものです。

飛び火して次々と人が辞め、やがて当

そうではなく、患者さん個々に最大の

時の管理部門の人は誰もいなくなって

治療効果をもたらし副作用のないオー

しまいました。2008年の前半のこと

ダーメイドの薬をADLibシステムで新

です。

撮影：STUDIO CAC

たにつくり、治療する、というもので
す。現在の医薬はすべての人に効果が
あるとは限らず、最悪の場合は患者さ

■自社にしかできない抗体で
V字回復、上場を果たす

んに副作用だけを与えてしまうケース

──その窮地から、どのようにして業績を

があります。例えば私が将来がんにか

V字回復させたのですか。

かった場合、ADLibシステムで私のが

藤原：受託事業の中には、従来の方法

ん細胞に最も効果のある抗体を10日ほ

でもつくることのできるターゲットが

4

4

4

どでつくれば、究極のオーダーメイド

ありました。そのような場合は競争に

医療が実現できると考えています。

なるので、他社との値引きに巻き込ま

ADLibシステムに出合ったとき、こ

れるケースがありました。これでは

ふ じ わ ら ま さ あ き

藤原 正明

株式会社カイオム・バイオサイエンス 代表取締役社長

1961年、兵庫県生まれ。農学修士・獣医師。東京
大学大学院農学系研究科修士課程修了。中外製薬
㈱、プライスウォーターハウスクーパースコンサ
ルタント㈱（現・日本アイ・ビー・エム㈱）
、クイ
ンタイルズ・トランスナショナル・ジャパン㈱
データマネジメント部ディレクターを経て、2005
年2月より現職。

のような医療革命をビジョンとして描

ADLibシステム本来のポテンシャルが

くことができました。私も身内ががん

棄損されてしまいます。そこで、私た

を患い、つらい体験をしました。ぜひ

ちにしかできない、価値の高い抗体だ

医療革命を起こしたいと考え、起業を

けをつくることにしたのです。そのた

決意しました。

めに受託事業を凍結して、半年間、技

できるようになり、大手製薬企業と抗

──2005年1月に理研ベンチャーに認定

術改良に専念する決断をしました。

体医薬の共同研究を行う事業をスター

され、翌月に創業されました。

従来法では、マウスなどに抗原を投

トすることができました。

藤原：私は創業前に理研ベンチャーの

与して、体内で抗体をつくります。た

──今後の展望は。

認定を受けることにこだわりました。

だし体内には、自分自身の体をつくる

藤原：上場で得た資金をもとに、ヒト

生まれたてのベンチャーにとって、理

生体分子を攻撃する抗体を排除する、

抗体を10日でつくるための「完全ヒト

研のブランド力は魅力です。普通なら

免疫寛容という仕組みがあります。

ADLibシステム」の構築に力を注ぎ、

一方、ADLibシステムは、試験管の

医療革命を目指します。2014年までに

の人と交渉しやすくなりました。また、

中で抗体をつくるので免疫寛容が働か

は、実用化レベルのシステムを完成さ

設立当初は、太田先生自身にかなりの

ず、動物種間で相同性の高いヒトの生

せる予定です。2010年代後半には、新

時間を割いて関与してもらう必要があ

体分子に対する抗体をつくることが可

型インフルエンザ対策を可能にしたい

りました。理研の研究者が理研ベン

能です。その中で、病気の原因となる

と思います。

チャーとの兼業や出向を許可する制度

生体分子を攻撃する抗体は、抗体医薬

は必須でした。

の候補物質となるため、価値がとても

ば面談してもらえない大手企業や大学

■理研にしかできない研究を

──設立当初、どのような事業を行った

高いのです。また、生きた細胞を用い

──どのような基礎研究がイノベーショ

のですか。

て、細胞膜を複数回貫通する膜タンパ

ンにつながるのでしょうか。

藤原：資金を早期に獲得するため、主

ク質のように複雑な構造をした物質に

藤原：基礎研究の成果が、ビジョンを

に大学の先生向けに、必要な抗体を提

対しても、抗体を簡便につくれる方法

描けるものかどうかが重要です。ただ

供する受託事業を始めました。しかし、

を確立しました。これも、大きな成果

し、最初から応用を意識し過ぎると独

先生からの厳しい条件を満たす抗体が、

でした。

創性に欠け、イノベーションにつなが

技術改良などの研究開発を推し進め

らないと思います。太田先生も、遺伝

る一方で、その後の事業推進に対応で

子組換えの活性化によりさまざまな抗

きる組織を再構築するため、ベンチャー

体ができたら面白いという遊び心が、

そして必要な抗体を取り出す方法が未

企業で社長を務めた経験を持つ清田圭

ADLibシステムを開発する出発点だっ

熟だったのです。結果として必要な抗

一さんに取締役に就任してもらい、人

たそうです。理研にはこれからもぜひ、

体がなかなか取れず、やがて研究員た

事制度や組織体制を刷新しました。

理研にしかできない、とがった研究を

なかなか作製できないケースもありま
した。
抗体の多様性が不十分だったこと、

ちがADLibシステムに不安を持つよう

こうして、従来法では作製が難し

になりました。その不安が管理部門に

かったさまざまな抗体をつくることが

進めていただきたいと思います。
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ニワトリの胚で細胞の形態変化の仕組みを探る
受精卵が分裂を繰り返し、体がつくられていく発生初期段

階の個体を胚という。この胚には、大きく分けて2種類の
形の細胞がある。一つは円柱形で細胞同士がシート状に規
則正しく並んでいる上皮細胞。もう一つは不規則な形で自
か ん じゅう し き
由に動き回れる間充 織 細胞だ。
「胚の発生過程では、同じ

細胞が上皮と間充織の間で相互に形を変えます。上皮細胞
が間充織細胞へと変化する現象は、特に“上皮-間充織転換
（EMT）
”と呼ばれています（図1）
。私たちはEMTのメカ
ニズムを、ニワトリの胚を使って探っています」と語るの
は、理研神戸研究所 発生・再生科学総合研究センター
（CDB）初期発生研究チームの仲矢由紀子研究員だ。EMT
はがんの転移でも起きるため、この研究はがん治療薬の開
発にも役立つと期待されている。

仲矢由紀子

神戸研究所
発生・再生科学総合研究センター
初期発生研究チーム 研究員

なかや ゆきこ／1964年、北海
道生まれ。バイオサイエンス
博士。神戸学院大学栄養学部
卒業。三菱化学ビーシーエル
（現・三菱化学メディエンス）
などを経て、奈良先端科学技術
大学院大学 バイオサイエンス
研究科博士課程修了。2008〜
11年、理研基礎科学特別研究
員、2011年より現職。

仲矢：上皮細胞が間充織細胞へ転換するとき、細胞同士の

接着が消失して分離する必要があります。これまで、その
メカニズムが詳しく調べられてきました。実は、EMTが起
きるにはもう一つ必須なことがあります。上皮細胞は細胞
外の基底膜の上にシート状に並んでいます（図1）
。その基
底膜が分解する必要があるのです。しかし、その現象は培
養細胞を使った研究では再現しにくく、研究が進展してい
ませんでした。私はそこに着目しました。
──どのようにアプローチしたのですか。
仲矢：細胞の形は微小管など、細胞骨格と呼ばれる繊維状

のタンパク質によって維持されています。培養細胞を使っ
ロ

ー

た研究で、RhoAというタンパク質が細胞骨格を介して細
胞の形を制御していることが示唆されていました。しかし、
実際の体の中でRhoAがどのように機能しているのかは分
かっていませんでした。
そこで、ニワトリの初期胚にRhoAを過剰発現させてみ
たのです。すると原腸陥入がうまく進みませんでした。原
腸陥入では、エピブラストと呼ばれる上皮細胞が、間充織
細胞へ転換するEMTを経て胚内部へ潜り込み、中胚葉細胞
に分化します（図2）
。その後、目的の場所へと移動し、骨
格や筋肉、心臓や血管などの細胞に最終分化します。私た
ちは原腸陥入におけるEMTとRhoAの関係を調べました。

■ EMTのメカニズムに迫る
──EMTの研究はどのように進んできたのですか。

■ がん治療薬開発に期待

仲矢：EMTは1980年代の中ごろに、ニワトリの初期胚で観

──どのようなことが分かったのですか。

察された現象です。その後、EMTががんや線維症と関連す

仲矢： 2008年、エピブラスト（上皮細胞）にRhoAを過剰

ることが示唆され、さまざまながん細胞の培養細胞を使っ

に発現させると、EMTが起こる際に基底膜が分解されなく

た研究が進められてきました。その結果、EMTで働く重要

なることを突き止めました。さらに微小管をばらばらにす

な分子機構が明らかにされています。しかし、実際の体の

る薬に胚を浸すと、基底膜が分解されることも分かりまし

中でEMTがどのような機構で進むのか、よく分かっていま

た。これらの 実 験 から予 測し たEMTの 過 程 が 図3で す。

せん。そこで、ニワトリ胚を使って研究しています。

EMTが起こる前、上皮細胞の基底面でRhoAが微小管を安
定化させて、基底膜の維持に関わっています。そして間充
織細胞へ転換していくとき、RhoAが基底面からなくなっ

──なぜ、ニワトリを使うのですか。
仲矢： 私たちの研究室では、体の基本構造となる三胚葉
げん ちょう かん にゅう

（外・中・内胚葉）が形成される「原 腸陥入 」について研
究しています。EMTはこの原腸陥入のときに起きます。マ
ウスなどの哺乳類では、発生が子宮の中で進むので原腸陥
入の過程を観察することはとても難しいのですが、ニワト

頂端面

上皮−
間充織転換
(EMT)

上皮細胞

間充織細胞

リの場合、発生は卵の中で進むため観察しやすいのです。
しかも、ニワトリの卵は安価なので実験にとても便利です。

基底面
基底膜

──培養細胞を使った研究で、どのようなことが調べられてい
たのですか。
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図1 上皮−間充織転換（EMT）
上皮細胞は円柱形で、細胞外の基底膜の上にシート状に並んでいる。間充織細胞
は不規則な形で、運動能を持つ。

S POT NEWS

中胚葉 ( 間充織細胞 )
エピブラスト
（上皮細胞）

EMT

図3 EMT過程の予想図

原腸陥入

エピブラストの基底面からRhoAがなくなると同時に、微小管や
微小管結合タンパク質、細胞膜貫通タンパク質が消失していくこ
とで基底膜の分解が進み、EMTが起きると予想される。

内胚葉（上皮細胞）

エピブラスト
（上皮細胞）

図2 ニワトリ初期胚

原腸陥入の模式図

原腸陥入の際、上皮細胞のエピブ
ラスト（オレンジ）は間充織細胞
（緑）へ転換して胚内部へ潜り込
み、中胚葉細胞へ分化する。

微小管

微小管結合
タンパク質
細胞膜貫通
タンパク質

‑

‑

‑
‑

‑

核
+
+ +

+
+

‑‑

‑

‑

‑

中胚葉
( 間充織細胞 )
+
+
RhoAタンパク質
の分布

+
+

基底面
EMT

基底膜

そして35歳のとき、実家に近い奈良先端科学技術大学院

ていくとともに微小管も消失し、これによって基底膜の分
解が進む、と考えたのです。
この予測が正しければ、図3のように、細胞内にある微小
管と細胞外の基底膜を結び付けるために、微小管結合タン

大学（NAIST）のバイオサイエンス研究科修士課程に入学
しました。そこで出会ったのが、ニワトリの胚を使って発
よし こ

生の研究をしていた高橋淑子先生です。大学のある人から、

パク質と細胞膜貫通タンパク質があるはずです。今はそれ

「修士課程が終わったらどこに就職しますか」と聞かれたこ

らを探していて、候補となる分子の機能を調べています。

とがあります。“その年齢では研究者になるのは無理だよ”
という皮肉です。しかし、高橋先生は「仲矢さん、研究者

──今後の展望は。

の就職先は日本だけでなく、世界中にあるから」と励まし

仲矢：EMTの仕組みが分かれば、発生の過程を理解できる

てくださいました。
その後、高橋先生は2001年にCDBでパターン形成研究

だけでなく、さまざまな病気の治療薬開発にも役立つと思
います。いくつかの種類のがんは上皮細胞由来のもので、

チームを立ち上げ、私もそのチームで研究を行い、学位を

運動性の高い間充織細胞へ転換してリンパ管や血管に入っ

取りました。そして高橋先生はNAISTに戻り（2012年4月

て移動し転移します。細胞同士の接着が消失してばらばら

より京都大学教授）
、私は引き続きCDBで研究者として働

になることを防ぐ薬を開発すれば、がんの転移を防ぐこと

いています。

ができるかもしれません。ただし、EMTは複合的な現象で
す。実際には基底膜の分解も同時に防がないと、がんの転

──研究者としての生活はいかがですか。

移を完全に食い止めることができない可能性があります。

仲矢：好きなことに出会えて、とても良かったと思っていま

生命科学において、培養細胞で証明できた現象が、体の

す。私は細胞の形とともに移動にも興味があります。発生

中では証明できない例がたくさんあります。それは、シャー

の過程では、細胞が目的の場所へと移動していきます。な

レ上に比べて体の中はとても複雑だからです。基底膜の分

ぜ細胞は目的地を知っているのか、この現象もシャーレ上で

解のようにシャーレ上では再現しにくい現象を、ニワトリ

はさまざまな研究が進められてきましたが、生きた胚の中

の胚を使って解明していきたいと思います。

での研究は遅れています。私は、生きているニワトリ胚の中

■ もう一度勉強し、研究者として働きたい

めています。高橋先生には「胚の声を聞き、一つ一つの細

で移動する細胞を可視化して、その動きを調べる実験を始
──民間企業に就職した後に、大学院に入学されたそうですね。

胞の “気持ち” を考えなさい」と教わりました。それが私

仲矢：大学卒業後、企業で臨床検査技士として染色体の検

の発想の原点です。ニワトリ胚の中で目的地へ移動する細

査を担当しました。その後、大学時代の恩師の研究室で実

胞の “気持ち” を探っていきたいと思います。

験補助の仕事をしました。当時は、分子生物学が急進展し



ているときで、論文を見ても用語がさっぱり分かりません。
“もう一度勉強し直したい、学位を取って研究者として働き
たい” という想いが募りました。

（取材・構成：立山 晃／フォトンクリエイト）

関連情報

2008年6月16日プレスリリース

「生体内の細胞の形態変化を制御する仕組みを解明」
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F a c e
理研和光研究所 脳科学総合研究センター（BSI）に今年3月末まで
所属していた谷口浩章 助教（Moore研究ユニット元研究員）は昨年末、

Hiroaki Taniguchi

谷口浩章

同志社大学 生命医科学部 助教
（理研脳科学総合研究センター
Moore 研究ユニット 元研究員）

ハ ム レ ッ ト

東京大学と共同で転写因子“Hamlet”が嗅覚神経細胞の運命を
変える役割を果たすことを発見、という大きな成果を発表（図）
。
そして、今年4月から同志社大学で研究をスタートさせた。
「一つの生物を構成する細胞はどれも同じ遺伝子を持っています。

1975年、奈良県生まれ。Ph.D. 岡
山大学自然科学研究科生物圏シス
テム科学修士課程修了。カナダ・
ラバル大学医学部分子生物学科博士課程修了。同大学CHUL研究所、カナ
ダ・マギル大学Goodmanがんセンター博士研究員を経て、2010年より理研
脳科学総合研究センターMoore研究ユニット研究員。2012年4月より現職。

でも、細胞にはさまざまな種類があり、別の種類の細胞に変わることも
あります。何が細胞の運命を変えているのか。その仕組みに
興味があります」と谷口助教。2月に取材した際に「若い人こそ、
理研に来るべきです。BSIのように日本にいながら海外と同じような
環境で研究できる場所があることも伝えていきます」と語った
谷口助教の今の目標は、医療にも役立つ因子を見つけることだ。

細胞の運命を変えるエピジェネティクス、
その仕組みの解明に挑む研究者
「どうして？ なぜ？ を連発し、大人を困らせる子どもで
した。小さいころの夢は研究者。電気関係の特許の仕事を
していた祖父や研究者だった叔父の影響です」と谷口助教。

細胞運命Ａ

Hamlet が
活性化 Ham
DNA

「小学生のときは、授業中に友達としゃべってばかりで、両
親に怒られ、家で強制的に勉強させられました。すると、
勉強がどんどん面白くなっていきました」
。しかし、その勢
いは中学で止まってしまった。
「興味のないことを覚えるこ

転写因子複合体
NICD
E(Spl)m3
Su(H)
は発現しない

ヒストン

クロマチン構造が凝集

Hamlet活性化
クロマチン（DNAがヒストン
に巻き付いたもの）が凝集
し、転写因子複合体がプロ
モーター（黄色部）に結合で
きず、E(Spl)m3 遺伝子は発
現しない。

細胞運命B

とに意味を見いだせませんでした。何の役に立つのだろう、

NICD
Su(H)

と思ってしまうのです。逆に、興味あることで分からない
ことがあるのは、とても嫌。そんな困った性格でした」

E(Spl)m3
が発現

クロマチン構造が緩んでいる

Hamlet欠損
転写因子複合体がプロモー
ターに結合し、E(Spl)m3 遺
伝子が発現する。

◆

生物に興味のあった谷口助教は、岡山大学農学部、そし

図

Hamletによる細胞運命の決定

て大学院へ進学。
「大学院では指導教官が、研究とは何か、
そして研究のノウハウを丁寧に教えてくれました。分から

飾形態が後天的に変化することで遺伝子の発現が変わる現

ないことが分かるようになるのは、とても面白い。しかも、

象をいう。2010年、結婚を機に帰国した谷口助教は、細胞

それが世界初だったり、人の役に立つことだったりすると、

の運命決定に関わる転写因子 “Hamlet” の発見者、BSIの

なおさらです。もっと学びたかったので、博士課程はカナ

Moore Adrian Waltonユニットリーダーのもとで研究を始

ダのラバル大学へ行くことにしました」

めた。
「同じ塩基配列を持ちながら細胞の運命が変わる仕

しかし、大きな壁にぶつかった。
「そこはフランス語圏

組みを明らかにできれば、がんの治療や再生医療に大きく

だったのです。ラボのミーティングも事務手続きもすべて

貢献できます。私は妹を病気で亡くしているので、医学に

フランス語。半年間、大学に通いながら語学学校で必死に

貢献したいという強い思いを持って研究しています」

フランス語を勉強しました」
。指導教官は若く、谷口助教が

◆

初めての学生だった。
「初めは教官の英語さえ理解できず、

14

今年4月から同志社大学での研究をスタートさせた。
「教

会話を録音して何度も聴いてようやく分かる、という状態

育、指導してくれた人がいたからこそ、今の私がある。今

でした。彼は、そんな私を根気よく指導してくれました。

度は、私が教育する番です。理研は、研究力が圧倒的に高

私も戻るところがないから頑張るしかなかった。カナダで

い。若い人こそ、理研に来るべきです。海外の大学院に行っ

の経験は、大きな自信につながっています」

た経験や、BSIのように日本にいながら海外と同じような環

そしてPh. D. 取得後、カナダのマギル大学へ。
「生殖細

境で研究できる場所があることも伝えていきます」
。趣味は

胞の研究をしていましたが、“エピジェネティクス” を介

話すこと、という谷口助教。関西弁、英語、フランス語を

した細胞の運命決定の仕組みに興味を持ち、テーマを変え

駆使して、研究も教育も精力的に進めていくことだろう。

ました」
。エピジェネティクスとは、DNAやヒストンの修
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（取材・執筆：鈴木志乃／フォトンクリエイト）
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「平成24年度 一般公開」開催日のお知らせ
文部科学省が定める科学技術週間「2012年4月16日（月）～
22日（日）“わぁ ぼく こんなに みつけたよ かがくのたね”」
の行事として、理研では下記の通り一般公開を開催します。
理研の最先端の科学研究に親しんでいただくため、研究
室・施設の公開をはじめ、講演会、各種イベントを行います。
皆さまのご来場をお待ちしています。（入場無料）

（写真）和光研究所一般公開のイベン
ト「しろありんのエコ教室」の様子

■場

所：和光研究所
〒351-0198
埼玉県和光市広沢2-1

筑波研究所
〒305-0074
茨城県つくば市高野台3-1-1

播磨研究所
〒679-5148
兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

■日

時：4月21日（土）
9：30～16：30（入場は16：00まで）

4月20日（金）13：00～16：00
4月21日（土）10：00～16：00

4月30日（月・振替休日）
9：30～16：30（入場は15：30まで）

■問合せ：広報室
TEL：048-467-9954

筑波研究所 研究推進部 総務課
TEL：029-836-9111（代表）

第20回SPring-8 施設公開実行委員会事務局
（財）高輝度光科学研究センター 広報室
TEL：0791-58-2785

理研と埼玉大学、初の「技術研究組合」を設立
有機薄膜太陽電池の実用化を目指す
理研と埼玉大学は2012年1月24日、黒

れる技術に関して、研究機関・企業が自

塗布し、ナノ構造体を持つ有機薄膜を形

金化成㈱、FLOX㈱、㈲VCADソリュー

らのために共同研究を行う相互扶助組織

成する技術の開発です。有機薄膜太陽電

ソンズなど5社と共同で「新世代塗布型

（非営利共益法人）で、理研が組合員と

電子デバイス技術研究組合」を設立、理

なるのは初めてとなります。
この組合の目標は、有機半導体材料を

事長に理研社会知創成事業 有機光電子

池の製造コストの大幅低減が見込まれる
技術ですが、発電効率の向上や長寿命化
が課題として残っています。これらの課

工学研究チームの田島右副チームリー

ナノ粒子化して水中に分散させたコロイ

題に研究機関と民間が共同して取り組

ダーが就任しました。

ド溶液（水性有機半導体コロイド）を、

み、低コストで環境に優しい有機薄膜太

静電塗布法という方法を使って基板上に

陽電池の開発・実用化を目指します。

技術研究組合とは、産業活動で利用さ

新研究室主宰者の紹介
新しく就任した研究室主宰者を紹介します。

①生まれ年、②出生地、③最終学歴、④主な職歴、⑤活動内容・研究テーマ、⑥信条、⑦趣味

横浜研究所 オミックス基盤研究領域

神戸研究所 発生・再生科学総合研究センター

LSAシステム構築ユニット
ユニットリーダー

ゲノム資源解析ユニット
ユニットリーダー

近藤直人（こんどう なおと）

工樂樹洋（くらく しげひろ）

①1956年 ②岐阜県 ③名古屋大学大学院農学
研究科生物有機化学専攻博士課程 ④横河アナリ
ティカルシステムズ㈱（現 アジレント・テクノロ
ジーズ㈱）
、イルミナ㈱ ⑤マーケティングとマ
ネージメント ⑥悩まない。悩むよりすぐ決める。
焦らず、ゆっくり、こつこつと。 ⑦落語を聴く
こと、テニス、世界遺産めぐり

①1976年 ②奈良県 ③京都大学大学院理学研
究科（理学博士） ④理化学研究所、コンスタ
ンツ大学（ドイツ） ⑤脊椎動物の遺伝子レパー
トリーの変遷に注目したゲノム進化学 ⑥日本
（人）はもっとやれる ⑦サッカー文化国際比較
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宝塚の魅力

Hiroko Kato

安全管理部 安全管理課 課長代理

写真1（左）：東京宝塚
劇場
写真2（右）：気分はタ
カラジェンヌ（筆者）

場のある有楽町駅を経由することを、職場選びの一つの条件
にしました。それは子どものころから “ヅカファン” だった私
にとって、帰りに劇場に立ち寄れるのが魅力的だったからで
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まだ就職売り手市場であった学生時代、勤務地が東京宝塚劇
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加藤博子

す。そして、念願がかなって地下鉄有楽町線・和光市駅にあ
る理研に就職しました。入所以来、放射線や遺伝子組換え実

てみるとほとんどが人相手の業務で、人付き合いの苦手な私

写真3：筆者近影

には最初はストレスのたまるものでした。
宝塚観劇は、主役を演じるトップスターの背負う大きな羽や
衣装に代表される華やかさ、現実離れした世界にどっぷりと
浸ることができ、私にとってストレス解消にとても効果があり
ます。しかし、魅力はそれだけではありません。ここで、現在
に至るまで40年間も観劇を続けることになった魅力の一つを
紹介します。

それぞれが見いだした答えに観客も拍手で応じ、劇場内全体
いち ぞう

宝塚歌劇団は、阪急電鉄の創始者・小林一 三（1873〜1957

が暖かい空気に包まれます。トップスターが必ずしも、ほかの

年）が1913年に兵庫県宝塚市につくった劇団で、現在、約

タカラジェンヌより歌、ダンス、芝居、すべてにおいて勝って

400名のタカラジェンヌが5組に分かれて公演をしています。

いるとは限りません。一人一人の得意な部分を活かし、脇で

毎年、18歳前後の約40名が入団する一方で、ほぼ同じ数の方

支えるタカラジェンヌの存在も大きいのです。また、背や声の

が退団されます。そのほとんどが入団から5〜15年目です。退

高さ、年齢もさまざまな人がいるからこそ、厚みのある作品に

団理由は結婚や新たな道の模索などさまざまですが、一度退

仕上がっている。そう感じるのは私ばかりではないはずです。

団したら二度と宝塚の舞台を踏むことはできません。

こういう空間にいると、ちょっと大げさですが、
「人生、答え
はない。人それぞれでよいのだ」と感じ、その充実感を共有

公演の千秋楽には、トップスターだけでなく、すべての退団

できます。舞台と客席の一体感、高揚感はその場にいるから

者が一人ずつ舞台上であいさつするのが恒例となっています。

こそ体感できるものです。

いろいろな方のあいさつを聞くうちに、ある共通点に気付きま
した。実際には苦しいこと、つらいことがたくさんあったはず

ここでは千秋楽の退団あいさつについて紹介しましたが、宝

ですが、今幸せであること、そして出演者、裏方のスタッフ、

塚には新人公演や、座付の演出家兼脚本家、組長など、シス

観客に育て支えられたことへの感謝です。入団後、トップス

テムとしても面白いものがいろいろとあります。宝塚と理研、

ターになれるのは100分の1以下の確率です。トップスターへ

まったく違う世界のようですが、“人こそ財産” という点では

ざ つき

の夢が破れた多くのタカラジェンヌがどうしてそのような心境

共通だと思っています。宝塚観劇で感じたことを日々の業務

になれるのでしょう。きっと、自分なりの答えを見つけ、満足

に照らし合わせて考えてみると、ストレスがスーッと消える、

を得たからこそだと思います。実際、退団者の姿は輝いて美

そんな観劇メリットも活かしていきたいと思います。

しいのです。
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