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蛋白質合成系は生命の根幹となるメカニズムである。真性細

菌、真核生物、オルガネラの蛋白質合成系の共通原理の解明を

進めている。また試験管内蛋白質合成系を用いた人工細胞の構

築に取り組んでいる。

⑴ 蛋白質合成系の生化学

大腸菌の蛋白質合成システムを精製された因子から再構築す

ることに成功している（PURE system）。このシステムを用い

て大腸菌の蛋白質合成系の生化学的解析を進めている。また、

酵母、ミトコンドリアのPURE systemの構築を進め、真核生物

と細胞内小器官の翻訳メカニズムと制御機構の解明を行ってい

る。

⑵ 蛋白質合成系の１分子イメージ
ング：

１分子イメージングの手法を用いてPURE system中や細胞

内での生体分子の動きをリアルタイムで観測する。それによっ

て、セントラルドグマを可視化し、DNAからmRNA、蛋白質が

作られていく様を詳細に観察する。そして、その基本原理の理

解を目指す。

⑶ PURE systemによる合成生
物学：

PURE systemを用いて、リボソームなどの超分子複合体や、

ATP合成酵素などの膜蛋白質複合体を合成する。これらのバイ

オシステムをBottom-up的に組み上げることで、バイオシステ

ムの集積体である人工細胞の合成に挑戦している。

⑷ 試験管内進化系による医薬プロー
ブの開発：

PURE systemに基づいたリボソームディスプレー法による

抗体などの蛋白性プローブを探索し、診断薬や治療薬の開発を

進めている。
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生命は多様な機能システムの集合体であり、それぞれのシス

テムにはさまざまな生体分子が関与する。個々の生体分子が協

調して機能するための分子機構には基本的な謎が多く残されて

いる。

例えば、タンパク質合成過程では、50種以上のタンパク質と

RNAからなる巨大複合分子・リボソームを中心に、多数の

tRNAや翻訳因子が加わり全体の反応が進行する。2000年には、

細菌リボソームの全原子構造がX線結晶解析法により解明され、

2009年度のノーベル化学賞を受賞した。この研究成果により、

翻訳反応素過程の可視的な理解に拍車が掛かったが、その一方

で、状況によりタンパク質合成を臨機応変に調節する環境応答

機構や、合成されるタンパク質の機能性を保証するための品質

管理機構といったヒトの疾患にも関わるような高次なシステム

に連携する分子機構の理解は遅れている。

我々の研究室では、個々の生体分子それぞれと、機能するシ

ステムと密接に関連づけて解析するために、大腸菌や酵母など

の単細胞生物を、それぞれ細菌やオルガネラ、ヒトを含む真核

生物細胞のモデル系として駆使する分子遺伝学的解析を行う。

さらに、生化学や構造生物学的手法を横断的に活用し、タンパ

ク質合成系や膜輸送体系などのシステムの分子機構解明を目指

す。

翻訳終結機構および遺伝暗号読替え
(“RECOD ING”）分子機構の解明

タンパク質合成終了を意味する遺伝暗号、すなわち終止コド

ンは、全ての生物種のタンパク質合成に必須である。アミノ酸

をコードする他のコドンが核酸であるtRNA分子の介在により

解読されるのに対して、終止コドンはタンパク質因子（ペプチ

ド鎖解離因子：“RF”）により解読されるという点で例外的であ

る。また、終止コドンはタンパク質の合成終了ばかりではなく、

積極的にアミノ酸に読み替えられることで遺伝暗号表からは予

想出来ないタンパク質合成に関わる多義性も明らかになった。

我々は、これまでRFタンパク質が核酸であるtRNAの機能構

造を模倣することで、リボソームの共通触媒構造を乗っ取るこ

とが可能になり同様な機能遂行を行うという「解離因子-tRNA

分子擬態仮説」を提唱し、その実証を進めてきた。現在、細菌

型RFのtRNA擬態性の実証が一通り完了しさらに詳細な分子

機構の解明を目指す一方で、新たに真核・古細菌型RFの分子機

構の解明に着手し解明を進めている。翻訳終結の分子機構を明

らかにすることで『なぜ現存生命の遺伝暗号システムが終止コ

ドンの解読にtRNA擬態タンパク質を用いるのか 』の難問に

答えたい。

遺伝暗号解読におけるリボソーム普遍
機能とtRNA擬態分子

真核生物では、リボソームでの遺伝暗号解読の各反応過程に

おいて、tRNAや解離因子などに対してそれぞれ異なる相同性

の高いEF-1αファミリーGタンパク質が機能するが、古細菌で

は、アミノ酸伸長に関わるtRNA、翻訳終結に関わるRFさらに

mRNA品質管理に関わるPelotaの３種すべてに対し単一のEF

-1αが対応することが判明した。このことは真核・古細菌タンパ

ク質合成過程には翻訳伸長・終結・品質管理それぞれの過程に

共通するtRNA擬態機能構造による未知の分子機構が存在する

ことを意味する。普遍的で新規な翻訳機構の意義解明をめざす。
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ヒトは、約３万種類の遺伝子産物によって構成される複雑で

精巧な分子システムである。疾患はこの分子システムの乱れと

捉えることができる。我々の研究室では、完全長cDNAライブラ

リーの構築法を開発し、完全長cDNAの形でのヒト遺伝子の網

羅的収集を行ってきた。現在までに約２万種類（既知遺伝子約

１万種類と同数の新規遺伝子）の完全長cDNAの収集を完了し、

ヒト遺伝子の大部分についてはそのカタログ化が終了したと考

えている（http：//www.nedo.go.jp/bio/）。

今後は、これらのcDNAを基盤として分子システムとしての

ヒトを理解し、疾病の診断・治療・予防につなげていかなけれ

ばならない。そのために、まず依然として機能未知である約１

万の新規遺伝子について、我々は、質量分析機を用いたタンパ

ク質レベルでの遺伝子発現の検証を行うと同時に、計算機を用

いたタンパク質モチーフまた、膜貫通領域といった機能ドメイ

ンの推定を行っている。さらに予測された細胞内局在を検証す

べく、GFP・YFP融合タンパクを用いたハイスループットな細

胞内局在の実験的同定を行っている（図２）。

さらに、多数の遺伝子群がいつどのような制御を受けて発現

されているかのメカニズムを解明することが不可欠である。そ

のためには、遺伝子のプロモーターなど発現制御領域の同定と

解析が必要である。

完全長cDNAの塩基配列情報は、そのコードするタンパク質

の完全な情報をもたらしただけでなく、従来困難であった正確

な転写開始点（完全長cDNAの５’端は定義上mRNAの転写開始

点に相当する）の決定作業をゲノム規模で行うことを可能にし

た。我々は、完全長cDNA配列と今年に入って完成したヒトゲノ

ム配列を比較することにより、約１万のヒト遺伝子についてゲ

ノム上での正確な転写開始点の位置を決定し、隣接する上流転

写制御領域（プロモーター領域）の配列を同定している(図３)。

詳しくは我々の公開するデータベースDBTSS（http://dbtss.

hgc.jp/）を参照されたい。

さらに同定されたプロモーターのどの領域にどのような転写

活性化能が含まれるかを実験的に検証すべく、我々は約500の遺

伝子について、プロモータークローンを単離、レポーター遺伝

子アッセイによりその転写活性化能を測定している。また、ク

ロマチン免疫沈降法を用いて、転写因子とプロモーターとの相

互作用を同定する実験系の構築も併せて行っている。
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図１ 完全長cDNAライブラリーの作製法

図２ 機能未知新規遺伝子の細胞内局在の同定

新規遺伝子(GeneX)の完全長cDNAを用いて、EYFPとの融合タンパクを発現させ

細胞内局在を同定した（A）。染色された核（B）、ミトコンドリア（C）との位置の比

較から、本遺伝子はミトコンドリアに局在することが分かる(D)。

図３ 我々の研究室で運営する転写開始点データベースDBTS S

約１万種類のヒト遺伝子の転写開始点と隣接するプロモーター配列が検索

できる。
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ヒトゲノムプロジェクトが完了し、様々な病気の原因や発症

メカニズムがDNAレベルで理解可能な時代が到来した。その結

果、病気の治療、診断、予防に関わる医学も今後大きく変貌す

ることは確実である。当研究分野では、DNAやその転写産物で

あるmRNAと選択的に相互作用し、標的遺伝子の発現を効果的

に制御できる新しい核酸医薬を有機合成化学の手法を駆使して

創製することを目指している。一方、ペプチド、糖、脂質など

の生体分子に特有の高次構造や分子認識能を生かしつつ、これ

ら生体分子の構造や性質を化学的に改変し、新しい機能性材料、

バイオマテリアルあるいは医薬を創製する研究も行っている。

核酸医薬の効率的合成手法の開発

現在確立されている固相法による核酸合成法は、少量多種の

目的物を迅速に合成するために最適化されており、大量合成に

は全く適さない。今後、大きな需要が見込まれる、アンチセン

ス核酸やsiRNAなどの核酸医薬を大量に合成するために、全く

新しい合成戦略に基づく核酸の高効率合成手法の開発を行って

いる。

ヘテロ原子のキラリティー制御

不斉リン原子や不斉ケイ素原子を有する人工生体分子を立体

選択的に合成し、それらを利用した新しい医薬、機能性材料や

バイオマテリアルの創製を目指している。新しい反応や化合物

のデザインには、非経験的分子軌道計算や分子力学、分子動力

学計算を積極的に取り入れ、理論的なアプローチも行っている。

アンチジーン人工ペプチドの合成

二重鎖DNAに塩基配列特異的に結合し、転写の過程を阻害す

る新しいアンチジーン分子の合成を行っている。特に、キラル

なペプチド骨格と核酸塩基側鎖を有する新しいアンチジーン人

工ペプチド（ペプチド核酸、PNA）をデザイン、合成している。

原始核酸モデルの合成と分子認識

地球上の生物が利用している糖、アミノ酸、核酸はすべて光

学活性体であり、分子のキラリティーが生体機能の発現には必

須である。しかし、生命の起源とキラル分子選択のメカニズム

は、現在のところ全く解明されていない。そこで、キラルな骨

格を有する原始核酸モデルをデザイン、合成し、その高次構造

形成、分子認識、機能発現の過程を明らかにすることにより、

生命分子誕生の謎に迫る。

分子認識能を有する人工オリゴ糖の
合成とDDS

核酸医薬の効率的なDDS構築を目指し、二重鎖RNAのメ

ジャーグルーブに選択的に結合してRNAを安定化する、新しい

構造と機能を有する人工オリゴ糖の合成を行っている。また、

様々な大きさの脂溶性薬剤を包接し、生体内に効果的に輸送で

きる新しい人工オリゴ糖のデザインと合成を行っている。
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図１ 核酸医薬による生体内プロセスの制御

図２ 二重鎖核酸に結合する人工オリゴ糖
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ポストゲノム」時代には、ゲノム解析から得られた情報を実

際の生命現象を司る機能の立場から意味付けしていく作業が中

心的な課題となる。当研究分野では、病気を対象にその病的生

命現象の基盤となる分子機構を明らかにし、個々の分子の新た

な機能を解明すると共に、得られた知識を疾患の診断や治療へ

応用する事を目指している。具体的な研究対象は、がん、特に

白血病・悪性リンパ腫と、ひとレトロウイルスの病原性発現機

構である。これらのテーマを、遺伝子発現プロファイル、シグ

ナル伝達異常、エピジェネティクス制御機構、および染色体異

常の観点から解析して、疾患発症に至る分子機構と、病態発現

の基盤となる分子病態を明らかにし、分子標的療法、発症予防

および病態制御による治療と診断の基礎となる情報を明らかに

する研究を行っている。

成人Ｔ細胞性白血病 (ATL)の発癌
機構の解析

原因ウイルスであるひとＴ細胞性白血病ウイルス（HTLV

-1）は母乳を介して垂直感染し、50年以上後に白血病が発症す

る。このため、感染Tリンパ球の腫瘍化にはウイルスの遺伝子ば

かりでなく多くの遺伝子の変化が関与すると考えられる（「多段

階発癌機構」）。発癌に関わる遺伝子異常の実体解明を目指し、

DNAアレイを用いた腫瘍細胞の遺伝子発現プロファイル解析

を行っている。これまでに明らかになった情報から、関与する

遺伝子の候補が明らかにされつつあると共に、この情報を利用

して腫瘍細胞検出の早期診断系の開発と分子標的療法の基礎実

験が行われている。

リンパ系悪性腫瘍（白血病・リンパ腫）
の分子病態

細胞増殖に関わるシグナル伝達機構の分子病態の観点から、

リンパ腫細胞の増殖と生存に関わる機構を明らかにし、新たな

診断と治療法開発の基盤を明らかにする研究を行っている。代

表的な悪性リンパ腫であるホジキンリンパ腫、特有のキメラ型

がん遺伝子を持つ未分化大細胞型リンパ腫などの特異な異常を

明らかにし診断と治療法開発の新たな展開を行っている。

HTLV-1とエイズウイルス（HIV）の
潜伏感染と再活性化機構の解析

HTLV-1およびHIVの病原性発現機構の理解には、潜伏感染

と再活性化の機構を明らかにする事が重要である。潜伏におけ

るプロウイルスDNAメチル化の意義と、ヒストン修飾によるク

ロマチン構造制御の解析を行っている。

抗腫瘍薬としてのNF-κB阻害剤の
検討

新規NF-κB阻害剤DHMEQが抗癌剤としての活性を持つ事

を、ATL細胞、多発性骨髄腫、ホジキンリンパ腫等で明らかに

して、臨床応用の準備をしている。さらに、薬剤耐性を示す固

形癌が多くの場合NF-κBの活性化を伴う事から、固形癌に対す

る抗癌剤としての可能性の検討も行っている。

染色体異常の分子機構とキメラ遺伝
子の機能解析

血液系腫瘍においてポジショナルクローニングによる特異的

染色体転座の分子生物学的解析が進んでいるが、腫瘍発生機構が

未だ明らかにされていない腫瘍も多く存在している。我々は、

個々の悪性リンパ腫症例ごとの細胞遺伝学的手法（FISH法、

CGH法）によるゲノム染色体全体の構造異常解析を基礎にして、

多段階にわたる疾患に関与する病因遺伝子異常を明らかにし、関

連遺伝子の機能解析により、分子病態の解明に迫っている。
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図１ 成人Ｔ細胞性白血病の多段階発癌機構のモデル

図２ ヒストン修飾によるクロマチン構造制御
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細菌ゲノムのダイナミックス

細菌ゲノム解読から、ゲノムの組成と構築の著しい流動性が

明らかになってきた。病原性や薬剤耐性を担う動く遺伝子たち

が、ゲノムに入り込み、それを再編し、崩壊していく。遺伝子

たちの集まりはゲノムと生命という社会秩序を維持するが、時

にドラスティックな変化（進化）を経験し、病原細菌を成立さ

せる。私たちは、これらの過程の分子機構と生物学的医学的意

義を、ゲノムDNA自身に注目して研究している。

アプローチは、分子遺伝学、分子生物学、ゲノム情報科学、

生化学、構造生物学、数理生物学にわたる。

発ガン細菌：ピロリ菌ゲノム比較

同じ種など近縁のゲノム配列複数を比較することによって、

ゲノムがどう変わってきたか、それによって病原性等がどう成

立してきたかを推定できる。

ヒトの半ばが幼年期から胃に住み着かせているピロリ菌

Helicobacter pyloriは、炎症・潰瘍だけでなく、数十年の体内共

進化を経て、ついには胃ガンを引き起こす。ピロリ菌は出アフ

リカ以来ヒトと共進化し地域的分化を遂げた。日本で胃ガンが

多いことは、東アジア株の遺伝子型に関連する。私たちは、日

本株複数ゲノムを解読し、他のゲノムと詳細に比較し、進化過

程を解明している。

このような理解は、「細菌進化予測」（＝「病態進化予測」）

に、さらには「ゲノム進化工学」に繋がる。

超利己的な動く遺伝子：制限修飾系

細菌間の遺伝子の動きの制御に重要なのが、制限修飾系であ

る。制限酵素は、その認識配列をメチル化し制限酵素切断から

保護する修飾酵素と対をなし、制限修飾系を作る。それらは、

「侵入DNAを切断することによって細胞を感染から守る道具」

と考えられてきた。私達は、制限修飾遺伝子が自らの居る細菌

のゲノムをも時に攻撃するウイルス・ゲノムのような「利己的

な動く遺伝子」である証拠を得て、それらのバイオロジー（生

き物としての研究）という

分野を開拓してきた。

その結果、新しいタンパ

ク基本立体構造「ハーフ・

パイプ」を発見した。認識

配列からDNAをたぐり寄

せるタイプの制限酵素につ

いては、停止したDNA複製

フォークを切断する証拠を

得た。

細菌のプログラム死と再生

制限酵素攻撃によって、あるいは自然にできる、ゲノムDNA

二重鎖切断は、細菌自身が備えた自殺プログラムのスイッチを

入れることが、トランスクリプトーム解析から示唆された。こ

れは、抗生物質による細菌の死で働くものと共通のプログラム

らしい。

さらに、DNA損傷修復＝再生のプログラムも働く。大腸菌の

RecBCD DNA 分解組換え酵素系は、ゲノムにとっての「非自

己」DNA を破壊し、ゲノムID 配列を持つ「自己」DNA を存

続させ、ゲノム社会の秩序を維持する。

個体」＝「細胞」である単細胞微生物のプログラム死と再生

の理解は、感染制御だけでなく、より普遍的に個体の死と生の

理解に繋がる。

詳細については、ホームページを参照の事。

http：//www.ims.u-tokyo.ac.jp/ikobaya/

なお、当研究室の研究教育内容は、バイオ知財コースのものと

は異なる事に注意。

バイオ医療知財分野
教 授 小林 一三

03-5449-5326

ikobaya＠k.u-tokyo.ac.jp
 

ikobaya＠ims.u-tokyo.ac.jp

図：ピロリ菌

(http://mikr
 

oby.blox.pl/

html/1310721,262146,

14,15.html? 1,2007)

図 BamHI制限修飾遺伝子の枯草菌内での爆発的自己増殖（FIS H)

図 ハーフパイプ構造の制限酵素

システム医療科学大講座
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エマージングウイルス感染症が近年社会的に大きな問題と

なっているが、このような未知のウイルスが出現する要因は、

本来の宿主動物でない動物種に種の壁を越えて感染伝播した結

果と推測されている。しかし、ウイルスが動物種を超えて感染

し病原性を発現する機構は、ウイルス学の本質的な命題であり

ながら未だに解明されていない。我々の研究室では、最も重篤

なエマージングウイルス感染症の多くの原因ウイルスであるモ

ノネガウイルス目（マイナス一本鎖のRNAウイルス群）を中心

に、ウイルスと宿主との相互作用を、分子レベルから個体レベ

ルでの病原性に至るまで解析することによって、種を超える機

序や病原性発現を決定する機構についての研究を進めている。

モノネガウイルスの全ゲノムcDNAから感染死ウイルスを作

出する方法（リバースジェネティックス系）を、measles
 

virus、rinderpest virus、canine distemper virus、およびnipah
 

virusにおいて、世界に先駆けて開発した。この系によりウイル

スゲノムを改変した感染性ウイルスを作出することが可能とな

り、これら改変ウイルスと動物実験系を併せて用いることに

よって、動物種を超える機序や病原性発現に係るウイルス側の

遺伝子領域の探索を行なっている。またウイルスが宿主細胞内

で相互作用する細胞因子を、マイクロアレイやCAGEの手法も

用いて網羅的に探索し、宿主とウイルスとのせめぎ合いの全貌

について、包括的かつ分子生物学的に解析している。さらに動

物実験により、生体での攻防の全貌解明を目指して研究を行っ

ている。これらの基礎研究で得られる成果は、宿主・寄生体の

共存や、これらの感染症がもたらす免疫抑制、免疫撹乱、神経

病原性発現機構や持続感染機構の解明につながり、ウイルス感

染症に対する新たな治療法の開発につながると期待される。

Nipah virusについては、1999年に始めて出現した致死率の非常

に高いエマージングウイルスであり、自然宿主であるオオコウ

モリから動物やヒトへの感染が起こり東南アジアで大流行を起

こした。現在でも南アジア地域で頻繁に発生しているが、有効

な予防法や治療法が確立されていない。そこで我々は、ワクチ

ン開発や抗ウイルス薬の探索も精力的に行なっている。

HIV慢性持続感染症の成立機序の解
析・エイズワクチン開発（俣野哲朗）

近年のゲノム科学の進展により、多くの内因性の疾患とゲノ

ムとの関係が明らかになりつつある。一方、ウイルス感染症で

は、外因性のウイルスゲノムと内因性の宿主ゲノムとの相互作

用が疾患の本質であり、より複雑な解析が必要となる。我々の

研究室では、個体レベルのウイルス感染症におけるこのゲノム

同士の相互作用を、分子レベルで解明していくことを目標とし

ている。

病原性ウイルスとして知られているものの多くは、自然免疫

の壁をのりこえ病原性を発揮するが、感染後に誘導される獲得

免疫を中心とした宿主防御免疫によって排除される。しかし、

HIV感染症では、獲得免疫の誘導が認められた後もウイルス複

製が制御されず、慢性持続感染症が成立する。我々は、このHIV

慢性持続感染症の成立機序の解析を、サルエイズモデルを用い

て行っている。

これまでに、HIV複製抑制に中心的役割を担う細胞傷害性T

リンパ球（CTL）を効率よく誘導するセンダイウイルスベク

ターワクチンシステムを開発し、これを用いてワクチン誘導

CTLによるHIV複製制御の可能性を示すことに成功した。さら

に、宿主であるサルの主要組織適合遺伝子複合体（MHC）の解

析を加え、ワクチンによりエイズウイルス複製制御にいたる世

界で唯一のサル群を樹立した。現在、この系を用いて、HIV複

製制御につながる免疫機序の解明を進展させるとともに、この

協力講座

ゲノム機能分野
教 授 甲斐 知恵子

03-5449-5497

ckai＠ims.u-tokyo.ac.jp

准教授 米田 美佐子

03-5449-5498

yone＠ims.u-tokyo.ac.jp

リバースジェネティックス系の概略

ニパウイルスのＮタンパクとＰタンパクの細胞内共局在

疾患遺伝子解析分野
教 授 俣野 哲朗

03-5285-1111（内線2302）

matano＠ims.u-tokyo.ac.jp
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ウイルスと宿主の攻防の結果生じるウイルスゲノムの進化につ

いての解析を進めている。これらの研究は、我々が臨床応用を

めざしているエイズワクチンシステムの、今後の方向性を決め

るうえでも極めて重要である。

肝臓の発生・分化・再生

肝臓は代謝や血清タンパク質の合成など多彩な機能をもち生

命の維持に必須の臓器である。肝臓は胎生中期に前腸上皮細胞

から発生し、発生直後の肝芽細胞は、肝臓の諸機能を担う肝細

胞と胆管に分化する肝臓の幹細胞である。当研究室では、この

肝芽細胞はじめ肝臓を構成する各種の細胞を分離・培養するシ

ステムを開発しており、それらが有機的に相互作用しながら成

熟肝臓を形成する過程の解明に取り組んでいる。

成体肝臓は再生能力を備えたユニークな臓器であり、肝障害

により肝幹細胞に依存性する場合と依存しない場合がある。部

分肝切除から肝臓が再生する際には、残存肝細胞が増殖して元

の大きさに戻り、幹細胞は関与しない。一方、胆管結紮や薬剤

による肝障害においては幹細胞様の細胞が増殖する。当研究室

では、こうした肝再生の分子機構の解明を目指している。また、

ウイルス感染や代謝異常など様々な原因による肝炎が慢性化す

ると線維化、肝硬変を経て肝臓癌に移行することが知られてい

る。こうした肝臓の病態、再生機構、さらに肝癌発生の機構の

解明、肝幹細胞のがん化との関連にも取り組んでいる。成体肝

臓は腸管から様々な異物が大量に流入する組織でもあり、肝特

有の免疫応答システムが発達している。このシステムの異常は

炎症を惹起して肝疾患につながる。したがって、肝臓における

免疫系の理解は肝疾患発症のメカニズムを理解する上で必須で

あり、それを目指す研究も展開している。

iPS細胞の分化誘導系と再生医学

糖尿病の治療として膵臓内の内分泌器官である膵島の移植が

行われているが、ドナー不足から移植に利用可能な膵島を作る

技術開発が強く求められている。当研究室では、マウス胎児膵

臓細胞からin vitroで膵島の３次元構造を作ることに成功して

おり、これを元にしてマウスiPS細胞からの機能的な膵島形成

に成功している。そこで現在、この技術をヒトiPS細胞に応用し

て移植や創薬研究に利用可能な膵島を作ることを目指している。

また、機能的な肝細胞は創薬研究に必須であり、当研究室で

は、高い肝機能を備えた細胞をヒトiPS細胞から分化誘導する

システムの開発も行っている。

ホームページアドレス

http://www.iam.u-tokyo.ac.jp/cytokine/

協力講座

機能形成研究分野
教 授 宮島 篤

03-5841-7884

miyajima＠iam.u-tokyo.ac.jp
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ヒトは感染防御機構として免疫機構を進化させてきた。病原

体の認識にToll-like receptor （TLR)と呼ばれる分子群が機

能している。TLRは、ハエのTollに類似した分子で、ハエから

ヒトまで共通した自然免疫病原体認識を担う（図)。当分野では

TLRによる病原体認識解明を目指し、TLRと関連分子につい

て、生化学的解析、免疫細胞を用いた機能解析、ノックアウト

マウス作成などの遺伝学的解析を行う。

ヒトの体は各種細胞が高次複雑系を形成しているが、解剖・

組織学的に眺めてみると基本形は筒状であり内側が粘膜、外側

が皮膚に被われその間に生命体を維持する巧妙かつダイナミッ

クな各種臓器が存在している。体表面を形成している粘膜と皮

膚の表面積を比較すると、口腔・鼻腔にはじまる呼吸器・消化

器そして泌尿生殖器を被っている粘膜面は400倍以上の広さに

なる。そして、日常の呼吸、消化、性行為という生理的行為を

介して様々な病原微生物、アレルゲンに暴露されている。我々

はこの広大な粘膜面に第一線のバリアとして働く免疫機構つま

り「粘膜免疫システム」の存在を証明し、そのユニーク性・柔

軟性を担っている分子・細胞ネットワークを解明する研究を展

開している。呼吸器・消化器には粘膜免疫をつかさどる特有な

リンパ系組織が存在し、その発達プログラム・機能の解明を分

子・細胞・組織そして時間軸・空間軸をふまえて解析している。

そこから生まれてくる新知見を新興・再興感染症に対する「食

べる・飲む・吸うワクチン」の開発に発展させていく。さらに

アレルギーなど免疫病に対しても「粘膜免疫療法」への応用を

進めていく。詳細については炎症免疫学分野ホームページを参

照してください。（http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/EnMen/

index e.html）

がんの発生は遺伝子の変異に起因する。がんの原因となる遺

伝子は正常には、細胞増殖、死、細胞間コミュニケーションな

ど多細胞生物の細胞社会を制御する様々な機能を担っている。

これら遺伝子産物の欠損あるいは変異体の発現によって細胞は

組織を制御する仕組みから逸脱し、異常な増殖性、不死性、組

織破壊性などのがん細胞としての形質を獲得し、腫瘍を形成す

る。当該研究分野では、ゲノム情報、発現遺伝子のプロファイ

リング技術、プロテオーム解析、システムバイオロジー的解析

などの最新技術を用いて、がん細胞が組織環境の中で増殖、浸

潤、転移する性質を獲得する仕組みを明らかにしようとしてい

る。組織環境を制御する因子としては、特にプロテアーゼの役

割に注目した研究を展開している。蛋白質の機能は様々なプロ

テアーゼが関与するプロセッシングによって不可逆的な制御を

受けており、最終的には全ての蛋白質がプロテアーゼにより完

全に分解される。組織の機能もプロテアーゼによる多様な制御

を受けており、これらはがんだけでなく様々な病気の診断や治

療法の開発に応用できる可能性を持つ。

協力講座

感染遺伝学分野
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研究室のテーマは「癌」「免疫」「骨」である。実は、この３

つとも“TRAF6”と“NF-B”と呼ばれるタンパク質と深く関

連している。TRAF6はサイトカインのシグナルをその受容体

から受け取り、細胞内へ伝達し、核でのNF-Bによる転写活性

化を誘導する。ヒトには種々の骨代謝異常や免疫不全が原因の

重篤な疾患が存在するがそれと酷似した疾患がTRAF6や

NF-Bのノックアウトマウスで再現される。このことは

TRAF6/NF-Bシグナルが正常な骨形成と免疫の成立に必須

であることを示している。またNF-Bの異常な活性化は白血病

を始め多くの癌においてその発症や進展に重要な役割を担って

いる。研究室ではノックアウトマウスの作成及び解析や培養細

胞への遺伝子導入実験を駆使して癌化、免疫成立、骨形成にお

けるTRAF6/NF-Bシグナルの機能を分子レベルで解明する

とともに、その成果をヒトの疾患の診断治療に役立てることを

目標としている。詳細については以下のホームページを参照し

てください。

(http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/BunshiHatsugan/index.html)

キーワードはES細胞、組織幹細胞、生殖細胞、リンパ管であ

り、疾患に関わるような様々な遺伝子の機能を発生工学的な手

法を用いて細胞レベルならびに個体レベルで解析し、得られた

知見を医学へと還元することを目指している。具体的な研究内

容として、様々なステージの胚性幹細胞における自己複製能と

多能性維持機構の解析を行い、それぞれの胚性幹細胞が持つ「個

性」を明らかにするとともに同細胞の再生医療への応用の可能

性を探求している。組織幹細胞研究では、神経幹細胞の持つ自

己複製能や分化能の制御機序を明らかにすることを目的として

研究を進めており、特にRNAの選択的スプライシングに関与す

る遺伝子やエピゲノム修飾を司る遺伝子の役割に着目しながら、

神経発生の全容を明らかにすることを目指している。また、次

世代の作出を担う唯一の細胞であり、発生過程でゲノムが初期

化される特異な細胞でもある生殖細胞の発生制御機序をエピゲ

ノム修飾という切り口から解析しており、得られた知見の不妊

治療への応用も視野にいれている。さらに、リンパ管発生異常

を呈する突然変異マウスの原因遺伝子も連鎖解析手法を用いて

同定しており、血管と比較して未知の部分が多かったリンパ管

の発生分化および新生リンパ管の制御を司る分子機序について

も数々の新知見を得ることに成功している。加えて、上記まで

の研究を可能にする発生工学技術を更に高度化することも我々

「発生工学研究分野」が担う重要な研究課題である。教育面で

は個々の人の興味とユニークなアイデアを生かしながら活発な

議論をもとに柔軟に研究を行っている。URL:http://www.

ims.u-tokyo.ac.jp/cem er/HPidenshikinou/main.html

当研究室では、免疫学、分子生物学、細胞生物学、発生工学

など、基礎科学の知識や方法論を臨床医学と結びつけることに

より、新しい病気や治療法の発見など、先端医療の確立に貢献

することを最終的な目標としている。現在は臓器再生の鍵をに

ぎる細胞である「幹細胞」に焦点をあて、ES細胞、あるいは骨

髄、肝臓、精巣など、いろいろな組織・臓器に存在する幹細胞

を分離同定し、未分化性維持や多能性・可塑性の機構など、幹

細胞に共通な機構の解明を目指している。そこで得られた知見

をもとに幹細胞の分化と自己複製の制御法を確立することによ

り、臓器再生という新しい治療戦略につなげることが研究面で

の目標である。また、教育面では各人の興味・個性・能力を最

大限に発揮できる環境を準備し、生命科学の分野において創造

的な研究を発信し続けることのできる人材の育成を目指してい

る。URL：http://stemcell-u-tokyo.org/sct/

協力講座

発生工学研究分野
教 授 吉田 進昭

03-5449-5753

nobuaki＠ims.u-tokyo.ac.jp

幹細胞治療研究分野
教 授 中内 啓光

03-5449-5330

stemcell＠ims.u-tokyo.ac.jp

分子発癌分野
教 授 井上 純一郎

03-5449-5275

jun-i＠ims.u-tokyo.ac.jp

准教授 秋山 泰身

03-5449-5276

taishin＠ims.u-tokyo.ac.jp
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分野名にあるin silicoとは、生物学でいうin vivo（生体内）

やin vitro（試験管内）とのアナロジーで、シリコンチップ内と

いう意味である。すなわち、当研究分野では、コンピュータを

使って、ゲノム情報や遺伝子産物の機能解析を行うバイオイン

フォマティクスの研究を行っている。ヒトゲノム計画により、

全遺伝子産物のカタログはほぼ得られたので、次はそれらの産

物の機能を調べ、それらがどのように制御され、組み合わされ

ることで、生命現象が実現されているのかを探求するべきであ

り、その方向から医科学への貢献も行っていく。本研究分野で

は特にゲノムの塩基配列に書き込まれた情報をシステム生物学

的観点で解読する。コンピュータの素人の参入も歓迎する。

なお、医科学研究所内には他にもゲノムデータベース分野、

DNA情報解析分野などのバイオインフォマティクス関連研究

室があり、そこでの研究を望む方にも、できるだけの便宜を図

りたい。

研究室ホームページ http：//fais.hgc.jp/

我々の研究部では効率の良いレトロウイルスベクターによる

遺伝子導入法および発現クローニング法を利用したプロジェク

トを中心として、以下のようなさまざまなテーマで研究中であ

る。⑴ 細胞分裂と細胞分化の調節メカニズム。細胞が一回分裂

したときに細胞の運命が如何にして決定されるか ⑵ 造血器

腫瘍（白血病、骨髄増殖性疾患、骨髄異形性症候群）発症の分

子機構の解明。⑶マスト細胞、マクロファージ、顆粒球に発現

する新しい受容体ファミリーの役割の解明。⑷ シグナル伝達の

解析と分子標的療法の開発（特にFLT3、STAT3およびSTAT5

の研究を中心として）。研究室では、個々のメンバーが自分の力

を発揮できるように常に考えています。どうして と思うこと

を、つきつめて考える楽しみを共有しましょう。

ヘルペスウイルス科に属するウイルスは、牡蛎などの無脊椎

動物から、魚類、鳥類、ほ乳類などを含む脊椎動物に至るまで

幅広く分布しており、現在までに130種類以上のヘルペスウイル

スが発見されている。ヒトを宿主とするヘルペスウイルスは８

種類あり、神経疾患、粘膜性疾患、皮膚疾患、腫瘍性疾患といっ

た様々な病態を引き起こす。また、馬、牛、豚などの家畜や、

犬、猫などの伴侶動物には、それぞれ固有のヘルペスウイルス

があり、宿主に重篤な病気を引き起こす。このように、ヘルペ

スウイルスは、医学・獣医学領域において極めて重要な病原体

群といえる。当研究室では、ヘルペスウイルスのプロトタイプ

である単純ヘルペスウイルス、癌ウイルスであるEpstein-Barr

ウイルスをモデルとして、ヘルペスウイルスの増殖機構、生体

内での生存戦略、病原性発現機構の解明を試みている。これら

の基礎研究を通して、 ヘルペスウイルス感染症に対する制御

法の確立、 ウイルスを調教（改変）し、ヒト疾患に対する遺

伝子治療ベクターやウイルス療法などに利用することを目指し

ている。詳しくは、以下のホームページを参照してください。

(http：//www.ims.u-tokyo.ac.jp/Kawaguchi-lab/

KawaguchiLabTop.html)

ヒトゲノム計画が一段落し、これからは遺伝子の機能解析が

包括的に推し進められようとしている。遺伝子産物であるたん

ぱく質を理解し、取り扱うことは、21世紀の医学・生命科学を

研究する際に不可避である。たんぱく質解析分野では、さまざ

まな生命現象のしくみを、たんぱく質の構造と機能のかかわり

に視点をおいて研究していく。特に、細胞の増殖・分化・死、

あるいは病態におけるプロテアーゼの役割解明は主要研究テー

マのひとつである。また、質量分析計をはじめとするプロテオ

ミクスの先端技術に触れながら、次世代のたんぱく質解析法を

創成するための技術開発研究にも力を入れている。

研究室HP：http：//www.ims.u-tokyo.ac.jp/ohmiken/index.

htm

協力講座

たんぱく質解析分野
准教授 大海 忍

03-5449-5311

ohmi＠ims.u-tokyo.ac.jp

感染制御分野
教 授 川口 寧

03-6409-2070

ykawagu＠ims.u-tokyo.ac.jp

細胞療法分野
教 授 北村 俊雄

03-5449-5758

kitamura＠ims.u-tokyo.ac.jp

機能解析イン・シリコ分野
教 授 中井 謙太

03-5449-5131

knakai＠ims.u-tokyo.ac.jp
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エボラウイルスに感染するとなぜ人は死ぬのか 鳥インフル

エンザウイルスはなぜ人にも感染できるのか ウイルスにはま

だまだ多くの謎が隠されており、このような単純な疑問でさえ

も明確な答えは得られていません。

私たちが研究対象とするのはインフルエンザウイルスとエボ

ラウイルスです。現在進行中の研究テーマは、ウイルス粒子形

成機構の解析、ウイルスタンパク質と細胞因子との相互作用・

機能解析、強毒ウイルスの病原性獲得機構の解析、動物種を越

える伝播機序の解明、流行ウイルスの性状解析、ウイルスの人

工合成法の開発、新規ワクチン開発など、分子・細胞レベルか

ら個体・集団レベルの解析まで、多岐にわたります。研究テー

マは個々人の興味に合わせて自ら決定し、主に分子生物学的・

生化学的・病理学的・形態学的手法を用いて研究を進めていき

ます。

ウイルス学は、社会的に有用なだけでなく、サイエンスとし

ても未知の世界が広がる魅力的なフィールドです。興味のある

方は、ぜひ当研究室のホームページをご覧ください。

http：//www.ims.u-tokyo.ac.jp/virology/index.html

後天性免疫不全症候群（AIDS）が最初に報告されたのは1981

年です。原因のヒト免疫不全ウイルス（HIV-1）も1983年に発

見され、おおよそ四半世紀経ちますが、未だに有効なワクチン

は開発されていません。地球上で約4,000万人がHIV-1に感染

しており、毎日１万人以上が新たにHIV-1に感染していると推

定されています。

私たちはHIV-1を中心に、日本で重要なウイルス感染症を研

究しています。附属病院で患者さんの診療に当たる臨床医と基

礎研究をする研究者が入り混じって研究を進めているところに、

私たちの大きな特徴があります。良質の診療を基礎にしたHIV

-1感染症の病態解析を中心としたクリニックからベンチへの研

究と、ベンチでの研究成果をクリニックで活かす双方向の医科

学を目標としています。現在進行中の研究テーマは、個人個人

で病気の進行速度が異なる機序の解明を目標に、HIV-1特異的

細胞性免疫に関わる抗原提示とエフェクター細胞による抗原認

識の解析、血中ウイルス量を規定する宿主因子の解明、個人か

ら個人へと伝播することによってウイルスが受ける選択圧の解

析、あるいはHIV-1の薬剤耐性を早期診断するための新規シス

テムの開発などを行っています。その他、HIV-1感染症にしば

しば合併するウイルス感染症、重要な呼吸器感染症の鑑別診断

法の開発などを目指しています。私たちの診療・研究活動に興

味のある方は、ホームページをぜひご覧ください。

http：//www.ims.u-tokyo.ac.jp/didai/home.html

腫瘍細胞はゲノム構造の異常や、修飾の異常、さらには発現

調節の異常など、さまざまな異常をともなっている。このよう

な異常の一部は、遺伝的なものであり、残りの多くは後天的に

起こるものである。ではどのような遺伝的な要因が腫瘍発生に

関わっているのか、その要因がどのようにして腫瘍を発生させ

るのかを解明することは、診断や、治療、予防にとって重要で

ある。また後天的に起こる異常の中にも、腫瘍細胞の生存や増

殖、生物学的特性に関与する異常が含まれている。我々の研究

室では、ゲノムの視点からこれらを明らかにすることにより、

新たな治療法の開発や、効果的な治療法の選択など、臨床応用

を目指した研究を進めています。具体的には、１）大腸腫瘍の

発生に関与するWntシグナルの果たす役割を解明し、新たな治

療法を開発すること、２）遺伝性非ポリポーシス大腸癌の遺伝

子診断を通じて、腫瘍発生のハイリスク群となる患者を効率的

に見つけること、３）腫瘍に関わるゲノムワイドなヒストンの

メチレーションの役割とCancer Stem Cell維持のメカニズム

の解明、そして４）腫瘍の生存や増殖に関わる分子を標的とし

た、新たな治療薬開発を目指した研究を行っています。詳細は、

以下のホームページを参照して下さい。http：//www.ims.u

-tokyo.ac.jp/nakamura/furukawa/main furu.html

協力講座

臨床ゲノム腫瘍学分野
教 授 古川 洋一

03-6409-2100

furukawa＠ims.u-tokyo.ac.jp

感染症分野
教 授 岩本 愛吉

03-6409-2202

aikichi＠ims.u-tokyo.ac.jp

ウイルス感染分野
教 授 河岡 義裕

03-5449-5310

kawaoka＠ims.u-tokyo.ac.jp

准教授 野田 岳志

03-5449-5281

t-noda＠ims.u-tokyo.ac.jp

よこた
長方形

よこた
引き出し線
http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/virology/index.htmlに修正
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人の癌は単一の前駆細胞から多段階を経て発生、進展し、や

がて浸潤、転移能を獲得して宿主を死に至らしめる。この過程

で癌遺伝子、癌抑制遺伝子など発癌と進展の鍵となる分子群に

異常が生じ、さらにゲノム、エピゲノムの不安定性が加わって

DNA異常が加速度的に蓄積し、悪性形質が獲得される。従っ

て、この多段階発癌の分子機構を解明することは、人の癌の予

防、診断、治療を考える上で極めて重要である。我々の研究室

では、肺癌、消化器癌、泌尿器癌などを対象として、特に癌の

浸潤、転移、悪性化に注目し、細胞接着の破綻、異常の見地か

らその分子機構の解明に取り組んでいる。具体的には、肺癌の

新規癌抑制遺伝子として我々が同定した免疫グロブリン・スー

パーファミリー細胞接着分子TSLC1/CADM1とその経路の生

理的、病的意義を、分子、細胞、実験動物レベルでの基礎研究

と、人の腫瘍検体における分子病理学的研究の両面から明らか

にしたいと考えている。さらに、これらの分子機構に立脚した

癌の浸潤・転移抑制医薬品の開発の基礎研究を展開している。

また、タイ国コーンケン大学との共同で、肝吸虫感染により発

生する胆道癌の分子機構の解明と予防、診断マーカーの開発の

研究も行っている。趣味と実益を兼ねて、研究生活をたっぷり

楽しめる元気な若手研究者を求めている。

ホームページ

http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/hitogan/index.html

タンパク質をコードしない21-24塩基程度の「小さなRNA

（small RNA)」が、植物と動物の遺伝子発現の制御に大きな役

割を演じていることが明らかになったのは、つい最近のことで

す。small interfering RNA（siRNA）は、主にウィルス感染

やトランスフェクションなど、外因性の長い二本鎖RNAから作

られるsmall RNAであり、ウィルスなどの遺伝的侵略者から細

胞を防御する機能を果たしていると考えられています。これに

対し、micro RNA（miRNA）は、長いステムループ構造を持

つ前駆体としてゲノムにコードされ、進化的に保存されたsmall
 

RNAです。一つの種当たり200-1000個程度は存在し、遺伝子全

体の1/3以上を制御していると言われており、発生のタイミング

や形態形成、アポトーシス・細胞増殖や癌化、稔性など、非常

に重要な生物学的機能を緻密に制御していることが知られてい

ます。また最近では、repeat-associated siRNA（rasiRNA),

trans-acting siRNA（tasiRNA), Piwi-intereacting RNA

（piRNA),21-U RNA等、様々な機能を持つ（あるいは機能未

知の）small RNAが発見されています。

siRNAとmiRNAは、その由来こそ違いますが、共にRISC

（RNA-induced silencing complex）と呼ばれる、複数のタン

パク質と一本鎖のsmall RNAから成る複合体を通して、特異的

な標的遺伝子の発現抑制を行います。私達の研究室では、RISC

の形成過程とその機能に着目し、これらのsmall RNA経路がど

のようなメカニズムで働いているのかを解明することを目指し

ます。http://www.iam.u-tokyo.ac.jp/tomari/

タンパク質や核酸などの生体高分子は一定の立体構造に折畳

まれることによって機能します。したがって、生体高分子が働

くメカニズムを解明するためには立体構造を決定することが不

可欠です。Ｘ線結晶構造解析は分解能の高さと解析可能な分子

量の点において強力な立体構造決定法です。当分野では、細胞

内での分子間相互作用ネットワークや脂質二重膜を隔てた物質

輸送およびシグナルの入出力機構を原子分解能レベルで明らか

にすることを目的として、超分子複合体や膜タンパク質のＸ線

結晶構造解析と立体構造に基づいた機能解析を行っています。

これまでに関わってきた研究対象には、tRNAを基質とするタ

ンパク質合成に関わる酵素群、開口放出の制御因子群、Mgイオ

ン輸送体やタンパク質の膜透過装置などがありますが、それぞ

れの興味に応じて柔軟に対応していきたいと思っています。研

究室の情報については、当分野のホームページ（http://www.

iam.u-tokyo.ac.jp/srro/）も参考にして下さい。

協力講座

RNA機能研究分野
准教授 泊 幸秀

03-5841-7839

tomari＠iam.u-tokyo.ac.jp

人癌病因遺伝子分野
教 授 村上 善則

03-5449-5260

ymurakam＠ims.u-tokyo.ac.jp

超分子機能構造解析分野
准教授 深井 周也

03-5841-7807

fukai＠iam.u-tokyo.ac.jp
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本研究分野は、日本の基礎医学・生物学系研究所における唯

一の人文・社会科学系研究部門として、ヒトゲノム解析研究を

はじめ、医科学研究所で実施される様々な医科学領域の基礎研

究から臨床試験までが社会にもたらしうる影響を国際的な視野

から検証しています。従来、医科学研究と社会との接点といえ

ば、医科学研究政策と生命倫理政策のあり方に注目が集まって

いましたが、医療政策、福祉政策、労働政策、家族政策など他

の政策領域との関連を重視し、それらに立脚した提言を医科学

研究者集団、地域社会、国に対しておこなっています。昨年度

は、代理出産に関する国際的な比較調査（厚労省委託）や、遺

伝子検査ビジネスに関する東アジアの調査研究（JST）を実施し

たほか、オーダーメイド医療の実現に向けた計量経済学的実証

研究、医科学研究の倫理審査システムのあり方に関する比較文

化論的研究、ヒト試料の研究利用が患者・障害者に与える影響

に関する文化人類学的研究などに取り組んでいます。

また、科学の表象文化が一般市民の科学観・倫理観の醸成や

支持・不支持の態度形成に与えている影響については、あまり

検討されてきていません。芸術やサブカルチャーと医科学の関

係について、歴史的な視座から検証し、コレクションを整理す

るとともに、芸術的なアプーチからの実践についても尽力して

います。定期的に、若手研究者と倫理的な問題を議論するカ

フェ、芸術の現場に乗り込んで科学を語るカフェの実践などを

始めています。お気軽にぜひご参加下さい。

詳しくは http://www.pubpoli-imsut.jp/まで。

我々のミッションは、自らの研究成果（ベンチプロダクト）

を臨床（ベッドサイド）に応用していくことである。とくに、

CD26、β1インテグリン分子等のリンパ球表面分子の機能と構

造及びその臨床的意義やそのプロダクトの治療応用、核内レセ

プターをはじめとした転写因子の機能と構造の解析から創薬な

どの臨床応用への展開、に関してすでに成果をあげつつある。

さらに、癌幹細胞プロジェクトも新しくスタートし、新しい抗

癌剤及び抗癌療法の開発をも目標としている。このように、我々

の研究室は、いずれのプロジェクトに関しても、先端的基礎研

究からその成果の臨床応用まで一貫して取り組み、日本発の画

期的治療法を世界に向けて発信しようとしている。CD26抗体療

法に関しては、すでにフランスにてphase I/II Clinical trialが

スタートしている。我々とともにベンチからベッドまでの真の

トランスレーショナルリサーチを希求するチャレンジ精神旺盛

な学生の参加を歓迎する。詳細については以下のホームページ

を参照してください。

http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/cimmuno/index.html

近年の医療技術の進歩や新薬の導入にも関わらず、癌で亡く

なる人は依然増え続けています。我々は「癌を制圧する」とい

う大きな目的のために、様々なアプローチで研究を行っていま

す。

まず我々は 癌になりやすい体質」について研究を行っていま

す。数千人単位の人について一塩基多型（ゲノム上の一塩基の

違い）を網羅的に調べることにより、これまでに癌（食道癌、

大腸癌、慢性Ｂ型肝炎など）のなりやすさにかかわる遺伝子型

を複数発見しました。これらの成果により、遺伝子診断が病気

のリスク予測や予防に有用であることが実証されました。

もうひとつの研究テーマは癌化のメカニズムの解明と治療薬

の開発です。遺伝子の異常が蓄積することが癌化の原因ですが、

中でもp53は約半数の癌で異常がみられる最も重要な癌抑制遺

伝子です。我々はこれまで多くのp53下流遺伝子を単離し、新た

なp53の機能を明らかとしてきました。これらの解析を通して

癌化のメカニズムの解明を目指しています。また我々の研究室

では、1000以上の癌検体について遺伝子発現情報を解析しデー

タベース化しています。これらを用いて癌組織で特異的に活性

化され、癌細胞の生存に不可欠な分子を同定し、これを標的と

した治療薬（低分子化合物、抗体医薬、核酸・ペプチド医薬）

やがんワクチンの開発も進めています。

我々は10年以上前からオーダーメイド医療という言葉を提唱

し、現在の医療では成し得ていない、患者一人一人の個性に応

じた医療の実現」を目指してきました。そしてようやくその成果

が臨床現場で応用できるところまで来ています。詳細な情報に

ついては、ホームページ（http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/na
 

kamura/main/top.html）を参照して下さい。

協力講座

公共政策研究分野
准教授 武藤 香織

03-6409-2079

krmt＠ims.u-tokyo.ac.jp

免疫病態分野
准教授 田中 廣壽

03-5449-5547

hirotnk＠ims.u-tokyo.ac.jp

シークエンス技術開発分野
准教授 松田 浩一

03-5449-5376

koichima＠ims.u-tokyo.ac.jp
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生命現象は、高度に組織化された、特異的分子間相互作用に

よって構成されています。当研究室では、このような特異的相

互作用の本質を実験的立場から議論することを目指し、さまざ

まな手法を用いて解析を進めるとともに、その解析の基盤とな

る技術を開発しています。 また、疾病関連蛋白質群の分子マ

シーナリーを構造学的・物理化学的な側面から解明することを

目指した研究も展開しています。蛋白質が関与する特異的・半

特異的・非特異的相互作用の分子機構の解明、新規な相互作用

の発見、そして相互作用を官能基レベルでデザインすることを

目指しています。低分子創薬、抗体医薬、材料開発への展開を

強く指向しています。

次世代の生命科学研究における中核の一つとして注目されて

きたプロテオミクス研究は、超高感度ショットガン解析を可能

とする次世代型質量分析システムの登場により、数千のタンパ

ク質の動態を一度に俯瞰することができるようになってきてい

ます。ゲノム科学の進展によって得られた大量の遺伝子配列情

報を基に、細胞内タンパク質の全体像（プロテオーム）の計測

や翻訳後修飾によるタンパク質相互作用ネットワークの動的な

制御機構の解析を通して、疾患発症に関与する生命システムの

作動原理の解明を目指しています。

詳しくはHP：http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/mpl/top.htmlを

ご覧下さい。

当分野は、2008年12月に東京大学グローバルCOEプログラム

「ゲノム情報に基づく先端医療の教育研究拠点－オーダーメイ

ド医療の実現と感染症克服を目指して」の戦略的ユニットとし

て設立されました。

当分野では、ヒト癌の過半数を占める消化器癌、特にわが国

の国民病とも言われる“ウイルス性肝炎、そして肝癌”という

典型的かつ普遍的である“感染から発癌”というプロセスを主

な対象として、ヒトおよび病原体のゲノム情報を駆使し、臨床

に立脚した質の高い、独創的な研究を推進、GCOEプログラムの

基盤となっている「ゲノム」と「感染症」を統合し、オーダー

メイド医療の実現を目指しています。

現在の研究テーマとして、１）Ｃ型肝炎における肝硬変進展・

肝癌感受性に関連するSNPと疾患関連遺伝子の同定と機能解

析、２）Ｂ型肝炎ウイルス感染による新たな発癌メカニズムの

解明、３）肝発癌に関連するB型肝炎ウイルスＸ領域の遺伝子変

異・アミノ酸置換の同定と機能解析、４）肝発癌に関連するＣ

型肝炎ウイルスコア領域の遺伝子変異・アミノ酸置換の同定と

機能解析、５）インターフェロン治療抵抗性Ｃ型肝炎ウイルス

側因子の解明、６）インターフェロン誘導遺伝子のＣ型肝炎ウ

イルス増殖抑制における役割の解明、７）肝癌細胞における

CD26機能の解明と抗CD26抗体による新たな肝癌治療の可能性

の検討、８）炎症・発癌に関わる肝特異的microRNAの発現調

節機構の解明、などを展開しています（http://www.ims.u-

tokyo.ac.jp/udcgm/）。

協力講座

疾患蛋白質工学分野
教 授 津本 浩平

03-5449-5316

tsumoto＠ims.u-tokyo.ac.jp

准教授 尾山 大明

03-5449-5469

moyama＠ims.u-tokyo.ac.jp

次世代型質量分析システムを用いたショットガンプロテオミクス解析

疾患制御ゲノム医学分野
特任准教授 加藤 直也

03-6409-2335

kato-2im＠ims.u-tokyo.ac.jp
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手術や放射線治療、薬物治療の技術が進歩しているにもかか

わらず、がんによる死亡率が増加の一途をたどる現況において、

あらゆるがんを完治させるには、既存の治療法とは異なる革新

的な治療アプローチが必要です。私たちは、がん細胞のみで複

製することができるウイルスを利用した「ウイルス療法」のト

ランスレーショナルリサーチを実践しています。特に、単純ヘ

ルペスウイルスⅠ型（HSV-1）の遺伝子を人為的に変異させ

て、がん治療に安全に適用できる遺伝子組換えHSV-1を開発し

ています。三重変異を有する第三世代のがん治療用HSV

-1（G47Δ）を用いて、世界に先駆けた臨床試験を進めていま

す。一方で、バクテリア人工染色体と組換え酵素系を利用して

遺伝子組換えHSV-1作製システムを開発し、G47Δの基本骨格

にさまざまな遺伝子やプロモータを挿入して、特殊な機能を付

加した新規の遺伝子組換えウイルスを作製しています。ウイル

ス感染や複製が細胞の防御機構や自然免疫に左右される一方、

体内でウイルスががん細胞を破壊すると効率よく抗腫瘍免疫が

誘導されるなど、私たちの研究は免疫とも密接に関わっていま

す。また、ヒトの悪性脳腫瘍組織から、がん幹細胞を分離培養

して、がん幹細胞の特性解明や根絶法の開発研究も行っていま

す。

当研究室では、附属病院の医師と研究者が一緒になって、実

際に明日のがん治療に役立つ先端的な研究成果の創出をめざし

ています。個々の興味とアイディアを研究テーマに反映させな

がら、基礎と臨床を橋渡しする先端的開発研究を実践します。

我々の研究グループでは生命活動を支えるシグナル伝達機構

の理解と、それに基づく難治性疾患の克服を目指しています。

それ故に、ある特定の疾患に拘泥することなく、真に新たな知

見を求めて、広く細胞機能を制御するシグナル伝達機構全般を

その研究課題としています。具体的には、細胞機能制御の破綻

として発症する癌、発生発達障害や免疫・神経筋疾患等に重要

なシグナル伝達機構に関して、未知のシグナル分子やシグナル

経路を同定し、生理学的もしくは病態生理学的な視点から、そ

れらの機能と作用機構の解明を進めています。また、その成果

として得られた知見については、動物モデルや臨床検体を用い

た研究を通じて臨床応用への展開を図っています。実際、我々

は神経筋シナプスに必須のDok-7シグナル経路を発見し、その

知見に基づく研究からDOK7型筋無力症と新たな病原性自己抗

体陽性の重症筋無力症を発見しています。さらに、現在、これ

らの疾患に対する全く新しい治療法の基礎研究を進めています。

しかしながら、我々の第一義的な目標は真に新たな知見を得る

事にありますので、疾病にかかわる事象のみにとらわれること

なく、グループに属する各々が個々の課題の本質を捉えること

のできる研究グループとして発展・成長すべく、日々の努力を

続けています。

より詳しい情報を御希望の場合は、以下のホームページを御

覧下さい。

http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/genetics/html/home.html

当研究室では、分子生物学や生化学の研究手法を駆使し、細

胞運命（増殖、分化、死など）の決定に極めて重要なシグナル

伝達システムであるMAPキナーゼ（MAPK）カスケードの研究

を行っています。哺乳類細胞には、増殖因子によって活性化さ

れ、主に細胞増殖に作用するERK経路と、様々な環境ストレス

刺激（紫外線、放射線、オキシダント、高浸透圧、熱ショック

など）によって活性化され、細胞周期停止╱アポトーシスや炎

症を惹起するp38経路およびJNK経路という、少なくとも３種

類のMAPK経路が存在します。

これら複数のMAPK経路が、刺激に応じて正しく制御される

協力講座

先端がん治療分野
教 授 藤堂 具紀

03-6409-2142

toudou-nsu＠umin.ac.jp

腫瘍抑制分野
教 授 山梨 裕司

03-6409-2115

yyamanas＠ims.u-tokyo.ac.jp

分子シグナル制御分野
教 授 武川 睦寛

03-5449-5307

takekawa＠ims.u-tokyo.ac.jp
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ことで、人体の恒常性が維持されており、一方、その制御異常

が、癌、アレルギー・自己免疫疾患、糖尿病や神経変性疾患な

どの疾病発症に繋がることが知られています。私達は、MAPK

経路の活性制御機構と生理機能、および疾病との関連を分子レ

ベルで解き明かし、さらにMAPK経路をターゲットとした分子

標的薬剤を開発して疾患治療に役立てることを目標に研究を進

めています。

当研究室ではこれまでに、p38/JNK経路を制御する新たな分

子として、MTK1やPP2C等の蛋白質リン酸化/脱リン酸化酵

素、ストレス応答のメインスイッチとも考えられるGADD45関

連分子など、複数の遺伝子を同定し、その生理機能と疾患にお

ける制御異常を解明してきました。また、SUMO化・ユビキチ

ン化によるERK経路の活性調節や、ストレス顆粒と呼ばれる

mRNA-蛋白質複合体による細胞死の制御など、新たなシグナ

ル伝達制御メカニズムを見出しており、癌や神経変性疾患を始

めとする疾病との関わりを明らかにすべく研究を進めています。

近年、発生過程のみならず、成体組織においても様々な組織

幹細胞と呼ばれる幹細胞が存在し、生体の恒常性の維持に寄与

することが明らかとなってきています。組織には様々な分化し

た細胞が存在し、組織特有の機能を発揮する一方で、幹細胞を

取り巻く一部の細胞はニッチと呼ばれる微小環境を形成し、幹

細胞の未分化性の維持や分化の制御を担っていることが分かっ

てきました。肝臓には肝機能の大部分を担う肝細胞と、胆汁を

排出するための胆管を構成する胆管上皮細胞の２つの上皮細胞

が存在しますが、これらの細胞は発生過程では肝芽細胞と呼ば

れる共通の幹╱前駆細胞から分化してくることが知られていま

す。一方、成体の肝臓は元来再生能の高い臓器として知られて

いますが、重篤な肝障害時には幹細胞システムを介した肝再生

が起こるものと考えられています。これまで肝臓に存在する幹

細胞の実体については長い間不明でありましたが、近年、マー

カー分子の同定とセルソーターを用いた解析ならびにin vitro

での幹細胞培養系や分化誘導系の開発により、それらの性状が

明らかとなりつつあります。当研究室では肝臓に存在する幹細

胞システムに着目し、主にフローサイトメトリーによる細胞分

離や細胞培養、遺伝子改変マウスを用いた解析により、その発

生過程や再生過程における役割を明らかにするとともに、幹細

胞の維持や分化に関わる細胞内外からの制御機構を細胞および

分子レベルで明らかにすることを目指しています。

協力講座

幹細胞制御研究分野
准教授 田中 稔

03-5841-0472

tanaka＠iam.u-tokyo.ac.jp
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全ての細胞内蛋白質は、同じ素材から合成されているにも関

わらず、固有の半減期をもってターンオーバーし、その寿命は

千差万別（数分から数ヶ月と１万倍以上）である。この蛋白質

の動的な仕組みは、ユビキチン（蛋白質分解のマーカー分子）

とプロテアソーム（真核生物のATP依存性プロテアーゼ複合

体）からなる巨大な細胞内装置が担っている。ユビキチン・プ

ロテアソームシステム（UPS）は、多様な生体反応を迅速に順

序よく一過的にかつ一方向に決定する合理的な手段として、細

胞周期・アポトーシス・代謝調節・免疫応答・シグナル伝達・

転写制御・品質管理・ストレス応答・DNA修復など生命科学の

様々な領域で中心的な役割を果たしている。このように蛋白質

分解は、ゲノム情報を増幅し制御することによって生命科学の

新しいパラダイムを構築しつつある。他方、最近、UPSの破綻

によって発症する癌・免疫疾患・神経変性疾患などの重篤疾病

が急増している。従ってUPSの基礎と病態生理に関する研究

は、病気から健康を守る研究に不可欠である。当該研究室では、

UPSについて分子から個体レベルまで包括的研究を遂行し、生

命活動の新しい原理を確立しようとするものである。

（http：//www.rinshoken.or.jp）

生物の生存と遺伝において、遺伝情報の正確な倍加（DNA複

製）と娘細胞への伝達はもっとも基本的な生命現象の一つであ

る。これが保証されないと、生命は存続できないことはいうま

でもないが、その過程に異常が生じると、遺伝情報の誤りの蓄

積、ゲノムの不安定化がもたらされ、種々の疾患の原因となる。

私達は、このDNA複製の分子機構について主に３つの側面から

アプローチしている。第一は、ゲノム上に50-100kbに１個存在

すると予想される複製開始領域およびそのS期内での活性化の

タイミングのゲノムワイドプログラム（複製プログラム）の解

明である。第二は、複製プログラムを規定する分子メカニズム

の解明である。具体的には、複製起点における複製複合体の形

成と構築の分子機構の生化学的解析、細胞系列、発生段階など

で変動する複製プログラムの可塑性のメカニズムの解明を目指

す。第三は、DNA複製の障害を感知し、それを除去あるいは回

避し、最終的にゲノム全体の安定な伝播、維持を可能にしてい

るメカニズムの解明である。また、DNA複製は、染色体分配、

組換え、修復などと密接に連動しており、異なる染色体イベン

トに関与する因子間の物理的・機能的相互作用の解析に基づき、

染色体サイクル制御機構の全体像の解明に迫るとともに、染色

体サイクル制御異常と細胞がん化や疾患の関連について探索す

る。私たちはこれらの目的を達成するために、分裂酵母、動物

細胞、胚性幹細胞、マウスモデルシステムなど多様な材料を用

いて研究を進めている。このような研究を通して、細胞増殖分

化の根幹である染色体の安定維持、変動の分子基盤を解明し、

その異常と疾患や老化との関連、さらに、染色体制御因子を標

的とした創薬や、新規細胞治療技術の開発をめざす。

(http://www.rinshoken.or.jp/org/CB/index-jp.htm）

脂質は蛋白質、核酸、糖質と並ぶ重要な生体構成成分であり、

脂質の代謝が正常に作動しなければ生命は成り立たない。脂質

は栄養素として最大のエネルギー源であり、また細胞膜の主要

構成成分であるが、情報伝達分子としての脂質の機能は一般に

十分理解されているとは言い難い。膜リン脂質は情報伝達物質

の貯蔵庫であり、細胞外シグナルに応じて適宜リン脂質代謝酵

素群により分解代謝され、ここから種々の生理活性脂質が産生

される。私達は、これら膜脂質代謝に関わる酵素群の動態、機

能、活性制御機構を分子、細胞、個体レベルで解明し、細胞膜

情報伝達における脂質代謝ネットワークの重要性と位置づけを

明らかにすることを目的としている。細胞・個体レベルの生命

現象における各酵素の生理機能を解明し、これを体系化するこ

とにより、特に代謝疾患（メタボリックシンドローム）、アレル

ギーを含む炎症免疫疾患、癌、脱毛症、不妊症などの「医学的

解明・解決への社会的関心が高い病態」に脂質代謝ネットワー

クの量的・質的な異常が如何に関わっているかを明らかにする

ことを目指す。具体的には、脂質代謝に関わる酵素群の遺伝子

改変マウスの解析を基軸に、リピドミクスによる脂質分子の網

羅的解析技術を展開して、それぞれの酵素が固有に関わる疾患

とそれに関連する脂質代謝ネットワークの全体像を包括的に解

明することを目標としている。

(http://www.rinshoken.or.jp/P/)

平成23年４月より臨床研、神経研、精神研の３研究所が統合

され、東京都医学総合研究所にとして新たに発足し、下記の場

所の新研究棟で研究を行なっています。

所在地 〒156-8506東京都世田谷区上北沢二丁目１番６号

電 話 03-5316-3100（代表）

准教授 村上 誠

03-5316-3228

murakami-mk＠igakuken.or.jp
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合成生物学は、生物の既知の構成成分（遺伝子やタンパク質）

を用いて、それらをより次元の高い階層・ネットワークへと人

工的に統合することにより、新規の生物学的機能またはシステ

ムの設計・構築を目指す、新しい科学と工学の融合研究領域で

す。我々は、『知る生物学、操る生物学から、創る生物学へ』を

モットーに、タンパク質分子の部分と全体の関係に焦点を当て、

合成生物学的視点から、部分の統合による人工タンパク質の改

良・創製研究を理論と実験の両面から進めています。具体的な

課題としては、独自開発の計算手法であるクロスプロファイリ

ング法を用いたタンパク質の分子進化の解析、エネルギー地形

探索に基づく人工タンパク質設計ソフトウエアの開発、ファー

ジディスプレイ法等の進化分子工学によるタンパク質の構造化

と機能化、薬剤耐性遺伝子の耐性獲得機構の解析、組換え大腸

菌を用いた医療用人工タンパク質の合成と解析、cDNAディス

プレイ法による診断薬の開発、効率的変異導入法の開発、非イ

ムノグロブリン骨格を有する創薬シーズ探索用ライブラリの構

築、人工タンパク質をもちいたバイオ医薬製造管理技術の高度

化、などを行っています。これらを通じて、生物システムの俯

瞰的な理解と工学的価値のある産業応用シーズの提供を目指し

ています。大学とは異なる雰囲気の国立研究所の中で少し変

わった学生生活を過ごしてみたい人の入学を歓迎します。詳細

はホームページを参照ください（「東大 本田研」で検索 ）。

http://unit.aist.go.jp/biomed-ri/biomed-mcb/ci/honda lab/

微生物を利用した物質生産を目指し、合成生物学分野におけ

る技術開発 ―遺伝子パーツデザイン（酵素の探索・改良）から

システム開発（微生物宿主の創成）まで― を包括的に行っている。

メタゲノミクスによる新規酵素の探索

環境中の微生物の大半は実験室での培養が困難な「難培養性

微生物」である。我々は環境から抽出した微生物ゲノムを直接

解析するメタゲノミクスの手法により、従来の培養に依存した

方法では入手困難な新規酵素の取得を行っている。Curr Opin
 

Biotechnol 20:616-22(2009);ISME J 3:1335-48(2009);Envi-

ron Microbiol 9:2289-97(2007)

進化分子工学による酵素機能改変

酵素を工業利用する際に、その物理化学的な脆弱性や副反応

などが実用化の妨げとなることが多い。我々は、進化分子工学

の基盤技術開発とそれを駆使した酵素・生体機能改変を行なっ

ている。J Biol Chem 281:10236-42 (2006);Trends Biochem
 

Sci 26:100-6(2001);J Mol Biol 297:1015-26(2000)

リボソーム工学による宿主機能改変

様々なニーズにあった宿主をカスタムデザインすることを目

的に、リボソームを対象とした大規模な改変を行っている。ま

たリボソーム改変研究を通じ、リボソームの未知機能解明も

行っている。Nat Commun 2:549 (2011)

詳細は、ホームページを参照されたい。

http://staff.aist.go.jp/miyazaki-kentaro/group/index.html

～RNAが合成されて機能するまで～ RNAはその鋳型であ

るDNAから転写された後、多岐にわたる加工プロセスを経て機

能をもったRNAへと成熟化されます。富田研究室では、RNAが

合成され、最終的に機能をもったRNAへと成熟化される一連の

“RNAプロセシング”過程に注目し、この過程に関わる蛋白

質、蛋白質複合体装置の“機能”、“構造”、“進化”、そして“制

御”の詳細な分子機構を明らかにすること目指しています。具

体的にはRNA合成、RNAの代謝、RNAの成熟化、RNAの機能

付加に関わる酵素複合体に注目し、それらの蛋白質、蛋白質複

合体の詳細な反応分子機構、分子認識機構、分子進化、制御機

構の解明を、生化学、遺伝学、分子細胞生物学、構造生物学的

手法を用いて多角的に明らかにする以下の基礎研究を推進して

います。

１.鋳型非依存的RNA合成酵素の
反応の分子基盤

ポリＡ付加酵素やCCA付加酵素など、核酸性の鋳型を用いず

に特定の配列を合成する典型的な鋳型非依存的RNA合成酵素

の反応分子機構解析を分子生物学的手法、構造生物学的手法を

取り入れて研究を進めています。これらの研究から核酸（RNA）

の機能が蛋白質へ写し取られた進化分子基盤をも明らかにする

ことを目指しています。

２.ウイルス由来RNA合成酵素の
反応の分子基盤

ウイルス由来RNA依存的RNA合成酵素のうち、その機能発

教 授 富田 耕造
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kozo-tomita＠aist.go.jp
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(産業技術総合研究所）

教 授 本田 真也
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教 授 宮崎 健太郎
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現に宿主の蛋白質合成に関わる翻訳因子を必要とするRNA合

成酵素の複合体形成機構や制御機構解析を分子生物学的手法、

構造生物学的手法を取り入れて研究を進めています。これらの

研究から宿主翻訳因子によるウイルスRNA合成酵素の制御機

構を明らかにすると同時に、翻訳因子の起源をさぐることをも

目指しています。

３.高次生命現象発現に関わる鋳型非依
存的RNA合成酵素の制御分子基盤

細胞内外刺激に応答して特定のmRNAの発現を制御したり、

発生―分化をコントロールする低分子RNAの代謝発現を制御

することが報告されている、特殊な鋳型非依存的RNA合成酵素

群の反応制御分子機構の解析を分子生物学的、構造生物学的手

法を用いて研究を進めています。これらのRNA合成酵素複合体

のコンポーネントの解析、複合体形成機構解析、制御機構解析

は、医療、創薬への利用に向けた基盤となると期待できます。

発表論文： . 2012, 19, p229.

2011,19,p232. 2010,

107,p15733. 2009, 28,p3353. 2008, 27,

p1944. 2007, 449, p867. 2006, 25, p5942.

2006,443,p956. 2004,430,p700.

Web site:http://unit.aist.go.jp/brf/MGF/tomita.htm

地球上のほとんどすべての生物には、地球の自転周期に一致

した約24時間周期の概日（サーカディアン）リズムを刻む体内

時計が存在している。哺乳類の時計遺伝子が初めて発見されて

から10年余りが経過し、体内時計のリズム発振機構が、時計分

子間の転写調節を中心としたフィードバックループモデルに

よって説明できるようになってきた。哺乳類における体内時計

の中枢は、脳内視床下部の視交叉上核に存在しているが、時計

遺伝子の発現は肝臓や心臓、血球細胞に至るまでほぼ全身にお

いて認められ、培養細胞においても自律的なリズムを刻む体内

時計の存在が明らかとなっている。一方、体内時計は、睡眠障

害やうつ病などの精神疾患や、癌、糖尿病や肥満、高血圧といっ

た生活習慣病の発症とも深い関係にあることが明らかとなって

きたが、その詳細な分子メカニズムについては未だほとんど解

明されていない。我々は、体内時計のリズム発振機構とともに、

睡眠障害や生活習慣病などの疾患発症と体内時計の関連につい

て、時計遺伝子を中心とした分子メカニズムの解明を目指して

研究を行っている。さらに我々は、食を中心とした生活習慣に

よる生体リズムの積極的操作を目指し、疾患の予防・改善や時

間薬理学、時間栄養学分野へ貢献したいと考えている。

ヒトの身体は約60兆個の細胞からなり、タンパク質、核酸、

糖鎖、脂質などさまざまな生体物質の総合システムとして生命

活動を営んでいる。タンパク質はそのライフサイクルの間、様々

な修飾、移動、品質管理を受けるが、これらの作業を行うのも

またタンパク質で、そのシステムは極めて複雑かつ精緻に制御

されている。本連携講座では、電子を数十億電子ボルトまで加

速して得られる強力な放射光Ｘ線を駆使し、結晶構造解析によ

り、これら生体物質、特にタンパク質複合体の原子レベルでの

作用機序を解明することでシステムとしての細胞を理解するこ

とを研究の目的とする。

タンパク質の翻訳後修飾、生体物質の細胞内輸送

リボソームによって新しく作られたタンパク質は、真核生物

の場合糖鎖、脂質、リン酸などが付加されたり（翻訳後修飾）、

他のタンパク質や核酸と複合体を形成し、細胞内外のあるべき

場所に輸送されて、初めてその本来の役割を果たせるようにな

ることが多い。タンパク質の糖鎖修飾はタンパク質のフォール

ディング、細胞間接着、免疫、シグナル伝達など様々な生命現

象で重要な役割を果たしている。有核細胞における糖タンパク

質糖鎖の付加と成熟は、糖転移酵素、糖加水分解酵素などの複

雑な反応系がそれぞれ固有のオルガネラに分布し、合成・分解

反応を行うことで達成されている。そのためには、ドナー、ア

クセプターなどがそれぞれのオルガネラに供給され、反応生成

物は次の反応のために的確に次のオルガネラに運ばれなければ

ならない。その際、輸送レクチンによる糖タンパク質の認識や、

アダプタータンパク質などによる輸送小胞への集積において、

糖鎖やタンパク質間の相互作用が極めて重要である。また、こ

のようにして運ばれた分泌タンパク質はその糖鎖部分がター

ゲットタンパク質と相互作用することでその機能を発揮するこ

とが多い。

我々のグループでは、オルガネラ間の物質輸送を担うタンパ

ク質小胞輸送（図１、Nature 415,937,2002；Nature Structural
 

Biology, 10, 386, 2003；Nature Structural Biology, 9, 527,

2002；PNAS,103,15416,2006)、受容体リサイクリングにおけ

るユビキチン認識（図１、J.Biol.Chem.279,7105,2004；

Genes Cells,10,639,2005；Nature Struc.Mol.Biol.13,272,

2006；Nature Struc.Mol.Biol.13,1031,2006)、小胞輸送とは

独立な脂質の選別輸送（PNAS,105,488,2008）などに注目し

て構造・機能解析を行っている。また、糖鎖関連タンパク質に
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関しては、細胞内輸送とも密接に関連している糖鎖修飾システ

ムの他、糖鎖異常が感染症、がん化、先天性の重篤な病因となっ

ているタンパク質について国内だけでなく、英国、米国、ノル

ウェー、イタリア、インド、オーストラリアの細胞生物学、医

学、薬学系グループとの共同研究による機能解析の結果を総合

して、タンパク質のライフサイクルを原子・分子・細胞レベル

で明らかにし、さらには病因の分子レベルでの理解を通じて治

療や新しい薬の開発につながることを目指している（J. Biol.

Chem.280,469,2005；J.Biol.Chem.281,10410,2006；J.Biol.

Chem. 281, 35884；2006；J. Biol. Chem. 282, 18497, 2007;J.

Biol.Chem.282,28246,2007）。

放射光Ｘ線結晶構造解析ビームライン

当研究所では２つの放射光リングに複数のタンパク質結晶構

造解析用ビームラインを設置・運営し、国内外の研究者の共同

利用支援を行っている。最近完成したAR-NW12A、BL-5Aお

よびBL-17Aのビームラインでは、20分から30分程度でひとつ

のデータセットが収集でき、タンパク質の立体構造が決定でき

るという世界最高レベルの実験施設が整っている（図２）。現

在、これらのビームラインの高度化に加えて創薬ビームライン

（AR-NE3A）および最新の低エネルギービームライン（BL-

1A）の開発と建設も行いながら、システム構造生物学の結晶構

造解析研究を行っている。

ＵＲＬ：http：//pfweis.kek.jp

現在、世界の死亡原因の約３割が感染症であり、今後その割

合は急上昇する恐れがある。近年、エイズ、SARS、インフルエ

ンザを初めとする新興ウイルス感染症が次々と現れているから

である。我々の研究室では、新興ウイルス感染症であるエイズ

と成人T細胞白血病を引き起こすヒトレトロウイルス (HIV、

HTLV)およびそれに近縁であるウシレトロウイルス(BLV)

の完全な制圧システムの確立を目指している。これらの高度に

進化したレトロウイルスにのみ認められる調節遺伝子およびア

クセサリー遺伝子群に焦点をあて、それらの遺伝子産物と相互

作用する細胞内因子の作用機序の解明を通じて、レトロウイル

スの感染と増殖の新たな制御機構の発見とそれを標的にした抗

ウイルス薬の開発を行う。また、ウイルスに抵抗性を示す宿主

遺伝子の検索、ケミカルバイオロジー研究的アプローチによる

ウイルス制御分子の探索、分子イメージング技術を用いたウイ

ルスの体内動態と細胞内動態の解析、ウイルス蛋白質―細胞内

因子との相互作用を可視化する新技術にも挑戦している。この

ようなレトロウイルス研究から得られた新知見を他のウイルス

および細胞の普遍的な増殖制御機構の解明に役立てることを目

指す。(http：//www.riken.jp/r-world/research/lab/spunit/

viral/)

図２.タンパク質結晶構造解析用ビームライン BL―５Ａ

図１.Human GGA:a new class of adaptor proteins

感染制御分子機能解析分野
(独立行政法人理化学研究所）

教 授 間 陽子

048-462-4408

aida＠riken.jp

准教授 竹嶋 伸之輔

048-462-4420

takesima＠riken.jp

RIKEN

連携講座
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主なテーマ：

１.HIV-1によるエイズ発症機構の解明と創薬の開発

２.ヒト・ウシレトロウイルスによる白血病発症機構の解明と

制御方法の確立

３.インフルエンザウイルスの複製機構の解明と創薬の開発

がん分子標的治療薬の探索・開発研究が、抗がん剤開発にお

いて中心的な役割を担うようになっています。がん分子標的治

療薬の臨床導入が進むにつれ、その有効性が明らかになり、ま

た比較的軽微な副作用などから、がん分子標的治療薬への期待

はますます大きなものとなっています。当研究分野では、新し

いがん分子標的治療法の開発を目指し、標的となりうるがん転

移関連分子、キナーゼ（藤田担当）、がん細胞の環境適応機構（冨

田担当）、がん細胞のテロメア制御機構、がん幹細胞（清宮担当）

といった多岐にわたる基礎研究を展開しています。そして、そ

の成果を基盤とした創薬研究に取り組んでいます。

当研究室では、がん分子標的治療薬創製に向けた基礎研究・

創薬研究として、以下の３つのテーマを中心に研究しています。

１）多くの転移がんは血小板凝集を誘導します。出来上がった

凝集塊は物理的に毛細血管に塞栓を形成し、これが転移形成の

第一歩となります。我々は転移がん細胞表面に発現している血

小板凝集促進因子を同定し、Aggrusと命名しました。この転移

促進分子Aggrusの機能を阻害する抗体や低分子化合物を創製

し、抗転移薬として臨床応用することを目指しています。２）

がんなどにおける細胞の生存・増殖の際には、AktやPimキナー

ゼを中心とした生存増殖シグナル伝達系の異常活性化が起きて

います。我々は、これらキナーゼの活性制御因子の同定・解析

を進めています。３）がん分子標的治療薬は劇的な治療効果を

あげますが、すぐに治療効果が認められなくなるといった獲得

耐性が生じることが臨床上問題となっています。我々はこの獲

得耐性の分子機構解析を通じ、より有効ながん分子標的治療薬

の創製を目指しています。

（http://www.jfcr.or.jp/chemotherapy/department/

fundamental/index.html）

当研究室では、数万種類の遺伝子の発現量を一度に測定する、

マイクロアレイによる遺伝子発現解析技術を基盤技術として、

がん分子標的治療の研究を推進しています。特に、がんに特徴

的にみられる生体内での増殖環境―微小環境―に着目し、がん

微小環境選択的な分子標的治療法の開発研究に取り組んでいま

す。生体内においてがん細胞は、低酸素やグルコース欠乏といっ

た劣悪な微小環境で生き延びるため、正常細胞とは異なる代謝

機構を備えるとともに、環境ストレスに対して適応応答し、自

らを保護しています。そこで本研究室では、遺伝子発現解析技

術を応用し、低酸素やグルコース欠乏などに対する適応応答を

中心に、生体内における増殖環境へのがん細胞の適応応答の解

析を行っています。そして、微小環境におけるがん細胞の適応

応答を制御しがん細胞を選択的に死滅させる、新しい分子標的

治療法の開発を目指して研究を進めています。一方で、臨床検

体等での遺伝子発現解析を通じ、分子標的薬の有効性を予測し

診断する方法の開発研究や、治療抵抗性がんに対して有効な分

子標的を同定し治療法の開発に応用展開するための研究にも取

り組んでいます。

(http://www.jfcr.or.jp/chemotherapy/department/genome/

index.html）

当研究室は、がん細胞の普遍的性質である「不老不死性」お

よびがんの起源となる「がん幹細胞」に焦点をあて、その機構

解明と創薬応用を目指した基礎研究を推進しています。

１）細胞老化の時限装置として働く染色体末端構造、テロメア

に着目しています。テロメア合成酵素テロメラーゼの阻害剤や、

テロメア４重鎖（G-quadruplex）リガンドなど、がん細胞のテ

ロメア再生機構を破綻させる化合物の同定・創製を起点に、新

たながん分子標的治療法の開発を目指しています。

２）テロメラーゼの機能促進因子タンキラーゼに関する細胞生

物学的研究を進めています。タンキラーゼは発がんや幹細胞制

御に寄与するWnt/β-カテニンシグナルの促進因子でもあり、

革新的制がん創薬シーズとしてその阻害剤開発も進めています。

３）近年罹患率が急増している前立腺がんに着目し、その治癒

を阻む要因と考えられるがん幹細胞およびアンドロゲン受容体

シグナリングの機構解析・新規阻害剤探索を進めています。

(http://www.jfcr.or.jp/chemotherapy/department/

molecular biotherapy/index.html)

教 授 藤田 直也

03-3570-0468

naoya.fujita＠jfcr.or.jp

教 授 冨田 章弘

03-3570-0514

akihiro.tomida＠jfcr.or.jp

がん分子標的治療学分野
(がん研究会 がん化学療法センター）

連携講座

准教授 清宮 啓之

03-3570-0466

hseimiya＠jfcr.or.jp

よこた
長方形

よこた
引き出し線
http://www.jfcr.or.jp/chemotherapy/department/molecular_biotherapy/index.htmlに修正
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○バイオ産業を発展させるためには、基礎研究と応用研究を結

びつけることが不可欠であるが、バイオ産業における基礎研究

と応用研究ではプレーヤーが異なるため、基礎研究の段階で応

用面における適切な期待値を算出し、先行的に研究活動に取り

入れることが重要である。

○基礎と応用の連結は、異なるプレーヤーをつなぐナショナ

ル・イノベーション・システムの価値連鎖をどのように設計す

るかというシステム設計上の問題であり、経験論的なケースス

タディを超えて、研究成果を産業に結びつけるための有効な技

術移転システムに関する新たな分析フレームワークの構築が求

められている。

○このためには、イノベーションの実態と知財戦略の相関を実

証的に分析することが必要であり、まずは起きているイノベー

ションそのものをどのように測定するかという一義的な問題に

社会科学的なアプローチにより正面から取り組んでいる。更に

はそれらを裏打ちした知財戦略やイノベーション活動を担った

組織や制度との関係を明らかにしていくことがこれからの知財

戦略に基づくイノベーション政策立案や企業戦略立案に重要で

あると私達は考えている。

○「バイオ知財コース」では、バイオ分野の基礎研究を産業化

に結びつけるための知財戦略の系統的に学習する機会を広く学

生に提供すること、イノベーション創出と知財戦略との相関を

実証的に研究することを目的としている。

以下、本コースの特徴と、教育・研究内容を紹介する。

１. バイオ知財コース」の特徴

⑴ 知財分野、バイオビジネスでの豊富な実務経験者による教

育カリキュラムが編成されている。

⑵ 実証的な社会科学的アプローチによるイノベーション研究

を行うことで博士号の取得が可能。また、そのための研究イ

ンフラが構築されている。

⑶ バイオ分野に特化した知財戦略を研究することができる。

２. バイオ知財コース」の教育カリキュラム

⑴ バイオ知財法に関する実践的授業の開講

特許庁審査官経験者を含む知財の専門家により、知財に関す

る基本的な学習機会を提供している（バイオ知財法概論）。ま

た、実際に先行技術調査を行い、発明をクレームとして表現す

ることで、知識の権利化における実践的な演習を行っている（バ

イオ知財実務演習Ⅰ）。

⑵ バイオビジネスの事業化におけるMOT教育

知財の事業化、ビジネスモデルの解析、産業分野としての医

療産業や医薬品産業に関する知識、スタートアップ企業の事業

計画立案、資金調達、大手企業との提携、組織などManagement
 

of Technologyに関する基本的な概念や知識については初学者

に考慮した講義（バイオ知財戦略論）を用意しているが、具体

的な実例については、ベテランの弁理士、TLOの担当者、ベン

チャーキャピタリスト、アナリスト、製薬企業のアライアンス

担当者などの実務家に対して理論と実践を踏まえた講義と討議

を依頼している（バイオ知財実務演習Ⅱ）。

３. バイオ知財コース」の研究内容

⑴ バイオ分野の知財戦略の分析

ライフサイエンス分野における知財戦略を議論するための基

礎となる研究に取り組んでいる。特にブレークスルーが起きた

ときに知財戦略はどうあるべきか、新たな研究領域が発生した

場合にどう取り扱われるべきかに着目している。

例えば、PCR特許やマイクロアレイ特許などバイオ分野にお

ける重要な研究成果に対して特許戦略はどう組まれたかについ

て特許ファミリー全体を対象としてクレーム概念と特許の成立

過程に着目する研究、ブランド薬とジェネリック薬を巡る攻防

に見られる医薬品のライフサイクルマネジメントの実証的な分

析などに取り組んでいる。

⑵ 先端医療分野におけるイノベーションの測定

先端医療分野におけるイノベーションの実態を把握すること

目的とし、特許戦略、産学連携、企業戦略の実証分析の手段と

して特許DB・文献DBを用いたパテントメトリクス、ビブリオ

メトリクス分野の手法も用いるが、特定の技術・製品・企業に

焦点をあてて、研究開発活動の測定方法の開発を通じて、イノ

ベーション創出活動を実証的に分析していくことを目指してい

る。

例えば、カプセル内視鏡の研究開発における大手企業とベン

チャー企業の研究者ネットワークを時系列に比較して、各々の

コア能力の形成過程を分析する研究などを実施している。また、

よりマクロな視点に立ち、ライフサイエンス分野と他分野を比

較しつつイノベーションを測定するという観点からは、特許分

類概念の変遷がイノベーションの発生に相当することに着目し

分類概念の変更を用いてイノベーションの程度を分析する研究、

特許成立性に与える因子を代表的な技術分野で比較して定量的

に分析する研究も実施している。

⑶ 知的財産権とナショナル・イノベーション・システム

ナショナル・イノベーション・システムとしての我が国の制

度・組織、科学技術政策に関する研究を行っている。例えば、

独法化した大学において新たに設計された産学連携システムが

有効に機能しているかを検証するため、東京大学におけるライ

フサイエンス分野の20年間の産学連携の実証分析に取り組んで

いる他、バイオインフォマティクス分野における科学技術政策

の評価、新たに知財制度が組成過程にある中国と日本の比較制

度分析、医療分野では「レギュレーションの整備がイノベーショ

ンを誘発する」という観点に立ったレギュレーションとイノ

ベーションの相互作用に着目する研究などを実施している。

＜留意事項＞

○修士課程から「バイオ知財コース」を選択する場合、博士課

程で研究者に戻ることは難しいため、キャリアパス設計上の意

義付けを明確にしておく必要がある。

○社会人の博士課程入学にも門戸を開いているが、月例の研究

ミーティングと雑誌会への出席は義務であり、継続的にコミッ

トできることが条件である。

※「バイオ知財コース」に関する詳細は、次のURL参照。

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/bioipcourse/index.html

バイオ知財コース
特任教授 加納 信吾

04-7136-3715

kano＠k.u-tokyo.ac.jp

准教授 安川 聡

04-7136-5524

yasukawa＠k.u-tokyo.ac.jp

バイオ知財コース
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メディカルゲノム専攻教員一覧
講 座 名 教 授 准教授・講師

システム医科学大講座
分子医科学分野 上 田 卓 也 富 田 野 乃

生命分子遺伝学分野 伊 藤 耕 一

ゲノム制御医科学分野 菅 野 純 夫 鈴 木 穣

システム医療科学大講座
医用機能分子工学分野 和 田 猛

病態医療科学分野 渡 邉 俊 樹 佐 藤 均

バイオ医療知財分野 小 林 一 三

協力講座
ゲノム機能分野 甲 斐 知恵子 米 田 美佐子

疾患遺伝子解析分野 俣 野 哲 朗

機能形成研究分野 宮 島 篤

感染遺伝学分野 三 宅 健 介

炎症免疫学分野 清 野 宏 國 澤 純

腫瘍細胞社会学分野 清 木 元 治 越 川 直 彦

分子発癌分野 井 上 純一郎 秋 山 泰 身

発生工学研究分野 吉 田 進 昭

幹細胞治療研究分野 中 内 啓 光

機能解析イン・シリコ分野 中 井 謙 太

細胞療法分野 北 村 俊 雄

感染制御分野 川 口 寧

たんぱく質解析分野 大 海 忍

ウイルス感染分野 河 岡 義 裕 野 田 岳 志

感染症分野 岩 本 愛 吉

臨床ゲノム腫瘍学分野 古 川 洋 一

人癌病因遺伝子分野 村 上 善 則

RNA機能研究分野 泊 幸 秀

超分子機能構造解析分野 深 井 周 也

公共政策研究分野 武 藤 香 織

免疫病態分野 田 中 廣 壽

シークエンス技術開発分野 松 田 浩 一

疾患蛋白質工学分野 津 本 浩 平 尾 山 大 明

疾患制御ゲノム医学分野 加 藤 直 也

先端がん治療分野 藤 堂 具 紀

腫瘍抑制分野 山 梨 裕 司

分子シグナル制御分野 武 川 睦 寛

幹細胞制御研究分野 田 中 稔

連携講座（東京都医学総合研究所)
臨床医科学分野 田 中 啓 二

正 井 久 雄
村 上 誠

連携講座（産業技術総合研究所）
生命機能分子工学分野 本 田 真 也

宮 崎 健太郎
富 田 耕 造

大 石 勝 隆

連携講座（高エネルギー加速器研究機
構物質構造科学研究所）

システム構造生物学分野 若 槻 壮 市 加 藤 龍 一

連携講座（理化学研究所)
感染制御分子機能解析分野 間 陽 子 竹 嶋 伸之輔

連携講座（がん研究会がん化学療法セン
ター)

がん分子標的治療学分野 藤 田 直 也
冨 田 章 弘

清 宮 啓 之

バイオ知財コース
加 納 信 吾 安 川 聡
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メディカルゲノム専攻授業科目一覧

科 目 名 科 目 名

生命分子医科学 メディカルゲノム演習（Ⅴ）

生命情報システム学 現代医療体験実習

システム生体防御学 メディカルゲノムサイエンス研究法Ⅰ

システム微生物学 メディカルゲノムサイエンス研究法Ⅱ

疾患モデルシステム論 メディカルゲノムサイエンス研究室実習Ⅰ

生命機能分子化学 メディカルゲノムサイエンス研究室実習Ⅱ

システム細胞情報論 研究国際化演習Ⅰ

システム病態医科学 研究国際化演習Ⅱ

医科学のための情報生命学Ⅰ 研究国際化演習Ⅲ

医科学のための情報生命学Ⅱ 研究国際化演習Ⅳ

医学概論および医療倫理 メディカルゲノムサイエンス指導実習Ⅰ

先端ゲノム医科学特論Ⅰ メディカルゲノムサイエンス指導実習Ⅱ

先端ゲノム医科学特論Ⅱ メディカルゲノムサイエンス指導実習Ⅲ

次世代医薬解析特論 バイオ知財実務演習Ⅰ

バイオ知財戦略論 バイオ知財実務演習Ⅱ

バイオ知財法概論 ゲノム医療科学特別研究Ⅰ（修士課程）

生命科学概論Ⅰ ゲノム医療科学演習（修士課程）

生命科学概論Ⅱ ゲノム医療科学特別研究Ⅱ（博士後期課程）

メディカルゲノム演習（Ⅰ） ゲノム医療科学特別演習（博士後期課程）

メディカルゲノム演習（Ⅱ）

メディカルゲノム専攻バイオ知財コース授業科目一覧

科 目 名 科 目 名

生命分子医科学 生命科学概論Ⅱ

生命情報システム学 メディカルゲノム演習（Ⅰ）

生命機能分子化学 メディカルゲノム演習（Ⅱ）

医学概論および医療倫理 バイオ知財実務演習Ⅰ

先端ゲノム医科学特論Ⅰ バイオ知財実務演習Ⅱ

先端ゲノム医科学特論Ⅱ バイオ知財特別研究Ⅰ（修士課程）

次世代医薬解析特論 バイオ知財演習（修士課程）

バイオ知財戦略論 バイオ知財特別研究Ⅱ（博士後期課程）

バイオ知財法概論 バイオ知財特別演習（博士後期課程）

生命科学概論Ⅰ




