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第 48 回

日本免疫学会学術集会を振り返って
●大阪大学免疫学フロンティア研究センター●

黒崎 知博

2019 年 12 月 11 日〜 13 日の三日間、アク

もないほどの方が本庶先生のご講演を拝聴し

終日のポスター会場も決して閑散とすることな

トシティ浜松において第 48 回日本免疫学会

ました。二日目の懇親会も大勢の方にご参加

く、遅くまで多くの方が熱心に議論されている

学術集会を開催させて頂きました。熊ノ郷（阪

頂き、懇親、交流に大変盛会であったと思い

様子も、大変頼もしく嬉しく思いました。

大）、竹田（阪大）、山崎（阪大）副会長と共に、

ます。現場の運営のみならず、クラッシック音

最終的に 1600 名を超える参加者がありま

充実した学術集会を開催すべく、全力で取り

楽の演奏で花を添えて頂きました、浜松医科

した。充実した学術集会になったのではない

組んだつもりです。36 年ぶりに浜松で開催さ

大学戸倉先生に大変感謝致しております。シ

かと、胸を撫で下ろしているところであります。

れた免疫学会は如何でしたでしょうか。

ンポジウムはもちろんのこと、ワークショップ

改めまして会員の皆様、ワークショップやシン

も各会場で活発な討論が行われておりました。

ポジウムのオーガナイザーや座長を務めてくだ

ジストレーション会場の案内が不十分であった

例年よりもワークショップの数を減らしたこと

さった皆様にこの場をお借りして御礼申し上げ

ことは反省点としてあげられますが、駅、ホテ

で、スケジュールに余裕ができたこともよかっ

ます。次回 2020 年度の学術集会は幕張で開

ル、会場が隣接して行われた「合宿」スタイル

たのではないかと思います。発表、質疑を英

催される予定です。奮ってご参加ください。

ならではのコンパクトさ、アクセスの良さは大

語で行うことについても、年々レベルが向上

変好評だったと自負しております。初日の午後

しているのではないでしょうか？ポスターセッ

には本庶佑先生のノーベル生理学医学賞受賞

ションでは、ワークショップ座長にディスカッ

記念講演が開催され、二階席まで立錐の余地

サーとして議論をもりあげて頂きました。最

この三日間を振り返ってみます。初日朝のレ

日本免疫学会賞を受賞して

石井 健

この度第 22 回日本免疫学会賞を受賞し大

ができたのも運と縁の重なりのおかげだと感

た、dsDNA による自然免疫活性化のシグナル

変光栄に存じます。今までの多くの
「運」と
「縁」、

じています。FDA 時代に特許を出願し、自身

が、TLR に依存せず、TBK1 という分子を介し

特に一緒に研究に携わってきてくださった恩師

の学位論文にもなったヒト型 CpGDNA（JEM

て I 型インターフェロン産生を誘導することを

や同僚、共同研究者、学生、技術員、事務補

2002）が、私が独立後に日本初の核酸アジュ

明らかにするとともに（Nature Immunology

助員の皆様のおかげであり、深く感謝いたし

バントとして、我々も手伝える形で多くの共同

2006）、その経路の生理的意義として DNA ワ

ます。

研究者の皆さまのサポートの下マラリアワクチ

クチンの免疫原性に必須であること（Nature

私は 1993 年に横 浜市立大 学医学部 を卒

ンやがん免疫治療薬として臨床試験が行われ

2008）を証明することが出来ました。また、

業、研修医、横浜市民病院にて麻酔科医とし

たことは感慨深いものがあります。さらにその

これら DNA による免疫反応の生理的意義は

て臨床経験の後、1996 年から大学院在学中

第 2 世代ともいえる新たな核酸アジュバントを

さらなる広がりをみせ、生体の中での核酸認

に米国メリーランド州ベセスダの食品医薬品

開発し（PNAS 2014）、この技術を用いて JST

識が感染症、ガン、組織障害における生体防

局（FDA）に留学することができました。快く

と製薬企業との共同で新規アジュバントを開

御のみならず、核酸代謝の異常が、自己免疫、

送り出してくださった奥村教授、工藤助教授

発する大型プロジェクト（NexTEP）を開始し、

自己炎症性疾患や免疫が関与する生活習慣病

のおかげです。FDA では Dennis Klinman 博

抗がん剤としての開発を行うベンチャー企業

などの病態形成に重要な役割を担っている新

士の下、免疫研究のイロハだけでなく、ワクチ

の立ち上げにも貢献しました。

たな概念を提唱することが出来たと考えてい

ンの開発研究とレギュラトリーサイエンスを学

一方、基礎的研究成果として、DNA ワクチ

ます（Nature Rev. Immunol 2012）。

んだことが（今になってようやく気づきました

ン (Nature 2008)、インフルエンザワクチン

が）大きな糧になりました。2003 年から JST

（Science Trans Med 2010）、アルミニウム塩

の覚悟をもって、今後一貫してワクチン、アジュ

ERATO 審良自然免疫プロジェクトのグループ

アジュバント (Nature Med 2011)、PM2.5 に

バントの免疫作用機序解明とその知見に基づ

リーダー、微生物病研究所分子原虫学の准教

含まれる鉱物によるアジュバント効果によるア

いた開発研究を続けていく所存でおりますの

授として審良静男先生や堀井俊宏先生の研究

レルギーの増 悪 機 序（Immunitiy 2016） な

で今後とも皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお

室で研鑽を積むことで、自分自身の研究領域

どの多くのワクチンやアジュバントの未知の作

願いいたします。

と目標を「ワクチンアジュバント」に絞ること

用機序を明らかにすることができました。ま
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今後も「運」と「縁」を大事に、
「一期一会」

免疫学会賞を受賞して
京都大学医学研究科

この度は、栄誉ある第 22 回免疫学会賞を

皮膚科

椛島健治
いても存在しうることを発見しました。

割を見出しました。

賜り、大変光栄に思います。免疫学を志して

その後、米国 UCSF にて（Dr. Jason Cyster:

以上の様に、私は、皮膚を場とする免疫応

から長年の憧れの賞でしたので、望外の喜び

2003-2005 年）皮膚の所属リンパ節における

答の多様性やダイナミズムの誘導機序に取り

です。

樹状細胞数の質・量的ホメオスタシスの維持

組んで参りました。今後は、非侵襲的診断・

機構を明らかにしました。帰国後は、産業医

解析技術の確立によるヒトの皮膚免疫の包括

の契機は、医学部学生時代（1993 年）に「T

科大学皮膚科
（戸倉新樹教授 : 2005-2008 年）

的理解すること、さらには皮膚という一臓器

細胞のイムノバイオロジー（小安重夫著）」を

にて主にヒトの臨床検体を用いてマウスとヒト

を越えた免疫・アレルギー疾患全般の克服を

手 にした事 に始まります。 その 後、 京 都大

における皮膚免疫応答の相異を明らかにし、

目指したいと思います。

学 ウイルス研 究 所・淀 井 淳 司 教 授と NIH・

知見の融合を図りました。

私が免疫・アレルギーに興味を抱いた最初

私の様な臨床医が免疫学会賞を受賞するの

2008 年より京都大学医学研究科へ帰学し

は 10 年以 上ぶりとのことです。医師の研究

で IgE の受容体の一つである CD23 の生理的

ました。当初、アトピー性皮膚炎は、アレルギー

離れが進む昨今、physician scientist 後進の

機能の解明などに従事しました。医学部卒業

が主たる原因と考えられていましたが、免疫・

育成にも関わっていかなければと思っておりま

後は、外的刺激に対する皮膚免疫応答の多様

アレルギーのみならず、バリア機能障害とか

す。

性の機序を解明したいと考え、1996 年に京

ゆみの 3 つの要素が三位一体となって関与す

都大学・皮膚科に入局しました。

Giovanna Tosato 博士のもと（1993-1995 年）

最後になりましたが、本学会賞に私を推薦

るという新たな考えの提唱に至りました。また、

してくださった稲葉カヨ先生、そしてこれまで

そして、臨床を実践する最中、各種皮膚疾

外来抗 原に対する皮膚免疫応答の際に、後

お世話になりました成宮周、宮地良樹、戸倉

患における NSAID の有効性の違いに興味を

毛細血管静脈の近傍で血管周囲マクロファー

新樹、宮坂昌之、西川伸一、木梨達雄、河本宏、

抱き、京都大学医学研究科の大学院博士課

ジ、真皮樹状細胞とリンパ球が集積し、リン

清野宏、天谷雅行、本庶佑、多賀一之、今村

程に入学しました（薬理学教室：成宮周教授

パ組織様の構造が誘導され（inducible Skin-

貞 夫、 淀 井 淳 司、Jason Cyster、Giovanna

1999-2003 年）。当時、脂質メディエーターは、

Associated Lymphoid Tissue: iSALTと命名）、

Tosato 先生をはじめとする多くの先生方に、

主に炎症誘導物質としての役割が着目されて

獲得免疫応答の多様性が制御されていること

深甚の感謝の意を表します。

いましたが、私共は、
「脂質による皮膚局所に

を見いだしました。その後、マウスのみならず、

おける獲得免疫の調節作用」という新たな役

iSALT が梅毒や SLE 等のヒトの各種疾患にお

第 6 回ヒト免疫研究賞を受賞して
国立精神・神経医療研究センター神経研究所 免疫研究部

山村 隆

に投与する医師主導治験が始まり、これは現

ヒト免疫学を発展させるには、さまざまな関

て、これまでの自分の研究を振り返る機会が

在フェーズ２試験に入っています。また

係者の貢献が正当に評価されるような仕組み

ありました。もともと神経内科の臨床医として

年には視神経脊 髄炎（NMOSD）の患者リン

基礎研究から遠い場所で仕事をしていました

パ球の解析から、IL-6 シグナルの重要性を示

ところで、遺伝子素因、マイクロバイオーム

が、ドイツ、米国への留学を経て、病気を治

唆する結果を得て、IL-6 受容体抗体の薬効を

まで含めて解析する大型のヒト免疫研究は一

すには基礎免疫学からのアプローチが重要で

NMOSD 患者さんで検証する臨床試験や企業

つの方向であるとは思いますが、日本免疫学

あると確信しました。私の留学中は多発性硬

治験につながりました。

会の皆さんには、ヒト免疫研究をもう少し身

第六回ヒト免疫研究賞の受賞の栄誉を受け

2011

を作ることが大切かもしれません。

化症（MS）の患者リンパ球のクローン化など

ヒト免疫研究は、誤解を恐れずに言えば、
「映

近なものに感じていただければと思います。例

が始まった頃で、ヒト免疫研究の黎明期であっ

画」のような総合芸術に喩えられると思います。

えばマウスモデルで得られた知見をヒトの疾

たと言えるかもしれません。1990 年に帰国し

アカデミー賞をねらうような映画では、良い脚

病で確認するのは、実はそれほど難しい作業

てからは基礎研究を始めましたが、自分の力

本、優れた監督や主演俳優だけでなく、助演

ではなく、典型的なケース５例で検証できれ

不足を感じて鬱々とした時期もありました。し

俳優、脚色、衣装、音響などの関係者も一流

ば、ものになるかどうかの見極めは可能なこと

かし1999 年に独立して臨床研究もできる環境

でなければいけません。ヒト免疫学研究で関

が多いのです。

を与えられたのが、私にとっては大きな転機で

係する職種は、研究者、臨床医、知財担当者、

末尾になりますが、私たちの仕事を評価し

した。NIH の Dale McFarlin 部長や Harvard

治験ナース、企業関係者など、きわめて多岐

てくださった日本免疫学会の関係者の皆様、

の Howard Weiner 教授のように、基礎研究と

にわたります。プロジェクトを成功へと導くに

そして共同研究者や仕事を支えてくださった多

臨床研究をシームレスに展開することを夢想し

は、夢を共有して共同作業をする優秀なチー

くの関係者に御礼を申し上げます。これからも

ながら研究を続けるなかで、動物モデル EAE

ムを育てて維持することが大切です。
「ヒト免

研究活動を続けて行きますので宜しくお願い

で治療効果を発揮した物質を MS の患者さん

疫研究賞」は映画監督賞のようなものですが、

致します。

3

女性免疫研究者賞を受賞して

― 研究者は貴族である、ということを忘れずに ―
東京大学定量生命科学研究所 免疫・感染制御研究分野

新藏礼子

この度の受賞に際し、推薦いただきました

うなわがままは多大な迷惑であることも承知し

とを自分が好きな時間に突き詰めることがで

稲葉カヨ先生、理事長の清野宏先生はじめ、

ていて、忸怩たる思いに苛まれておりました。

きる研究者は素晴らしい！という初心を今でも

今までご指導いただいた先生方に心から感謝

卒後７年目にして大学院で研究する機会を得

辛いときには思い出すことにしています。時間

申し上げます。なかでも、大学院生として入門

ることができ、本物の基礎研究に憧れて本庶

の融通が利く研究者は実は女性に向いている

してから留学期間を含めて、長浜バイオ大学

先生の研究室に入門させていただきました。

と思います。

で独立研究室を持たせていただくまでの足か

初日、研究室のスタッフの先生方一人づつに話

最近の、女性を引き出そうという動きはあり

け 18 年間、ご指導いただきました本庶佑先

しを聞いてくるように言われ、そのときに感じ

がたいことではありますが、沸々と湧いてくる

生には子育てしながらの研究をご支援いただ

たことがタイトルの ‘ 研究者は貴族である ’ で

熱情のようなものがないと研究というのは続か

いたこと、その末に今の私があるということを

した。先生方は確固たる信念を持っていらして、

ないのではと思います。
男女問わず、
熱情を持っ

片時も忘れることはありません。

時間に囚われずに自由に行動していると感じ

て研究する人が安定して研究できるよう願って

私は大学卒業後、臨床の場で麻酔科医とし

ました。患者さんと外科医の予定に合わせて

いますし、自分の研究のゴールに向かって努

て子育てをしながら働いていましたが、男性

秒刻みで手術室の中を動き回っている麻酔科

力を続けたいと思います。今後ともご指導ご

の先生方が緊急手術など時間外勤務をこなさ

医からしたら、自分の好きなことを仕事にして

鞭撻をお願い申し上げます。

れる中、定刻通りに家に帰ることに後ろめたさ

生計を立てている研究者はまさに貴族でした。

を感じると同時に、自分も男性と同じようにバ

もちろんその後に、安定したポジションを得る

リバリ働きたいのにというジレンマを感じてお

ことや研究費を維持することが容易くないこと

りました。ですが、子供がいる以上、そのよ

を知るようになるのですが、それでも好きなこ

＝＝

2019 後 期 ＝＝
Tadamitsu Kishimoto
International Travel Award
受 賞 者

安部沙織 氏 ( 筑波大学 )

小林大地 氏 ( 和歌山県立医科大学 )

The 2019 American College of Rheumatology (ACR) Annual Meeting

17th International Congress of Immunology (IUIS 2019)

岡野徳壽 氏 ( 東京医科歯科大学 )

笹井恒雄 氏 ( 京都大学 )

7th Annual Meeting of the International Cytokine & Interferon Society

The 2019 American College of Rheumatology (ACR) Annual Meeting

奥村元紀 氏 ( 筑波大学 )

石

The 18th Meeting of the Society for Natural Immunity (SNI)

17th International Congress of Immunology (IUIS 2019)

小野由湖 氏 ( 九州大学 )

唐

The 2019 American College of Rheumatology (ACR) Annual Meeting

17th International Congress of Immunology (IUIS 2019)

河部剛史 氏 ( 東北大学 )

以下の URL より研究発表報告書をご覧いただけます。

筝筝 氏 ( 理化学研究所・IMS)
策 氏 ( 東京理科大学 )

https://www.jsi-men-eki.org/scientist/tkita/winner/

17th International Congress of Immunology (IUIS 2019)
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研究奨励賞を受賞して
この度は、第 14 回日本免疫学会研究奨励賞を賜り、大変光栄に存じます。選考委員の先生

ペア型免疫受容体 CD300
によるマスト細胞の FcεRI
シグナル制御機構の解明
順天堂大学大学院医学系研究科
アトピー疾患研究センター

伊沢久未

方、ご推薦頂きました奥村康先生、大学院入学時からご指導くださいました北浦次郎先生に心
から御礼申し上げます。また、研究室の皆様をはじめ多くの関係者の方々に深く感謝を申し上
げます。私はこれまで、主にミエロイド系細胞に発現するペア型免疫受容体 CD300 ファミリー
分子の生体内機能を解析し、アレルギー・炎症性疾患の病態制御メカニズムの解明に取り組ん
で参りました。その過程で免役学研究の難しさとともに楽しさや醍醐味を味わうことができまし
た。この受賞を励みに「アレルギー・炎症はどのように制御されるか？」を研究目標に掲げて研
究に邁進し、最終的には臨床医学に貢献したいと思っております。今後とも、皆様からのご指
導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
この度は免疫学会研究奨励賞を賜り大変光栄に存じます。ご推薦いただきました吉村昭彦先
生、選考委員の先生方、吉村研の皆様に心より御礼申し上げます。
博士課程より、吉村昭彦先生、七田崇先生、森田林平先生のご指導のもと、インフラマソー

第 14 回免疫学会
研究奨励賞を受賞して
慶應義塾大学医学部
微生物学・免疫学教室

伊藤美菜子

ム活性化を制御する分子メカニズムや、マウス脳虚血 ( 脳梗塞 ) モデルを用いた脳虚血後の自
然免疫や獲得免疫の意義について研究を開始しました。これらの研究により本賞を受賞するこ
とができ、先生方には本当に感謝しています。
この度、2020 年 2 月より九州大学生体防御医学研究所アレルギー防御学分野に着任いたし
ました。違う環境に身を置くと、いつも研究室の皆様の支えがあったからこそ研究できていた
のだと実感しています。環境は変わっても、これからも脳梗塞などの中枢神経系疾患における
免疫系の意義に関する研究を邁進していきたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻を賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。
この度は第 14 回日本免疫学会研究奨励賞を賜り、大変光栄に存じます。免疫学会選考員
の先生方、ご推薦頂きました黒崎知博先生、日々の研究を支えてくださっている研究室の皆様
に心より御礼申し上げます。私は学位取得後、東京大学総合文化研究科と医科学研究所で主

第 14 回日本免疫学会
研究奨励賞を受賞して
大阪大学 免疫学フロンティア研究
センター 分化制御研究室

井上 毅

に分子細胞生物学や神経科学を専門に研究しておりましたが、2011 年に黒崎先生に大阪大学
IFReC へお誘いいただき、免疫学・B 細胞研究をゼロから学ばせていただく機会を得ました。
今回の受賞は黒崎先生の厳しくも辛抱強いご指導と、IFReC の恵まれた研究環境のおかげと大
変感謝しております。研究キャリアとしては多少の遠回りをしていますが、自身の他分野での研
究歴を生かすことで、脳・神経系や腸内細菌とも密接に関わる複雑な免疫制御システムの分子
レベルでの解明に少しでも貢献できるよう精進して参りたいと思います。今後とも皆様のご指導
の程、宜しくお願い申し上げます。
この度は、第 14 回日本免疫学会研究奨励賞を賜り、大変光栄に存じます。本賞に御推薦く
ださいました岡崎拓先生、並びに免疫学会選考委員の先生方に心より御礼申し上げます。また、
研究を支えてくださっている研究室の皆様や共同研究者の方々、日々の生活を助けてくれてい

日本免疫学会
研究奨励賞を受賞して
東京大学定量生命科学研究所
分子免疫学研究分野

杉浦 大祐

る家族にも深く感謝致します。
受賞テーマである抑制性免疫補助受容体に関する研究は、PD-1 や CTLA-4 を標的としたが
んの免疫療法の成功により、近年非常に注目を集め競争の激しい分野であると感じております
が、その中で幸運にも新しい知見を報告することができました。今後も様々な免疫補助受容体
の機能制御メカニズムの解明を通して、疾患の理解、治療に貢献できるような研究を続けてい
きたいと思っております。免疫学会の先生方におかれましては、今後ともご指導ご鞭撻の程よろ
しくお願い申し上げます。
この度は日本免疫学会研究奨励賞を賜り誠に光栄に存じます。ご推薦下さった本田賢也先生、
選考委員の先生方に御礼申し上げます。またいつも研究をサポートして下さっている本田ラボの
メンバーや共同研究の先生方に感謝申し上げます。

第 14 回日本免疫学会
研究奨励賞を受賞して
慶應義塾大学 医学部
微生物学・免疫学教室

田之上 大

私は免疫系の成り立ちや免疫疾患の発症機構について興味をもち、大阪大学竹田潔先生の
研究室の門を叩きました。そこで本田賢也先生、新幸二先生が進められていた宿主免疫系に
影響する腸内細菌種の研究に幸運にも参画させて頂きました。その後、東京大学谷口維紹先
生の研究室で学ぶ機会にも恵まれ、無菌アイソレーター施設が充実した理化学研究所および
現在の慶應義塾大学医学部微生物学・免疫学教室でも腸内細菌に魅了され続けて研究をして
います。免疫学会の先生方には多くのご厚誼を賜り心より御礼申し上げますとともに、今後もご
指導・ご鞭撻を頂けますと幸甚に存じます。何卒どうか宜しくお願い申し上げます。
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日本免疫学会に参加して
Duke University School of Medicine, Department of Immunology

倉岡雅征
昨年、浜松で行われた第４８回日本免疫学

学会のカリキュラム構成が組織化されており

会学術集会に招待講演という形で参加しまし

多くのシンポジウムやセッションに参加できま

た。大学院に在籍していた当時を含め、海外

した。海外で研究をしていることから日本人研

また、数年前に参加した時よりも多くの若手

に渡ってからも何度か免疫学会で発表する機

究者と接する機会はあまりないので非常にあ

研究者がシンポジストやセッションの座長を

会がありましたが、シンポジウムでの発表は

りがたいことでした。参加したシンポジウムや

務めていたように感じました。もちろん、すで

初めてということもあり発表前には緊張しまし

セッションはどれも素晴らしいものであり、た

に多くの業績を積まれた先生方から学ぶこと

た。適度な緊張感が功を奏したのか、蓋を開

くさんの刺激を受けました。発表内容とそれ

は多々ありますが、同世代の若手研究者から

けてみれば発表直後にはたくさんの質問をい

に対するディスカッションを通じて、日本人研

学ぶことも多くあり、また良い刺激を受けまし

ただき、また活発なディスカッションが出来ま

究者の優れている点をいくつか感じました。そ

た。今後も若手主体となって日本の免疫分野

した。シンポジウム終了後も多くの方から発表

の一つは、研究課題に対して様々な角度から

を盛り上げていくことを期待しています。

内容に対する質問、感想、提案などをいただ

緻密な計画、実験手法を用いて取り組む姿勢

最後に、今回講演に招待してくだった国立

きました。私の専門とは異なる分野の研究者

です。また活発な質疑応答や討論により研究

感染症研究所の高橋宜聖先生、シンポジウム

の方々に発表を真剣に聞いていただき興味を

がより洗練されていくのも素晴らしい点だと思

で座長を務められた大阪大学の山本雅裕先

持っていただけたことは、私にとって発表の成

いました。研究に対するこのような取り組みと

生、本稿執筆にあたりお世話になった理化学

功を意味するものであり、今後研究を続けて

成果が評価され、日本の研究室や日本人研究

研究所の岡田峰陽先生にこの場を借りてお礼

いく上で貴重な経験となりました。今後もこの

者から多くの素晴らしい学術論文が発表され

申し上げます。

ような素晴らしい機会を与えていただけるよう

ていることは非常に喜ばしいことであり、免疫

に精進していきたいと思います。

学会中にその一端を垣間見たように感じてい

ます。

素晴らしい立地と充実したプログラム
ドイツリウマチ研究所

骨免疫学グループ

常世田好司
2019 年 12 月、浜松で開催された日本免疫

は、主に大学や公的機関のホールを使用して

が、それとは別に分野ごとに 14 個の研究会が

学会学術集会にドイツから参加いたしました。

いるため、会場も小さく不便なことも多いの

あり（T 細胞、樹状細胞など）、会にもよりま

2012 年にドイツ・ベルリンのドイツリウマチ

です（約 1,000 名程度の参加者）。日独で異

すが、学生にはドイツ語でも構わないので発

研 究 所に異動して以降、日本免疫学会には

なる点の中で、ドイツが日本を見習って欲しい

表してもらい、議論の経験を積む場所にして

2017 年に 1 日半だけ参加しましたが、全日程

点も多いのですが、日本がドイツを参考にす

います。T 細胞分野の研究会としては Kyoto T

に参加したのは今回が久し振りでしたので、懐

べきと思ったことが 2 点あります。2 点に共通

Cell Conference が例になると思います。学生

かしい方々ともお会いできました。会場は新幹

して言えることは、議論の場を増やすことで

には、英語力の前に議論力をつけてもらうこと

線の駅から歩いて 5 分という素晴らしい立地

す。1 つ目はドイツの学会会場では、コーヒー

を優先しており、学会などではどのような質問

で、かつ浜松という地方ならではの特産品が

などを飲みながら発表内容を議論する場を多

が飛び交っているのかを把握してもらうことも

楽しめ、大変楽しく過ごすことができました。

く提供しているところです。スポンサーによる

重要であると考えられています。

シンポジウムやワークショップの数や種類も充

展示会場などを便利なところに置き、そのエリ

最後に私事ですが、2020 年 4 月より鳥取

実しており、夕方にはポスター会場でも多くの

アでコーヒーなどを提供し、人が集まれる環

大学医学部生命科学科免疫学分野教授に着

方が議論されていました。3 日目にトピックの

境を作っています。各ホールの前に机を置き、

任いたしました。今後ともご指導の程宜しくお

数が多かったこともあって、最後まで多くの方

さらにその上に簡単な菓子類が置いてあるな

願い致します。

が参加されていたように感じました。

ど、足を止めて議論に集中できるようにさりげ

ドイツ免 疫 学会には毎年 参 加しておりま

なくセットしてあります。もう1 点は、学生に

すが、日本免疫学会の豪 華さには目を見張

発表経験を積ませていることです。ドイツ免

るものがあり、驚きました。ドイツ免疫学会

疫学会は 9 月頃に英語を共通語で行われます
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制御性T細胞におけるシングルセル解析
大阪大学免疫学フロンティア研究センター実験免疫学

大倉永也

T 細胞やマクロファージなど数多くの細胞群から構成される免疫系
は、細胞状態、環境、サイトカイン刺激により、複雑で多様なレスポン
スを示す。これら免疫担当細胞の多様性は、細胞膜表面抗原タンパク
質をモニターするフローサイトメトリーを用いて長らく研究が行われてき
たが、本技術の限界も見え始めている。一方近年、フローサイトメトリー
を超える解像度、情報量を取得できる single cell RNA 解析法が開発さ
れ、これまでアクセスできなかった細胞内変化を 1 細胞レベルで追うこ
とで、免疫系の複雑性に迫ることが可能になってきた。
現在、この single cell 解析は流体デバイスを用いた大規模で浅い解
析と、少数細胞での深い解析の二極に分かれている。前者は全体の頻
度を反映した解析ができる一方、遺伝子発現の解像度が荒く、生物学

路の推定などが容易になる。Treg 細胞の同定、分類を目的とする場合は、

的な変化とノイズとの区別が困難である場合がある。後者は遺伝子発

多くの細胞数が扱える流体デバイスが適しているが、細胞分化の詳細な変

現自体の解像度は高いが、一度に解析できる細胞数が限られ、細胞集

化をモニターする場合などは、解像度を優先しマニュアルでの single cell

団のバイアスがかかってしまう。

解析が適している。実際に胸腺での Treg 分化経路をマニュアルで解析し
た例を示すと、分化経路に従い転写因子群やマーカー遺伝子群の変化が

制御性 T 細胞 (Treg) を標的とした single cell 解析を例にとると、通
常の流体デバイスを用いた大規模な解析では、10,000 細胞程度を解

観察でき、検出感度の高さから正確な推移のトレースが可能となっている。

析できるが、データクオリティの低い細胞を捨てたとしても検出遺伝子

single cell 解析は今後、様々なシーンでの適用が進んでいくと考えられる。

数は、500 〜 2,000 個程度にとどまる。非活性化 Treg 細胞の mRNA

single cell データからえられた情報を、創薬や治療に応用する潮流は今後

量の少なさ、Treg 細胞の細胞溶解の困難さにより、ES 細胞や癌細胞

ますます盛んになるであろう。

など他の細胞群での結果よりもクオリティは低くなる。一方、マニュアル
で single cell 解析を行った場合は、解析可能細胞数が数百個程度に激
減するが、検出遺伝子数は 5,000 を超え、転写因子群の検出、分化経

シングルセル遺伝子発現解析法と免疫細胞集団
和歌山県立医科大学

医学部先端医学研究所

遺伝子発現解析は、細胞の表現型を示すことから生物学や医学の

分子病態解析研究部

橋本真一

は、免疫療法の開発と癌における臨床効果予測の鍵となると考えられる。

分野で多く使用されている。これまでの遺伝子発現の測定はバルクの

がん組織における多様な免疫細胞を調べるのは scRNA-seq である程度明

試料に対して行われてきたが、組織の複雑性 / 多様性を特徴付けるた

らかに出来るが、さらに T 細胞や B 細胞の機能を詳細に調べるためには

めには、1 細胞の遺伝子発現を解析することが必要である。そこで最

1 細胞レベルの TCR、BCR のレパトアの解析も重要である。最近、我々も

近、我々も含めて幾つかの研究室で Drop-seq, MARS-seq, Nx1-seq な

自ら開発した Nx1-seq 法を用いてヒトがん組織における多様性を 1 細胞遺

どの包括 的 1 細胞 遺伝 子 発 現 解 析法 (Single Cell RNA-Seq; scRNA-

伝子発現解析により調べた。新鮮ヒト子宮体がん組織から内膜側と筋層

seq) が開発された。また、これらの技術を用いて商業化されたデバイ

浸潤側の 2 部位を同時に解析し、がん細胞や浸潤免疫細胞の多様性が両

ス (Chromium;10xGenomics) などが発売され、多くの研究者が使用

側で異なり、特に内膜側ではがん幹細胞様細胞が高頻度で存在していた。

出来るようになったことから神経や癌など多くの組織における研究が進

さらにがん組織内の部位によっても免疫細胞集団が異なっており、微小環

み、それぞれの疾患や発生、分化過程の細胞の機能が解明されつつあ

境による変化が異なった細胞集団を形成し、それが病態に影響を与えて

る。一方、免疫系の細胞のおいても scRNA-seq を使用した胸腺細胞や

いると考えられた。

腸管免疫細胞などの各臓器における免疫細胞、敗血症などの病態にお

このように scRNA-seq は免疫研究にとっても非常に有用な技術である

ける免疫細胞の状態、リンパ球の初期発生など多くの報告がなされてい

が、非常にコストがかかり、未だ免疫学者の行く手を阻んでいる。このよ

る。また、近年、免疫チェックポイント阻害剤が癌治療において非常に

うな状況下ですが、我々は自らデバイスを作製し scRNA-seq を行なってい

効果的であることが明らかとなり、がん組織における免疫細胞の重要性

ることから多くの面で貢献したいと思っております。

が再認識されている。このことから腫瘍浸潤リンパ球の体系的な解析
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シングルセル・オミックス解析の魅力
理化学研究所 IMS エピゲノム技術研究チーム

蓑田亜希子

我々は数年前からマウス老化アトラス構築に向け single cell RNA-seq

度の遺伝子検出率を得ることが可能である。とは言え、やはり発現レベル

（scRNA-seq）を、そして最近では scATAC-seq を用いたシングルセル

が低い遺伝子は検出しにくいので発現レベルの低い転写因子などに注目

RNA およびエピゲノム（オープンクロマチン）解析を各組織で行ってい

する場合、より適しているのは scATAC-seq であろう。

るが、これら最先端のシングルセル技術の凄さを実感している。従来

シングルセル技術において一番難しいと感じている点はデータ解析であ

いくつもの抗体を併用することでやっと選別できていた細胞種や sub-

る。それぞれの実験から得られる情報量は膨大だが、従来の RNA-seq 解

population が、転写プロフィールに基づくバイオインフォマティクス解

析とは全く異なるデータ処理および解析手法を用いることから、データ解

析により、抗体を一切用いずにソートできてしまう。さらにはある組織

析ができる人材がまだまだ少ない。これは世界的にも言える事だが日本で

に存在するほとんどの細胞種の RNA-seq データが一度の実験から得ら

は特に顕著である。今後、特に若い世代にはぜひバイオインフォマティク

れ、非常にパワフルである。

スに興味を持ち積極的にこの道に進んでもらいたいと思う。抗体に頼らな

同じ scRNA-seq と言われるものでも手法がいくつかあり、その中で

い scRNA-seq や scATAC-seq はこれまでの解析範囲を広げてくれる。多

も我々は FACS ソートを必要とせずスループットの高い（一度にライブ

数の細胞種が相互に作用しあっている複雑な免疫システムにおいて今まで

ラリー調整できる細胞数が多い）ドロップレット方式（10x Genomics

注目されていなかった細胞種の新たな重要性が続々に発見されてくるであ

Chromium・Dolomite Bio Nadia）を最も頻繁に用いている。scRNA-

ろう。シングルセル解析は今後免疫研究に欠かせない技術になると確信し

seq に関して多くの人が持つ疑問として、１細胞あたりの検出遺伝子数

ている。私も免疫研究者の方達と一緒に仕事させていただく機会が増えて

の低さに伴うサンプル全体の信頼性が挙げられる。確かに scRNA-seq

おり、免疫研究の面白さにどんどん引き寄せられている今日この頃である。

における各細胞の検出遺伝子数は低い（バルク解析の約１割から２割）
ものの、細胞種あるいは sub-population のトータル（各細胞から検出
された遺伝子数の和）でみれば十分な細胞数さえあればバルクと同程

8 weeks

Adipocytes
Mesenchymal

M2
Macrophage

Macrophage

Mesothelial

B cells

ILC2
T cells

図：scRNA-seq データの例
若齢および老齢マウスから採取した腸間膜の scRNA-seq（10x Genomics）データ
[ 茂呂和世先生（大阪大学・理化学研究所）との共同研究 ]
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64 weeks

学会報 告

The 30th Anniversary International Symposium of Research Institute
for Biomedical Sciences, Tokyo University of Science
- The Big Crest of a New Wave 東京理科大学 生命医科学研究所

北村大介

2019 年 10 月 26 日、秋葉原にて東京理科

ゲストとして国内から小安重夫（理研）、吉村

大学生命医科学研究所設立 30 周年記念国際

昭彦（慶應大）、海外から Ken Murphy (Wash

シンポジウムを開催した。前日は突然の豪雨

U.), Kees Murre (UCSD), Klaus Rajewsky

で成田空港からの交通が鉄道も道路も麻痺し

(MDCMM), Yingjie Wu (Dalian Med U.) の各

てしまったが、Rajewsky 博士は京成スカイラ

氏が、生命研から伊川、岩倉、久保、後飯塚、

イナーを３時間待ち、Murphy 博士は超満員

中村、松島、北村がスピーカーとして登壇し、

の普通列車に乗り込み、それぞれ何とか東京

免疫、アレルギー、炎症、細胞分化と転写制

に無事辿りついてくれた。

御、神経再生といった、多彩ではあるが相互

生命医科学研究所（生命研）は産学連携研

に関連する話題を提供した。例えば、吉村氏

究を推進する大学付置研究所として平成元年

は脳梗塞発症後慢性期に脳に集積する特殊な

に設立され、平成 6 年に故多田富雄先生が所

Treg が脳の炎症制御や組織修復を促進する

長に就任し、免疫学を中心とする生命科学の

メカニズムを紹介した。免疫学が脳神経科学

研究センターとして再構築された。そして令和

領域に進出する足音の高まりを感じた。

元年に設立 30 周年を迎え、本シンポジウム

一方、Murphy、伊川、Murre 各氏による、

を開催することとなった。組織委員会である

樹状細胞、B 細胞、T 細胞を対象とした分化

生命研メンバーを代表して、ここにその一部を

機構研究の話は、遺伝子発現制御機構の研

紹介したい。

究が、近年の実験技術の進歩に伴って、転写

新しい研究室

因子とゲノム転写制御領域の相互作用からエピ
ゲノム制御、さらにはクロマチンの３次元構造
変換から相分離へと急速に深化していく様を
描き出していた。
最後に、Rajewsky 氏は、抗原受容体の特
異性が B-1 細胞への分化運命を決定するとい
う古典的仮説をコンディショナル遺伝子変換
マウスによって証明した研究を紹介した。開
始から 20 年かけて論文発表に至ったという息
の長い研究であり、敬服する。
なお、副題の「新しい潮流の大きな波頭」は、
個々の研究の進展を
「波頭」と表したものだが、
元は、筆者の好きなアルバムのタイトル「Old
Crest on a New Wave」からいただいた。
「Old」
は失礼だというので「Big」に変更した次第で
ある。

- New Laboratory -

ヒト免疫学の発展にむけて
京都大学大学院医学研究科 免疫細胞生物学 教授

上野英樹

mail：ueno.hideki.8e@kyoto-u.ac.jp
令和元年7

陽性 T 細胞の研究を中心とした研究を行いま

疫学に使用できる手法、機器は最近の 5 年間

月 1 日付で京都

した。平成 29 年には米国ニューヨークのマウ

で急激に進歩し、ヒト検体から得られる情報

大学大学院医

ントサイナイ医科大学微生物部門教授に就任、

量は以前とは比較にならない程増加しました。

学 研 究 科免疫

現在は京都大学のクロスアポイントメントのプ

今後は、数理科学など異分野との連携を念頭

細胞生物学教室の教授を拝命いたしました。

ログラムを利用し移行期間として併任の形を

に置いた新たなヒト免疫学を展開していきたい

これまでお世話になりました免疫学会会員の

取らせていただいております。

と思います。

皆様方に改めましてご挨拶と御礼を申し上げ
ます。

これまで一貫してヒト獲得免疫系の研究に

京都大学医学部免疫細胞生物学教室は昭

従事し、抗原特異的 T 細胞や抗体反応の基

和 49 年に開設された伝統ある教室で、石坂

私は平成 4 年京都大学医学部を卒業し、小

礎研究に加え、臨床検体を用いた臨床研究を

公成先生、湊長博先生と日本を代表する免疫

児科研修の後、大学院では当時の慶応義塾

行って参りました。特にこの 10 年間は抗体反

学者が主宰されてきました。後任として主宰す

大学医学部微生物学教室教授、小安重夫先

応に深く関与する CD4 陽性 T 細胞サブセット、

る機会を賜りましたことを大変光栄に感じて

生との共同研究により、日本初の症例であっ

濾胞性ヘルパー T 細胞（Tfh 細胞）のヒトで

います。こうして再び日本で研究を進めること

た原発性複合免疫不全症の CD8 欠損症患者

分化経路、サブセットなど基礎的な解析に加

ができますこと、本当にいろいろな方々のご支

から得た T 細胞株を用いてシグナル伝達を研

え、自己免疫疾患やインフルエンザワクチン

援、ご協力の賜物であり感謝の念に堪えませ

究しました。平成 13 年米国テキサス州ダラス

接種後の機能解析などを行ってきました。私

ん。今後はヒト免疫学の発展、後進の育成に

のベイラー免疫研究所でポスドクを開始、本

たちは Tfh 細胞に関して特にマウス、ヒト間

微力ながら尽力していきたいと思います。日本

格的にヒト免疫研究を開始しました。平成 15

の種差が多いことを見出し、ヒトプライマリー

免疫学会会員の皆様方におかれましては、今

年から独立した研究室を運営、免疫モニタリ

細胞を用いたヒト免疫の基礎研究及び臨床研

後ともご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお

ングコア長を併任、以降ヒト樹状細胞、CD4

究は非常に重要であると感じています。ヒト免

願い申し上げます。
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新しい研究室

- New Laboratory -

あこがれの研究室で・・・
兵庫医科大学

免疫学講座

黒田悦史

mail：kuroetu@hyo-med.ac.jp
2019 年 4 月

粒子がインフラマソームを活性化し炎症反応

学長でありました中西憲司先生ともアジュバン

1 日付で、兵庫

を惹起するという論文が Nature 誌や Science

ト研究を通してお知り合いになることができま

医科大 学 免 疫

誌から発表されました。これらの論文を読ん

した。その後 2017 年に医薬基盤・健康・栄

学 講座の主任

で衝撃を受けたのを今でも覚えております。居

養研究所へ異動し、2019 年から兵庫医科大

教授を拝命いたしました。この紙面をお借りし

ても立ってもいられなくなり、すぐに微粒子

学で研究室を持つことになりました。

まして、お世話になりました皆様に心より御礼

と免疫をテーマとした研究をスタートしまし

皆様もご存知のように、兵庫医科大学免疫

申し上げます。

た。当時私が所属していた産業医科大学では

学講座はアレルギー研究で世界トップレベル

私は九州工業大学を卒業後、広島大学大学

PM2.5 や黄砂などの微粒子による生体影響が

の業績が築き上げられてきた研究室でありま

院、産業医科大学大学院へと進学しました。

注目されており、またアジュバントであるアラ

す。私もアレルギーの研究を行っていたことも

学位取得後は山下優毅先生のご指導のもと産

ムの作用機序解明が免疫学のトピックスにも

あり、あこがれの研究室でした。そのような

業医科大学医学部免疫学教室（現免疫学寄生

なっておりました。微粒子研究は私の研究者

研究室に自分が教授として赴任することに深

虫学教室）のスタッフとして主にマクロファー

人生の転機となりました。微粒子のアジュバン

い縁を感じております。この縁を大切にし、私

ジの研究を、
2007年からはカナダのブリティッ

ト効果について研究を進めていたこともあり、

を温かく迎えてくれた現スタッフと共に新しい

シュコロンビアがん研究所に留学し、肥満細

大阪大学 IFReC の PI でありました石井健先

免疫学講座作り上げたいと思います。今後とも

胞や好塩基 球の研究に携わっておりました。

生にお声をかけていただき、アジュバント研

ご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し

2009 年に帰国し、次は何の研究をしようかと

究の最先端の研究室で研究する機会を得るこ

上げます。

考えておりました時、シリカやアラムなどの微

とができました。また当時の兵庫医科大学の

現象の本質を見抜く
広島大学医系科学研究科免疫学

保田朋波流

mail：yasudat@hiroshima-u.ac.jp
昨 年 8月に

シグナル研究を始めることになったのが免疫

の重要性が理解できるようになったのはしばら

広島大学医系

学の入り口でした。その後も東京医科歯科大

く経ってからでした。ELISA の話を始めると、

科 学 研 究 科免

学、理化学研究所と恵まれた環境で研究する

ハイブリドーマを作成して抗原に反応する抗

疫学の教授に

機会を頂いたことはとても幸運でありました。

体遺伝子の配列を一つ一つ調べた頃の話、ウ

着任いたしました。この場をお借りしてこれま

学生の頃、多田富雄先生の著書「免疫の意

サギを使って T 細胞と B 細胞の相互作用につ

でお世話になった多くの先生方に深く御礼申し

味論」を読んだことがきっかけで免疫学が面

いて調べた頃の話にまで遡り、唯一のメンター

上げるとともに、学会の皆様にご挨拶申し上

白いと感じるようになりました。多田先生の親

である Niels Kaj Jerne の話にまで及ぶことも

げます。私は駅伝で有名な広島県世羅で生ま

友で世界最高の免疫学者の一人である Klaus

ありました。今では当たり前のようにやってい

れ育ちました。郷里を離れ九州大学に進学し、

Rajewsky 先生の元で免疫学の研究をしたい

る実験や定説の歴史背景にまで考えを巡らせ

そして制癌研究部という名前でも知られる東

と思うようになり、１０年近くアメリカとドイツ

ることで、実はよくわかっていなことやこれか

京大学医科学研究所の山本雅先生の研究室

で一緒に研究できたことはこれ以上ない経験

らやるべきことなどが見え、研究がさらに楽し

で最先端の分子生物学を勉強させて頂きまし

になりました。Klaus 研究室で驚いたのは、と

くなります。新しい研究室には多くの若い学生

た。制癌には３大誌をもつ人が多数在籍し、

にかく議論の時間が長いことでした。何らか

や研究者に参加してもらい、免疫学研究を通

田舎から上京してきた私には眩しい世界であ

のミーティングが毎日あり、
週の半分はミーティ

じその楽しさを感じてもらい、現象の先にある

り、毎日が熱気と緊張感に溢れる充実した研

ングやディスカッションに当てられその合間を

本質を見抜く力を一緒に磨き上げていきたい

究生活でした。細胞シグナルを制御する分子

縫って実験をするという感じでした。最初の

と考えております。今後とも皆様の御指導、御

は癌だけでなく実に様々な生命現象に関係し、

頃は早く結果を出さなければという焦りもあっ

鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

当時の免疫学においてもシグナル研究が盛ん

て、実験を理由にミーティングを欠席しようと

に行われていました。運よく関西医科大学の

すると Klaus が不 機 嫌になり戸惑いました。

黒崎知博先生を紹介頂き、B 細胞抗原受容体

ディスカッションを尽くしてから実験をする事
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海外からの便り
UCSF Locksley lab より

古賀 諭

University of California San Francisco, Department of Medicine, Division of Infectious Diseases (Richard Locksley Lab)
2019 年 10 月より、University of California

ほぼ毎日大学内外の講演者によるセミナーが

San Francisco (UCSF) の Locksley lab にポス

開催され、多様な研究トピックに触れる環境

最後に、留学のきっかけを与えてくださった

ドクとして留学しています。

があります。研究施設や機器等も充実してお

茂呂和世先生、推薦してくださった小安重夫

サンフランシスコはカリフォルニア州北部の

います。

り、多くの先端技術を使って実験が出来ます。

先生、烏山一先生に深く感謝申し上げます。

半島に位置し、街のシンボルであるゴールデ

私が所属している Locksley lab では、
「免疫

また、本ニュースレター寄稿の機会を与えてく

ンゲートブリッジが有名な坂の街、霧の街とし

細胞と組織シグナルの相互作用の理解」を目

ださった岡田峰陽先生をはじめ、編集の先生

て知られている都市です。昔ながらのビクトリ

指し、主に自然リンパ球と 2 型免疫応答に着

方に御礼申し上げます。

ア様式の街並みや広大な自然を楽しめる一方、

目し研究を行っています。ボスの Rich はとて

近年のテック企業参入により地区ごとに再開

も研究に情熱的で、いつも気さくに研究の方

発が行われ（そのせいで物価・家賃が高い）、

向性や具体的な実験の相談に乗ってくれます。

また多様な人種が集まって生活しているため、

研究室自体はかなり放任主義で、テーマ設定

場所ごとに色々な表情を見せてくれるのが魅力

から論文投稿までを各ポスドクが自身のアイ

です。気候は「一年中気温の変化が少なく穏

ディア、考えで行っています。メンバー同士は

やか」とよく言われますが、
「一年中安定して

仲が良く、お互いにコラボレーションして研究

寒い」という方が正しく、アメリカ西海岸とい

を行うことも頻繁にあります。また、同僚を通

う響きに騙されて持ってきた T シャツ、短パン

じアメリカ独自の文化や生活にも触れることが

の出番はほとんどありません。

出来、とても刺激的な毎日を送れています。

UCSF には医学系をはじめ、発生学や神経

実際にこちらで生活してみて、
「その中に入

学など様々な分野の研究室があります。研究

る」ことでしか得られない経験の大切さを日々

室間、ポスドク間の垣根が低く、気軽に共同

感じます。今後も自身の研究に真摯に向き合

研究や交流が盛んに行われています。また、

い、研究生活を楽しみながら過ごしたいと思

脳腫瘍の免疫療法の開発を目指して

Picture 1：ラボメンバーの集合写真。左から 4 番目がボスの
Richard Locksley、その右隣が筆者。

Picture 2 ：サンフランシスコのシンボルであるゴールデン
ゲートブリッジ

寺部正記

Basic Immunology Section, Neuro-Oncology Branch, National Cancer Institute, National Institutes of Health (NIH)
東京大学農学部で Ph.D. を取得しポスドク

Center で行なわれます。ここは臨床試験にか

として渡米して以来、メリーランド州ベセスダ

かる費用を外部からの研究費に依存せず、な

にあるNIHのNational Cancer Institute (NCI)

おかつ臨床研究のみを行なっている他に例を

に所属しています。Vaccine Branch の Jay A.

見ない病院です。このような環境のおかげで、

Berzofsky 博士の研究室では、NKT 細胞によ

臨床と基礎の垣根が低く、M.D.でない私も臨

る腫瘍免疫の制御機構に関する研究、及びそ

床カンファレンス等に参加して病気への理解

の研究から得られた知見を利用した、がんワ

を深めるとともに、臨床スタッフと新たな臨床

クチンの開発に基礎・臨床両面から携わって

研究についての議論も行なっています。

きました。

がん免疫療法はがん治療法の柱の一つとし

今 回、2019 年 4 月 よ り Neuro-Oncology

て認知されるようになり、多くのがん種に対し

Branch にて新たに研究室を立ち上げました。

てその効果が認められています。しかし、脳

Neuro-Oncology Branch はその名の通り、原

腫瘍はその効果が認められていない数少ない

発性の脳腫瘍の研究を行っている部署です。

がんの１つです。その理由としては、脳血液関

Branch には７つの研 究 室があり、遺伝・代

門などの脳特有の様々な機構が関わっている

謝・幹細胞など専門の異なる PI 達が、お互

ためだと考えられています。また、脳は私のこ

いの研究室に足りない専門性を補完し合い、

れまで研究してきた NKT 細胞の抗原である脂

Branch 内の臨床チームとも協力して総合的な

質抗原が非常に豊富な臓器でもあるため、今

脳腫瘍の研究・治療法の開発を行っています。

後は脳腫瘍の免疫調節機構や NKT 細胞の役

私はその中で免疫を専門とする研究室を任さ

割について、さらに研究して参りたいと考えて

れています。NIH で行われる基礎研究を元に

おります。

した 臨 床 研 究 は、NIH の Clinical Research
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私の研究歴
私の 40 年：
インターフェロンの分子生物学から
インターフェロノパチーへ
京都大学ウイルス・再生医科学研究所

分子遺伝学分野

藤田尚志

私はインターフェロン（IFN）に興味を持ち、大学院生として河野晴

されてしまい、その代わりにウイルス RNA センサーである RIG-I-Like

也博士（予防衛生研究所）の下で研究を始めました。1976 年は組換

Receptor (RLR) を発見することができました。この経緯には数々の

え DNA は一般的ではなく、IFN がタンパク質であることは厳密には

偶然と幸運が関わっており、詳しくは Nat. Immunol. 2020 の Essay

証明されていませんでしたが、バイオアッセイでその生物活性の定量

を参照ください。

が出来ました。IFN がタンパク質であればその mRNA が存在するは

2005 年からは京都大学ウイルス研究所に移り、米山君には 2006

ずで、実際、細胞から抽出した polyA+ RNA をカエルの卵母細胞へ

年から准教授として研究室の中核として参加してもらいました。大学

注射して翻訳させ、その生物活性で定量する事ができました。この方

ではそれまでと違い大学院生、特に留学生が研究に参加してくれまし

法で博士論文をまとめ、学位を取得しました。当時癌研究所の谷口

た。人数も増え、プロジェクトも多様化して B 型肝炎ウイルス、重症

維紹博士が IFN- βの cDNA のクローニングに成功していました。縁

熱性血小板減少症候群ウイルス（SFTSV）など多くの研究を行なって

あって卒業後すぐに谷口先生の研究室でポスドクになりました。研究

います。RLR 研究の流れとして遺伝子変異と疾患の関連に興味があ

室では IFN- β遺伝子を培養細胞に導入してその発現制御領域の解析

り、遺伝子多型とヒトの疾患の関連を調べましたが、得られるものは

が行われていました。私が転写開始点の上流の約 100 塩基の配列が

ありませんでした。しかしブレイクスルーは突然やってきました。理研

制御に重要であることを突き止め、その配列について色々考えていた

バイオリソースセンターの野田哲夫先生（センター長、癌研究所所長）

ところ、谷口先生が 6 塩基（AAGTGA または AAATGA）の繰り返し

から連絡があり、化学変異で得られたマウスの系統が腎炎を起こし

を指摘されました。私が化学合成して調べた所、(AAGTGA)4-8 がウ

ていて、その原因遺伝子（ Ifih1）が RLR の一つの MDA5 をコードし

イルス感染に応答する事がわかりました。次に AAGTGA 配列に結合

ていた、と言うので、その解析をすることになりました。当時、研究

するタンパク質をファージの発現ライブラリーを用いてスクリーニング

室ではマウス個体を扱った経験がほとんどなかったのですが、2010

して得られたものが Interferon Regulatory Factor-1 (IRF-1) でした。

年に米山君が千葉大学で研究室を持つことになり、その後任として

1990 年から私は David Baltimore 博士の研究室で NF- κ B の研究

留学中だった加藤博己博士（大学院生として審良研で RLR の KO 解

を行い、IFN、IRF の研究からは遠ざかりました。この間にヒトの遺

析をして博士を取得）に准教授として参加してもらうことになり、変

伝子の解明が進み、IRF も 9 つの遺伝子のファミリーであることわか

異マウスの解析を開始しました。その結果、変異 MDA5 は恒常的に

りました。

IFN 産生を誘導し、自己免疫様の病態を示すことがわかりました。ま

1993 年に東京都臨床医学総合研究所で独立した研究室を持つこ

だマウスの論文が出る前に、京大病院小児科の西小森隆太先生か

とになり、再び IFN の研究を開始しました。新たな研究室では谷口

ら MDA5 に関する問い合わせをいただき、日本で Aicardi-Goutieres

研出身の米山光俊博士が研究員として参加してくれました。IFN 遺伝

Syndrome 患者での遺伝子変異を見つけられた事を偶然知ることが

子の活性化にはリン酸化が関与する事が示唆されていました。IRF-

できました。それから共同研究が始まり、人の変異遺伝子をマウスに

1, IRF-2 遺伝子の KO マウスが谷口研で作製され、IFN 産生にはほ

導入することによって様々な病態が再現されています。その後、別の

とんど影響がないことがわかりました。そこで９つの IRF を調べたと

疾患でも RLR の機能獲得型の変異が原因である事が報告されました。

ころ、IRF-3 がリン酸化によって IFN 遺伝子制御を担っていることが

自己核酸を病原体由来核酸と誤って認識することを防ぐ機構があり、

わかりました。次の我々の興味は IRF-3 のキナーゼでした。そのた

その機能欠失も同様な疾患を引き起こす事が知られるようになり、イ

めに米山君が cDNA ライブラリー約 10 万クローンを調べるという大

ンターフェロノパチーと総称されています。

変な作業を行いました。ところが IRF-3 リン酸化酵素は他所で報告
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若手 のひろば
Ablファミリーチロシンキナーゼが
抗体の血管外輸送を制御する
―生体内での抗体輸送―
京都大学医学部皮膚科学

免疫グロブリンはリンパ組 織で産生され、

小野さち子

ることで、抗体輸送が時間・血中濃度依存的

血中を巡り、末梢組織に分布し局所で作用す

に生じることを、間接的に確認した。過去の

る。 免 疫 グロブリン G (Immunoglobulin G,

文献から、血管内皮細胞のなんらかの小胞に

IgG) は、生体の感染防御や自己抗体関連疾

存在する、neonatal Fc receptor を含む IgG

患の発症に関わる重要な分子だが、血中から

のレセプター分子が、血管壁を介した抗体の輸

末梢組織への輸送機序は注目されていなかっ

送に関わることが想定された。また近年、Abl

た。皮膚には自己免疫性水疱症という皮膚に

ファミリーチロシンキナーゼが炎症下での血

水ぶくれを生じる病気の一群がある。その一

管透過性を制御することが脳梗塞、肺炎、ア

つの ” 天疱瘡 ” では、表皮細胞間接着分子の

レルギーのモデル等で示され、血管内外の

デスモグレインに対して自己抗体が産生され

分子輸送に関連する可能性が示唆された。こ

る。私たちは、抗マウスデスモグレイン抗体

れらより、血管内皮輸 送 小 胞、neonatal Fc

を静脈投与して作成する天疱瘡モデルを用い、

receptor を含む IgG のレセプター分子、ある

血管から皮膚への抗体の輸送機序の解明を試

いは、Abl ファミリーチロシン キナーゼが抗

みた。

体の輸送に関わるかを、阻害抗体やノックアウ

まず、静脈投与した抗体の表皮細胞への

トマウス、Abl ファミリーチロシンキナーゼの

沈着をフローサイトメトリーで定量的に検出す

阻害薬である「イマチニブ」を用いて比較・検

討し以下の知見を得た。定常下の血管から皮
膚への抗体の輸送に
1. 既存の IgG のレセプター分子は必要ない
2. 血管内皮細胞のダイナミンタンパク依存
性のカベオラ小胞による小胞輸送を利用する
3. 小 胞 輸 送は Abl ファミリーチロシンキ
ナーゼにより制御される
4. イマチニブは天疱瘡モデルマウス におけ
る皮疹を軽減しうる
本結果は、過去の抗体輸送の考えを修正し、
自己免疫疾患に対し血管壁 をターゲットとす
るという新たな視点を提示した。本結果を基
盤とし自己免疫性水疱症 ( 水疱性類天疱瘡 )
に対するイマチニブの臨床治験を京都大学皮
膚科にて施行中である ( 田辺三菱製薬株式会
社および AMED との産官学共同 rTR プロジェ
クト /GAPFREE2)。

腸管免疫系の絶食状態に対する
適応機構の解明
慶應義塾大学薬学部 生化学講座後期博士課程２年

永井基慈
食をしてもすぐには細胞数を回復しないことを
免疫応答は多くのエネルギーを浪費する生

―再摂食を施したマウスをもちいて，特に腸

見出した．絶食―再摂食後には，結果的に，

命活動である．例えば，骨髄では一生を通じ

管の免疫組織におけるリンパ球動態を詳細に

パイエル板におけるリンパ球の大半がナイーブ

て 600 億個もの B リンパ球が産生されるが，

解析することで免疫系の絶食に対する適応機

B 細胞に置き換えられる状況となる . このこと

末梢組織に共有されるのはそのほんの一部に

構の解明を試みた．

から，絶食は経口ワクチン投与時の免疫記憶

過ぎず，大部分は不良品として処分される．ひ

パイエル板は腸 管内の外来 抗 原を取り込

の形成に影響を与えることが予想された．そ

とたび感染が起こると大量のグルコースを消

み，抗原特異的な粘膜免疫応答を誘導するの

こで卵白アルブミンとコレラ毒素の経口免疫

費しながら選ばれたリンパ球のクローンが爆

に重要な場である．若齢マウスを絶食させる

感作モデルにおいて，一定期間絶食―再摂食

発的に増え，体温を上げながら徹底的に病原

と，パイエル板の細胞数が半分以下に減少し，

を繰り返す間欠的絶食を施したところ，腸管

体を排除する．このように，免疫システムは多

再摂食後 48 時間以内には通常レベルまで回

粘膜における卵白抗原特異的な分泌型 IgA の

大なエネルギーコストと引き替えに進化してき

復するというダイナミックな変化を見出した．

産生が顕著に抑えられた．これより間欠的な

たと考えられる．一方，人類の進化の歴史は，

さらに，絶食時にはパイエル板のナイーブ B

絶食は経口ワクチンのブースター効果を減弱さ

農業革命以後を除くほとんどの場合飢餓との

細胞が CXCL13 の遺伝子発現変化に応じて一

せることが明らかとなった．本研究は，これま

戦いの歴史であったと推測される．したがっ

時的に骨髄へと退避し再摂食に伴ってその細

で理解の進んでいなかった腸管の免疫系が栄

て，我々の免疫系にも生存に不利にならない

胞数を急速に回復させる一方で，より分化の

養欠乏に適応する仕組みの一端を明らかにし

ように絶食状況に対して適応する仕組みが備

進んだ胚中心 B 細胞，IgA 陽 性 B 細胞は絶

たとともに，栄養によって粘膜免疫応答の制

わっているはずである．そこで我々は，絶食

食時にアポトーシを引き起こしているため再摂

御が可能であることを示唆するものである．
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1 型自然リンパ球は急性肝障害
において保護的な役割を持つ
筑波大学 生存ダイナミクス研究センター
革新的創薬開発研究センター 免疫学研究室

鍋倉 宰
1 型自然リンパ 球（ILC1）はナチュラルキ

た。 また IFN-γの中 和 抗体及び IFN- γ 欠 損

ラー（NK）細胞様のインターフェロン -γ( IFN-

マウスを用いた実 験から、この肝 ILC1 によ

γ) 産生能を持つ ILC である。ILC1 は、もとも

る急性 肝障害に対する保護作用は IFN-γ依

と肝臓内で発見されたが、その肝臓における

存的である事が示された。CCl4 誘導性急性肝

生理的・病理的な役割はほとんど明らかになっ

障 害 の 発 症 時、 肝 ILC1 の 活 性 化と IFN-γ

ていない。

産生には活性化受容体 DNAM-1 が必要であ

を IL-15 と混合し、リンパ球を欠損する Rag2

-

我々は、四塩化炭素（CCl4）投与による急

る事が示された。また、急性肝障害時に細胞

/-

性 肝障害マウスモデルにおいて、肝 ILC1 が

外 ATP 濃 度が上昇し、CD11b 樹状 細胞がイ

構築したマウスでは、肝 ILC1 を移入されてい

活性化し IFN-γを産生する事を見出した。こ

ンターロイキン（IL）-12 を産生する事が明らか

-/-/ない Rag2 Il2rg マウスと比較して CCl4 誘導

の時、肝 NK 細胞は活性化していなかった。

となった。この時、細胞外 ATP は IL-12 によ

性肝障害の著明な軽快が認められた。この肝

CCl4 投与後、肝 ILC1 を欠損する Zfp683 欠損

る ILC1 の IFN-γ産生を促進する事が示され

ILC1 による肝保護作用は IFN-γ依存的であっ

マウスは急性肝障害が増悪した一方で、NK 細

た。CCl4 誘導性急性肝障害の発症時、活性化

た。

-

マウスは急性肝

ILC1 から産 生される IFN-γは肝 細胞の Bcl-

障害の増悪を示さなかった事から、肝 ILC1

xL の発現を上昇させ、肝細胞の生存に寄与す

は急性 肝障害の軽 快に寄与する事が示され

る事が明らかになった。更に純化した肝 ILC1

胞を欠損する Ncr1 Eomes
cre

fl/fl

Il2rg マウスの門脈から移入して肝 ILC1 を再
-/-

以上の結果は、ILC1 が急性肝障害において
保護的な役割を持つ事を示している。

関節炎における病原性
破骨前駆細胞の同定とその解析
大阪大学大学院医学系研究科
慶應義塾大学医学部

免疫細胞生物学教室
リウマチ膠原病内科

長谷川 哲雄
Mmp9、Atp6v0d2 とい った 破 骨 細 胞 マ ー

細胞は、骨髄で骨の恒常性維持に重要な役割

(AtoM) と 呼 称 し た。CX3CR1-EGFP/TRAP-

tdTomato ダブルトランスジェニックマウスを

カー遺伝子を高発現しており、調節因子の一

を果たす一方、関節リウマチでは関節の病的

用いた骨髄キメラマウスとパラビオーシスモ

つとして抽出された Foxm1 が AtoM の 破 骨

な骨破壊を惹起する。これまで数多くの研究

デルでは、AtoM と関節の骨破壊を担う悪玉

細 胞 分化 能に関与することが示された。最

が骨髄・脾臓・血液中の単球系細胞を解析し、

破 骨細胞が、滑膜常 在性マクロファージで

後に、関節表面で破骨細胞へ実際に分化す

破骨前駆細胞の同定が試みられてきたが、関

はなく骨髄由来の細胞が関節に流入した後に

る細胞は少数であることから、シングルセル

節炎の病変の主座である「炎症滑膜」におけ

分化し形成されることが確認された。さらに

RNA-seq 解析を用いて成熟破骨細胞へ in situ

る細胞の詳細な解析はなされてこなかった。

AtoM は TNF と receptor activator of NF- κ

で分化している細胞集団を探索した。結果、

B ligand（RANKL）を同時に投与することで、

AtoM の中の約 1 割の細胞が、Acp-5、Ctsk、

ける膝 関 節 の 膝 蓋 骨、 膝 蓋 靱 帯、 大 腿 四

in vitro で著明に破骨細胞へ分化することが示

Atp6v0d2、Mmp9 などの破骨細胞マーカー

頭 筋を同 時 に反 転させるプロトコールを用

された。

遺伝子を高発現しており、破骨細胞への分化

骨破壊を担う特徴的な多核細胞である破骨

本 研 究 で は、 関 節 炎 モ デル マ ウス に お

いることで、 関 節炎で 骨破 壊 を引き起こす
炎症 滑膜（パンヌス）を骨表面から単 離 す

続いて網羅的トランスクリプトーム解 析で
は、血液から滑膜へ流入した CX3CR1 Ly6C
lo

hi

過程にいることが示された。
以上より、本研究は関節炎モデルマウスを

ることに成 功した。 このプ ロトコールを用

細胞が炎症性サイトカイン（Il-1、Il-6、Tnf）、

用いて炎症滑膜に存在する病原性の破骨前駆

い ることで、 滑 膜 — 骨 境 界 領 域 に 存 在 す

ケ モ カ イ ン（Cxcl1、Cxcl2、Ccl2、Ccl3、

細胞を同定し、これらの詳細な分化系譜を明

る CX3CR1hiLy6CintF4/80hiI-A/I-E+ の マ ク ロ

Ccl4）
、Vegfa を高発現しており、単球が滑膜

らかにした。今後、病原性の破骨前駆細胞や

ファージサブセットが著明な破骨細胞分化能

へ流入後に著明な炎症性のフェノタイプを獲

成熟破骨細胞を標的とした新たな治療戦略の

を有 することを発 見し、これらを Arthritis-

得することが示された。一方、AtoM は滑膜

構築が期待される。

associated osteoclastogenic macrophage

CX3CR1loLy6Chi 細 胞 と 比 較 し Ctsk、Acp5、
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Antigen-Specific Mucosal Immunity Regulates
Development of Intestinal Bacteria-Mediated Diseases.

抗原特異的な粘膜免疫応答を
用いた腸内細菌介在性疾患の制御法の開発

大阪市立大学大学院医学研究科 ゲノム免疫学 / 東京大学医科学研究所
国際粘膜ワクチン開発研究センター 自然免疫制御分野

藤本康介
消化管をはじめとした粘膜面には、免疫グ

粘膜ワクチンをマウスに接種すると、全身のリ

されている。しかし、抗菌薬の使用は、同時

ロブリン A（IgA）が多量に存在している。IgA

ンパ節に抗原特異的なメモリー B 細胞が誘導

に有益菌も殺傷し dysbiosis を助長する可能

の作用として、粘膜面に侵入してくる病原微生

され、粘膜面へ抗原を負荷することで高力価

性があるため、病原常在腸内細菌だけを特異

物の上皮細胞への付着・定着・侵入の阻止、

の抗原特異的な IgA を自在に誘導することが

的に排除できる方法が求められていた。そこ

病原微生物の産生する毒素や酵素に対する中

可能となった。また、この粘膜ワクチンにより

で、今回開発した粘膜ワクチンを腸内細菌制

和効果などがある。このように IgA は、粘膜

コレラ毒素による下痢の抑制や市中肺炎の最

御に応用することを考えた。肥満・糖尿病で

免疫防御機構の重要な一端を担っているが、

大の原因菌である肺炎球菌感染の制御が可能

増加することが報告されている腸内常在細菌

これまであらゆる粘膜面に対して自在に抗原

であることを示した。

Clostridium ramosum に特異的なワクチンを

特異的な IgA を誘 導できる技術は存 在しな

近年、ゲノム解析技術の進歩に伴い、常在

作成し、ヒト肥満者の糞便を定着させたノト

微 生物叢 解 析 ( 特に腸内細 菌叢 解 析 ) が盛

バイオートマウスに接種したところ、肥満・糖

私たちは、これまでの腸管粘膜固有層樹状

んに行われるようになり、肥満、糖尿病、自

尿病モデルで有意な改善を示した。

細胞ならびに IgA 誘導メカニズム解析を基盤

己免疫疾 患、悪性 腫 瘍などのさまざま疾 患

以上から、新たに開発した粘膜ワクチンは

として、カードラン（Dectin-1 のリガンドであ

において、腸内細菌叢の乱れ（dysbiosis）と

感染症だけでなく、これまで制御できなかっ

るβ -1,3 グルカンが主成分）および CpG-ODN

疾患との関係性が明らかとなってきた。さら

た dysbiosis に関連するさまざまな難治性疾

（Toll 様受容体 9 番のリガンド）を組み合わせ

に、疾患の発症と直接的に関わる腸内細菌も

患に対する新たな治療アプローチとして使える

た次世代型の粘膜ワクチンを開発した。この

発見され、その発症予防のために除菌が期待

可能性が強く期待される。

かった。

Message of JSI Solidarity !
この度の COVID-19 により亡くなられた方、ならびにご家族の皆様、関係者の皆様に哀悼の意を表します。
連日報道されておりますとおり、COVID-19 感染拡大による感染者数増加、感染域の拡大、医療崩壊、経済崩壊など、国体を大きく揺
るがしかねない、憂慮する事態となっております。先日政府より緊急事態宣言が発出されましたが、この事態を早期に収束できるかは私た
ち国民の一人ひとりの心掛けと他人を思いやる気持ちにかかっております。
一方、専門知識を要する免疫研究者はこれまでに色々な難局を乗り越えてきた不屈の精神と行動を思い出し、この経験のない厳しい状
況下、日々その使命のもと研究活動を維持、推進し、状況打破に向けて貢献していかなければなりません。この尊い一歩一歩が直接的、
間接的にCOVID-19 のワクチンや治療薬の開発のみならず、
難病の治療薬開発に繋がることと信じております。
その為には学術コミュニティー
が分野の枠を超え連帯し、一丸となって助け合いながら進むことが大変重要なことであるとあらためて感じでおります。
研究者の皆様におかれましては、安全・安心を最優先に免疫学研究活動に従事してくださるようお願いいたします。そして、いまこそ
Solidarity/ 連帯を胸に免疫学研究を前進するよう共に頑張ってまいりましょう。
COVID-19 対策にその使命感のもと、自らの危険を顧みず活躍して頂いている医療関係者と、それを支えている周囲の方々、ご家族の皆
様に心より感謝を申し上げます。そして、現在闘病を余儀なくされている患者様の一日も早い回復をお祈り申し上げます。
このような状況の中、研究活動で大きな支障を来しているところもあるかもしれません。免疫学会としてなにかお役に立てることがありま
したら、ぜひご意見・ご要望いただければ幸いです。私どもで可能なことを考慮させていただきたいと思います。このようなときこそみなさ
んが助け合い団結して、TEAM JSI として困難な状況を乗り越えていきましょう！
特定非営利活動法人 日本免疫学会
理事長
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Information

第 49 回

日本免疫学会学術集会について

会
期：2020年12月8日（火）
・9日（水）
・10日（木）
会
場：幕張メッセ
演 題 登 録：6月5日（金）～ 7月10日（金）
事前参加登録 ：7月2日（木）～ 11月2日（月）
U R L：http://icongroup.co.jp/49immunology/
実行委員会
会
長：中山

俊憲（千葉大学）

副
会
長：中島 裕史（千葉大学）
副
会
長：本橋新一郎（千葉大学）
事 務 局 長：平原
潔（千葉大学）

第 48 回 日本免疫学会学術集会ベストプレゼンテーション賞
受賞者は、学会ホームページ https://www.jsi-men-eki.org/scientist/info/
および、第48回学術集会ホームページ http://icongroup.co.jp/48immunology/best/
にて、紹介しております。
なお、本賞は、BioLegend様、Tomy Digital Biology様によって支援されています。

2019 年 受賞者のお知らせ
慶
文
学
学
紫

應医学
化 勲
士 院
士 院
綬 褒

賞：岸本 忠三 氏（大阪大学）
章：坂口 志文 氏（大阪大学）
賞：高柳
広 氏（東京大学）
賞：長澤 丘司 氏（大阪大学）
章：横山 茂之 氏（理化学研究所IMS）

日本免疫学会へのご寄附のお願い

本学会は、2005 年度の NPO 法人化を機に、社会貢献活動にも積極的に取り組み、
「免疫ふしぎ未来」を

はじめとして、一般社会に対して、より広く免疫学の魅力と重要性をアピールする活動も広げ、免疫研究へ
の一層の理解と、
啓蒙に努めております。皆様のご協力のお蔭で、
本学会は 2016 年 11 月 7 日をもちまして、
本認定特定非営利活動法人として認定されましたが、本認定期間においても、より多くの方々（毎年 100 名
以上）からの寄附があることが認定継続の要件となっております。
2016 年度より、学会会費と併せてご寄附をいただいた場合、クレジット手数料は無料（全額学会負担）
となりましたので、本学会活動にご理解とご賛同をいただき、ご支援をいただければ幸いです。
詳細は、ホームページ https://www.jsi-men-eki.org/kifu/ をご覧ください。
日本免疫学会

理事長

清野

宏

from Editor
理化学研究所
生命医科学研究センター

岡田峰陽

JSIニュースレター
編集委員

日本免疫学会事務局

今号より、國澤純先生の後任として、編集長を担当致します岡田です。引き続き免疫学会の良い発信の場となるよう、
編集委員の先生方と共に頑張っていきたいと思います。
今号では、
「とくいわざ」のコーナーで、先端的なsingle cell RNA-seqを駆使して免疫研究を進めておられる、3名の先
生にご寄稿頂きました。この技術は様々な分野の医学生物学研究に用いられ、技術自体も急速な発展を続けているの
で、今後のニュースレターでも定期的に紹介されていくのではないかと思います。また今号から、
「私の研究歴」と新しい
名前になったコーナーを開始し、その一回目として藤田尚志先生にご寄稿頂きました。この場を借りて、今号にご寄稿下
さったすべての先生方に、感謝申し上げたいと思います。
さて、今号の作成を進めてきた数ヶ月の間に、新型コロナウイルスの感染が世界中で急速に拡大し、多くの深刻な問題
を引き起こしております。この感染症についての免疫研究が、大変重要になっていることは申し上げるまでもありません
が、それに加えて、土台となる基礎的な免疫学研究の重要性を、改めて痛感しております。長期戦になることを覚悟しつ
つ、出来るだけ早い収束のための努力をしていきたいと思います。

竹内 理（京都大学大学院医学研究科）
岡田峰陽（理化学研究所生命医科学研究センター）
植松 智（大阪市立大学大学院医学研究所／東京大学医科学研究所） 田中正人（東京薬科大学生命科学部）
華山力成（金沢大学医学系／WPIナノ生命科学研究所）
栄川 健（ワシントン大学医学部）
濱﨑洋子（京都大学iPS細胞研究所）
清野研一郎（北海道大学遺伝子病制御研究所）
本田哲也（京都大学大学院医学研究科）
國澤 純（医薬基盤・健康・栄養研究所）
山下政克（愛媛大学大学院医学研究科）
西城 忍（千葉大学真菌医学研究センター）
山本雅裕（大阪大学免疫学フロンティア研究センター／微生物病研究所）
鈴木一博（大阪大学免疫学フロンティア研究センター）
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町 1-4-2 KUMAKIビル 2F
TEL：03-5809-2019 FAX：03-5809-2089 e-mail：info@meneki.or.jp
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