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講演内容�「次世代の糖鎖生物学をめざして」

・ 生い立ち・卒業まで� 

・ 卒研・血液内科
���癌免疫と免疫生化学を志して： モノクローナル抗体のこと

・ NY でめざしたこと、学んだこと： 糖鎖生物学への第一歩�  
・ 血液型のこと、癌抗原MSのこと
�������

・ 長崎大学での飛躍
�

・ 名古屋大学でのおもな研究：やったこと、やり残したこと
��� とくに糖鎖生物学の面白さと奥深さ

・ 今後の課題、そして次世代の糖鎖生物学とは？

・ それぞれの時期に考えたこと、悩んだこと
    学生、若き研究者の皆さんへ



・ 生い立ち・卒業まで

�  岐阜県郡上郡美並村粥川で出生（1949年9月16日）
���

星宮神社�(郡上市美並町) �
鎌倉時代から南北朝時代にかけて、白山信仰のひろがりの
中で虚空像菩薩を本地仏としてまつるようになった。虚空像
菩薩は、明星天子（星信仰）としてまつられるため、星宮神社
と称するようになり、その別当寺が粥川寺である。�
近世の初めには、円空がここ粥川寺で得度し、ここを本寺と
して全国遊行に出かけている。 �

これらの神社は、中世初期から近世にわたって、高賀権現の
名のもとに総括された社団が設立され、仏教道場として繁栄
していたと伝えられている。
また、近世中期からは「高賀山六社めぐり」という信仰集団が
形成され、広い地域にわたって庶民の敬崇を受けた。�

http://www.horado.com/kouka/
rokusya.html�



郡上市美並町�：�星宮神社の矢納ケ渕（やとうがふち）�

天暦年間（950年頃）、この山の奥の｢瓢ヶ岳（ふくべがた
け）｣に鬼が出ると村人が訴え、村上天皇が藤原高光を都
より遣わせて、鬼を退治した。その時にこの谷のウナギが道
案内をしたという。この集落では以来ウナギを食べることを
禁じている。この沢のウナギは今も捕獲されず、天然記念物
に指定されている。藤原高光が鬼退治の際に矢をこの渕に
納めたことから矢納ヶ渕（ヤトウガフチ）と呼ばれている。�



『第22回 �郡上おどりin青山 』��

本場郡上の徹夜おどり�

郡上一揆は郡上藩が、これまでの年貢徴収法であった定免法から検見法に改め、更に農民らが新たに開発していた
切添田畑を洗い出して新規課税を行うことによって増税を行うことを決定したことをきっかけとして発生した。
一揆勢は藩主への請願を行ったが、郡上藩側からは弾圧された。一揆勢は老中への駕籠訴を決行するに至る。�
��老中への駕籠訴が受理されたことによって郡上一揆は幕府の法廷で審理されることになり、最終的に老中の指揮の下、
寺社奉行を筆頭とする5名の御詮議懸りによって幕府評定所で裁判が行われた。裁判の結果、郡上一揆の首謀者とされ
た農民らに厳罰が下されたが、一方領主であった郡上藩主の金森頼錦は改易となり、幕府高官であった老中、若年寄、
大目付、勘定奉行らが免職となった。
��江戸時代を通して百姓一揆の結果、他にこのような領主、幕府高官らの大量処罰が行われた例はない。

http://www.aoyama-gaienmae.or.jp/event/indexodori.html �



古川鋼一のルーツ (Roots of Koichi Furukawa) �

�不勉強だった医学生

�卒後研修、内科レジデント�
 �
�癌治療と造血器腫瘍の化学療法�
 �
�骨髄移植から免疫治療へ�
 �
�留学して徐々に基礎医学に傾倒�
 �
�糖鎖生物学に生きることになる�



1968年、1969年という年のこと

“激動の１９６０年代”	

http://crs.cocolog-nifty.com/history/2011/11/19687-ffe2.html �



ポリクリの仲間と豊田講堂の前で�



鶴舞公園で休憩中�



荒畑（東畑町）の今原マンションの住人たち�



1975年（昭和50年）医学部を卒業
�（「博士号ボイコット」の時代）

卒後研修：名古屋東市民病院（全科ローテート研修）
�週に1回、精神病院で研修

  精神科の診療
����������vs
悪性腫瘍の治療

・ 卒研研修・血液内科



恩師 高城 晋 先生と（1975）�



1. 「癌患者の悲惨さ」
2. 「癌を薬で治せるかもしれない」

白血病の化学療法のメッカ ＝

�名古屋大学医学部第1内科第3研究室

��実際には
�国立名古屋病院血液病センターで修行

約4年間、内科レジデントとして
�血液病棟に24時間はり付いて臨床医学を修得�

1年間弱、岐阜県中濃病院（関）内科勤務の後、
1980年10月に名古屋大学医学部第1内科に帰局



日比野進 第一内科教授 
  → 国立名古屋病院長�

広田 豊 血液病センター長（国立名古屋病院）�

木村嬉代二病院長	



最初に書いた日本語の論文�



Pneumocystis Carinii 肺炎のX-P �

Carinii肺炎発症時にリンパ球の著減が見られた. �



初めて英語で書いた論文�

小児及び若年性のALL芽球のターミナルトランスフェラーゼ活性は
ビンクリスチン-プレドニゾロン治療に対する反応性の予知因子である�



山田一正 分院内科教授�

名古屋大学医学部第一内科助教授
（1976年〜1982年）
名古屋大学医学部分院内科教授
（1982年~1990年）

日本の白血病の化学療法のリーダー
�「DCMP療法」

講義で、T細胞、B細胞を初めて教わる.�



骨髄移植のこと

全身X線照射�   →� HLA-適合ドナー   →� 正常造血機能の回復
癌細胞の破壊 ���    からの骨髄移植
正常造血の破壊�

GVHD
合併症（間質性肺炎）�

生着不全（敗血症）�



骨髄移植�

挑戦と挫折の連続�

癌の免疫治療�
�癌抗原、癌特異抗原は存在するのか？

�モノクローナル抗体の威力！

抗体治療あるいは癌ワクチン療法!



第一内科第三研究室にて珠玖 洋 先生と （古川が研究を始めたころ）�



血小板と名古屋医学�





HPL-1 (GPIIb-IIIa)� HPL-16 (GPIb)�
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Diagnostic value of anti-platelet mAbs �



免疫生化学を志して：

 Radio-immunoprecipitation の試行錯誤の毎日

   J. Strominger のHLAの生化学的解析

   E. Vitetta のリンパ球表面のIgの生化学的解析 などを参考に挑戦

 金田次弘 先生�（国立名古屋病院臨床研究センター）

 尾形俊一郎 先生�（SKI）（夜、愛知県がんセンターに通う）

 向井鐐三郎 先生�（筑波大学基礎医学系）
�



名古屋大学医学部第一内科第3研究室時代�



名古屋大学医学部第一内科第3研究室時代�



1984年〜1989年： 
���ニューヨーク、スローン ケッタリング癌研究所に留学�

癌関連糖鎖、癌特異的抗原（糖鎖）の
糖鎖構造の解析

癌関連糖鎖、癌特異的糖鎖（抗原）の
役割は何なのか？

sphingosine	

fatty acid	

Ceramide

HexNAc	 Hex	 Hex	 Hex	

Carbohydrate



1984年1月21日〜1989年1月31日��Sloan-‐Ke)ering	  Cancer	  Center	  に留学	  

Kenneth O. Lloyd, Ph.D.
Member Emeritus
Sloan-Kettering Institute 
  for Cancer Research
New York, USA

近代免疫化学の創始者であり
免疫グロブリンの超可変領域
の発見者Elvin A. Kabat 博士
(Columbia 大学) の弟子.

、いくつかの血液型抗原の糖
鎖構造を決めた生化学者. 

New Boss �



留学直前に、



・ NY めざしたこと、学んだこと： 糖鎖生物学への第一歩

Ken. Lloyd とのmeeting �



最初のテーマは、血液型抗原

抗A型モノクローナル抗体の特異性解析

Biochemistry 1985  24, 7820-26 �



5種類の抗A型抗体が各々特徴的な
            反応特異性を示した.�

mAb M2に認識される構造�



抗 type 2 H vs Lewis Y モノクローナル抗体11種の特異性解析

少数のmAbsのみが特異性を示し、同じ特異性を示すmAbはひとつもなかった.�

これ以下は
LeYに反応あり�



Dr. Lloyd J. Old �



Autologous typing と 腫瘍特異抗原 (マウス/ヒト モノクローナル抗体による同定)
�

Mouse mAbs generated by J. Sakamoto �



Le b, Le Y might be tumor-specific �
: tumor-positive; normal-negative

Le a� Le X �

Le Y �Le b�



Human mAbs generated by H. Yamaguchi �

RBC.�

GD3� GM3
         GD1a�

Gangliosides from sheep erythrocytes �



FCS-dependent
 antigens �

MSのこと（糖脂質研究と日本）

牛の胎児血清が
ないと発現しない�



動物由来の赤血球に反応するがヒト赤血球には反応せず�

Cat 赤血球�

Sheep 赤血球�



Gas chromatographyによる
 3種のシアル酸構造検出�

N- and O-methyl-O-acetyl 化物質のEI mass spectra�



J Biol Chem. 1988 Oct 15;263(29):14939-47.
Identification of N-glycolylneuraminic acid-containing gangliosides of cat and sheep erythrocytes. 
252Cf fission fragment ionization mass spectrometry in the analysis of glycosphingolipids.
Furukawa K, Chait BT, Lloyd KO. �



結論：ネコ、ヒツジの赤血球に存在する4種の酸性糖脂質の構造を決定した.�



ヒト癌細胞では？�

2-5 は腫瘍組織由来の糖脂質�

2-5 は培養腫瘍細胞株由来の糖脂質
 6,7は無血清条件で培養した細胞株�

シアル酸 (NeuAc型 vs NeuGc型) の検出�

NeuAc�

NeuGc�

NeuAc�

NeuGc�

NeuGc�

NeuAc�

NeuGc�

Standards � Melanoma tumor �

Cell
line
(血清) �

Cell line (無血清) �

NeuAc�



TLC-immunostaining �培養液にNeuGc-GM3を添加すると
Ab32-27M が陽性反応を示した.�

NeuGc-GM3�

NeuAc-NeuGc-GM3 �

NeuGc-NeuGc-GM3 �

Furukawa K et al. J. Immunol. 1989 �

取り込まれた動物由来のガングリオシドが
細胞の糖鎖合成マシナリーによりプロセス
を受けて発現する.�



糖脂質解析と分子生物学のはざまで

��腫瘍特異的糖鎖の発現メカニズムを知りたい.
� 腫瘍特異的糖鎖の機能を解明したい.

��糖転移酵素遺伝子のクローニングへの挑戦

�����ゲノム断片の transfection によるGD3発現の誘導
�����（癌遺伝子同定の成功にならって）

�����日本に一時帰国して、新規 strategy を構想するも、成功せず.

����� �



Sloan-‐Ke)ering	  Cancer	  Center	  の門前でワインのボトルを抱えて�



恩師： Lloyd J. Old 先生と�



恩師	  Kenneth	  O.	  Lloyd	  先生と�



坂本純一夫妻との共同誕生会
�（1984）�

小長谷夫妻と坂本先生
�（1985 or 1986）�



金田次弘 先生宅で�

   浜口道成familyと
Long Island へドライブ�



DNAX (Palo Alto) 訪問  (1985, Mar.)



名古屋�→�New York → 長崎へ
Nagoya → New York → Nagasaki 

and Nagoya again �



	  1989年2月1日〜1997年2月28日	  
�	  	  長崎大学医学部腫瘍医学講座（珠玖 洋 教授） の助手、講師、助教授を務める.	  



長崎大学医学部腫瘍医学教室の助教授室からの眺め：浦上天主堂が見える�



被爆マリア像�

浦上天主堂 （爆心地に近い）�

http://homepage1.nifty.com/sawarabi/5hibakuseibo.htm �



癌抗原の同定と糖転移酵素遺伝子�

Many of identified cancer-specific antigens were carbohydrates �

�癌抗原はどうして癌細胞に特異的に発現されるのか？
�癌特異的糖鎖抗原の機能は何か？
Mechanisms for the expression of cancer-specific carbohydrate antigens
Functions of cancer-specific carbohydrate antigens in cancers

���糖転移酵素遺伝子! をクローニングする.
          Fish glycosyltransferase genes! �



T+	 T+	 

発現クローニングによる糖鎖合成酵素（糖転移酵素）遺伝子cDNAの単離�



KF3027細胞�

手順�

4サイクル目の蛍光染色�



                                 発現クローニングの成功�
 Success in expression cloning of a glycosyltransferase cDNA �

Nagata, Y., Yamashiro, S., Yodoi, J., Lloyd, K.O., Shiku, H. and Furukawa, K.: 
Expression cloning of β1, 4 N-acetyl-galactosaminyltransferase cDNAs that 
determine the expression of GM2 and GD2 gangliosides. J. Biol. Chem. 267, 
12082-12089, 1992 �

����約 73 編の論文に結実��

Departure of Modern Glycobiology �





メラノーマ関連GD3合成酵素cDNAのクローニング: 1994年の攻防�

1994年3月、Keystone symposiumに出席

��“Colorado の月” に誓う

�1994年、日本の3研究室から別個に報告



 糖転移酵素
cDNAの取得�

cDNA発現（or KD）細胞による産物の機能解析
リコンビナント酵素の調製 → 酵素解析
トランスジェニック マウスの作成 → 機能解析�

ゲノム遺伝子の構造解析
発現調節機構の解析
ノックアウトマウスの作成 → 糖鎖機能解析�
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スフィンゴ糖脂質の構造と膜上の配置：両親媒性分子群�

           NeuAc 
Gal-GalNAc-Gal-Glc- Fatty acid脂肪酸�

Long chain base
 (Sphingosine)
    長鎖塩基
（スフィンゴシン）�

糖鎖� Ceramideセラミド�



脂質ラフト�

細胞膜� 脂質ラフトの構成分子�

・スフィンゴミエリン
・糖脂質
・コレステロール�

・GPIアンカータンパク質
・Src 類縁キナーゼ
・G-タンパク質
・受容体タンパク質�

細胞膜の脂質ラフトの構造�



ガングリオシド合成経路とクローニング�



1996年頃の日本癌学会会場で�

高宮� 原口� 馬場� 鶴田�



古川の教授就任祝賀会にて�平成9年2月�

ポール中根先生� 珠玖先生�宮本先生�



山城修治 先生� 藤田雅俊 先生�



中路さん� 岩永さん� 古堅さん� 下村さん�奥村さん� 古川圭子�



藤田ヤス子さん� 安倍 夫人� 小林みどりさん�



？�



講演内容�「次世代の糖鎖生物学をめざして」

・ 生い立ち・卒業まで
�  岐阜県郡上郡美並村粥川
�  1968年、1969年という年のこと
・ 卒研・血液内科
�  高城晋先生のこと、広田豊先生のこと、山田一正のこと、骨髄移植のこと
�  一内3研というところ
�  免疫生化学を志して：J. Strominger、E. Vitettaのこと、---/Okazaki のこと
�  生化学の3人の先生のこと
・ NY めざしたこと、学んだこと： 糖鎖生物学への第一歩： MS
�  二人のLloyd 先生のこと
�  血液型のこと、モノクロ抗体のこと、DNAXのこと、MSのこと（糖脂質研究と日本）
・ 長崎大学での飛躍
�  発現クローニング、多くの侍たち
・ 名古屋大学でのおもな研究：やったこと、やり残したこと
   とくに糖鎖生物学の面白さと奥深さ

・ 今後の課題、そして次世代の糖鎖生物学とは？

・ それぞれの時期に考えたこと、悩んだこと
    学生、若き研究者の皆さんへ



名大医学部	 基礎研究棟の威容	 



生化学第二講座のルーツ (Roots of the Department of Biochemistry II) �
 �

1922年 ミハエリス先生の招聘 

1963年 古武弥人先生が初代教授に就任�
   トリプトファン代謝の研究

1976 年 小沢高将先生が2代目教授に就任 �
   ミトコンドリアの研究

1997年 古川鋼一 が3代目教授となる. �
   複合糖質の研究 �
 �
�

�



・1997年3月1日〜2015年1月9日�（18年間）	  
�   名古屋大学医学部 生化学第二講座 教授就任�	  
��  当時（平成9年）の構成員 古川鋼一�������小沢高将 名誉教授、早川�元助手	  

	  田中雅嗣 助教授、米田 誠�助手	  
	  ハムヤン ボーゲルト、共 建生、張�進院生	  
	  長崎大学からの特別研究生：福本 敏、宮崎 宏、岡田雅彦	  
	  近藤英里子（初代秘書）	  
浦野 健、古川 圭子

平成18年（2006年）の名大大学院医学系研究科生物化学講座
教授、助教授、ポスドク3人、オーバードクター2人、
大学院生：博士課程8人、修士課程7人、学生：約5人

平成27年（2015年）�現在
教授、准教授、講師、助教、ポスドク3人、補助員7人
大学院生：博士課程9人、修士課程3人，学生：約4人	  

・ 名古屋大学でのおもな研究：やったこと、やり残したこと

   とくに糖鎖生物学の面白さと奥深さ



平成9年（1997）の主要メンバー�

岡田雅彦	 福本　敏	 宮崎　宏	 



そして、�

やがて、

沼田真一郎 助手
杉浦��助手�����������が加わり、形が整いました.��

浦野 健�助教授� 古川圭子�助手→講師�



1998年ころのメンバー：�旧基礎研究棟の前で�



今も続いているチップ詰め作業�



新しい仲間が増えてきたころ�



数少ない医局旅行のスナップ：恵那グリーンランドで�



Gery	  Hart	  とのChairman�(1997	  Osaka,	  第1回	  Glyco-‐T)	   �



　　　分子細胞化学分野（生化第２）(2006年)	 
	 　　	 	 （神経・腫瘍医学研究センター）　　　	 　　	 
　古川鋼一	 (教授)、浦野　健	 (准教授)、山内祥生（助教）	 



糖鎖生物学の推進�

 糖転移酵素
cDNAの取得�

cDNA発現（or KD）細胞による産物の機能解析
リコンビナント酵素の調製 → 酵素解析
トランスジェニック マウスの作成 → 機能解析�

ゲノム遺伝子の構造解析
発現調節機構の解析
ノックアウトマウスの作成 → 糖鎖機能解析�



1998〜2000年 大学院重点化	  
2004年  国立大学法人化	  
	  

この間、約60名の博士課程大学院生、約30名の修士課程大学院生	  
�����約70名の医学部学生、約20名の研究員が研究に従事	  
��おもに癌と神経を対象に、糖鎖生物学、分子医学的研究を展開	  
	  

糖鎖リモデリングと細胞コミュニケーション（谷口直之代表）	  
神経変性疾患と悪性腫瘍の分子医学�COE	  （高橋雅英代表）	  
糖鎖によるタンパク質と分子複合体の機能調節 （特定領域研究領域代表）	  
糖鎖遺伝子ライブラリー、糖鎖機能の応用・開発	  NEDO（成松 久代表）	  
神経疾患・腫瘍の統合分子医学拠点形成 21世紀COE（祖父江元代表）	  
糖鎖の生物機能の解明と利用技術	  CREST（宮城妙子代表）	  	  
機能分子医学への神経疾患・腫瘍の融合拠点	  GCOE（祖父江元代表）�	  
アレルギー疾患・自己免疫疾患などの発症機構と治療技術（CREST）（黒崎知博代表）�

統合的神経機能の制御を標的とした糖鎖の作動原理解明：新学術領域研究（門松
健治代表）���

なんとか借金しないで研究室を切り盛りできたこと、皆様に感謝�



クローニングした遺伝子	  cDNA	  
	  	  1992	  β1,4GalNAc	  transferase	  (GM2/GD2	  synthase)	  
	  	  1994	  α2,8sialyltransferase	  (GD3	  synthase)	  
	  	  1997	  β1,3Gal	  transferase	  (GM1	  synthase)	  
	  	  1999	  α2,3sialyltransferase	  (GM3	  synthase)	  
	  	  1999	  α2,3sialyltransferase	  (sialylparagloboside	  synthase)	  
	  	  1999	  α2,6sialyltransferase	  (ST6GalNAc	  V)	  
	  	  1999	  β4Gal	  transferase	  VII	  (XGalT-‐I)	  
	  	  2000	  α1,4Gal	  transferase	  (Gb3/CD77	  synthase)	  
	  	  2000	  α2,6sialyltransferase	  (ST6GalNAc	  VI)	  
	  	  2000	  β3GalNAc	  T	  (Gb4	  synthase)	  
	  	  2003	  α1,4Gal	  transferase	  (P	  anWgen	  synthase)	  
	  	  2004	  Aurora-‐C	  
	  	  2009	  O-‐GlcNAc	  synthase	  	  	  �



樹立した糖鎖変異マウス	  
	  	  	  
	  	  ノックアウトマウス	  
�	  	  1996	  β1,4GalNAc	  transferase	  (GM2/GD2	  synthase)	  KO	  
	  	  	  	  2002	  α2,8sialyltransferase	  (GD3	  synthase)	  KO	  
	  	  	  	  2002	  Double	  KO	  of	  GM2/GD2	  synthase	  and	  GD3	  synthase	  
	  	  	  	  2006	  α1,4Gal	  transferase	  (Gb3	  synthase)	  KO	  	  	  
	  	  	  	  2007	  β1,4	  Gal	  transferase	  (β4GalT-‐VI,	  LacCer	  synthase)	  KO	  
	  	  	  	  2007	  α2,3sialyltransferase	  (GM3	  synthase)	  KO	  
	  	  	  	  2010	  O-‐GlcNAc-‐T	  cKO	  
	  	  	  	  2014	  ST6Gal1/2	  cKO	  	  
	  
	  	  トランスジェニックマウス	  
	  	  	  	  1997	  β1,4GalNAc	  transferase	  (GM2/GD2	  synthase)	  Tg	  



おもなイベント、役職：

2002-2006 文科省特異領域研究「Functional Glycomics」の領域代表
�公開シンポジウム 5回、夏期シンポジウム 4回、成果公開シンポジウム

2004 第2回日本糖鎖科学コンソシアム シンポジウム世話人（東京）

2010 日蘭糖鎖科学joint meeting日本側世話人 (名古屋)

2011 日本学術会議マスタープラン 糖鎖科学提案代表

2011 第9回日本糖鎖科学コンソシアム シンポジウム世話人（名古屋）

2014 第33回日本糖質学会世話人（名古屋）



��文部科学省科学研究費補助金 特定領域研究
「糖鎖によるタンパク質と分子複合体の機能調節」

���(グライコミクス)

��平成14年度〜18年度

� ��領域代表：古川鋼一

�����名古屋大学大学院医学系研究科��



糖鎖遺伝子のクローニング�年次経過と国際競争�

クローニング競争における日本人の貢献度は甚大�



ポストゲノム時代のバイサイエンス

   Functional Glycomics



研究成果公開発表シンポジウム	 
　（グライコミクス） 

「第３の生命鎖：糖鎖の謎が今、解る」	 

 
日時：平成20年1月25日(金)11時〜～、26日(土)10時〜～

場所：有楽町朝日ホール11階




1月25日（金）	 
	 基調講演「生命、健康と糖鎖」	 

 1. 脳・神経・筋肉と糖鎖	 
 2. がんと糖鎖	 
 3. 免疫、感染症と糖鎖 
 

1月26日（土）	 
 4. 糖鎖研究を支える最新技術	 
 5. 発生・再生と糖鎖	 
 6. 生活習慣病・Quality of Lifeと糖鎖 
	 
	 　site (http://www.glycomics.ne.jp/）	 
�



第３の生命鎖、  
糖鎖の謎が今、  
解る  

文部科学省 特定領域研究「糖鎖によるタンパク質と分子複合体の機能調節」�
�（Functional Glycomics）成果公開発表シンポジウム�



川㟢敏祐 先生� 木全弘治 先生� 山下克子 先生�

文科省 特定領域研究「糖鎖によるタンパク質と分子複合体の機能調節」
�(グライコミクス) （2002~2006）のコア メンバー



山川民夫 先生�

木幡 陽 先生�

永井克孝 先生� 谷口直之 先生�

小川智也 先生�



2011, 9�
2009, GCOE sympo.�

   成松 久�先生
(創価大 → 産総研)

菊池 章 先生と�



Synthetic pathway of glycosphingolipids	





1996, Sep. at Kawashima, 
Gordon 内藤 Conference on

Structure and Biological Function
of Glycolipids and Sphingolipids.  �



The man who changed the world!?

Dr. Loger Lane



b-series 欠損でも重篤な症状なし

（神経再生、レプチン分泌制御に関与：
��              Ji. Shuting etc BBRC 2015) �

GM3 合成酵素遺伝子KO � a/b/c-series 欠損でも重篤な症状なし�

LacCer 合成酵素遺伝子KO � 糖脂質大部分の欠損でも重篤な症状なし�
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  KO 遺伝子      Glc-Cer 合成酵素     GM3 合成酵素     GD3 合成酵素      GM2/GD2 合成酵素   

  欠損               all glycosphingo-       ganglio-series      b-series                all comlex gangliosides
 構造　　　　        lipids                            (a-, b-, c-)         (and c-series)         (inc. asialo-series)        
 

 残存                                                     asialo-series        a-series and          GM3, GD3 (and GT3)  
 構造              asialo-series                        

                        Gal-Cer and      Gal-Cer and       Gal-Cer and           Gal-Cer and  
                          sulfatides                     sulfatides           sulfatides          sulfatides    
                          neutral           neutral          neutral 

     glycolipids         glycolipids                  glycolipids

       複合型 KO  
大部分の糖脂質を欠損

胎生致死  明瞭な異常
���  なし

 軽度の異常   進行性の異常
    （神経変性）

重篤な異常表現型？

各々の糖転移酵素遺伝子KOにおける糖脂質の残存構造と表現型異常



GM3-onlyマウスにおける皮膚損傷
脳のガングリオシド組成	

 St   Wt   DKO	

顔面、頸部
の皮膚に
認めた皮膚
損傷

 Scratching	

0
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(20 w.o.) (35 w.o.)(25 w.o.)
Ho/HoWd/Wd Ho/HoWd/Wd Ho/HoWd/Wd

 (g)
*

**

(n=4)

知覚鈍麻 Wt/Wt

Ho/Ho

4週齢マウスの坐骨神経
Purkinje 細胞	 

Von Frey test Inoue et al. J. Biol.�Chem. 2002�
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GM2/GD2 KOGD3 KO DKOWT
(a)

(b)

ガングリオシド欠損がラフトの構築破壊による補体の活性化と神経炎症を招く．�

Molecular 
layer 

Granular 
layer 

Medulla 

50
 w

ee
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GM2/GD2 KOGD3 KO DKOWT(c)

Ohmi et al. J. Neurochem. 2009�



DKO mice C3 KO mice

TKO mice

Alleviation of inflammatory reaction and 
neurodegeneration?

Inactivation of complement
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TKO
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WT DKO TKO 

ガングリオシド欠損により補体系が活性化�

 補体制御因子の機能不全？�

補体欠損マウスを用いた検討�

炎症反応の多くが減弱または消失�

脳重量も回復/変性の回復�

ガングリオシド欠損による補体の
活性化は神経変性の主な要因�

ニューロンかグリアか？
他の膜タンパク質の機能は？�

Ohmi et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2009�



大海、田島、大川、半田、姫、吉原、古川圭、尾崎、杉浦康 etc�

Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Dec 29;106(52):22405-10. �



1. 他のスフィンゴ糖脂質で代償が可能.
    特異性が低い.
�総量が重要である.
�特異的なリガンド（結合分子）が不明瞭？ 

2. 他のスフィンゴ糖脂質で代償が不可能.
    特異性が高い. 
    絶対量がクリテイカル
    特異的なリガンドが明らか？ 

神経系細胞膜におけるスフィンゴ糖脂質の二つの機能�



genotype 

+/+ -/- +/- VT-2 

0.2 

0.02 

0.002 

2/2 (100) 

3/3 (100) 

3/3 (100) 

0/2 (0) 

3/3 (100) 

4/4 (100) 

0/2 (0) 

0/4 (0) 

0/5 (0) 

0/4 (0) 
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2.0 

( µg/mouse ) 

3/3 (100) 

Two to 0.002 µg of VT-2 was intravenously injected into  
10-15 weeks old mice (20-25g)  lethal number / total number 

100%致死	 
100%生存	 

Verotoxin-2の投与によるマウスの生存率�

Gb3欠損マウスはベロ毒素投与後	 
異常症状なく生存する	 

スフィンゴ糖脂質は細菌毒素の受容体となる�

Okuda et al. J. Biol. Chem. 2006 �



これまでの研究で目指してきたもの	  
	  
糖鎖生物学：	  
癌と神経における複合糖質の構造と機能の分子医学的研究	  
	  
糖鎖合成系遺伝子のクローニング	  
遺伝子の構造と機能、酵素の構造と機能、糖鎖の構造と機能	  
�・ 遺伝子、酵素の生化学的解析	  
�・ 細胞レベルの研究	  
�・ 個体レベルの研究	  
�・ 糖鎖（変異）の生理学的、病理学的意義の解明	  
�・ 糖鎖機能の治療への応用研究	  
	  
とくに、	  
“癌特異糖鎖抗原は癌形質に関わる生物学的機能を有する”	  
	  	  という信念のもとで糖鎖機能を解明	  



癌関連抗原としての酸性スフィンゴ糖脂質

   Malignant melanoma: GD3, GD2, GM2
   Neuroblastoma: GD2
   Acute T-lymphoblastic leukemia: GD3
   Glioblastoma: GD2/GM2
   Adult T cell leukemia: GD2 
   Small cell lung cancer: Fucosyl-GM1, GD2
   Pancreatic cancer: sialyl Lewis a
   Colon cancer: sialyl Lewis x and a/disialyl Lewis a
   Renal cancer: MSGG/DSGG

これらの糖脂質は癌細胞において 何かの役割を果たしているのか?



糖鎖のシグナル解析： ラット褐色細胞腫PC12の解析から始めた.�

P-�

P-�

Fukumoto et al. J. Biol. Chem. 2000, Nishio et al. J. Biol. Chem. 2004�



GD3はメラノーマ
にのみ発現する�

抗体治療前� 抗体治療後�

��抗GD3抗体の輸注で腫瘍が退縮した�

癌関連糖脂質GD3はメラノーマの悪性形質を増強する（速い増殖と浸潤性）
�����������������抗体治療の標的として有用である�

脳の発生初期、活性化T細胞にも発現
抗GD3抗体は培養メラノーマの増殖を抑制�

Houghton et al. PNAS 1985�



Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 Aug 2;102(31):11041-6. �



ヒト悪性黒色腫において、ガングリオシド	  GD3/GD2が腫瘍関連抗原と
見なされてきた.	   �

GD3	  が二つのシグナル経路を収斂してメラノーマの悪性形質を増強する.	  	  

GD3+ 細胞では、Akt, FAK, paxillin 及び p130Cas のリン酸化が亢進する.   
(Hamamura	  K	  et	  al.:	  Proc	  Natl	  Acad	  Sci	  U	  S	  A.	  2005,	  102:	  11041-‐6.	  	  ・Ohkawa	  Y	  et	  al.	  :	  	  J	  Biol	  Chem.	  2010,	  285:	  27213-‐23.　 
Furukawa	  K	  et	  al.	  :	  Cancer	  Sci.	  2014,	  105,	  52-‐63.	  )	   �
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UVB照射ケラチノサイトはメラノーマ関連GD3合成酵素の遺伝子発現を誘導す
る	  皮膚サイトカインの主要なソースであるケラチノサイトをUVB照射して、メラノサイトにお
けるGD3合成酵素遺伝子発現への影響を検討.	  	

UVB照射ケラチノサイトからのTNFα	  や	  IL-‐6	  がGD3合成酵素遺伝子の発現を
誘導した.	  よって、メラノサイトにおいてメラノーマ様ガングリオシドの
発現を助長するための皮膚微小環境の重要な要因を成す.	  
	  

                                                                        Miyata M et al. Biochem  Biophys Res Commun. 2014, 445: 504-510.  

UVB照射ケラチノサイト	  	  
(HaCaT	  細胞)は	  TNFα	  や	  IL-‐6などの	  
炎症性サイトカインを分泌.	  

GD3 合成酵素遺伝子の発現変化 	
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0 h 12 h

抗GD2抗体
       -        +

DNAラダー形成�
抗体を加えた後
   の形態変化�

   小細胞肺癌（SCLC）では、 
・GD2 の発現によりSCLCの細胞増殖と浸潤が亢進　	 
・抗GD2抗体によるアポトーシス (anoikis) 誘導	 	 

抗GD2抗体による
     増殖の抑制�

IL-2

  Tumor cell

 抗GD2/IL-2
融合タンパク�

D3 吉田祥子�

T-cellT cell





GM1, GM3,  
GM2 

GD3, GD2 
Cell growth
Invasion
Metastasis

Disialyl gangliosides Monosialyl gangliosides

GD3 (melanoma): growth signals↑ integrin signals↑
        p-FAK↑, pp130Cas↑, p-paxillin↑, p-Yes↑

GD3 (PC12):         cell growth↑, p-ERK1/2↑
GD2 (SCLC):        growth signals↑invasion↑ 
         α-GD2 mAb → p-FAK ↓p-p38↑ (anoikis)
GD3/GD2 (osteosarcoma) invasion↑, migration↑, p-FAK↑,  
                              p-paxillin↑, p-Lyn↑
GD2 (breast ca):   p-c-MET↑, p-Akt↑, p-ERK1/2↑
 

GM2 (Lewis LC):   metastasis ↓  p-FAK ↓
GM1 (melanoma): growth ↓ migration ↓
GM1 (Lewis LC):   metastasis ↓ MMP-9 secretion/activity↓
                              ppGalNAcT-13 ↓, integrin signals ↓
GM1 (Swiss3T3):  PDGF signals ↓
GM1 (PC12):         NGF signals ↓, p-ERK1/2↓ 
GM3 (A431):         p-EGFR↓
�

�

     Cell growth,  Invasion, Metastasis  
Tsuchida, Nakashima, Senda, 
Dong, Tanahashi, Takahashi etc �

ジシアリルガングリオシド�   モノシアリル
ガングリオシド�



今後の研究で目指すもの	  
	  

�ポストゲノムの医学・生物学	  
	  

�癌の浸潤・転移、神経変性における複合糖質の決定的役割の解明	  
��糖鎖が載っている分子の同定と機能	  
��糖鎖と会合し相互作用する分子（タンパク質）の同定と相互作用	  
��複合糖質分子が局在する場の形成と意義	  
��細胞間の相互作用、組織構築と微小環境における機能	  
	  

�個体、疾患・病態における意義の解明	  
��ネットワークの解析	  
	  
�high	  through-‐put	  解析と個別分子の機能解析の統合が重要	  
	  病気の治療、病態のコントロールへの応用に繋げること	  



・ 癌と神経系におけるスフィンゴ糖脂質の解明
���細胞膜ミクロドメインの構築と機能制御�
　EMARSーMSによる相互作用分子の同定と相互作用の理解	 
	 
・癌関連糖鎖を認識する内因性レクチンを標的にした応用医学	 
　Siglec-7/9	 とシアル酸化糖鎖との相互作用の理解	 
　Innate	 immunity	 のチェックポイントの阻止→治療応用	 
	 
・タンパク質（O-グリカン、N-グリカン）上の糖鎖機能	 
　t-Tn抗原の癌転移における機能解明と治療応用	 
　IgG上のN-グリカンの操作による癌・神経・炎症の制御	 
	 
・臓器機能、微小環境における糖鎖機能と発現制御機構	 
　内的・外的環境変化への対応におけるfine	 tuning	 機能	 
　とくにEpigenetics	 

主たる具体的課題�



・ 癌と神経系におけるスフィンゴ糖脂質の解明
���細胞膜ミクロドメインの構築と機能制御�
　EMARSーMSによる相互作用分子の同定と相互作用の理解	 
	 
　1.	 スフィンゴ糖質分子全体の機能の理解（とくにceramide）	 
　2.	 脂質ラフトの動的理解：imagingと分子機能解析の融合	 
　3.	 分子間相互作用の構造生物学的理解	 





Immunoprecipitation
 with avidin-beads

GD3, Yes 
and Neogenin
in melanomas

(Kotani N et al. PNAS 2008) 

BB
 HRP

B HRP
: GD3 : arylazide 

biotin 

:anti-GD3 
with HRP

EMARS reaction
Only clustered molecules
 around GD3 are labeled 

 HRP

B B

Enzyme-mediated activation of radical sources (EMARS)-マススペクトロメトリー分析�

  糖鎖の微細な構造を認識する抗体を用いたEMARS法の応用により、糖脂質、糖タンパク質を
コアに形成される分子複合体の構成分子の同定と機能解析 → 複合体を標的とする治療法の構築�

Separation of labeled molecules Function analysis of the
   molecular complex

for example

MS analysis
Identification of clustering
molecules

GD3 

Interaction of sugar 
chains and membrane
molecules using
liposomes 

Yes

細胞膜発現糖鎖と膜近傍分子との複合体の同定と機能解析�

（高知大学 本家孝一、小谷典弘先生との共同研究）�



EMARS/MSによるGD3関連分子の同定�

GEM/rafts	

EMARS	

(Hashimoto N, et al. Proteomics, 2012)	

同定された分子の数

GD3-�

GD3+�

GD3+�

23�
335�

87�

67�

3�

3�

Neogenin �

Caveolin-1 

Neogenin 

GD3- melanoma 

31 4 5 10 98762
Raft fraction 

Caveolin-1 

Neogenin 

Fraction No. �

GD3+ melanoma 
GD3＋においてNeogeninはラフトに局在する�

Hashimoto et al. & Kaneko et l. �



Nucleus	
Raptor � CCM2� MACF1�

PI3K/Akt� MAPK � Wnt�

NeICD 

GD3近傍のNeogenin の細胞質ドメインがメラノーマの悪性形質を担う 
　分子の転写を促進する	

1. Recruitment to GEM/rafts 

Neogenin in melanomas enhances tumor 
malignancy via NeICD �

Neogenin

GD3Cytosol	
Plasma membrane	
Extracellular space	

Kaneko unpublished �



グリオーマではGD3の近傍にPDGF受容体αが発現し結合している.�

Ohkawa et al unpublished �



・癌関連糖鎖を認識する内因性レクチンを標的にした応用医学	 
　Siglec-7/9	 とシアル酸化糖鎖との相互作用の理解	 
　Innate	 immunity	 のチェックポイントの阻止→治療応用	 
	 
　1.	 Siglecs	 により認識される糖鎖の特異性が依然、不鮮明	 
　2.	 リガンド糖鎖のキャリヤー分子が不鮮明	 
　3.	 動物実験をどう構築するか？	 
	 
　じっくり攻略する必要	 



NK cell-cancer 
cell interaction �

Hashimoto et al. Unpublished �



U937 
Siglec-9- 
high 

U937 
Siglec-9- 
low 

αFAK +H 
Co-cultured  
with 

C FAK (red) and p-Akt T308 (green) 
in  
U937siglec-9-high-treated AS cells 

FAK
p-Akt T308

Nucleus

B

U937siglec-9-highと共培養したAS細胞では、残存FAKとp-Akt T-308が
細胞の前方に共局在する�

Ilhamjan et al J. Biol. Chem. 2013�



Detaching site

Degradation of
FAK/Akt/p130Cas

   & paxillin

Calpain

Siglec-9 counter 
receptor �Siglec-9

 ligand

Siglec-9 �

ITIM
SHP-1�

Increased
 migration

   U937
   (monocyte)

Cancer cell �

Adhesion dynamics �

Siglec-9/リガンド（シアル酸含有糖鎖）の結合が細胞接着動態を制御する�

細胞運動能の亢進
免疫細胞への負のシグナル
��������↓
癌細胞の免疫監視機構からの
エスケープ機構となっている？�



Siglec-7 の2面的（2方向）機能

ジシアリル糖脂
質�

Inhibitory

ITIM

ナチュラル
キラ-細胞�

シグレック-7�

大腸
癌 

抑制シグナル�

増強シグナル�

宿主免疫	
 の抑制�

癌形質の
増強�

 ジシアリル糖鎖が関与する増殖シグナル（癌細胞）とNK抑制シグナル�

シアル酸を認識するレクチンとの相互反応に基づく2方向の効果�

GD3などのジシアリル糖鎖は
癌細胞をNKの攻撃から
守るために働く？�



再生医学におけるSiglec-9 �

by Matsubara & Yamamoto �



Glycocalix	

糖タンパク質にも取り組みたい！�



・タンパク質（O-グリカン、N-グリカン）上の糖鎖機能	 
　t-Tn抗原の癌転移における機能解明と治療応用	 
　IgG上のN-グリカンの操作による癌・神経・炎症の制御	 
	 
	 1.	 ３量体Tn抗原のヒト腫瘍における特異性の証明	 
　　ppGalNAc-T13との比較検討	 
	 
	 2.	 IgG上の一カ所のN-グリカンでIgG機能、病態が一変する	 
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A Adhesion of T13-TF cells

T13の産物 tTnがSyndecan-1に発現� B

GM1による
T13局在の
制御�

D �

C�

   Matsumoto et al.
 J. Biol. Chem. 2013�



①免疫状態の異常によってIgGの糖鎖構造が変化する
    (生体内環境: 炎症や免疫の活性化、または自己抗原特異的抗体など）�

Decrease of sialylated IgG in RA? �

②RAにおいて、IgG上の糖鎖構造が変化することにより、抗体機能が変わる�

cFib or cCol II �
Inflammation & degeneration?

Non-sialylated 
autoantibody �

Sialylated 
autoantibody �

Non-pathogenic? �

Joint in RA �

RAにおける自己抗体(IgG)の糖鎖(シアル酸)機能�



0 day � 5 day �

LPS (25 µg) �

DBA/1 mouse

DBA/1へのシアル酸付加ACC4 & M2139 hybridoma IgGの投与�

DBA/1にACC4 & M2139 hybridoma IgG (Sia-)を投与すると関節炎を呈するが、シア
ル酸を付加したACC4 & M2139 hybridoma IgG (Sia+)では関節炎を発症しなかった.�

Ohmi et al. Unpublished �



・臓器機能、微小環境における糖鎖機能と発現制御機構	 
　内的・外的環境変化への対応におけるfine	 tuning	 機能	 
　とくに、慢性炎症とEpigenetics	 
	 
	 1.	 慢性炎症から癌/神経変性にいたる過程の理解	 
　　糖鎖が炎症反応を制御している.（J.	 中山）	 
	 

	 2.	 炎症性サイトカイン、炎症細胞の糖鎖機能と制御	 
	 
	 3.	 糖鎖発現の制御メカニズム解明に挑む	 	 	 



細胞膜表面におけるextrinsic あるいは intrinsic な
糖鎖認識リガンド分子との相互作用�

E. coli O157
  ベロ毒素 

グラム陰性桿菌LPS

Lipid A 	

inner core

outer core

O-specific sugar
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Gal	 

Gal	 

Glc	 

	 
	 

Gb3

       Sugar

Ceramide

Gal	 

Gal	 

Glc	 

	 
	 

Gb4

       Sugar
GalNAc	 

内因性リガンド Gb4が
MD2/TLR4に結合することに
より、LPSと競合する�

MD2/TLR4



TLR4/MD-2 は  Gb4 (C24:0, C16:0)（飽和型脂肪酸）と選択的に複合体を形成する 
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Kondo et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2013�



エンドトキシンショックモデルマウスのGb4による治療�

Kondo et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2013�



創薬指向の糖鎖科学研究拠点�（3号館4階、5階）

QTRAP 6500

MALDI TOF/TOF 5800

Orbitrap FUSION



21年目に現れたGM2/GD2合成酵素遺伝子欠損症
���---�2013年に8例 プラス 3例の変異の報告�

Harlalka GV,  et al
Mutations in B4GALNT1 (GM2 synthase) underlie a new disorder of ganglioside 
biosynthesis.�Brain. 2013 Dec;136(Pt 12):3618-24 �

Boukhris A, et al. 
Alteration of ganglioside biosynthesis responsible for complex hereditary spastic 
paraplegia.�Am J Hum Genet. 2013 Jul 11;93(1):118-23 �

hereditary spastic paraplegia （遺伝性痙性対麻痺: HSP） 
を中心とする神経異常、加齢とともに重症化
雄性生殖能（精子形成能）不全�
（高宮らの Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1986, 1988の内容に合致）�



Ex 1 Ex 11Ex 2 Ex 3 Ex 4 5 Ex 6 Ex 7 Ex 8 Ex 9 Ex 10

ATG

M1-c.898C>T 
p.Arg300Cys 

M2-c.358C>T 
p.Gln120* 

M3-c.395delC 
p.Pro132Glnfs*7

M4-c.682C>T 
p.Arg228* 

M5-c.1298A>C 
p.Asp433Ala 

M6-c.263dupG 
p.Leu89Profs*13 

M7-c.1315_1317delTTC 
p.Phe439del

M8-c.917_922dup 
p.Thr307_Val308dup

M9-c.1458dupA 
p.Leu487Thrfs*77 

M10-c.852G>C 
p.Lys284Asn 

M11-c.1514G>A 
p.Arg505His 

TGA
Glycosyltransferase family 2 domain

SPG26-affected families.

No.	   Family	   Mutation	   Types 	   Effect on 
Protein	  

Gender	   Age	  
(Years)	  

M1	   Tunisian family (TUN34)	   c.898C>T (p.Arg300Cys)	   Missense	  
M2	   Portugal family (FSP995)	   c.358C>T (p.Gln120*)	   Nonsense	   Truncated 

protein	  
M3	   Spain family (FSP112)	   c.395delC (p.Pro132Glnfs*7)	   Frame 

shift	  
Truncated 
protein	  

M4	   Brazil family (IHG25397)	   c.682C>T [p.Arg228*]	   Nonsense	   Truncated 
protein	  

M5	   Germany family 
(THI26004)	  

c.1298A>C [p.Asp433Ala]	   Missense	  

M6	   Algerian family (FSP1007)	   c.263dupG [p.Leu89Profs*13]	   Duplicatio
n	  

M7	   French family (FSP852) 
Hetro

c.1315_1317delTTC [p.Phe439del] 	   Deletion	  

M8	   French family (FSP852) 
Hetro

c.917_922dup [p.Thr307_Val308dup]	   Duplicatio
n	  

M9	   Kuwaiti	   c.1458dup (exon 10; 
p.Leu487Thrfs*77)	  

Frame 
shift	  

M10	   Italian	   c.852G>C (exon 7; p.Lys284Asn)	   Missense	  
M11	   Old Order Amish	   c.1514G>A (exon 10; p.Arg505His)	   Missense	  

Eleven mutants of  B4GALNT1-found in patients with Hereditary Spastic Paraplegia



次世代の糖鎖研究をめざす！�

���第33回日本糖質学会年会�主催：日本糖質学会	  

 ����平成26年8月10日（日）〜12日（火） 名古屋大学豊田講堂�



次世代の糖鎖生物学とは？�

1. Spatio-temporal resolution: msec & nanometer levels
��� 高感度、高解像度の時空間的解析

2. Reconcile comprehensive analysis and specific function/structure
��� 網羅的（high through-put）解析と個別の構造/機能解析の統合

3. Local-systemic total functions
����局所機能と全身調節機能の統合

4. For GSLs: Fusion of carbohydrates and lipids (10x10x200=20,000)
����とくに糖脂質では、糖鎖と脂質部位を含む分子全体の機能解明
�



微小環境と遠隔連絡網の調節メカニズム

・ スフィンゴ糖脂質の多様な構造と自由自在な存在形式
����化学構造の多様性と厳密な制御
����細胞膜上のダイナミズムークラスター形成
����細胞膜取込み、そして細胞内取込み/再発現

・ 糖鎖認識タンパク質の解析による糖鎖機能の探究
����シグレックによるシグナル調節の重層性と多面性
����可溶性シグレックの enigma�



財団関連選考委員等
平成16年7月—18年6月�財団法人 水谷糖質科学振興財団 選考委員
平成21年4月—現在����財団法人�武田科学振興財団�選考委員
平成22年4月—現在����財団法人�横山臨床薬理研究助成基金�選考委員�

所属学協会： 

日本生化学会（評議員、理事 H20.10.1~H23.9.30）
日本癌学会（評議員）→ 2015年1.1. より名誉会員
日本分子生物学会
日本免疫学会
日本糖質学会（評議員、理事 H16~H23, 副理事長、理事長H19~H20、監事 H23~H25）
アメリカ生化学分子生物学会

日本糖鎖科学コンソーシアム（理事）
日本医用マススペクトル学会評議員（H26.10.22-）�

雑誌編集者など（Journal Editorial Board or Editor）
 
Glycobiology: Editorial Board
Journal of Biochemistry: Associate Editor (Molecular Biology)
Nagoya Journal of Medical Sciences: Editorial Board
Journal of Lipid Research: Editorial Board Members 
�



省庁の評価委員など�
 
平成12年1月1日—12月31日
�������科学研究費委員会専門委員（日本学術振興会）
平成11年6月1日—平成13年5月31日�
�������特別研究員等審査会専門委員（日本学術振興会）
平成15−17年度
�������特別研究員等審査会専門委員（日本学術振興会）
平成16年1月—12月科学研究費委員会専門委員（日本学術振興会）
平成16−17年科学研究費委員会専門委員（日本学術振興会）
平成17年2月1日—18年1月31日�科学技術・学術審議会専門委員（学術分科会）
�����科学研究費補助金審査部会へ分属（グライコミクス専門委員会）（日本学術振興会）
平成15年4月—16年3月�バイオテクノロジー開発技術研究組合
�����「糖鎖合成関連遺伝子ライブラリーの構築」プロジェクト研究開発委員会委員
平成20−21年度�バイオテクノロジー開発技術研究組合
���������「糖鎖機能活用技術開発」プロジェクト研究開発委員会委員
平成21年—現在�独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 （生物系特定産業
���������技術研究支援センター）�「イノベーション創出基礎的研究推進事業」書類
���������審査専門委員
平成25年4月10日〜26年3月28日�平成25年度農林水産省・食品産業科学技術研究推進事
���������業（シーズ創出ステージ）一次審査専門評価委員
平成24年7月—26年3月�日本学術振興会 国際事業委員会「頭脳循環を加速する若手
�������研究者戦略的海外派遣プログラム」�審査・評価部会専門委員
平成26年7月1日〜27年3月31日�日本学術振興会�国際事業委員会「頭脳循環を加速する戦�
�������略的ネットワーク推進プログラム」�等審査・評価部会専門委員
平成27年1月1日〜平成27年12月31日�科学研究費委員会専門委員（日本学術振興会）

平成21年—24年�日本学術振興会（JSTS）学術システム研究センター研究員（医歯薬班） 
 
平成18年—21年、23年10月—29年9月�日本学術会議連携会員 



大学院教育委員会で努力したこと
  大学院教育委員会委員長 9年間
��MD・PhDコース新設ー若手研究者育成コース
  大学院教育の充実ーコース授業の開設�

学部教育委員会で努力したこと
��基礎医学セミナー責任者を17年間
  その成果は？�

医学系研究科修士課程運営委員会委員長 3年間 �

研究環境の整備、向上
研究に対する motivation の enhancement �



唯一の表彰状�



教訓：
�
�1. Simple question を keep すること

迷ったら、出発点に立ち戻って考えること.

邪念を捨てて、澄み切った心で考えること.�

2. 実直に、時に大胆に、そして執拗に（honestly, sometimes boldly, and relentlessly ）

失敗を恐れずに、（挑戦すること.） 

時に大胆に、（男は（女も）勝負すべき時がある.）

そして執拗に、（持続の威力を発揮しよう）�

3. 自分の眼を信じること (Believe your eyes) �

他人のデータを評価しうる力量を身につけること. 
すばらしい研究はrespect すること.

自分で観察したデータには、頑固であるべき.

ただし、マットウな実験ができる力量（再現性）を養うこと.�

http://gokichikai.jp/pic-asura.html �

http://www.nippon.com/ja/features/h00080/ �



Enjoy すること.

   ����研究は楽しく.

基本は知的好奇心！
豊かな想像力と創造力を発揮して.
医学研究者は、強い使命感も重要.

�



今後ともよろしくお願い致します.�


