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DEPARTMENT OF VIRAL ONCOLOGY 
LABORATORY OF TUMOR BIOGENESIS 
  
     Apoptosis, or programmed cell death, plays an important role in many biological processes, 
including embryogenesis, development of immune system, maintenance of tissue homeostasis, and 
elimination of virus-infected and tumor cells. We found cell surface Fas antigen (Fas) which can 
directly mediate apoptosis-inducing signals into cells by stimulation with agonistic anti-Fas mAbs 
or Fas ligand. Our main research project is to understand the intracellular signal transduction 
mechanism of cell death including apoptosis and caspase-independent novel cell death, and the 
biological significance/physiological role of cell death and cell death-regulating molecules. 
Investigations of molecular mechanisms and physiological roles of cell death are important for a 
better understanding of mammalian immune system, embryogenesis and tumorigenesis. 
 
1) Novel cell death by downregulation of eEF1A1 expression in tetraploids:   
    Y. KOBAYASHI, and S. YONEHARA 
 

When duplicated sister chromatids are not properly compacted in mitosis, chromosomes are 
mis-segregated, inducing tetraploidy known to facilitate aneuploid malignancies. Therefore, 
tetraploid cells should be eliminated in vivo. We show that tetraploid cells produced by impaired 
chromosomal condensation are eliminated by a novel type of cell death different from 
caspase-dependent apoptosis. The cell death was associated with cellular nucleic acid binding 
protein (CNBP)-mediated downregulation of eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 
(eEF1A1/EF-1α) expression in conjunction with accumulation of its mRNA in Processing bodies 
(P bodies). Importantly, either expression of exogenous eEF1A1 or knock-down of CNBP was 
shown to not only inhibit the caspase-independent cell death but also increase the number of 
spontaneously arising binucleated cells in normally growing cells. Furthermore, the cell death 
machinery was impaired in breast cancer-derived MCF-7 cells by abnormally over-expressing 
eEF1A2, a homologue of eEF1A1. Taken together, the novel cell death machinery should help to 
eliminate abnormal tetraploid cells and inhibit tumorigenesis. 

 
2) TGF-β induces Slug to antagonize its own pro-apoptotic potential through Bim in B 

cells: M. OHGUSHI, T. YMAMOTO,  P. BOUILLET, A. STRASSER, E. NISHIDA, 
and S. YONEHARA 

 
 Transforming Growth Factor-β (TGF-β) can activate multiple biological signals including 
pro- or anti-apoptotic signals depending on the target cells. However, the molecular mechanisms 
determining the fate of TGF-β-stimulated cells, life or death, have not been defined. We found that 

 



 

pre-treatment with IFN-γ or JNK-specific inhibitors sensitized several B cell lines and splenic B 
cells to TGF-β-induced apoptosis. Slug, a homologue of C. elegans anti-apoptotic Ces-1, was 
induced by TGF-β and this induction was inhibited by treatment with either IFN-γ or JNK-specific 
inhibitors. We generated Slug-knockdown cells by using Slug-specific shRNA-expressing system. 
Analyses of the Slug-knockdown cells indicated that Slug is required for survival of 
TGF-β-stimulated cells. Furthermore, analyses of Bim-deficient B cells revealed that this BH3-only 
protein is essential for TGF-β-induced apoptosis in the absence of Slug. Collectively, these results 
demonstrate that TGF-β can induce Bim-mediated apoptosis in B cells, while Slug, concurrently 
induced by TGF-β itself, generally inhibits this apoptosis. 
 
3)  Critical Role for CXC Chemokine Ligand 16 (SR-PSOX) in Th1 response mediated by 

NKT cells: T. SHIMAOKA, and S. YONEHARA 
 

The transmembrane chemokine CXC chemokine ligand 16 (CXCL16), which is the same 
molecule as the scavenger receptor that binds phosphatidylserine and oxidized lipoprotein 
(SR-PSOX), has been shown to mediate chemotaxis and adhesion of CXC chemokine receptor 
6-expressing cells such as NKT and activated Th1 cells. We generated 
SR-PSOX/CXCL16-deficient mice and examined the role of this chemokine in vivo. The mutant 
mice showed a reduced number of liver NKT cells, and decreased production of IFN-γ and IL-4 by 
administration of α-galactosylceramide (αGalCer). Of note, the αGalCer -induced production of 
IFN-γ was more severely impaired than the production of IL-4 in SR-PSOX-deficient mice. In this 
context, SR-PSOX-deficient mice showed impaired sensitivity to αGalCer -induced anti-tumor 
effect mediated by IFN-γ from NKT cells. NKT cells from wild-type mice showed impaired 
production of IFN-γ, but not IL-4, after their culture with αGalCer and APCs from mutant mice. 
Moreover, Propionibacterium acnes-induced in vivo Th1 responses were severely impaired in 
SR-PSOX-deficient as well as NKT KO mice. Taken together, SR-PSOX/CXCL16 plays an 
important role in not only the production of IFN-γ by NKT cells, but also promotion of 
Th1-inclined immune responses mediated by NKT cells. 

 
4)   Effects of Wnt signals in mesoderm induction of mouse ES cells: A. MURAKAMI 
 

Wnt signals were reported to play an important role in mesoderm induction at the gastrulation 
stage during embryogenesis. We have been studying a role of the Wnt signals using ES cells 
differentiated through the embyoid body formation. Among Wnt family members, Wnt3 and Wnt8a 
were identified as signaling molecules essential for the expression of Brachyury, one of the key 
transcription factors for mesoderm induction. 

 



 

Down regulation of Wnt3 and/or Wnt8a by introduction of each siRNA represses not only the 
Brachyury expression but also those of primitive streak genes such as Mixl1, Evx1, and Mesp1. On 
the other hand, the down regulation has little effect on the expression of AVE (anterior visceral 
endoderm)-specific genes such as Otx2, Foxa2 and Cer1. Thus, the Wnt signals appears to be 
specific for mesoderm induction and function at early stages of the process. In situ hybridization 
experiments reveal that all of Wnt3, Wnt8a, Brachyury and the primitive streak genes are expressed 
at a localized region of differentiating embryoid bodies, suggesting some polarity in their structure. 
One possibility is that the Wnt signals are involved in the polarity formation. 
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 今年は、生命科学研究科を卒業し博士研究員として務めていた大串雅俊が、神戸の理研

CDB の博士研究員として巣立ち、生命科学研究科修士過程を修了した田中喜一は、田辺製

薬株式会社に就職した。また、理学研究科の大学院生時代から在籍した森山博由は理学博

士の学位を取得し、Boston に留学した。一方、生命科学研究科の修士一回生として佐藤弘

昌、染田真孝、戸田雅人、福岡あゆみの四名が入学し、修士二回生の桐山真利亜、高田顕

徳、高橋涼香、南田佳孝が博士後期課程に進学した。そして、新たに博士後期課程の一回

生として台湾から Kuang Wan-Fen が編入学し、博士後期課程の二回生である高園園が編入

した。研究室の秘書業務を一手に取り仕切る中橋直子は、21世紀 COE プログラム終了時の

業務や学会開催等の仕事を行っている頑張りやの髙村綾子とともに、研究室を実質的かつ

精神的に支えている。研究室全体としての研究も、新しい流れをつくっていくことを大切

にしながら、発展していくことが期待される。 

  

 本研究分野では、米原らが見いだしたアポトーシス誘導レセプター分子 Fas の研究を出

発点とし、アポトーシスやそれ以外の新しい細胞死に関する研究、細胞死関連分子の多様

な生物活性に関する研究を行っている。各個人の研究内容について簡単に紹介する。 

  

 大学院生の小林洋平は「染色体凝縮不全→二核細胞の出現→細胞増殖の進行（染色体の

不安定かをともなうのでがん化の重大な原因となる）→CNBP の機能を介する EF-1α

（eEF1A1）の発現低下→caspase に依存しない新しい細胞死の誘導」という新しい細胞死

を発見し、分子機構を解明してきた。そして、外来性 eEF1A1 の強制発現によって正常細

胞株やがん化した細胞株で二核細胞の数が有意に上昇すことを見いだし、さらにこの新規

細胞死が発がんや発生に関わるかを明らかにすべく研究を展開している。修士二回生の伊

藤亮は、染色体の凝縮異常を様々な方法で誘導したときに、小林が明らかにした細胞死や

異なった新規の細胞死が誘導されるという現象を見いだし、解析を行っている。 

 一方、アポトーシスに必要不可欠のcaspaseカスケード（開始caspaseであるcaspase-8

と 9 が実行 caspase である caspase-3 や 7 を切断して活性するカスケード）に関する研究

も行っている。中津海洋一は、相同性が高い実行 caspase-3 と 7 の機能の違いを生化学的

に明らかにしつつある。黒木俊介は、作製した caspase-8 と 9 のダブルノックアウトマウ

スから開始 caspase の存在しない線維芽細胞株を調製し、これにアポトーシス誘導刺激を

与えたときに caspase に依存しない細胞死が誘導され、この細胞死はミトコンドリアの傷

害に媒介されることを示した。高田顕徳は、ヒト T細胞において caspase-8 に類似の構造

を有する caspase-10（マウスには存在しない）の発現抑制を誘導する系（shRNA 発現誘導

系）を用いて、caspase-10 が細胞増殖に関わる分子機構の解析を進め、予想されなかった

結果を得ている。佳山満宏は、マウス T細胞株において caspase-8 の発現抑制誘導系を作



 

 

製し、ある種の細胞株では caspase-8 前駆体の弱いプロテアーゼ活性が細胞の生存と増殖

に重要な役割を持つという興味深い結果を得、解析を進めている。修士一回生の佐藤弘昌

はマウス個体レベルにおける、caspase の機能解析を行おうとしている。 

 桐山真利亜と南田佳孝は、我々が Fas シグナルとの関連で見いだした巨大分子 FLASH に

ついて、それぞれ細胞を用いた系とマウス個体を用いた系の解析を行っている。桐山は、

FLASH が付着細胞の細胞周期 S 期の進行に必要不可欠であることを示し、各種欠失変異分

子を用いて FLASH の構造と機能の関係を解析し、FLASH に会合する興味深い分子を同定し

て精力的に解析を進めている。南田は、FLASH の conditional KO マウスや KO 誘導可能な

ES 細胞株の作製を行い、FLASH の個体レベルと発生初期段階での生理機能を明らかにしつ

つある。 

 高橋涼香は、免疫系で重要な働きをし異なったアポトーシス誘導機構に関わる Fas と 

とBimの KOマウスを用いて解析を行い、FasとBimのダブルノックアウトマウスはマウス

の遺伝的背景に依存せずに糸球体腎炎という全身性の自己免疫疾患を発症することを示し

た。また、Fas KO マウスを用いて、新たな Fas の生理機能を見いだしつつある。我々は、

これまでに Fas や caspase-8 が神経細胞への初期分化や神経特記伸長に関わることを示唆

するデータを得てきているが、生理的に意味のある現象であることを証明できていない。

そこで、修士一回生の福岡めぐみと染田真孝は、ES細胞を用いて、それぞれcaspase-8の

発現抑制誘導系とFasやFADDの発現誘導系を作製し、神経細胞への分化や神経突起伸長へ

の影響解析を開始している。同じく修士一回生の戸田雅人は Fas 刺激を受けた細胞におい

て、FADDや caspaes-8が何故、またどのような分子機構でFasと会合するのかを明らかに

するための研究を開始した。 

 Kuang Wan-Fen は、Fas 誘導アポトーシスを強力に阻害するウイルス由来 FLIP が同時に

Wnt シグナルを増強するという我々が見いだした系の研究を発展させるべく、質量分析解

析や酵母 two-hybird 解析で明らかとなった FLIP 会合分子と Wnt シグナルの関係を明らか

にする解析を開始した。高園園は、TGF-β誘導アポトーシスが TGF-βが発現誘導する分

子 Slug の機能で阻害されているという我々が見いだした分子機構が、生体内の免疫系で

機能しているかを明らかにすべく研究を行っている。堀内はソノックヘッジホッグシグナ

ルが細胞死を抑制する分子機構を解析する中で、ある種の膵臓がん由来細胞株ではヘッジ

ホッグシグナルが恒常的に導入され細胞の生存維持に寄与していることを示唆する結果を

得ている 

 菊池弥奈は、助教の李慶權がアポトーシス実行時に活性化すると同定したプロテインキ

ナーゼ MST1 と MST2（相同分子）の機能解析を RNAi 法を用いて行い、MST1 と 2が異なった

生理機能を有することを示し、その分子機構を明らかにすべく頑張っている。李慶權は、

MST がアポトーシスと細胞増殖を調節する機能を別の観点から解析している。 

 准教授の酒巻和弘は、caspase-8 特異的な基質タンパク質を新たに同定し、その機能解

析を行うと共に、様々なモデル生物を用いて caspase の機能解析を試みている。 

 助教の村上昭は、マウスの胚発生初期、特に原腸陥入期において、中胚葉が誘導される



 

 

機構の解明を試みている。胚性幹細胞（ES細胞）の分化を誘導する系を用いて、中胚葉誘

導に関与すると報告されている Wnt、Nodal、Fgf 等のシグナル伝達系と Brachyury を始め

とするいくつかの転写因子について、それぞれの間の相互の関連を解析している。ES 細

胞を、胚様体(embryoid body)という細胞集隗を作らせて分化誘導すると、胚における軸

形成に対応するかのようなある種の極性が形成されることを見いだした。現在、極性形成

に関与する因子の特定に焦点を絞っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007 年 5 月 23 日 送別会 

 




