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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 28年 12月 8日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  京都大学大学院医学研究科   

（ふりがな）          こんどう  ひろし 

職・氏 名  助教・ 近藤 祥司      
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ フランス  ）とのセミナー（振興会対応機関：  Inserm   ） 

 

 

2． セミナー名  癌・疾病における細胞・個体老化                                     

 

 

3． 期   間  平成 ２８ 年 １０ 月 ３１ 日 ～ 平成 ２８ 年 １１ 月 ２ 日（ ３ 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）   京都 COOPINN京都ホテル                   

 

5． 参加者数   日本側      １２ 名（うち、旅費本会負担 ２ 名） 
（代表者を含む） 

相手国側    １０ 名（うち、滞在費本会負担 ０  名） 
 

その他の国  ０ 名 
 

参加者  計 ２２ 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により旅費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・職名 

湊長博 

千葉勉 

石川冬木 

原英二 

高橋 智聡※ 

西村栄美※ 

山田泰広 

井垣達吏 

三好弘之 

丸澤宏之 

野田亮 

京都大学理事、副学長、免疫細胞学教授 

京都大学 総合生存学館 教授 

京都大学大学院生命科学研究科 研究科長、細胞周期学 教授 

大阪大学微生物研究所 遺伝子生物学分野 教授 

金沢大学がん進展制御研究所 腫瘍分子生物学研究分野 教授 

東京医科歯科大難治疾患研究所 幹細胞医学分野 教授 

京都大学大学院生命科学研究科 CiRA 教授 

京都大学大学院生命科学研究科 システム機能学分野 教授 

京都大学医学研究科 消化管外科学 遺伝薬理学 准教授 

京都大学医学研究科 消化器内科学 講師 

京都大学医学研究科 分子腫瘍学 教授 

計       １１人  
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 フランス リヨン癌研究所 老化抑制メカニズム研究室長 David BERNARD      

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により滞在費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Serge ADNOT 

Nadine MARTIN 

Oliver BISCHOF 

Jean-Marc LEMAITRE 

 

Fabrice LAVIAL 

Bertrand FRIGUET 

Eric GILSON 

 

Carl Mann 

Richard Bonnet 

MONDOR INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH 教授、研究所所長 

Cancer Research Center of Lyonポスドク研究員 

Pasteur Institute, Paris 研究室長 

Institute for regenerative medicine and biotherapy, 

Montpellier 研究室長 

Cancer Research Center of Lyon 研究室長 

Pierre and Marie Curie University, Paris 教授、研究所所長 

Institute for Research on Cancer and Aginｇ, Nice 教授、研

究所所長 

ORGANISM FOR ATOMIC ENERGY 研究室長 

UNIVERSITY HOSPITAL CENTER, Clermont-Ferrand 教授、研究所所

長 

計        ９人  

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

  

計        ０人  

 



                                       

- 4 - 

7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

(目的)  

「老化」に対する社会的関心の高まりとともに、老化研究は急速に進展しつつある分野の一つである。しかし、「老

化」の複雑さ・多面性・多様性ゆえに、最先端の基礎老化研究の中でも、様々な老化仮説（酸化ストレス、カ

ロリー制限等）が乱立し、「老化」に関する包括的・統合的理解に必ずしも繋がっていない。このような

現状を打破するためには、「老化」に強く関心を持つ最先端の科学者による、それぞれの専門の垣根を越

えた横断的対話による真剣な意見交換が必要と思われる。よって、本計画では、単なる国際交流や科学者の集

まりではなく、「老化」というテーマを一貫して意識しながら、分野を超えて日本フランス両国の最先端

科学者の闊達な議論する場を提供し、中長期的に両国の科学者の具体的共同研究と老化研究の進展を促

進し、引いては、両国および世界の高齢社会再構築・医療改善に貢献する事を目標とする。 

 

(実施状況) 

第一日目はオープニングセッションとして、湊長博教授および Serge ADNOT 教授の講演があった。第二

日目は、セッション１:細胞老化の分子メカニズムでは、三好弘之博士、Nadine MARTIN 博士、井垣達

吏教授、Oliver BISCHOF 博士、原英二教授の講演があった。セッション２:幹細胞・リプログラミング

と個体老化では、Jean-Marc LEMAITRE 博士、山田泰広教授、Fabrice LAVIAL 博士、西村栄美教授の講

演があった。セッション３:細胞老化と代謝・癌では、高橋 智聡教授、David BERNARD博士、 近藤祥司 

博士、Richard Bonnet 博士、野田亮教授の講演があった。第 3 日目は、セッション 4:慢性炎症と老化

と疾病では、Bertrand FRIGUET教授、丸澤博士、千葉勉教授、Carl Mann博士の講演があり、最終セッ

ション:テロメア では、石川冬木教授、Eric GILSON 教授の講演があった。後述するように、闊達な意

見交換とともに、議論が交わされた。 

 
(成果) 

初日は、湊長博教授および Serge ADNOT 教授により、免疫および肺病変の分野での興味深い老化研究の

最先端の知見が紹介され、未発表データも多く含まれ、闊達な議論がなされた。2 日目の細胞老化の分

子メカニズムでは、組織からの幹細胞樹立の最先端の技術、老化におけるイオン制御の重要性、ハエに

おける老化制御と癌化の接点、omics アプローチによる新しい老化研究、分泌物質による老化の仕組み

などが紹介され、多くの議論意見交換がなされた。幹細胞・リプログラミングと個体老化では、iPS 細

胞と老化・癌化の接点、皮膚幹細胞の老化の仕組みなど最先端の話題が取り上げられた。細胞老化と代

謝・癌では、がん抑制遺伝子による老化や代謝制御、新しいシグナル分子による老化調節とそのノック

アウトマウスによる生活習慣病モデルの解析、メタボローム解析による老化マーカー同定、細胞内シグ

ナルと癌化老化の接点の話題が議論された。慢性炎症と老化と疾病セッションでは、肝臓や腸管での新

規炎症因子と癌化の連関や新規エピジェネティック因子の同定、プロテオミックな手技による老化と参

加ストレス解析の技術が紹介された。最終日は、テロメアセッションで、神経細胞の老化の仕組みや、

テロメア以外の調節機構のデータが提示され、多くの議論を呼んだ。以上のように、多くの最先端かつ

未発表の知見が提示され、内容の濃い 3日間であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体の写真(左)と、発表の様子(右) 


