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巻

頭

言

第 8 期日本 RNA 学会会長就任の挨拶
塩見

美喜子（東京大学大学院理学系研究科）

この度、第8期日本 RNA学会会長に就任致しました。志村令郎先生（1～2期）、渡辺公
綱先生（3期）、中村義一先生（4～5期）
、塩見春彦先生（6～7期）という、まさに日本の
RNA研究をご尽力によって牽引してこられた先生方の後任ということで、少なからず緊
張致しておりますが、私なりに大役を全うする所存です。２年間、どうぞ、よろしく御願
い申し上げます。
会長就任にあたり一言を、ということで、北畠新編集幹事から本稿執筆の依頼を受けま
した。何を書いたら良いものかしばらく考えておりましたが、どうしても頭から払拭しき
れないものがあることに気がつきました。2014 年 2 月あたりから世間をにぎわせている、
所謂 STAP 問題です。会長就任の挨拶が、清く明るい話題でないというのも如何なものか
とも思いますが、本問題から得られるものは何もないというわけでもありません。普段は
考えもしない事柄を、普段は殆ど使わない頭の一部分を酷使しつつ考えを巡らすのも悪く
なく、正直不思議な感じです。
「サイエンスとは何か？」。ある英語の教科書をみてみますと「To know」だと書いてあ
ります（キャンベル著「Biology」）。これを単純に訳すと「知ること」となりますが、もう
少し格好よくいうと「真実の探求」とでもなるでしょうか。まさしく、我々 RNA 研究者
を含め生命科学研究者が日々追っていることは、生命界における真実の探求、なのです。
例えれば、発生や免疫、知能、もっと細かいところでは microRNA の生合成や遺伝子発
現制御でも良いのですが、そういった事象の中で未だに判っていないことを見定め、その
仕組みや調節機構、相互関係を明らかにすること、となるでしょう。何故、生命科学研究
者は生命界における真実を探求するのか。これは個人個人で想いは異なるかもしれません
が、ひとつは、ただただ単純に判らないことを知りたいという欲求。もう一つは、非常
に優等生的な答えかたかもしれませんが、人の幸福（安定した生活や長寿）につながるか
らだといえるでしょう。へえ〜、塩見さんはショウジョウバエを使った研究をしているけ
れど、それが人の幸福につながると思っているの？

という質問もあるかもしれません。

が、答えは Yes です。私は既に 15 年程ショウジョウバエをモデルとして研究を続けてい
ますが、私にとってハエはあくまでもモデル生物であって、生き物としてショウジョウバ
エに興味があり、ハエを深く知りたいから、なのではないのです。生命、生物というもの
に興味があり、それをより良く理解したから、そしてさらに言うと、自分をはじめ、娘や
孫やその子供達に幸福な生活がもたらされることを願っているからという背景があるので
す。
何故、研究者は真実を探求するのかという問いに対する二つの答えを上記してみました
が、そのどちらにも「ネガティブな要素」は見当たりません。研究者という職業を清く正
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しいもの（勿論胡散臭いという人も多いでしょうが）とイメージさせる理由もここにある
のかもしれません。では、我々は基本的に「良いこと」をしているのだから、何か新しい
ことを発表しさえすれば、しかもインパクトが大きければ、生データを保管していなくて
も、論文の図は「イメージ」でも、どこかで既に publish したものの使い回しでも良いの
か。STAP 問題を追っていると、そう主張する人が実際世の中に存在することが判り、驚
くのですが、はたしてそれで良いのでしょうか。
少し冷静になって考えれば判りますが、そんなことは決してありません。我々は研究
をすることをプロフェッションとしています。プロとは、仕事をすることによって生計
をたてることが出来る人をさします。そういう意味で、私も本会報を読んでいる貴方（貴
女）もプロの研究者（あるいはその卵）であるわけで、しかも、研究を実現のものとする
源「研究費」の大半は国から来ます。元を正せば国民が支払う税金なのです。生活費も実
は税金から支払われている、という研究者も多くいるでしょう。この事実を一時たりとも
忘れてはならない、それがプロというものなのです。最終に至るプロセスなんかどうでも
良い、と許されるのは、研究費も生活費も誰にも頼る事無く工面できる人のみに限られた
特権です。研究は莫大な費用を必要とするので、そういう特権をもつ人は極めて少ないで
しょう。研究をするために公費を使わせていただくのなら、その使用にあたって定められ
た「ルール」に従い、プロとしての自覚をもちつつ仕事に専念しなくてはなりません。そ
んなこと判ってるよ、という輩も多いかもしれません。それはそれで嬉しいこと。しか
し、STAP 問題が巷で大きく取り沙汰されている今、我々研究者の意識、姿勢をきりっと
正す、ちょうど良い機会なのではないかと思います。
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募集について

日本 RNA 学会ロゴマーク募集のお知らせ
日本 RNA 学会（以下「本学会」）は、1999 年 8 月 4 日の設立総会からまもなく丸 15 年の
節目を迎えます。この間、RNA Society Meeting を日本で開催し、英語版のホームペー
ジを開設し、海外の RNA 関連学会との交流が進むなど、本学会の活動も国際的に広がり
始めています。
そこで、本学会を広く内外にアピールするための新しいロゴマークを募集します。ふ
るってご応募くださるようお願いします。

1．応募資格：応募時に本学会の正会員（一般・学生）である方に限ります
2．応募締切：2014 年 5 月 31 日（土）
3．応募規定
以下の規定やコンセプト等を踏まえ、
「RNA」研究をイメージでき、本学会として発信
するにふさわしい象徴的でシンプルなデザインをお考えください。
・ロゴマークには、「RNA Society of Japan」の名称または「RNA」と「Japan」の 2 単語を
入れることとします。
・色彩は自由ですが、あまり複雑な色を使用しないでください。また、モノクロ加工や縮
小加工（2 cm 程度）にも対応できるものとします。
・作品は、デジタルデータで作成してください。ファイル形式は、Microsoft PowerPoint、

Adobe Photoshop または Adobe Illustrator 形式とします。用紙サイズは A4 としてくだ
さい。ファイルのサイズは 2 MB 以内で作成してください。
・本学会のコンセプトについては、ホーム−ページに掲載の設立趣意書を参照してくだ
さい。また、本学会設立後に、ゲノムプロジェクトの完了、新たなノンコーディング

RNA の発見、次世代シーケンス技術の急速な進展などを受けて、RNA 研究の対象や方
法論が大きな変化を遂げています。これらの現状を踏まえて新しい時代の RNA 研究を
見通した作品に期待します。

4．賞
採用作品１点の応募者に賞状と副賞として 5 万円を贈呈し、第 16 回日本 RNA 学会年会
（2014 年 7 月 23 日〜 25 日）への参加費を免除します。

5．応募方法
E-mail の本文に下記の必要事項を明記し、作品を添付書類として、本学会事務局まで
お送りください。件名は「ロゴマーク応募」としてください。
3
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必要事項：氏名、所属（機関名、部局名、研究室名）
、会員の種別、連絡先（電話番号お

よび E-mail アドレス）、作品についての説明（200 字以内）

6．審査方法
本学会の評議員会で、アピール効果、デザイン、機能性などを基準として審査し、採用
作品 1 点を選定します。評議員会の構成員については、本学会のホームページを参照して
ください。
応募状況によっては、再度の募集を行い、採用作品の選定を延期します。

7．結果発表
2014 年 7 月 24 日（木）の本学会の総会で採用作品を発表する予定です。また、受賞者の
氏名、所属および作品の説明は、会報やホームページ等において公表します。

8．著作権について
採用作品についての著作権（著作権法第 27 条および第 28 条の権利を含みます）その他
一切の権利は、本学会に帰属します。受賞者は、採用作品について著作者人格権を行使し
ないものとします。
採用作品以外の応募作品の著作権は、それぞれの応募者に帰属します。

9．応募上の留意事項
・応募は 1 人 3 点までとしますが、1 点につき 1 通の E-mail メールで応募してください。
・応募費用は応募者の負担とし、応募作品は返却いたしません。
・応募作品は未発表で、応募者が自作したものに限ります。
・既存のロゴマークや著作物等と著しく類似する作品や第三者の権利を侵害する作品は応
募できません。採用後にこれらの違反が判明した場合には、採用は無効となります。
、会報そ
・採用作品は、デザインを統一する予定の本学会のホームページ（日本語・英語）
の他の印刷物・出版物のほか、記念品や学会会場での上映などの方法で学会の活動に広
く利用する予定です。採用作品を利用する場合には、縮小加工、モノクロ加工をするほ
か、一部修正・改変をすることがあります。
・採用作品について、本学会が商標出願および登録を行う場合もあります。
・応募者の個人情報は、受賞者への連絡の際に利用します。

10．応募・問い合わせ先
日本 RNA 学会事務局
TEL：03-3238-1689 FAX：03-3238-1837
E-mail：rnaj@kuba.jp
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募集について

第５回「日本学術振興会育志賞」被推薦者の公募について
上記の件について、日本学術振興会のホームページに公募の案内がありましたのでお知
らせします。
つきましては、日本 RNA 学会長からの推薦を希望される学生会員の方は下記により応
募書類の提出をお願いします。

記

1．募集要項および様式等
育志賞の概要、募集要項および様式等は、次のホームページにて閲覧、ダウンロードを
お願いします。
日本学術振興会ホームページ

2．推薦対象者
平成 26 年 4 月 1 日現在 34 歳未満であり、平成 26 年 5 月 1 日において日本の大学院博士
後期課程（医学、歯学、薬学または獣医学を履修する 4 年制の博士課程を含む）に在学し
ている日本 RNA 学会学生会員。
3．推薦数
学会長からの推薦数：1 名
推薦数が限られていますので、賞推薦委員会において選考させていただくことを、予め
ご承知おきください。
なお、賞推薦委員会のメンバーは以下のとおりとなっています。
影山

裕二、片岡

直行、泊

幸秀（委員長）
、堀

弘幸、吉久

徹（50 音順、敬称略）

4．提出書類
必ず以下の要領で書類の提出をお願いします。
これ以外の方法で提出していただいた場合は受理されないことがあります。

1．に記しました日本学術振興会のホームページより、以下の MS Word 形式書類をダ
ウンロードし、書類作成後に pdf ファイルに変換して e-mail に添付して送って下さい。
（2）については、推薦者の方から直接提出していただくのも可とします。
（※候補者欄 3 から 10 のみご記入ください）
（1）推薦書（様式 2）
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（2）推薦理由書Ａ、Ｂ（様式３）
（※応募段階では推薦人署名は不要です）
（3）研究の概要等（様式 4）

5．提出期限
平成 26 年 5 月 26 日（月）正午 必着（延長しました）
6．提出先及び問い合わせ先（必ず e-mail でお願いします）
日本 RNA 学会 本部
庶務幹事

黒柳秀人

e-mail：kuroyana.end@tmd.ac.jp
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男女共同参画委員から

第２回 男女共同参画ランチョンセミナーのご案内
宮川

さとみ（男女共同参画担当幹事）

男女共同参画担当幹事を、昨年度に引き続き今期も担当させていただくことになりまし
た。どうぞよろしくお願いいたします。さて、昨年報告しました統計では、本学会におけ
る、年会参加者や発表者の男女比（女性20％）は、学会会員全体の男女比（同19％）と
同程度でしたので、男女とも一定の割合で年会に参加していることがわかりました。一方
で、評議委員や年会のプログラム委員や座長の割合は10％前後であり、まだまだという
結果でした。この現状を踏まえ、今年度は年会のプログラム委員の女性の割合を14％と
微増させており、これは正会員の女性の割合（15％）とほぼ一致します。現状を知り、可
能なところから男女共同参画を進めていければよいな、と思います。
さて、昨年の大会において始めました男女共同参画のランチョンセミナー、好評につき
（？）今年も行ないたいと思います。昨年のセミナー後のアンケート結果より、
「女性に限
定しない若手支援や、研究者のキャリアパスやリーダーの育成」についての話題を取り上
げてほしい、という意見が多くみられました。そこで、今年のランチョンセミナーでは、
最近異動され、あらたなスタートを切った 3 人の方に、ご自分の歩んでこられた平坦だけ
でない山あり谷ありの道についてお話ししていただこうと思います。題して「私の研究人
生：その選択と決意」です。
お話しいただくのは、昨年の 10 月に富山大学理学部化学科の教授に就任されました井
川善也さん、今年の 4 月より近畿大学農学部バイオサイエンス学科の教授に就任されまし
た佐渡敬さん、そして、この 4 月より名古屋市立大学薬学部病態生化学分野の講師に就任
されました築地仁美さん、の 3 人です。簡単に 3 人の方々をご紹介させていただきます。
井川さんは、京大理学部化学科を卒業し、修士課程までは有機化学を専攻。博士課程よ
り当時新任で着任された井上丹先生の生物化学講座に進学、D3 の秋に所属講座の助手に
なり、のちに博士を取得されました。その後、生命科学研究科の新設に伴い講座は同学科
に移籍。助手時代には、主として自己スプライシングイントロンの構造機能相関の生化学
解析を行いました。この間、スイス工科大学チューリッヒ校に 1 年間客員研究員として留
学し、蛋白質酵素のケミカルバイオロジーを学んできました。2004 年 10 月より九大工学
部に助教授（准教授）として転任、RNA 酵素の人工創製を中心とした「つくる生化学」
に研究の重点を移されます。そして、昨年 10 月より富山大学で（古巣学部である）理学部
に教授として転任されました。3 人の娘さん（中 3、中 1、小 4）のお父さんですが、現在
人生初の単身赴任中だそうです。
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佐渡さんは、北大で X 染色体不活性化に関する研究で学位を取得。その後ポス クとし
て、イギリス・ケンブリッジ大学で約 2 年ゲノムインプリンティングの研究、さらにアメ
リカ・マサチューセッツ総合病院で１年半 DNA メチル化と X 染色体不活性化の研究をさ
れました。その後、国立遺伝学研究所で佐々木裕之先生（現：九州大学教授）が教授にな
られた時の初めての助手として着任。遺伝研では Xist RNA とそのアンチセンス RNA であ
る Tsix を中心にマニアックな遺伝子改変マウスを作って、初期胚における X 染色体不活
性化の研究にさらにどっぷりつかっていきます。遺伝研での任期満了と佐々木教授の九大
への異動が重なり、九大生医研の准教授に就任。その後も、X 染色体不活性化の研究をつ
づけ、今年の 4 月に近畿大学農学部に教授としてラボを構えました。一人息子と奥さんと
家族 3 人で初の関西在住です。
築地さんは、東大薬学部で博士号取得。国立がんセンター研究所病理部でポスドク中
に一人目を出産。同業者であるご主人に合わせて留学し、バージニア大学発生再生セン
ターでポスドクをする間に再度出産、双子だったため 3 児の母になりました（この時の生
活が一番過酷だったそうです）。ご主人の帰国に合わせてジョブハントし、理研の中川研
のポスドクに。神経発生を研究するつもりで帰国したところ、中川さんに「絶対に non-

coding RNA が面白いから」と説得されて linc RNA の研究を始め、RNA world の魅力に
取り付かれる。5 年前、当時研究していた linc RNA に結合する蛋白質として同定した蛋
「次は
白質が、神経難病 ALS（筋萎縮性側索硬化症）の原因蛋白質であることが報告され、
これだ」と直感。理研の脳科学総合研究センターに移り、ALS の研究を始め、スプライソ
ソーム異常が ALS で生じている事を明らかにしました。今年の 4 月より、ご主人だけを東
京に残し子供 3 人と名古屋へ。家族に多大な負担をかけているのが心苦しいけれど、研究
者として生き残るためには仕方がない！と赴任を決意。今後も RNA 代謝異常に基づく神
経難病の病態解明と治療法開発を目指したい、ということです。
昨年は、残念なことに若い方たちの参加が少なめでした。今年は、ぜひ学生さんや若手
研究者の方にもたくさんご参加いただきたいと思います。研究人生いろいろあるけれど、
続けて行ったら楽しいこともたくさんあるなぁ、と思えるセミナーになることを期待して
います。
第 19 回日本 RNA 学会

男女共同参画企画：ランチョンセミナー
（第 2 回）

〜私の研究人生：その選択と決意〜
日

時：2014 年 7 月 24 日（木）

12:00〜13:00

講演者：井川善也さん（富山大学理学部化学科：教授）
佐渡

敬さん（近畿大学農学部バイオサイエンス学科：教授）

築地仁美さん（名古屋市立大学薬学部病態生化学分野：講師）
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フロンティアミーティング

RNA フロンティアミーティング 2014
深尾

亜喜良（名古屋市立大学 薬学部）

今年度の RNA フロンティアミーティングの世話人をやらせてもらうことになった名古屋
市立大学の深尾亜喜良です。私が初めてフロンティアミーティングに参加させてもらった
のは学部４年生の頃で、当時はただただ増えない PCR を繰り返している日々でした。しか
もミーティングの参加目的は当時神戸大の助教であった藤原俊伸さん（現・名古屋市立大
。今から考えると痛々しいです。そんな自分が 10 年
学 薬学部教授）との『キャッチボール』
後に世話人になっちゃうなんて夢にも思いませんでした。色々と至らない人間なのですが、
藤原さん、そしてもう一人の世話人（近畿大学・佐藤亮介助教）の強力なサポートを受けて
必死に準備にとりかかっているところです。
フロンティアミーティングに参加されたことがない若い研究者の方々もいらっしゃるか
と思いますので、簡単にご紹介したいと思います。フロンティアミーティングは年に一度
開催され、主に RNA 研究に携わる若い研究者が中心となって集う学会です。学部学生や大
学院生といった若い研究者にとって、RNA 学会年会で発表するのは敷居が高いと思ってい
る人も多いかと思います。また、ご高名な先生方の発表を拝聴し、
「質問したいけど、馬鹿
な質問だと思われないかなぁ・・・」と、結局質問できなかった経験はないでしょうか。若
い研究者ほど貪欲で無礼であることが、本来のあるべき姿ではないかと思います。しかし、
いざ偉い先生に囲まれると尻込みしてしまうものです。そのような若い研究者が発表や質
問の練習の場として活用していただきたいのが、フロンティアミーティングです。周りは
同世代の若い研究者ばかりです。何も気負うことなんてありません。また、都会とは離れ
た地で、2 泊 3 日の合宿形式で開催することにも意味があります。昼夜に渡り研究発表、討
論を行うだけでなく、同世代の研究者たちと「同じ釜の飯を食う」わけです。フロンティア
ミーティングで交流を深め合った仲間は、今後 10 年、20 年と長い付き合いになる人たちば

昨年のフロンティアミーティング（@ 修善寺）に参
加した世話人（深尾）
。

昨年のフロンティアミーティング（@ 修善寺）に参
加した世話人（佐藤）。
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かりです。つまり、フロンティアミーティングは将来の RNA 研究を担う若手研究者の育成
を担うだけではなく、連携を深める場でもあります。
全国津々浦々で開催されるフロンティアミーティングですが、今年の開催地は和歌山県
の白浜です。完全にレジャーの匂いがします。白浜はアドベンチャーワールドや海中展望
塔といった観光スポットが豊富です。そして、眼下に広がる綺麗な海と砂浜、潮風を浴び
るだけで日頃の疲れが癒されます。また、白浜を満喫する上で欠かせないのが「白浜温泉」
でしょう。会場には展望温泉があるため、白浜の海を眺めながら存分に研究について語り
合えます。例年通り自由討論の時間を設けますので、ぜひこの時間を活用し、白浜の地で
交流を深めていただけると幸いです。そして研究発表する学生だけではなく、保護者（PI）
同伴を大歓迎します。やはりボスに見守られながらの発表の方が学生のモチベーションも
上がるはずです。また、学生や若い研究者にとっても色々な PI の方から話を聴けるという
のはプラス要素でしかないと思います。日々お忙しいとは思いますが、是非とも参加して
いただき温泉でまったりして頂きたいです。

記
開催日時：平成 26 年 9 月 16 日〜 18 日（3 日間）
開催場所：リゾートホテル ラフォーレ南紀白浜
特別講演：浅原 弘嗣（東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科）
、佐藤 亮介（近畿大学 薬学部）
世話人：深尾 亜喜良（名古屋市立大学 薬学部）
問い合わせ（深尾）：電話 052-836-3420 mail prfukao@phar.nagoya-cu.ac.jp
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新評議員ご紹介

学会の存在意義（かたっ！！）
中川

真一（理化学研究所）

今年度より RNA 学会の評議員になりました理研の中川です。2 年間、頑張りますのでよ
ろしくお願いします。
学会、って多すぎ！ と仰られる方もおられます。確かに正論。こと自分に当てはめれ
ば、所属学会の数といったら、年齢 /10 ぐらいが、せいぜい限界のような気がします。年
齢とともに思考能力は衰えるはずだ、というのであれば 5 −（年の数− 50）^ 2 ^（1/2）/10 か
もしれません。いずれにせよ、学生の頃はせいぜい 2 だと。最大値は 5 だと。ピークは齢

50 だと。しかしこれは学生から社会人になれば資金力が増加するというパラメータが抜け
落ちていますね。やはり単純に年齢 /10 でいきましょうか。年齢に虚数を許せばもっと増
える？？ 虚数のかけ算なんて難しい事は聞かないでください。でも年を重ねて虚構のか
け算は得意になりました。嘘です、嘘です。そんな訳あるわけ無いじゃありませんか。そ
んな事言われたら２冊のノートを脇に抱えて一晩中泣き明かしてしまいます。
うーむ、いつもなぜすぐどうしてこうすぐブラックになってしまうのでしょう。
。
。冗談は
さておき、僕は RNA 学会が大好きです。なにせ小さいのが良い。会場が一つなのが良い。
学会が終われば名前は分からないまでも、アー、あーいう人がいたな、と分かるサイズな
のが良い。それでいてスケールで言えば Å からセンチメートルまで 108 ぐらいカールスモー
キー浪漫飛行できるのが良い（齢がばれる）
。学会で活性化され、帰りの電車でも醒めやま
ぬ余韻が続き、ついつい鼻息が荒くなってラボのメンバーが大迷惑する、そういう学会は、
ラボのメンバーには申し訳ありませんが、やはり大好きです。ついでに言うと、発生生物
学会も好きです。これは俗にいう浮気状態ですが、許される浮気もあるでしょう（キリッ）
。
さて、少しは真面目な話を。学会の活動にも色々あると思います。色々考え方はあると
思いますが、学会は何のためにあるかと言えば、
学会の枠組みで行動するため、というよりは、
そもそも、学会は、ベースキャンプのようなもの
なのではないでしょうか。年会で知り合いに会
えば安心するし、ほっとするし、でもいわば安全
地帯。そこに留まるために学会があるわけではあ
りません。そこで作戦を練り、次の未踏峰を目
指す。年会をベースキャンプに、いろいろチャレ
本文とは全く関係のない庭のヒキガエルです。

ンジしていきたいと思います。
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新評議員ご紹介

RNA, my life
片岡

直行（京都大学大学院 医学研究科
）
メディカルイノベーションセンター 悪性制御研究ラボ 特定准教授（PI）
第8期評議員に選出していただきました片岡直行です。現在
は京都大学医学研究科メディカルイノベーションセンターで特
定准教授をしています。ポスドク1人、教務補佐員1人の3人で
はありますが、研究グループを率いています。京都大学理学部
生物物理学教室の志村令郎先生の研究室で研究を始めて以来、
一貫してmRNAのプロセシングに関する研究を進めてきました。

mRNAは前駆体として転写され、その後切り貼りを経て産生さ
れる、その切り貼りの際につなぎかえのパターンがいろいろ起
こる、ということを聞いてすごくワクワクしたものです。その「動的な」RNAに魅せら
れ、現在までRNA研究に携わってきました。アメリカのペンシルバニア大学のDreyfuss
教授の研究室でY14とEJCを発見したことで、高等真核生物においては、mRNAスプライ
シングと他の遺伝子発現諸過程とが緊密な連携を保っている、ということを考えるに至
り、スプライシングとintronic miRNAの生合成機構の関連、スプライシング後のイント
ロンの代謝機構とDNA修復機構との連携、スプライシングとmRNA局在化機構との関連と
いった様々な連携について研究を進めてきました。このようにmRNAのプロセシング過程
は、細胞内において様々な連携を司っていますが、一度破綻をきたすとヒトでは疾患とし
て現れるケースが数多くあります。現在は、筋ジストロフィーや家族性自律神経失調症と
いった、mRNAプロセシング異常に起因する様々な疾患について、その異常プロセシング
のメカニズムとその治療法について研究を行っています。また、現在のメディカルイノ
ベーションセンターでは、がんにおける異常スプライシングとその是正についての研究も
行っており、骨髄異形成症候群や白血病、乳がんについて解析を行っています。
今回評議員に選んでいただいたことで、研究面はもちろんのこと、学会運営面について
も、第 6、7 期庶務幹事をやらせていただいた経験を生かして、日本 RNA 学会に貢献して
いきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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新評議員ご紹介

昨年の御礼と評議員としての抱負
堀

弘幸（愛媛大学・大学院理工学研究科・物質生命工学専攻）

日本 RNA 学会員のみなさま、ご無沙汰しております。
昨年は、第 15 回日本 RNA 学会年会（松山）に 300 名を超える
ご参加をいただき、どうもありがとうございます。年会事務局
を引き受けた当初、何度、数えても開催資金が足りない…愛媛
県、松山市、各種財団、愛媛大学、民間企業などに、申請書や
広告出展のお願いの手紙を書きまくっていたことを思い出しま
す。最後は自腹かと開き直って、年会にのぞみましたが、いざ、
ふたを開けてみると、みなさんのご協力のおかげで収支のバランスがちょうどよい年会を
開催することができました。
この場を借りて、御礼申し上げます。
一年が経つのは早いもので、すでに第 16 回年会（名古屋）の申し込みが始まっています。
たぶん、今年の年会長の星野先生も、毎日のようにお金が出ていく預金通帳をながめて、
ご心痛のことと思います。発表が決まっていれば、早めにお金を振り込んだほうが、きっ
と事務局は助かります。
それはさておき…みなさまに評議員にご推挙していただきました。
そういう仕事が自分に回ってくるイメージがなかったので、評議員選挙の結果が公開さ
れている日本 RNA 学会のホームページを見に行くこともなく、自分が評議員になってい
ることを新評議員招集のメールで初めて知りました。これでは、私に投票してくださった
方々も投票した甲斐がないだろう…と深く反省しております。実のところ、何をすればい
いんだろ？ という感じですが、たとえ微力であっても、日本の RNA 科学の発展のために
貢献したいという気持ちはあります。また、tRNA のメチル化という研究分野を掘り下げる
だけではなく、広く RNA 研究全体を見渡せるような見識も持ちたいと思っています。
よろしくご指導ご鞭撻のほど、お願いします。
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受賞によせて

振り返ってみれば
甲斐田

大輔（富山大学 先端ライフサイエンス拠点）

富山大学先端ライフサイエンス拠点の甲斐田大輔と申します。先日、文部科学大臣表彰
若手科学者賞を受賞し、この受賞に関して編集幹事の北畠先生より原稿の依頼を頂きまし
たので、拙文ですが寄稿させていただきます。
私と RNA との最初の接点は、今から 10 年以上前になります。大学院時代は出芽酵母を
用いた転写制御因子の研究をしていたのですが、ポスドク先ではその頃流行り始めていた
ケミカルバイオロジー的手法を用いた研究をしてみたいと思い、当時東大農学部で助教授
をしておられた（現・理化学研究所

主任研究員）吉田稔先生の研究室を訪ねました。そ

の時吉田先生に、
「スプライシングに影響を与えているみたいだけれども、ターゲットのわ
かってない化合物がある。このターゲットを探してみないか？」ということで紹介されたの
が FR901464（以下 FR）という化合物でした。吉田先生は FR に関して様々な説明をしてく
れたのですが、およそ５％程度の遺伝子しかイントロンを持っていない出芽酵母を使って
いた私にとっては（ただ単に勉強不足だと言われれば返す言葉もないのですが）
、
「スプライ
シング？ 教科書のどこかに書いてあったなあ……」
、といったような具合で、吉田先生の
説明のいたるところにクエスチョンマークが浮かんでいたように記憶しています。にもかか
わらず、何故だか「この化合物は面白そうだ」と思え、吉田研でポスドクとして雇っていた
だくこととなりました。当初は、慣れない培養細胞の扱いや FR 結合タンパク質の単離など
に非常に苦労し、なかなか結果も出ませんでしたが、2 年半の試行錯誤の結果、そして研究
室内外の皆さんの協力のおかげで、ようやく FR とその誘導体であるスプライソスタチン A
がスプライソソームの構成因子である SF3b に結合し、スプライシングを阻害することを発
見することができました。恥ずかしながら、結合の再現性が取れた時には、嬉しさや安心

現在の研究室メンバー。左から佐藤研究員、筆者、古賀研究員、小森技術支援員。
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感からか涙が出てしまいました。
理研での研究が一区切りついたところで、さらにスプライシングに関する研究を進めて
いきたい、かつ、研究者たるもの一度は海外で揉まれるべきだと思い、海外でスプライ
シングに関する研究を行っているいくつかの研究室に、ポスドクとして雇ってくれません
か？ と履歴書を送ってみました。運のいいことに、いくつかの研究室から面接に招待さ
れ、実際にオファーを頂いた中からペンシルベニア大の Gideon Dreyfuss 教授の研究室に
ポスドクとしてお世話になることとなりました。皆さんご存知の通り、Gideon の研究室に
は塩見先生や片岡先生が留学されていたこともあり、非常に日本人フレンドリーな研究室
で、またフィラデルフィアは大都市であることもあり日本食（のようなもの）を手に入れる
のも比較的簡単で、非常に楽しく留学生活を送ることができました。研究に関しては、当
初 Gideon は「半年くらいかけて、この研究室のやり方や、機械の使い方を覚えればいいか
ら」という方針だったのですが、
「アメリカで一旗揚げて日本に帰るぞ！」と思っていた私
としては、そんなにのんびりしている暇はないと思い、連日 Gideon のオフィスに行って
テーマをくれと訴えたものでした。1 ヶ月ほどたつと根負けしたのか、しょうがないといっ
た感じでテーマを与えてくれました。自己主張の国アメリカといった感じでしょうか（と
はいえ、やり過ぎだったかもしれないと後日反省しましたが）
。そのとき与えられたテーマ
「どうせ U2 を阻
は、U2 snRNP を阻害したら何が起こるか、というものだったのですが、
害するなら、U1 もやってみたらどうか？」と提案し、U1 や U2 に関する研究を開始しまし
た。Gideon の研究室では非常にディスカッションが活発で、ラボミーティングでの研究発
表をした際も、何時間もディスカッションした末に、
「まだディスカッションが足りないか
ら、来週もお前が発表しろ」と言われたり、家に帰るバスを待っていると Gideon から電話
がかかってきて、
「あの実験についてどう思う？」と聞かれたりするなど、
「もう勘弁してく
ださい」と言いたくなるほど、実験とディスカッションに満ちあふれた研究生活を送ってい
ました。しかし、そのディスカッションの中から新しいアイディアが生まれ、また、英語の
いい特訓にもなり、今では Gideon に非常に感謝しています。結果として U1 snRNP はスプ

ライシングだけでなく、pre-mRNA を異常なポリ A 化から保護するという新規の機能を持っ
ているという発見につながりました。
アメリカで一旗上がったかどうかはよくわかりませんが、日本に帰国する決心をし、国
内でポジションを探したところ、2011 年に富山大学先端ライフサイエンス拠点にテニュア
トラック助教として採用されました。現在は、ポスドク 2 人とともにスプライシング異常が
転写活性に与える影響や、スプライシングが細胞周期や細胞分化に与える影響に関して研
究を行っています。最近、この研究室からの最初の論文を出すことができ、ようやく研究
室としてのスタートを切れたかなと思っているところです。
振り返ってみれば、運と面白そうなものを見つける嗅覚（？）
、さらに本当に多くの方々
の助けのおかげで、なんとかこの世界で生き残ってこられたんだなあと思います。これか
らも周りの皆さんに対する感謝を忘れず、教科書に載るような仕事を目指して研究を行っ
ていきたいと思っています。最後に、もし当研究室に興味がありましたらぜひご連絡くだ
さい。一緒に面白い研究をしましょう。
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お知らせ

第16 回日本 RNA 学会年会
（第16 回 RNA ミーティング）のお知らせ
第 16 回日本 RNA 学会年会長：星野

真一

（名古屋市立大学大学院薬学研究科）
第 16 回日本 RNA 学会年会を、下記の会期・会場にて開催します。
会

期：平成 26 年 7 月 23 日（水）〜 25 日（金）

会

場：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）大ホール
［年会ホームページ：http://www.rnaj.org/RNA2014/index.html］
。
演題募集はすでに 4 月 30 日より開始しました（〆切は 5 月 30 日です）

今年の年会では医学・疾患治療への応用に特色ある内容でシンポジウムと特別講演を企
画し、第一線で活躍されている先生方のご講演を予定しています。とりわけ特別講演では
生命科学のレジェンドである 3 名の先生方のご講演が実現する運びとなりました。
特別講演
「私の RNA 研究；50 有余年の軌跡」
西村

暹（筑波大学）

山本

雅（沖縄科学技術大学）

審良

静男（大阪大学）

「CCR4-NOT を介する mRNA 分解 ̶ 仕組みと意義」
「Regnase-1, a ribonuclease essential for the control of immune responses」

シンポジウム「疾患と RNA 研究」
「精神疾患と異常スプライシング ̶ hnRNPA1 の役割について ̶ 」
眞部

孝幸（藤田保健衛生大学）

河原

行郎（大阪大学）

「Ataxin-2 の生理的機能と polyQ 鎖伸長の病的意義について」
「RNA の修飾異常と疾患：ミトコンドリア病との関わりから」
鈴木

健夫（東京大学）

また、昨年に引き続き男女共同参画事業の一環としてランチョンセミナーを開催するこ
とに加え、国際化への取組みの一環として取り入れられたポスター、スライドの使用言語
を英語とすることも継承します（発表は日本語、英語どちらでも可）
。
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本年会においても学部生・大学院生の優れた発表を対象としてベストプレゼンテーション
賞の授与を予定しており、多くの若手 RNA 研究者の積極的な参加を期待しています。
食文化をはじめとして独特の文化を発展させた名古屋の地で、活気に満ちた暑い討論が
繰り広げられますことを願っております。みなさんの奮ってのご参加を年会事務局一同お
待ちしております。
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お知らせ

日本 RNA 学会

第 8 期評議員選挙結果について

選挙公示：会報 29 号
投票締切：2014 年 3 月 3 日
開

票：2014 年 3 月 10 日

開票場所：京都大学医学部メディカルイノベーションセンター 4 階会議室
有権者数

：581 名

投票者数

：73 名（投票率 12.6％）

投票総数

：695 票

有効投票数：676 票
無効投票数：19 票（被選挙権が無い人への投票）
得票上位 10 名、および次点は下記の通りとなりました（敬称略、五十音順）
井上

邦夫、大野

睦人、影山

裕二、片岡

塩見

美喜子、泊

幸秀、中川

真一、堀

次

点：金井

直行、塩見
弘幸、吉久

春彦、
徹

昭夫

皆様ご協力いただき、誠にありがとうございました。
選挙管理委員会
片岡直行
大江賢治
北畠
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真

お知らせ

日本 RNA 学会

第 16 回総会のご案内
長：塩見

会

美喜子

（東京大学大学院理学系研究科）
第 16 回 RNA ミーティングの第 2 日目に、日本 RNA 学会第 16 回総会を下記の要領にて
開催致しますので、多くの会員のご出席をお願い致します。

記
日

時：平成 26 年 7 月 24 日（木）午後 3 時 30 分〜 4 時 30 分

場

所：ウインクあいち

大ホール

ご欠席の会員は、別途送付されました委任状をご送付ください。
締め切りは、7 月 18 日（金）です。

日本 RNA 学会 第 8 期役員等（平成 26 年 4 月〜平成 28 年 3 月）
（敬称略）
会

長：塩見

評議員：井上
塩見

美喜子
邦夫○、大野

睦人○（副議長）
、影山

美喜子（会長）、泊

幸秀○、中川

裕二、片岡

真一、堀

直行、塩見春彦○、

弘幸、吉久

（ ○ 印は第 7 期より連続して評議員に就任された方々です。
）
庶務幹事：黒柳

秀人

会計幹事：杉浦

麗子

編集幹事：北畠

真

集会幹事：廣瀬

、星野
哲郎（2015 年年会長）

会計監査：鈴木

勉、廣瀬

国際化担当：岩崎

真一（2014 年年会長）

哲郎

由香

男女共同参画担当：宮川

さとみ
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徹○

お知らせ

北の国から 2015 〜夏〜
廣瀬

哲郎（北海道大学遺伝子病制御研究所）

RNA 学会員の皆様、そろそろ蒸し暑い季節をお迎えのことと存じますが、こちら北海
道は今日もさわやかな風が吹いております。さて、来年の年会は皆さんを夏の北海道にお
迎えし、このさわやかな風の中、RNA の新しい風を発信していただきたいと思います（イ
メージ図）。北海道では、2007 年に内藤年会長によるすばらしい年会がございましたが、
それ以来 8 年ぶりの開催となります。……とはいえ、数日前に塩見会長からお話をいただ
いたばかりですので、まだ具体的なことは何も決まっておりません。できれば 7 月下旬に
札幌某所にて開催の予定です。みなさまのご期待に沿えるよう心を込めて準備して参りま
すので、ご支援の程をよろしくお願い申し上げます。みなさまのご参加を心よりお待ち申
し上げます。
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お知らせ

日本 RNA 学会第８期役員

役員会議事録
片岡

日

時：2014 年 4 月 10 日（木）
16：00 〜 18:00

場

所：慶應義塾大学医学部

直行（第 7 期庶務幹事）

総合医科学研究棟 3F 会議室

出席者：（50 音順、敬称略）
第 8 期評議員： 大野睦人、影山裕二、片岡直行、塩見春彦、塩見美喜子、
泊幸秀、中川真一、堀弘幸、吉久徹
第 7 期庶務幹事： 片岡直行
欠席者：井上邦夫

1．塩見春彦会長が開会挨拶を行った。
2. 第 8 期会長の選出
第 8 期の会長を選出するため、学会細則第 8 条に従い、評議員による会長選挙を行っ
た。第 1 回目の投票で塩見美喜子氏が過半数の票を獲得し、日本 RNA 学会第 8 期会長に
就任することが決定した。

3. 第 8 期副議長の選出
同じく、学会細則第 11 条に従って副議長の選出を行い、大野睦人氏が副議長に就任す
ることが決定した。

4. 第 8 期庶務・会計・編集幹事候補の検討および選任
塩見美喜子会長より、庶務幹事を東京医科歯科大学・黒柳秀人氏、会計幹事を近畿大
学・杉浦麗子氏（留任）、編集幹事を京都大学・北畠真氏にそれぞれ委嘱することが提案
され、承認された。また、会計監査 2 名は、産総研・富田耕造氏、東京大・鈴木勉氏に委
嘱することが決定した。

5. 評議員選挙の電子化に関して
これまでに行われた議論について、システムの費用見積もりを含めて、当時の庶務幹事
である片岡直行氏から評議員に資料を提出し、再度議論することになった。また、業務委
託をしているクバプロにも改めて見積もりを依頼し、その上で検討することにした。

6. 国際化担当、男女共同参画担当について
国際化担当は慶應大学・岩崎由香氏、男女共同参画担当は大阪大学・宮川さとみ氏（留
21
日本 RNA 学会会報 No.30

任）にそれぞれ委嘱されることが決定した。

7. オーストラリアとの合同ミーティングについて
2014 年 11 月 2 日から 5 日にかけて、University od Technology Sidney にて開催される
ことが泊委員より報告された。また、同 meeting への参加費用は 100 AUD となっている
が、invited speakers への旅費支払との兼ね合いで 150 AUD に変更になる可能性もある
ことが報告された。この件に関する折衝は泊委員に一任された。
また、日本 RNA 学会としては、学生会員への派遣援助として、1 人あたり 15 万円を最
大 15 人程度に援助することを第 7 期評議員によるメール会議で決定していたが、この件
について第 8 期評議員会でも承認することを確認した。また、日本側の組織委員会とし
て、塩見美喜子氏、泊幸秀氏、中川真一氏、片岡直行氏とすることが決定した。

8. 日本 RNA 学会英語ウェブサイトについて
前任者の Derek Goto 氏に代わり、現在は暫定的に泊委員が引き継いでいる。今後は国
際化担当の岩崎氏に管理を委嘱することを決定した。また、アンチスパム機能の実装の委
託（約 25,000 円）が承認された。
さらに、現在クバプロに管理委託している日本語のウェブサイトについて、並列させる
のか、管理統合するのかの議論が出たが、日本語の HP は必要であること、また、クバプ
ロに委託している業務内容と費用を確認の上、再度議論することで一致した。

9. 日本 RNA 学会のロゴについて
学会設立より 15 年経ち、英語の HP も立ち上がったことから、英語 HP にも使用可能な
新しいロゴを作ってはどうかという案が出され、承認された。また、デザインを広く日本

RNA 学会会員から公募し、選ばれたデザインには賞金を出すことを決定した。

10. 西村暹先生を名誉会員に推薦する件について
学会会則第 5 条に従い、西村暹先生を名誉会員に推薦することが提案され、西村先生の
業績を拝見後にメール会議行うことが決定した。
（補

足）

議題 8 に関して、西村暹先生を名誉会員に推薦することをメール会議で決定した。ま
た、学会会則に基づき、本件は今年度総会で承認を得ることになった。

11. RNA2016 Kyoto に向けての宣伝活動について
RNA Society の 2016 年度のミーティングが再び日本で開かれるのに伴い、本年度に
early exposure のための日本手ぬぐいを様々な学会で配布する案が泊委員より提出され、
承認された。また、手ぬぐいは 2,000 枚程度とし、そのための費用として 38 万円程度の
支出が見込まれることが報告され、承認された。
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12. その他
・育志賞選考委員会の設定
育志賞選考委員として、塩見美喜子会長より影山裕二氏、片岡直行氏、泊幸秀氏、堀弘
幸氏、吉久徹氏に依頼があり、了承された。また、塩見美喜子会長より泊幸秀氏に委員長
就任の依頼があり、了承された。
・日本 RNA 学会学会費について
まずは過去の日本 RNA 学会の収支、特に会費値上げ後の収支を年度ごとに比較し、会
費値下げの是非について検討することで一致した。また、RNA2016 が京都で開催される
ことを鑑み、そこまでは会費は据え置きとする案も提案された。
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お知らせ

第 8 期評議員会

議事録（1）
黒柳

日

時：2014 年 4 月 26 日（土）〜 4 月 30 日（水）

場

所：メール会議

秀人（庶務幹事）

議題配信先（50 音順、敬称略）
評議員：井上邦夫、大野睦人、影山裕二、片岡直行、塩見春彦、塩見美喜子、
泊

幸秀、中川真一、堀

弘幸、吉久

徹

配信元
庶務幹事：黒柳秀人
議

事：

1．会計監査の再選出について
庶務幹事から、日本 RNA 学会細則第 9 条では「会計監査は連続して 2 回選ばれることは
できない」とされていることから 2014 年 4 月 10 日の評議員会で一旦は選出された富田耕
造氏を第 7 期に引き続いて第８期会計監査には選出することはできない旨を説明した。日
本 RNA 学会会則第 11 条および日本 RNA 学会細則第 9 条の規定に基づき代わりの会計監
査 1 人を選出するための投票が行われることとなった。
評議員の投票の結果、正会員の廣瀬哲郎氏（北海道大学）を推す意見が過半数となり、
廣瀬哲郎氏が第８期会計監査に選出された。
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お知らせ

第 8 期評議員会

議事録（2）
黒柳

日

時：2014 年 5 月 7 日（水）〜 5 月 8 日（木）

場

所：メール会議

秀人（庶務幹事）

議題配信先（50 音順、敬称略）
評議員：井上邦夫、大野睦人、影山裕二、片岡直行、塩見春彦、塩見美喜子、
泊

幸秀、中川真一、堀

弘幸、吉久

徹

配信元
庶務幹事：黒柳秀人
議

事：

1．2015 年度年会長（集会幹事）の選出について
2015 年度の年会の準備を始めるため、年会長（集会幹事）を選出することとなった。
日本 RNA 学会会則第 12 条および日本 RNA 学会細則第 14 条に基づき、塩見美喜子会長
が正会員の廣瀬哲郎氏（北海道大学）を指名し、他の評議員が審議した結果、廣瀬哲郎氏
に 2015 年度年会の年会長（集会幹事）を委嘱することが全会一致で承認された。
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編

集

後

記

次第に緑が濃さを増す季節となりました。みなさまお元気でお過ごしのことと思いま
す。会報 No.30 をお送りします。今回の会報より、編集のお手伝いをさせていただくこ
とになりました。はじめての経験で手際がよくなく、編集にあたっては執筆者のみなさ
ま、クバプロの齋藤さまには多方面にわたり、ご無理をお願いしてしまいました。ご多忙
中にもかかわらずご協力いただいたみなさまに感謝・感激しております。また、ご依頼が
締め切り直前になってしまったために、ご執筆いただけなかったみなさまには、大変失礼
しました。次号では余裕をもってご連絡しますので、またぜひお願いします。

RNA 学会会報もオンラインでの発行となり、ページ数や写真の制約が減り、自由度が
増してきました。その一方で、冊子体がないために、なかなか全ページに目を通しにくく
なってきたのも事実と思います。そこで今号から、できるだけ最後まで見ていただくこと
を目指して、最終ページに、塩見春彦前会長に「石」にまつわる写真コラムを連載してい
ただくことにしました。
以前に塩見先生の「石」の写真を拝見する機会があり、深い印象を受けたことがありま
した。
「こういった石を手にとったり、観察したりすることは、きっと研究や若手に対す
る先生の視線と深いところで関係があるに違いない」
。機会をみてそのお話をうかがおう
とずっと思っていたのです。新コラムを企画するにあたって、その時の記憶が自然とよ
みがえり、気がついたらご寄稿依頼のメールを発送していました。毎回、思わず最初に
チェックしたくなるような、好奇心を刺激するコラムをお寄せいただけると楽しみにして
います。
また今回は、新たに評議員になられた三人のかたと、文部科学大臣表彰の若手科学者賞
を受賞された甲斐田さんに、自己紹介の原稿をお願いしました。次号では、新評議員の影
山さんと前回の青葉賞受賞のかたがたの記事を掲載の予定です。多くのみなさまの声を集
め、学会のみなさま同士の交流のため、少しずつ会報を充実させていきます。ご協力お願
いいたします。
M.K.
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石、その一
塩見

春彦

ふと目と目が合ったような気がする。なんだか気になる。少し迷うが手を伸ば
し、拾い上げる。しっかりした重みや少しの湿りが感じられる。じっと見つめる。
私を見つめていた目を探す。それから、その重さと手触りを感じながら歩き出す。
なんだかよさそうだ。持ち帰る。
これが私と石の出会いです。私はとても目が悪い。眼鏡をかけても視力は 0.8 に
届かない。それでも、時々見つめてしまう。集めた石に色やカタチや大きさの共通
点はない。鋭利なもの、丸いもの、平たいもの、いろいろある。探しても目が見つ
からないことが多い。その場合は、おそらく、全体が目なのかもしれない。
私の部屋にはこうして拾ってきた石が何十
と 居 る。 も は や 彼 ら の 視 線 を 感 じ る こ と は
ない。時々持ち上げてみる。今まで気付かな
かった小さな目が見えて来る。顔も浮かんで
来る。私と石の付き合いはそれだけです。
写真の石は伊豆の谷川の河原で拾ってきた
も の で す。 無 数 に あ る 河 原 の 石 の 中 で 目 が
合ったもの。
くるみの木

夏の河原に

水たまりはあせている

西脇順三郎

土手をよこぎるかまきりは

黒い宝石を動かして

私の来るのを見ている

くるみの木は石にしがみついて

天使の睾丸のような

果実を

みどりの皮に包んで

人間の中で繁殖を考える

たそがれの皮の昔
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