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1) はじめに（招聘の概要） 

 KLF転写因子ファミリーは、生体の発生分化だけでなく、慢性炎症や発癌、

さらに心臓病、代謝病、消化器病、呼吸器病などのさまざまな疾患において

重要な役割を担っている。こうした多彩な機能をもつ KLFファミリーの分子

機能とこれに関わる生体シグナルを解析し、再生医療や創薬の戦略を討論す

るために、平成 30 年 10 月 28 日から 4 日間京都市において、「The 6th 

International Conference on Biology and Pathobiology of KLF/Sp Family 

Transcription Factors」を開催した。現在、生命現象を司る分子の機能解

析や創薬には、さまざまな分析機器が必要であり、KLF2 転写因子に派生す

る細胞内シグナル及び FOXO-1 シグナルとこれを制御する Protein 

Phosphatase 阻害剤の開発に実績のあるミシガン大学准教授 Goutham Narla

博士を会議に招聘することとした。 

 

2) 被招聘者の紹介 

 Goutham Narla 博士は、癌や慢性炎症を制御する転写因子 KLF6 が多くの

癌に対し抑制的に作用することを見出したことで広く知られる。現在、ミシ

ガン大学内科 Associate Professorとして同大学遺伝医学部門主任を務めて

いる。同博士はフローサイトメトリー、定量的 PCR、細胞計数システム 

(incucyte)、バイオルミネセントプレートリーダー、IVIS Xenogen in vivo

イメージングシステム、などの多彩な分析技術を駆使して研究を進めてきた。

最近、がん抑制遺伝子である PP2A（Protein Phosphatase2A）を活性化する

低分子化合物を見出し、新たな癌分子創薬を行うなど、慢性炎症と癌に関す



るオミクス研究において指導的役割を担っている。論文は Science 

Translational Med, Cancer Res など一流誌に発表し、総数は約 60 編に及

んでいる。 

 

3) 会議または集会の概要 

 本会議には、転写因子 KLFファミリーに関する研究者約 60名が、日、米、

英、豪、中国、ポーランドから参加し、半数以上が外国人研究者により占め

られた。会議初日の特別講演では、KLFファミリーの重要なメンバーである

KLF4を用いて iPS細胞を樹立し、平成 24年にノーベル賞を受賞した京都大

学山中伸弥教授が特別講演をされた。山中教授は、iPS細胞樹立に到ったア

プローチとそのための分析技術について具体的に紹介され、すべての聴衆に

感銘を与えた。 

今回の会議は、（1）多彩な機能をもつ KLFファミリーの分子機能と上記の

病態形成における分子機序を、ゲノム、蛋白、代謝物のレベルで解析し、分

子レベルから生体システムの制御機構を明らかにする、（2）KLFファミリー

が癌や臓器不全の病態形成に関わることから、KLFファミリーを抑制または

刺激する創薬について議論することを主たる目標とした。会議では（1）及

び（2）のテーマについて、山中伸弥教授の特別講演や会長講演を含めて 35

の口演発表（招待講演 26題と一般講演 9題）、18題のポスター発表が行わ

れた。いずれの研究においても、次世代シークエンサー、蛋白合成機器、蛋

白間相互作用の測定、NMRやクライオ電顕による蛋白構造解析、薬物代謝産

物の LC/MSおよび NMR分析、薬剤感受性テスト、電子顕微鏡などの精密測定

機器が活用されていた。 

 初日の会議後にはビュッフェ形式の懇親会、二日目夜は招待講演者との夕

食会、三日目夜はビュッフェ形式で全参加者のための夕食会が開かれ、参加

者間の情報交換と懇親を深めた。閉会式では本会議の長老である James 

Bieker博士（Mt. Sinai School of Medicine, U.S.A）から主催者と後援者

に対する感謝の言葉が述べられた。 

 

4) 会議の研究テーマとその討論内容 

KLFファミリーは 18のメンバーから構成され、個別臓器の発生分化だけ

でなく、線維化などの組織再構築に伴う臓器機能障害や、異なる臓器間ある

いはシステム間の連関によるホメオスタシスにも重要な役割を担っている。

さらに最近は、癌の発生や成長に関わることで注目されてきた。 

転写因子は単独で DNAに結合するのではなく、リン酸化、アセチル化、SUM

化などの修飾を受け、転写共役因子と複合体を作って転写機能を発揮する。



またユビキチン化により分解されるため、ユビキチン化酵素や脱ユビキチン

化酵素との結合も転写因子の重要な制御因子となる。こうした複雑な蛋白間

相互作用を解析することも本研究領域の重要な課題である。 

本会議の発表には企業も参加した。とくに次世代シークエンサーにおける

世界的な企業である Illumina社は本会議を後援し、同社の Gareth Elvidge

博士が「Enabling advances in healthcare through large-scale coordinated 

and collaborative approaches to net generation sequencing」と題する

講演を行い、参加者との間で次世代シークエンサーの機能と活用法について

熱心に議論が行われた。 

 

5) 招聘した成果 

今回招聘した Goutham Narla 教授は、3 日目の冒頭で「Drugging tumor 

suppressor proteins: lessons from KLFs and phosphatases（腫瘍抑制蛋

白を標的とする創薬：KLF と脱リン酸化酵素からの教訓）」と題する講演を

行い、癌遺伝子の機能を抑制する脱リン酸化酵素 PP2A を活性化する低分子

化合物について講演した。とくに本年 7 月に Science Translational 

Medicine に報告した論文に関して、近年話題のキナーゼ阻害薬の作用機序

と薬剤耐性について、生体分子機器分析技術を駆使して詳細に論じた。 

癌の分子標的治療薬は、主にがん遺伝子のキナーゼの阻害薬である。これ

らの薬のいくつかは臨床的にも成功を収めているが、内在性のがん抑制因子

の活性を高めることにより、キナーゼのシグナルを抑制するという、もう一

方のアプローチはほとんど注目されてこなかった。今回の講演において、

Narla博士は、がん抑制蛋白、すなわち多くの癌促進性のシグナル蛋白を抑

制する因子の活性化が、がんの治療に有望なアプローチであることを示した。

この低分子化合物群は、ヒトのがんで KLF6 のシグナルを再活性化する物質

として同定され、かつ FDA による承認を受けた tricyclic neuroleptics を

基にしたリバースエンジニアリングにより開発された。種々のがん移植モデ

ルマウス、トランスジェニックのがんモデルマウスにおけるがんの増殖は、

同博士のグループが開発した経口投与可能な、PP2A を活性化する低分子化

合物により抑制された。博士らは、これらの低分子化合物が、PP2A の Aα足

場サブユニットに結合し、PP2A の立体構造の変化をもたらすことにより作

用することを解明した。これらの結果は、PP2A を活性化することによりが

ん細胞の増殖が抑制されることを示している。Narla博士らの内在性の PP2A

を活性化するという戦略は、がん抑制因子を活性化する低分子化合物を開発

するという新しい領域の最初のステップとなるものであり、がん以外の他の

疾患にも適応できる可能性がある。なお講演では、最新のクライオ電顕を駆



使し、低分子化合物と PP2A の結合様式を 2Åの精度で分析し、臨床的に利

用できる薬剤開発の道筋を示した。また Narla博士からは、会議終了後に下

記の謝辞がメールで送られてきた。 

 

Dear Professor Nagai, 

 

Thank you again for being such a generous and gracious host for the 

KLF/SP meeting in Tokyo in 2018. I very much enjoyed spending time with 

our community and with you. I hope that we will have a chance to meet 

before the next meeting in 2020 in China as we have many shared interests 

in drug development to tumor suppressor proteins. 

 

Respectfully 

Goutham 

 

会議では、in silico解析による KLF阻害薬開発、マルチスケールの細胞画像解

析装置による阻害薬の分子標的探索などの最新の生体分子機器技術に関する発

表もあり、Narla博士との間で熱心な議論が交わされた。また Narla博士からは

今後、半自動的免疫組織染色システムや、齧歯類用の正確な in vivo イメージ

ングシステム（癌転移研究に必要）などが必要というメッセージを頂戴した。 

今回の会議は、これからの生命科学が、分子機能研究から複雑な病態解析、

さらに創薬までをカバーすることの重要性を示す契機となっただけでなく、生

体分子機器分析技術の発展にも重要な会議だった。本会議の開催にあたり、中

谷医工計測技術振興財団から多大なご支援を賜りましたことに感謝申し上げま

す。 

 

 

本会議における山中伸弥博士の特別講演（左）。会議中の集合写真（右） 


