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1980年生まれ 40歳
専門分野 : 再生医療・老化生物学
二児の母

2018年 科学技術分野の文部科学大臣
表彰・若手科学者賞

2020永瀬賞 最優秀賞受賞

！
迫る
謎に
の
世界が注目！
！
ガン

永瀬賞とは
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三浦 恭子先生

2017年 北海道大学研究総長賞奨励賞
慶應医学会第4回野村達次賞
科学技術への顕著な貢献2017
（ナイスステップな研究者）

「永瀬賞」
受賞記念

老いない！
？ 癌にならない！
？
ハダカデバネズミの不思議

東進ハイスクール・東進衛星予備校を
運営する㈱ナガセから、毎年最先端の
分野でさらなる飛躍が期待される若手
研究者に贈られる賞だ。日本の未来を
拓く研究者のサポートを目的としたフ
ロンティアサロン財団の厳正な審査に
より受賞者が選考され、ナガセ賞最優
秀賞受賞者には高校生のための特別講
義の機会と、賞金2,000万円、賞状及び
副賞が授与される。
熊本大学大学院生命科学研究部
老化・健康長寿学講座
大学院先導機構 准教授

2012年 第 18回日本炎症・再生医学会奨励賞
1999年 兵庫県立兵庫高校 卒業
2003年 奈良女子大学理学部化学科 卒業
2006年 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科修士課程 修了
2010年 京都大学大学院医学研究科博士課程 修了
2010年 慶應義塾大学医学部生理学教室 特任助教
2011年 日本学術振興会特別研究員SPD
2012年 さきがけ専任研究者
2014年 北海道大学遺伝子病制御研究所 講師
2016年 北海道大学遺伝子病制御研究所 准教授
2017年 熊本大学大学院生命科学研究部老化・健康長寿学講座／
大学院先導機構 准教授

フロンティアサロン

日本の若手研究者
受 賞 歴
略 歴

世界が注目する
日本の若手研究者に
贈られる

高 校生のための特別講義

14
TOSHIN TIMES. THE“IMPROVE YOURSELF！”ISSUE

高校生に贈る、
最先端の研究とその醍醐味。

サイエンスセミナー

15

TOSHIN TIMES. THE“IMPROVE YOURSELF！”ISSUE

S c ie nc e S e min a r

が

ことで起きます。老化細

内で老化細胞が増加する

ります。まず老化は、体

でもさまざまな発見があ

実現していると考えてい

て、類まれな老化耐性を

にくくする。これによっ

こして老化細胞を溜まり

では自律的に細胞死を起

対し、ハダカデバネズミ

ます。

おもろい結果は
明後日の方向から
やってくる

先述した成果は大きな

胞とは、老化ストレスが

細胞に加わり、

傷付き不可逆的な増殖停

止をしてしまうことで生

まれます。老化細胞が増

えると、細胞は「細胞死」

をして新しい細胞と交代

するわけでもなく、炎症

然見つかりました。研究

性サイトカインを放出し、 一歩でしたが、なんと偶

まわりの細胞をがん化さ

をするためには、生きた

ばなりません。しかしハ

ハダカデバネズミに犠牲

ダカデバネズミはなかな

せたり老化させたりしま

しかしハダカデバネズ

か増えません。
「ネズミ算

になっていただかなけれ

ミの場合、老化した細胞

式にどんどん増えるだろ

す。これが老化の一つの

が自発的に細胞死を起こ

う」と思っていたら、
30

メカニズムです。

す特徴を持っていたので

匹からスタートして６０

す。人やマウスでは老化

細胞が溜まっていくのに

資料2
世界初、ハダカデバネズミの皮
膚の細胞から iPS 細胞の作成に
成功。さらにそのiPS細胞は、ヒ
トiPS細胞では抑制されている、
がん抑制遺伝子「Arf」の活性化
および、がん遺伝子「ERas」の
機能欠損によって、腫瘍（がん）
を形成しないことが明らかに
なった。この結果を応用し、マ
ウスから作成したiPS細胞のArf
を活性化させたところ、腫瘍形
成能力が減衰することが証明さ
れた。
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０匹まで増やすのに 年

かかりました。そこで「増

やすのが大変なのであれ

ば、ｉＰＳ細胞をつかっ

て実験すればいいのでは

て落ち込むことは誰にで

ないか」と考えました。ｉ

もできますので「おもん

ＰＳ細胞は身体のさまざ

生物は研究するたび、

ない」わけです。でも、思

まな細胞に「分化」でき

本当に複雑だと思い知り

い通りにならないことを

ますから、ハダカデバネ

ます。がん化耐性には、も

許容して、思った通りに

ズミを犠牲にせず、実験

ちろんＤＮＡ修復は大き

ならないことをおもろが

ができます。しかるに作

な要因ですが、タンパク

る。そういうおもろい研

成してみたら、偶然、腫

質やＲＮＡ、細胞間の相

究者のところには、おも

瘍化耐性を持つｉＰＳ細

互作用なども組み合わ

胞ができたのです。

さってその機構が実現し

が 、何 事 も 、思った方向

ではない方向に行くとお

もろい。

ちょうど私の研究者人

生みたいなものです。

ている。これまでの進化 ろい結果が、しかも明後
の歴史の知恵のすべてが、 日の方向からやってくる。
なかなか難しいです

ひとつの機構を織りなし

ているのです。

そんな複雑さを相手に

するには、何事も、おも

ろがって見ることが大切

です。良い結果が出なく
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資料3
ハダカデバネズミは、哺乳類ではきわめてまれな「真社
会性」を持つ。ハチに「働きバチ」「女王バチ」が見ら
れるように、分業化された社会を持つ。数十から数百の
個体からなる巣で、繁殖を行うのは１匹の女王と１〜数
匹の王。その他の個体は妊娠せず、兵隊やワーカーとし
て働く。天敵のヘビが巣穴にやってくると戦いに出向い
て犠牲になるなど、見た目のわりにハードな鼠生がそこ
にはある。また、王に選ばれると短命になるなど、男に
は辛い社会でもある。

Mess
age

三浦 先生から高校生 へのメッセージ
私が大事にしている言葉は、高校のときの恩師であ
る村上先生から頂いた「小学校の時の自由研究がサイ
エンスとして一番純粋だ」です。小学校の自由研究の
ように、寝食も忘れて夢中で取り組んでしまうテーマ
があること。それがサイエンスでは、さらには生きる
うえでも重要なことです。
私の研究は、人類の「健康寿命」を延ばすことです。
健康寿命とは、健康上の問題がなく暮らしを営める期
間のことです。長寿で有名な日本ですが、
「平均寿命」

と健康寿命の差は10年程度あり、これはなかなか縮ま
りません。つまり多くの人々が、健康の問題に悩んで
人生を閉じています。
この社会問題に、ハダカデバネズミの「おもろい現
象」を解明することで挑みたい。まったく大変なテー
マではありますが、これまでお話ししてきたように、
夢中になれる発見にあふれています。村上先生の言葉
を今も大切にできているのは、このテーマのおかげで
あるように思います。

試験日

出願期間

合格発表日

家（ライフデザイン）・ 2/5（金）
1/6（水）〜 20（水） 文・社・人・短 2/1（月） 文
Ⅰ期
郵送・消印有効
Ⅱ期は一部の学
家・社・人（人間福祉）
・ 2/6（土）
比・短 2/2（火）
家・社・人・比・短
科・専攻を除く

一般選抜
Ａ方式

Ⅱ期

一般選抜
B 方式
大学入学共通テスト利用

2/7（日）〜 20（土）
郵送・消印有効
出願期間

3/2（火）

3/6（土）

試験日

合格発表日

大学入学共通テスト
［第 1 日程］
郵送・消印有効
1/16（土）
・17（日）
Ⅱ期は一部の学
［第 2 日程］
（日）
（月）
2/7 〜 22
科・専攻を除く Ⅱ期
郵送・消印有効
1/30（土）
・31（日）
Ⅰ期

1/6（水）〜 22（金）

2/13（土）
3/6（土）

詳細は学生募集要項をご確認ください。

一般選抜直前オープンキャンパス（来場型）
事前予約制

千代田キャンパス ◆対象：全学部◆
11 月 28 日（土）14:00 〜
大妻女子大学プレテスト（英語）
・解説講座を実施
赤本（過去問題）
を無料で配布します！
※新型コロナウィルス感染症の状況により変更になる場合があります。
詳細は大学ホームページでご確認ください。

Web オープンキャンパス開催中！
●入試ガイダンス：一般選抜

一般選抜 A 方式と一般選抜 B 方式の入試制度の違いや
ポイントを紹介！

●学科・専攻紹介

教員による学科・専攻の説明動画、在学生インタビューの
動画配信！

●Web 個別相談も受付中！

［URL］https://otsuma-weboc.com/

千代田キャンパス

〒102-8357 東京都千代田区三番町 12 番地（千代田キャンパス）
[URL]http://www.otsuma.ac.jp/
広報・入試センター TEL.03-5275-6011

家政学部
比較文化学部
多摩キャンパス
人間関係学部

文学部
短期大学部

社会情報学部

