
最 終 講 義 抄 録

糖鎖研究と共に駆け抜けた
40年の軌跡

中 山 淳
信州大学医学部分子病理学教室

21No. 1, 2023

信州医誌，71⑴：21～27，2023

       



中 山 淳 教授 略歴

［学歴］
1976年３月 新潟県立新津高等学校卒業
1983年３月 信州大学医学部医学科卒業
1987年３月 信州大学大学院医学研究科内科系専攻修了（医学博士）

［職歴］
1987年４月 信州大学医学部附属病院中央検査部医員（1989年６月まで）
1989年７月 信州大学医学部附属病院中央検査部助手（1992年５月まで）
1992年６月 信州大学医学部附属病院中央検査部講師（1993年７月まで）
1993年８月 休職渡航（米国ラホヤ癌研究所客員研究員）（1995年12月まで）
1995年12月 信州大学医学部附属病院中央検査部講師（復職）（2000年３月まで）
2000年４月 �信州大学大学院医学研究科臓器移植細胞工学医科学系専攻臓器発生制御医学

講座助教授（2002年９月まで）
2002年10月 信州大学医学部医学科病理学講座教授（2004年３月まで）
2004年４月 �信州大学大学院医学研究科臓器移植細胞工学医科学系専攻臓器発生制御医学

講座教授（2012年３月まで）
2012年４月 信州大学大学院医学系研究科疾患予防医科学系専攻

分子細胞制御学部門分子病理学講座教授（2018年３月まで）
2016年10月 信州大学附属図書館医学部図書館長（2019年３月まで）
2018年４月 信州大学医学部医学科分子病理学教室教授（2023年３月まで）
2019年４月 信州大学医学部長（2023年３月まで）
2020年７月 信州大学卓越教授（2023年３月まで）
2021年10月 信州大学副学長（2023年３月まで）
2023年３月 信州大学定年退職
2017年10月 第24～25期日本学術会議連携会員（非常勤）（2023年９月まで）

［所属学会（2023年１月現在）］
信州医学会（会長），日本癌学会（名誉会員），日本組織細胞化学会（評議員），日本病理
学会（学術評議員），日本臨床細胞学会（評議員），日本糖質学会（評議員），日本生化学
会（評議員），日本神経病理学会（代議員），日本分子腫瘍マーカー研究会（評議員），日
本消化器癌発生学会（代議員），日本がん転移学会（評議員），日本臨床検査医学会，日本
神経学会，American�Association� for�Cancer�Research，American�Society� for�Cell�
Biology，Histochemical�Society

［資格］
日本専門医機構認定病理専門医，日本病理学会認定分子病理専門医，日本病理学会認定病
理専門医研修指導医，日本専門医機構認定臨床検査専門医，日本臨床検査医学会認定臨床
検査管理医，日本臨床細胞学会認定細胞診専門医，日本臨床細胞学会認定教育研修指導医

［編集委員］
信州医学雑誌（1998～1999年，2001～2018年），病理と臨床（2006～2008年，2012～2014
年），Journal�of�Histochemistry�&�Cytochemistry（1999年～），Acta�Histochemica�et�
Cytochemica（2005年～），Pathology�International（2013～2018年），Histochemistry�
and�Cell�Biology（2016～2022年）

［受賞］
1997年11月 日本病理学会 学術研究賞
1998年５月 信州大学医学部 松医会賞
1999年11月 日本臨床検査医学会 Bergmeyer-Kawai 賞
2013年６月 日本病理学会 日本病理学賞
2013年９月 日本組織細胞化学会 学会賞（高松賞）

［学会主催］
2011年８月 第８回日本病理学会カンファレンス2011松本 世話人
2014年９月 第55回日本組織細胞化学会総会・学術集会 会長

22 信州医誌 Vol. 71

       



は じ め に

私は1977年４月に信州大学医学部に入学しました。
学生時代は全学の体操競技部に属し，講義が終わると
体育館に直行して器械体操の練習に没頭する毎日でし
た。1983年３月に卒業した後も信州大学で様々な研鑽
を積み，2023年３月に定年退職を迎えることになりま
した。本最終講義では私が歩んだ40年の軌跡について，
私のライフワークである糖鎖研究を中心に振り返るこ
とで，研究の楽しさや魅力を少しでもお伝えできれば
と思います。

糖鎖研究との出会い

糖鎖は核酸，蛋白質に次ぐ第三の生命鎖です。私が
初めて糖鎖研究と出会ったのは医学部４年生の基礎演
習（現在の自主研究演習に相当）でした。自主研究で
は順応医学研究施設脂質生化学分野 武富 保教授の
研究室に配属され，そこでは上村敬一助教授からＯ型
赤血球膜からＨ型糖脂質の抽出に関する実験手技を学
びました。この実習を通じて，血液型は糖鎖で決定さ
れ，糖鎖末端にあるたった１つの糖の違いでABO式
血液型が決まっていることを知り，とても驚いたもの
でした。しかし，この当時の私は，自分のライフワー
クが糖鎖研究になることは夢にも思っていませんでし
た。

内科医から病理医へ

学生時代は神経に興味を持っていたことから，医学
部卒業後は柳澤信夫教授が主催する第三内科学講座に
大学院生として入局しました。当時の第三内科は神経
疾患と循環器疾患を専門としており，期待通り充実し
た研修を受けることができました。実際に臨床に携
わってみると，病気の診断に病理医が大きく係わって
いることを実感しました。私は神経内科医になること
を目指していましたが，自分で病理診断もできる内科
医になりたいと考え，柳澤先生から許可を頂き，大学
院２年次から学内留学として中央検査部（現在の臨床
検査部）勝山 努助教授（当時。後に教授，信州大学

医学部附属病院長，信州大学理事）のもとで病理診断
の研修を開始しました。実際に病理診断業務に携わっ
てみると，多くの臨床科と関わることのできる病理医
の魅力に惹かれ，大学院修了時には病理医として生き
る決心をしました。しかし，第三内科での臨床医とし
ての経験は，病理医となった私にとって，今でも貴重
な財産となっています。

糖鎖研究：発現解析から機能解析へ

病理医にとって診断と研究は車の両輪です。勝山先
生のご専門は消化管粘液の組織化学で，特に組織切片
を酸化，還元後にレクチンの一種であるコンキャナバ
リンＡと反応させるパラドックス染色は勝山先生が米
国留学中に開発した画期的な組織染色法です。パラ
ドックス染色により胃粘膜の幽門腺細胞・副細胞と十
二指腸粘膜のブルンネル腺から分泌される腺粘液（Ⅲ
型粘液とも呼ばれます）が特異的に検出できることか
ら，当時，パラドックス染色は消化管研究の領域で広
く利用されていました。勝山先生から私に与えられた
テーマはレクチン染色による大腸粘液の解析であり，
私はここで糖鎖研究と再会することになりました。具
体的には大腸癌組織を対象に網羅的なレクチン染色を
行い，α/βGlcNAc に特異的な GSA-2レクチンが大腸
癌細胞と特異的に結合することを見出しました。この
研究成果は私の最初の筆頭英文論文となり1），この論
文が掲載された時の嬉しさは今でも忘れることができ
ません。一方で当時，中央検査部長の金井正光教授は，
静岡薬科大学（現在の静岡県立大学薬学部）の非常勤
講師をしておられました。私は神経系の糖鎖に興味が
あったことから，金井先生から静岡薬科大学で神経系
糖脂質の研究をされていた平林義雄先生（その後，理
化学研究所に異動）を紹介頂き，平林先生と神経膠腫
におけるＣシリーズポリシアロガングリオシドに関す
る共同研究を開始しました。Ｃシリーズポリシアロガ
ングリオシドとはシアル酸が３個直鎖状に結合した構
造を有するガングリオシドの総称で，魚類の脳に多く
含まれています。胎生期の鶏やラットの神経組織にも
多く含まれていますが，経時的に減少し，成獣ではご
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く僅かにしか認められないユニークな糖脂質です。平
林先生との共同研究の結果，Ｃシリーズポリシアロガ
ングリオシドはヒト成人脳では殆ど発現していないも
もの，神経膠腫とヒト胎児のニューロンに発現してい
ることを示し，Ｃシリーズポリシアロガングリオシド
は腫瘍胎児性糖鎖の一種であることを明らかにしまし
た2）。

このように，これまで私は糖鎖の発現解析に重きを
置いて研究を行ってきましたが，次第に糖鎖の機能に
興味が湧いてきました。そして，平林先生から私の希
望をかなえて頂く形で米国サンディエゴにあるラホヤ
癌研究所（現在のサンフォード・バーナム・プレビス
医学研究所）の福田 穰教授をご紹介頂き，1993年８
月に福田先生の研究室への留学が実現しました。

糖転移酵素遺伝子の発現クローニング

福田先生の研究室は糖転移酵素遺伝子の発現クロー
ニングで世界のトップを走っていました。また，同じ
フロアーでは福田先生の奥様である福田道子教授も独
立した研究室を持ち，発現クローニングにより着床に
関わる細胞接着分子であるトロフィニンを同定，その
機能についての研究を行っている最中でした。発現ク
ローニングとは蛋白質のアミノ酸構造が未知であって
も，その蛋白質の機能を手掛かりに遺伝子を単離する
ことができ，かつ単離された cDNA は必ず全長を含
んでいることから，とてもエレガントなクローニング
法です。福田先生からはポリシアル酸の生合成に関わ
るポリシアル酸転移酵素（PST（ST8SiaIV））の発現
クローニングのテーマを頂きました。ポリシアル酸と
はシアル酸が50個ほど直鎖状に結合した糖鎖で，胎生
期の脳に多く含まれており，神経の発生や分化に重要
な役割を演じています。分子生物学の経験が少なかっ
た私にとって実験は失敗の繰り返しでした。しかし毎
日のように福田先生ご夫妻からアドバイスを頂き，幸
運にも PST の cDNA クローニングに成功しました3）。
また，Ｃシリーズポリシアロガングリオシドの一種で
ある GT3の合成に関わる GT3合成酵素（ST8SiaI）の
cDNA クローニングにも成功しました4）。これら一連
の研究成果を1995年８月にシアトルで開催された第13
回国際複合糖質シンポジウムで発表しました。その会
場で，勝山先生と共同研究をされていた北里大学の石
原和彦教授がモノクローナル抗体 HIK1083を樹立し，
胃の腺粘液には O-グリカンの非還元末端に α1,4結合
した N-アセチルグルコサミン残基（αGlcNAc）が特

異的に含まれていることを報告しておられました。私
にとって αGlcNAc は馴染みのない糖鎖でしたが，そ
れが腺粘液に含まれていることを知り，石原先生の研
究成果に驚いたと同時に深い感銘を受けました。

胃癌の発生を予防する αGlcNAc

シアトルでの石原先生の発表に衝撃を受けた私は，
1995年12月に帰国した後，αGlcNAc の胃粘膜におけ
る発現意義の解明を目指し，留学時に学んだ発現ク
ローニングの手法を用いて αGlcNAc の生合成に関わ
る α1,4-N-アセチルグルコサミン転移酵素（α4GnT）
の cDNA 単離を行うことにしました。石原先生のご
好意で HIK1083抗体を供与頂き，約３年の歳月をか
けて α4GnT の cDNA 単離に成功，この遺伝子を用い
てⅢ型粘液は αGlcNAc そのものであることを明らか
にすることができました5）。

私は2002年10月に病理学講座（現在の分子病理学教
室）教授を拝命し，臨床検査部から病理学講座に異動
しました。当時は胃炎や胃癌の病因菌であるピロリ菌
の研究が全盛期で，臨床検査部でも2001年に遺伝子検
査室の日高恵以子技師（当時。後に副技師長）らはピ
ロリ菌が αGlcNAc を分泌する腺粘液には棲息しない
ことを報告しました6）。私もこの研究に参加していた
ことから，αGlcNAc はピロリ菌に対して抗菌的に作
用するのではとの仮説を立て，それを証明するための
研究を開始しました。幸運なことに2002年から2006年
まで，名古屋大学医学部第二生化学講座 古川鋼一教
授を研究代表とする文部科学省科学研究費補助金特定
領域研究⑵「糖鎖によるタンパク質と分子複合体の機
能調節」に計画班員として加えて頂きました。丁度，
研究室の立ち上げ時期にも相当していたことから，資
金面でも恵まれた環境で研究を行うことができました。
研究の結果，αGlcNAc と培養したピロリ菌では菌の
増殖が抑制されると同時に，菌体には著明な形態異常
が生じることを見出し，αGlcNAc はピロリ菌の生存
に重要な細胞壁成分であるコレステリル-α-D-グルコ
ピラノシドの生合成を抑制することでピロリ菌感染か
ら腺粘液細胞自身を防御していることを明らかにしま
した7）。この研究成果は The New York Times にも紹
介され，とても驚いたと同時に嬉しく思ったものでし
た。この研究は更に発展し，ごく最近ではピロリ菌に
対する新たな抗菌作用を有する物質としてコレステノ
ンを発見しました8）。コレステノンは安全な物質で，
クラリスロマイシン耐性株に対しても抗菌作用を示す
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ことから，新たな抗菌剤として期待されます。
さて，αGlcNAc はピロリ菌と戦うだけのために存

在するのでしょうか。その疑問に答えるため，A4gnt
ノックアウトマウス（A4gnt�KO マウス）を作出しま
した9）。このマウスでは αGlcNAc が完全に欠損して
おり，α4GnT は αGlcNAc の生合成に関わる唯一の糖
転移酵素であることを実証しました。驚いたことに
A4gnt�KO マウスの胃粘膜ではピロリ菌感染がなくて
も慢性炎症を基盤に，過形成から異形成を経て分化型
腺癌が自然発症しました。この結果は，αGlcNAc が
分化型腺癌のがん抑制分子であることを示しています。

以上の結果より，αGlcNAc はピロリ菌に対する抗
菌作用と向腫瘍性炎症の抑制作用という，二つの異な
る機序により，胃癌の発生を予防していることを明ら
かにすることができました。そして，これら一連の研
究 を 通 じ て 明 ら か に な っ た 糖 鎖 の 末 端 に あ る
αGlcNAc によって腺粘液の機能が制御されていると
いう事実は，私が学生時代に学んだ ABO 式血液型が
末端にある，たった一つの糖によって決定されること
とも共通しており，糖鎖研究の醍醐味を再認識した瞬
間でもありました。

αGlcNAcと病理診断

これまでに得られた αGlcNAc に関する研究成果を，
病理診断に還元するため，ヒト病理検体を用いた解析
を 行 い ま し た 。A4gnt�KO マ ウ ス の 解 析 に よ り
αGlcNAc は胃分化型腺癌の腫瘍抑制分子としての役
割を担っていることが明らかになったことから，ヒト
においても αGlcNAc が胃癌の発生に抑制的に作用し
ているか否かを検証しました10）。αGlcNAc はムチンコ
ア蛋白質である MUC6に結合していることから，正常
胃粘膜の腺粘液細胞における αGlcNAc と MUC6の分
布は一致します。しかし，ヒト胃癌では，MUC6陽性
分化型癌の約60 ％で αGlcNAc が消失していました。
興味深いことに αGlcNAc 陰性例は αGlcNAc 陽性例と
比較し，有意に壁深達度が深く，病期が進行，静脈侵
襲が高度で，癌特異的５年生存率も有意に低いことが
判りました。一方，MUC6陽性未分化型癌の約45 ％
でも αGlcNAc は消失していましたが，αGlcNAc の消
失と臨床病理学的因子や５年生存率との相関は認めら
れませんでした。この結果は αGlcNAc の消失が分化
型癌の予後不良因子であることを示しています。

また，胃癌以外にも MUC6や αGlcNAc を発現する
腫瘍を胃型形質腫瘍と称しますが，その代表的な腫瘍

型である膵腫瘍，胆道腫瘍，子宮頸部胃型腫瘍，卵巣
粘液性腫瘍では，MUC6に対する αGlcNAc の減少が
これら腫瘍の進展に関与することを明らかにしました
11）-14）。また，同様の傾向は胃癌のリスク因子である
胃幽門型腺腫や慢性萎縮性胃炎，バレット腺癌の発生
母地であるバレット食道にも認められました15）-17）。

以上の結果は，病理診断において胃分化型癌や胃型
形質腫瘍の悪性度のみならず，胃幽門型腺腫，慢性萎
縮性胃炎やバレット食道の発癌リスクを判定する上で，
MUC6に対する免疫染色と αGlcNAc に対する免疫染
色の併用が有用であることを示しています18）。このこ
とに関連してごく最近，培養細胞を用いた解析により，
αGlcNAc による胃癌並びに膵癌の制御に関わる分子メ
カニズムの一端を明らかにすることができました19）20）。

研究を行う上で心掛けたこと

研究を行う上で私が心掛けたことは，1）独創性の
ある研究，2）多分野融合型研究，3）研究を通じた若
手育成，の３点です。独創性という観点で，αGlcNAc
に関する研究は α4GnT�cDNA の発現クローニングを
嚆矢として，αGlcNAc の試験管レベルでの機能解析，
A4gnt�KO マウスの作出とその病理学的解析，ヒト胃
の病理検体を用いた検証，研究成果の病理診断への還
元，そしてピロリ菌に対する新規抗菌剤の発見へと展
開することができました。αGlcNAc は生体防御に
とって極めて重要な糖鎖であるにも関わらず，国内外
に αGlcNAc の研究者は殆どいません。競争を意識す
ることなく，じっくりと腰を据え，基礎研究から橋渡
し研究まで体系的に取り組むことができたことは，と
ても幸運であったと思っています。多分野融合型研究
という観点では，学内だけでなく，国内外多くの施設
と共同研究の機会を頂き，様々な角度から研究を推進
することができました。また，専門外の領域に関する
最新知見に触れることができたと共に，共同研究を通
じて研究仲間や友人ができたことは，研究者として大
きな喜びです。若手育成に関しては，当教室から複数
の他大学医学部病理学講座の教授として２名，特任准
教授として１名，助教として２名が栄転されました。
また，学内７つの臨床系教室から派遣して頂いた16名
の大学院生も含めて当教室で研究を行い，学位を取得
された方は博士課程27名，修士課程７名です。当教室
は小さな教室ですが，多くの若手が育っていってくれ
たことにとても嬉しく思っております。また，私が担
当した学位審査は184件（主査56件，副査128件）であ
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り，学位審査を通じて私自身も大変勉強させて頂きま
した。

医学部長・副学長を担当して

2019年４月から医学部長を担当しました。この間，
信州大学医学部75周年記念式典や日本医学教育評価機
構による医学教育分野別評価の受審等，様々な局面で
貴重な経験をさせて頂きました。2020年１月からは新
型コロナウイルス感染症の影響により，新入生合宿や
合同慰霊祭など医学部にとって重要な多くのイベント
を中止せざるを得ない状況であったことは残念でなり
ませんでした。また，2021年10月からは副学長を担当
しました。医療人材養成の立場から大学運営に携わる
貴重な機会を頂きました。

学会活動・社会活動を通じて

私は1998年から２年間と，2001年から18年間，信州
医学雑誌の編集委員として編集業務に携わりました。
特に私が編集委員長を務めさせて頂いた2009年には信
州医学雑誌の J-STAGE への搭載について科学技術振
興機構（JST）と事前打合せを行い，その翌年に完全
オープンアクセス化が実現した時はとても嬉しく思っ
たものでした。また，日本組織細胞化学会では常任理
事（編集）として，同学会の英文機関誌である Acta 
Histochem Cytochem 誌の編集長を2014年から2019年
まで担当しました。国内外から投稿される論文の一次
スクリーニングから査読者への依頼，最終判定など，
科学雑誌の編集業務に関わる貴重な経験をさせて頂き
ました。また，科学研究費の審査についても科研費審
査員を５回担当しました。科研費の審査は時間と労力
を要する大変な仕事ですが，2016年に審査委員表彰を
受けた時は，とても嬉しく思ったものでした。日本学

術会議連携会員としては2022年７月にオンライン開催
された中部地区会議主催，信州大学共催による学術講
演会「環境教育・環境研究を通じた地域貢献」の企画，
進行を担当させて頂き，貴重な経験となりました。

お わ り に

振り返ってみると，私の医学部卒業後の40年間はお
およそ10年の間隔でその時々の節目を迎えていたよう
に思います。1983～1992年は内科医から病理医に方向
転換し，糖鎖の発現解析を主に研究した時期，1993～
2002年は米国留学から病理学講座に異動するまでの時
期で，主に糖転移酵素遺伝子の発現クローニングに従
事，2003～2012年は αGlcNAc の機能に焦点を当てた
研究を行った時期，2013～2022年は病理学の観点から
糖鎖研究を行った時期で，2019年から医学部長，さら
に2021年からは副学長としての職務も加わりました。
そして，その場面場面で人との出会いがあり，それが
私の大切な心の財産となっています。
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