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使われるもの 、使われないものが
コントロールされて細 胞の 個 性が 決まります 。
その 仕 組みや 意 義を解き明かす 、
「 エピジェネティクス」に挑むのが中尾 光善 教 授です。
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安定に働いているだけでなく、
「生殖細胞では、こ

みつよし
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ヒトには約2 万5千 個の遺 伝 子。

遺伝子の働きをコントロールする
「エピゲノム」の仕組みを探る

なかお

いう観点を科学的に解明しようとしています。
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生物は、
栄養や気候などの環境情報をエピゲノムに変
換して、
細胞内で記憶します。
この機能は環境適応の
仕組みとして有効ですが、
環境ストレスをがんや生活
習慣病に結びつけてしまう仕組みでもあります。
環境
応答とエピゲノム形成の分子メカニズムを解明して、
社
会に還元できる成果を挙げたいと考えています。
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こが ともあき

炎症は、
過剰に働いたり長期化したりすると、
健康被害につ
ながります。
この慢性炎症の分子基盤はよく分かっていま
せんが、
多様な脂質の寄与が示唆されています。
慢性炎症
が関わる疾病においては、
分子・細胞から個体に至る
「炎症
の記憶」
が重要であり、
エピゲノムや脂質の質など、
高次の
生命情報にそれを解き明かす鍵があると考えています。
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