
はじめにマクロファージは異物を貪⾷するための細胞として⾒つけられたが，2000年前半にTLR
のようなパターン認識受容体とそのシグナル経路の発⾒により，これまでの概念が破られ新しいス
テージに進んだ．また近年の免疫研究及び解析技術の発展から，様々なサブタイプが存在し個々の
役割を果たしている事が報告されている．更に次のステージに進んだこのマクロファージの多様性
と疾患との関係性を改めて整理し理解するために，今回「シン・マクロファージ」と題して，本特
集を企画した．本特集号により免疫学，ひいては疾患研究の発展と新しい治療法の開発に寄与でき
れば幸いである．（編者より）

本書へのご出稿のポイント
● ⾃⼰免疫からアレルギー，癌，疼痛，感染症まで，幅広い疾患解明と治

療の鍵を握るマクロファージを⼤特集︕
● 基礎免疫学者だけでなく、臨床系学会に参加する様々な診療科のMD

研究者にも訴求します︕
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シン・マクロファージ
ーなぜ今マクロファージなのか︖が分かる31の⽅法ー （仮題）

◆ TAM ◆ 腸内細菌叢 ◆ iPS細胞 ◆ 質量分析イメージング
◆ シングルセル解析 ◆ 空間トランスクリプトーム ◆ AMATERAS
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序にかえて 

佐藤 荘（東京医科歯科大学免疫アレルギー学分野） 

第１章 マクロファージの分化・活性化・制御を知る８つの方法 

1. サイトカイン、ケモカインによるマクロファージの制御（仮題）

松島綱治（東京理科大学） 

2. 脂質代謝制御によるマクロファージの活性化（仮題）

熊ノ郷淳（大阪大学） 

3. non-coding RNAとマクロファージ（仮題）

真鍋一郎（千葉大学） 

4. 脂肪酸によるマクロファージの活性化（仮題）

 大石由美子（日本医科大学） 

5. 腸内細菌叢とマクロファージ（仮題）

竹田 潔（大阪大学） 

6. 肝臓由来リガンドによるマクロファージ活性化（仮題）

菅波孝祥（名古屋大学） 

7. マクロファージの貪食・分泌の重要性（仮題）

華山力成（金沢大学） 

8. iPS細胞とマクロファージ（仮題）

金子 新（京都大学） 

第２章 病気とマクロファージの多様性を知る 14の方法 

1. 神経変性疾患とマクロファージ（仮題）

山中宏二（名古屋大学） 

2. 脳梗塞とマクロファージ（仮題）

吉村昭彦（慶應義塾大学） 

3. 生活習慣病とマクロファージ（仮題）

小川佳宏（九州大学） 

4. 皮膚疾患とマクロファージ（仮題）

椛島健治（京都大学） 

5. 関節破壊とマクロファージ（仮題）

石井 優（大阪大学） 

6. 腎疾患とマクロファージ（仮題）

柳田素子（京都大学） 

7. 疼痛とマクロファージ（仮題）

津田 誠（九州大学） 

8. がんと CD169陽性マクロファージ（仮題）

四元聡志、田中正人（東京薬科大学） 

9. 心臓疾患とマクロファージ（仮題）

藤生克仁（東京大学） 



10. 動脈硬化とマクロファージ（仮題） 

範 江林（山梨大学） 

11. 肺疾患とマクロファージ（仮題） 

鈴木拓児（千葉大学） 

12. NASHとマクロファージ（仮題） 

酒井真志人（日本医科大学） 

13. 線維症とマクロファージ（仮題） 

佐藤 荘（東京医科歯科大学） 

14. ヒトマクロファージの前駆体（仮題） 

樗木俊聡（東京医科歯科大学） 
 
 

第３章 感染症とマクロファージを知る４の方法 

1. 結核とマクロファージ（仮題） 

山崎 晶（大阪大学） 

2. トキソプラズマとマクロファージ（仮題） 

山本雅裕（大阪大学） 

3. フラビウイルスと単球・マクロファージ（仮題） 

岡本 徹（大阪大学） 

4. ウイルスと自然免疫系細胞（仮題） 

今井由美子（医薬基盤・健康・栄養研究所） 
 

                                                                                      

第４章 最新の解析技術を用いた免疫細胞を知るための５つの方法 

1. シングルセル解析（仮題） 

七野成之（東京理科大学） 

2. 位置情報を持ったシングルセル解析（仮題） 

村川泰裕（京都大学） 

3. 質量分析イメージング（仮題） 

杉浦悠毅（慶應義塾大学） 

4. AMATERASによる細胞の時空間的解析（仮題） 

                                   永井健治（大阪大学） 

5. Cytof、Hyperionによる細胞の網羅的解析（仮題） 

                                   西川博嘉（名古屋大学） 
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