生命科学を通じて伝えたい情熱がある。
急速に発展し続ける生命科学の第一線の知を結集し、
新しい科学のパラダイムを創り出すと共に、医療の進歩に貢献すること。
情熱を持って集う若い研究者が夢を語り合う場として、
また、生命科学の未来を担う研究者を生み出すこと。
それが私たちの使命です。
最先端の生命科学の研究成果が医療の現場で応用されることを目指して、
癌や感染症などの病気から身体を守る免疫システムの解明、
アレルギーや免疫病などの原因や治療法を探る基礎研究、
新しい移植法やがんの免疫療法の開発や抗体医薬の創成などの応用研究、
また、神経系の情報処理機構や個体や臓器の発生のしくみなど、
様々な生命医科学領域の研究を広く行なっています。
私たちの「情熱」を連綿と紡いでいく若者を育て、
自由で創造的な人材交流の場を作っていきたい。

免疫生物学専攻分野

教 授：松島 綱治 ＊
https://k-matsushimalab.org/

教 授：伊川 友活
https://www.ribs.tus.ac.jp/index.php/course/labfortsu/ikawalab/

分子生物学専攻分野

教 授：北村 大介
https://dai3kitamura.jimdofree.com

講 師：昆 俊亮
https://konshunskelab.wixsite.com/rs-tus

T細胞の認識機構、
および、
プロフェッショナル

●

タンパク質の1分子レベルでの動的構造解析

2020

年度

学位が授与されます。

第一三共（株）

東京理科大学生命医科学研究所

【博士後期課程】

（株）アイ・オー・データ機器
コムチュア（株）
【博士後期課程】

第一生命情報システム
（株）

シミックホールディングス（株）

＊本専攻では、ディプロマポリシーにより修士課程修了者には修士(理学)、博士後期課程修了者には博士(理学)の

イー・アンド・エム
（株）

（株）
ビックカメラ
富士通JAPAN（株）
（株）アールピーエム

得がたい経験となり、より高い人間性を育むでしょう。さらに、本研究科における高いレベルの研究活動に加え、学

順天堂大学大学院博士後期課程進学

東京理科大学大学院博士後期課程進学

【修士課程】

外の医療機関・研究機関や企業との緊密な連携・共同研究により、広い視野と社会性を身に付けることができます。

ティー・アンド・シー（株）

東京理科大学大学院博士後期課程進学

●国立感染症研究所

東レ（株）
（株）ウガトリア

2019

年度

九州大学生体防御医学研究所

【博士後期課程】

長谷川香料（株）

エイツーヘルスケア（株）

厚生労働省

第一三共（株）

【修士課程】

検索

（株）
NTTデータアイ

（株）
NTTコムウェア

アース
（株）

日本製薬
（株）

客員教授 前田 健 （人獣共通感染症学）

客員准教授 宗田吉広 （獣医応用免疫学、サイトカイン、マイコプラズマ）

の病原性研究）

客員教授 下地善弘 （動物用粘膜ワクチンの開発、
細胞内寄生細菌

客員准教授 大橋紹宏 （がん分子標的治療薬の研究・開発）

客員教授 加藤 護 （生物情報学）

客員教授 齊藤 隆 （免疫学）
＊

客員准教授 山下理宇 （分子生物学、
バイオインフォマティクス）

客員教授 土原一哉 （腫瘍診断学、
腫瘍治療学）

客員教授 小林 進 （血液腫瘍学）

客員教授 高橋宜聖 （感染免疫学）

期診断法の開発）

客員教授 中面哲也 （腫瘍免疫学、
がんの新規治療法・予防法・超早

客員教授 青木一教 （分子腫瘍学、
腫瘍免疫学、
遺伝子治療学）

理科大 生命科学

●農業・食品産業技術総合研究機構

●国立がん研究センター

4 時間生物学専攻分野

●理化学研究所

●国立がん研究センター

3 分子病態学専攻分野

●国立がん研究センター

2 免疫生物学専攻分野

●国立感染症研究所

●国立がん研究センター

1 分子生物学専攻分野

連携大学院方式

Cooperation Programs

https://www.ribs.tus.ac.jp/

ニプロファーマ（株）

▷
▷
▷

獲得免疫応答への影響

● 腸内細菌の主要代謝産物である短鎖脂肪酸の

の分子メカニズムの解明

● 遺伝子改変マウスを用いたT細胞活性化機序

● 発がんにおける炎症の果たす役割

● DCIRの免疫系，
骨代謝系における役割

やサイトカインの役割

● 腸管免疫の恒常性維持におけるC型レクチン

の役割

● 自己免疫やアレルギー発症における自然免疫

IL-17などのサイトカインの役割

● 自己免疫やアレルギー発症におけるIL-1や

発症機構の解明

● 関節リウマチ発症に関与する遺伝子の探索と

新規治療法開発を目指します。

おける遺伝子の役割を解明し、

発生工学手法を用いて病態形成に

講 師：小川修平＊
https://tus-ribsjm.clsv.jp/immunology/

教 授：岩倉 洋一郎 ＊
https://www.rs.tus.ac.jp/iwakuralab/

免疫実験動物学専攻分野

Division of Experimental
Animal Immunology

学部から集まったバックグラウンドの異なる学生同士の、あるいは研究員や教員との研究室の垣根を超えた交流は

を見つけ出し、解決に向けて努力するという経験が、卒業後のキャリア形成に大いに役立つはずです。また、色々な

年度

詳しくはウェブで

起こす疾患発症機構の解明

核酸塩基編集が担う遺伝子発現と破綻が引き

と破綻による細胞がん化機構の解明

RNA/DNA編集が制御するゲノム安定性

よる遺伝子改変法の開発

RNA/DNA編集の新規検出技術と応用に

アウトマウスの作成と解析

発生に関与する分子のコンディショナルノック

白血病発症における造血ニッチの制御

腫瘍リンパ管新生

維持ならびに再生の分子機構

免疫微小環境（胸腺、脾臓ニッチ）の形成、

組織幹細胞の未分化状態維持の制御機構

【修士課程】

●

●

●

●

●

●

●

●

分子、生体レベルで解明します。

動的な生命現象を

発生分化、
再生、老化、発がんなどの

准教授：櫻井 雅之
https://www.researchgate.net/lab/Masayuki-Sakurai-Lab

います。本研究科において、遺伝子から個体までの多様で複雑な生命現象を大きな視野で捉え、その中から問題点

化粧品・科学機器などの企業で研究・開発・学術職として、あるいは、教育職や公務員として、様々な分野で活躍して

2021

がんによる免疫逃避進化の数理モデル解析

●

生命科学研究科 生命科学専攻を卒業した皆さんは、国内外の大学や研究機関の研究者として、また、医薬品・食品・

脳腫瘍における最適治療戦略の検索

膵臓癌進展の数理モデル解析

病理診断の標準化と実装化

がん発生・進展にかかわる微小環境

インフルエンザ感染モデルとワクチン開発

●

●

●

自己免疫疾患と関わる組織適合性抗原

●
●

（MHC）の研究

●

病患モデルマウスシステムの構築

分化制御メカニズム

機能性T細胞（Th1/Th２/Th17/Tfh）の

T細胞による抗体産生誘導の分子メカニズム

サイトカインシグナル伝達分子の役割

制御性Ｔ細胞による免疫応答の制御機構

（アレルギー・自己免疫疾患)

●

●

●

●

●

分子メカニズムの解明を目指します。

構築することにより、病気が起こる

遺伝子改変マウスなどのモデル系を

准教授：波江野 洋

授：落合 淳志

教 授：後飯塚 僚
https://www.rs.noda.tus.ac.jp/ryogoi/lab-top.html

教

時間生物学専攻分野

Division of
Development and Aging

教 授：久保 允人＊
https://www.rs.noda.tus.ac.jp/~ribsjm/kubolab/

Division of
Molecular Pathology

分子病態学専攻分野

APCの抗原提示機構の解析

卒業後のキャリアパス

＊は2023年度の学生募集はいたしません。

（インビボFRET技術）

免疫細胞を用いた新しい再生医療の開発

発がんに関与する分子のコンディショナル

●

●

細胞・臓器移植に伴う慢性拒絶機序の解明

とその解除

●

発がんと細胞競合

ノックアウトマウスの作成と解析

●

●

がんに対する新規複合免疫療法の臨床開発

●

腫瘍浸潤B細胞とその抗体の治療応用

●

次世代FRETイメージングシステムの開発

の解明とその制御

IgA腎症の病因解明

●

●

するシグナル伝達機構の解析

神経細胞の恒常性を支える膜輸送の制御機構

の解明

●

神経細胞の軸索伸長・再生とガイダンスを制御

の解析・それによる神経変性疾患発症機構

機構の解明

●

B細胞によるIgE産生とアレルギー誘因の

●

解明を目指します。

により 高次生命機能の分子基盤の

イメージングや生物物理学的手法

准教授：小園 晴生＊
https://www.rs.noda.tus.ac.jp/~kozonolb/

教 授：中村 岳史
kir628906.kir.jp/index.html

生命情報科学専攻分野

Division of
Biosignaling

慢性炎症に伴う臓器線維化の分子・細胞基盤

造血器腫瘍の発症機構の解明

●

免疫記憶の形成と維持の分子機構

メカニズム

●

造血幹細胞から各種免疫細胞への分化制御

●

●

法の開発を目指します。

謝等の機構解明を目指します。

B細胞免疫応答の誘導制御機構

明し、炎症・免疫難病の新たな治療

る細 胞 増 殖・分 化・遺 伝 子 制 御・代

●

免 疫 系による生 体 防 御 機 構を解

師：寺島 裕也 ＊

正 常 および異 常 細 胞 社 会に関 わ

講

准教授：上羽 悟史 ＊

Division of
Immunobiology

Division of
Molecular Biology

い協力することで有益な研究環境を生み出しています。学生であっても、必要とあれば研究室の区別なく相談や議論ができ、適切な技術・実験機器を共有することができます。それによってスムーズに問題解決ができ、さらに高いレベルでの挑戦が可能になるのです。

生命科学は幅広い分野を扱う学問です。そのなかで私たち生命科学専攻は、人間を中心とした哺乳類の高次生命現象に特化した研究を推進する拠点です。本専攻では、互いに近い専門分野を持つ研究者が、
つ研究者が それぞれ異なるアプローチで独自の課題に取り組みながら、
それぞれ異なるアプロ チ
題に取り組みながら 身近に集

生命科学専攻を構成する多様な研究分野

することで、生命科学の最前線で、まだ見ぬ知と技を、ともに創造していけるのです。

加
挑戦していることです。そして、大学院生命科学研究科を研究所のなかに設置している意味も、またそこにあります。学生は、生命医科学研究所の研究者が行う最先端の研究に参加

す。そこでこれら複雑系の全貌を解明するには、生命科学の知恵と技術を総動員した上で、新たな創造を展開しなければなりません。それはまさに生命医科学研究所の研究者が日々
日々

立しま
な複雑系を構成します。生命体はこれらの精妙な制御メカニズムが集約されたものであり、さらに相互に作用しあうことで構成されます。疾病は、これら複雑系の破綻として成立しま

遺伝子、細胞、器官、そして、これらの階層から構成される生命。この生命の発生、老化、再生という時間軸に沿う動的変化と、脳･神経･免疫システムといった外部環境に対する適応系は非常に高度

生命医科学研究の最前線で

北村 大介

研究科長

メッセージ

研究科長からの

の国際的な研究拠点として誇れる設備として機能しています。

本学において、このような最先端の分野の研究がいきいきと展開さ
れ、ひいては人類の未来に貢献する若手研究者が情熱に燃えて育って
いくことを切望し、意義ある生命科学研究科の発展に大きな期待をか
けています。

自由で創造的な生命科学研究と教育の場として発展が期待されていま

す。この研究環境の中で本研究科の大学院生が、教員や研究所のポスド

ク・研究員たち若手研究者と共に切磋琢磨し、夢を語り合い、生命科学の未

来を担う一流の研究者に成長して、世界にはばたくことを期待しています。

所・研究科の運営が行われています。

の重要な研究成果を生み出し、また多くの優秀な人材を輩出してきまし
た。現在、第7代目にあたる落合所長と北村研究科長の連携により研究

ケンサーを含む大型研究機器を配した共同利用機器室は、生命科学研究

本研究所は、東京からほど近い、
しかも恵まれた自然環境の中に位置し、

本年で本研究所の開設から34年、本研究科の創設から26年目を迎
え、教育・研究環境は成熟し、さらに進化を遂げています。この間、数々

渡る共同プロジェクトにも積極的に参加しています。研究所内に設置され

や、RI実験施設、さらには最新の細胞分離分析装置(FACS)や次世代シー

の共同体”として自由で創造的な研究を推進しております。

の交流や、大学間のみならず、産学共同、国際協力をも含めた、多分野に

た胚操作、遺伝子操作動物を自由に作りだすことができる動物実験施設

程が設置されました。そして、学内はもとより、学外の大学や医療機関
との交流、産学共同研究や国際協力を含めた“新しい生命科学の「知」

れないダイナミックな共同研究を行っています。また、学内外の研究者と

さらに、次世代の生命科学を担う研究者の育成を目指し、1997年度
より独立大学院生命科学研究科修士課程、1999年度より博士後期課

命情報科学、分子病態学、時間生物学、免疫実験動物学という各専門分野

から構成されますが、専門分野間の交流が盛んで、従来の講座制にとらわ

法を駆使して研究を推進し、国際的に注目される生命科学の研究所と
して活発な研究活動を行ってきました。

者が社会に輩出されています。本研究科は、免疫生物学、分子生物学、生

ルソーティング、次世代シーケンサーなど、その時々の最先端の研究手

の生命科学を担う若者たちの本格的な教育を行ってきました。現在まで

に多くの新進気鋭の研究者や高度な専門知識と技術をもった優れた技術

多田富雄先生を所長に迎え、現代生命科学の国際的な研究拠点となる
べく大きな改編が行われました。以来、遺伝子改変マウスやES細胞、セ

本学生命医科学研究所を基盤とする独立大学院として開設され、次世代

行ってきました。1995年に、わが国の免疫学の世界的権威であられた

このような背景のもと、生命科学研究科生命科学専攻は、1997年に、

に与える影響は、はかり知れません。

あることに深い感銘を覚えます。
東京理科大学生命医科学研究所は、本学野田キャンパスに1989年

その起源と働きを綿密に調べる研究がこのように急速な進展をしつつ

速的に解明されつつある生命活動の分子機構は、すぐさま生命科学技術

に開設されて以来、生命科学の基礎・応用に関する先端的研究活動を

献すると考えられます。自然の一部である私たちが自分自身を見つめ、

序を解明して人類の福祉に貢献する、きわめて重要な学問です。現在、加

新薬の開発のため貢献しています。このように生命科学が21世紀の人類

生命そのものの本質を理解するということは、人類の永続的繁栄に貢

ルで明らかにし、生命システムの成り立ち、環境との共存や進化の仕組み

を解明するだけでなく、癌や難病など、生命をおびやかす様々な病気の機

と結びついて人間の健康維持と疾病の克服のために、さらに生物生産や

今 日 、生 命 科 学 ほど急 速 な 発 展を遂げつつ ある学 問 分 野 はな いと
いっても過言ではありません。複雑かつ巧妙な生命の仕組みを解明し、

生命科学は、現代の科学の中でも最も急速に進展しつつある領域で

す。それは、まず人間を含む生物の営む生命活動を、分子、遺伝子のレベ

石川 正俊

東京理科大学 学長

発展に期待する

生命科学研究科の

研究所に隣接して建てられた動物実験施設では清潔な環境のも

動物実験施設

要とされる高度な機器が利用できる環境が整っている。

で検出するスキャナーや次世代シークエンサーなど生命科学で必

析するために単離するセルソーター、DNAやたんぱく質を高感度

微鏡、細胞集団を解析するフローサイトメーターや細胞機能を解

組織や細胞の分子局在を3次元的に解析する共焦点レーザー顕

次世代シークエンサー［Miseq］

世界トップレベルの先端研究設備を
完備しています

（4000ケージ収容、
（
収容 感染実験
感染実験室、遺伝子改変
遺伝子改変マウス作製室完備）
作製 完備）

用いて作出している。

また、施設内ではこれらの遺伝子改変マウスを遺伝子工学技術を

とで様々な遺伝子改変マウスが飼育されている。

また研究の息抜きの場として、理想的な環境です。

周辺の自然は、学生・教職員の交流の場として、

桜、蓮、紅葉など季節毎に違う顔を見せてくれます。

生命医科学研究所に隣接する理窓会記念自然公園は、

それを弛緩・解放する時間や環境もまた必要です。

精神を極度に集中させる必要がある一方、

発展目覚ましい医療分野の研究には、

癌や難病などの発症機構の解明や、その治療法の開発に繋げています。

最先端の科学を融合的、領域横断的に駆使して研究することにより、

生命の神秘を、私達は、分子生物学、遺伝学、発生工学、免疫学、蛋白工学、情報科学などの

生命とは、単なる物質現象を超えた存在です。

生命科学研究科の風景

国立がん研究センター
国立がん研究センタ

理化学研究所
生命医科学研究センター
ター

連携大学院

国立感染症研究所
国
（出典：国立感染症研究所HP）
（出

農研機構
動物衛生研究部門

詳しくはウェブで

https://www.ribs.tus.ac.jp/

https://www.tus.ac.jp/demand/

