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生物科学課程とは？

課程の特徴

生

生

さんはなぜ生物科学課程を目指すのでしょうか？小さい頃にテレビで
みた生命現象の神秘、生物紀行のおもしろさ、野外で見かけたさまざまな

動植物の不思議、それとも現在の目を見張るようなバイオテクノロジーの数々、
などさまざまな要因があることでしょう。教員一同は、皆さんのこれらのさま
ざまな生物科学に対する興味を大切にしながら、最先端のライフサイエンス
を習得できるように、これまでに無いモダンな教育システムの構築を目指して
います。

皆

れらで得られた基礎知識を基に、主に３年次からは皆さんの興味のある専門の講義や実験・実習を選択して、学問を深め
ていくことができるようになっています。４年次における卒業研究で一つのテーマを構築し、それを自分でやり遂げる

ことができれば、研究結果の如何にかかわらず人生の一つの節目となるでしょう。我々生物科学課程教員一同は、これらの体験
が、大学院で、また就職先で大いに役に立つことを願い、またそれが実現できるような教育を目指しています。

こ
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▲酵素免疫測定法による抗原抗体反応の解析

生物科学課程のおもな授業科目

物科学習得という塔を建てようとすると、まず基礎がしっかりしていな
ければなりません。またすそ野が広いほど高い塔を建てることができ

ます。野外の観察や生物の分類に興味のある人も、その基礎にあるさまざまな生命現象の原理に関する知識が無ければ、その
理解は浅薄なものになってしまいます。生物科学課程では、２年次までに生物学に関する体系的な幅広い基礎知識の習得を
目指しています。これらに必要なカリキュラムには、分子生物学から生態学までの講義と生物科学実験が組み込まれています。
またライフサイエンスに必要な最新の分析手法に関する機器分析学なども含まれています。

物の示す様々な生命現象は実に不可思議
です。この生命現象のしくみを、ミクロな

原子からマクロな生物個体や生態系までのさま
ざまなレベルで明らかにしていくのが、生物科学
のおもしろさです。生物科学課程では、種を越
えて存在する普遍的な生命反応のしくみを理解
するとともに、環境に応じて進化した生物の多様
性についても学習し、生命とは何か、を考えます。
21世紀は生物・生命科学の時代といわれてい
ます。生物科学課程には、あなたの興味を大切
にしながら生物科学のスペシャリストになる
ための教育研究環境が整備されています。

おもな講義項目

先輩からのメッセージ

分子生物学

細胞生物学

生化学

生態学

生物統計学

環境応答制御論

遺伝子工学

科学英語

生物科学実験

生物科学演習

生物科学卒業研究　

タンパク質化学

生物有機化学

基礎物理化学

放射線生物学

遺伝学

生物系機器分析学

植物生理学

数理生態学

微生物学

進化系統学

野外実習　など ▲タンパク質化学の講義

講義項目・先輩メッセージ

　科学が進歩した現代でも、生物は分からないことだらけです。また、私たちの知識
が、本当に真実かどうかは分かりません。生物科学課程で学ぶおもしろさは、そんな
中から真実を、自分で見つけ出すところにあります。本課程では、充実した研究環境
が整っており、皆さんが自発的に学び、考え、疑問を解決することを、教員の先生、スタッフ
の方々が全力でサポートしてくれます。なんとなく生物が好き、そう思われる方はきっと
本学での学びが喜びになると思います。充実したキャンパスライフを是非、生物科学
課程で過ごしてください！

　私は大学院博士前期課程を修了後、2016年4月より製薬会社の営業職として勤務
しております。入学当時を思い出すと、私は「幅広い分野を学ぶ過程で、本当にやり
たいことを見つけよう」という意志を持っておりました。その点では、生物科学課程
のカリキュラムはマクロからミクロまでの生物学を取り扱っており、私の思いに十分
応えてくれたと感じております。
　会社の業務では、学生時代の経験が非常に役立っております。日々の営業活動に
おいては、最新論文や医薬品の臨床データを医師の方々に紹介する場面も多々あり、
生物の基礎的な知識は持っていることが当たり前とされているからです。
　生物学に興味がある皆さん、生物科学課程にはやりたいことを「探す・学ぶ・没頭
できる」環境が整っております。今後の人生を左右する大事な時間を、この場所で
過ごしてみませんか？

大学院生物科学専攻
博士前期課程2016年3月修了
ノボ ノルディスク ファーマ

株式会社勤務

岡本頌平さん

大学院生物科学専攻・博士後期課程３年
システム発想型物質科学リーダー養成

プログラム

岸本祐典さん

http://www.b.s.osakafu-u.ac.jp/
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生物機能・多様性科学

分子細胞生物学

生体分子科学

教員インタビュー・進路分野紹介

Career Paths

３つの研究分野

新しい薬のかたちを求めて：分子標的ペプチド
医薬（ブルー）による顆粒球コロニー刺激因子
/受容体（ピンク）相互作用の阻害

休息中のキアゲハ。キアゲハの成虫には、羽化
する時期によって形態が異なる季節多型が存在
する。夏に羽化する夏型は春に羽化する春型
よりも大型で翅の黒色部分の割合が高いだけ
でなく、行動にも違いが見られる。

　卒業生は、その過半数が大学院に進学して
います。大学院理学系研究科博士前期課程
で学んだ学生の多くはその専門的な知識・
経験を活かして食品、製薬、化粧品、システム
開発といったさまざまな業種へ就職しており、
更に研究活動に邁進したい学生は博士後期
課程へと進学しています。

ペプチドやタンパク質などの生体分子やその集合体を、分子レベルで
解析して構造と機能を理解する研究を行っています。これは、生命現象
の解明や、薬など有用物質の開発にもつながります。酵素や受容体など
のタンパク質の分子構造を明らかにして、化学反応の触媒や情報伝達の
仕組みが詳しく理解できると、病気の発症機構の解明、薬物のデザイン、
特定の細胞への薬物送達、天然の酵素や受容体より優れた人工タンパク
質の創出などが可能になります。さらには、ペプチドや低分子量の有機
化合物を用いて、タンパク質の機能を模倣しつつ、細胞内の生理機能を
調節することも可能になります。このように、生体分子を知り、利用し、
これを超える分子を創るための研究を行っています。

分子細胞生物学分野では、細胞の構造と機能、細胞から成る組織や器官の
役割、形成機構、制御機構を理解する研究を行っています。動物・植物・
微生物など、すべての生物は細胞を基本構成単位とし、その振る舞いは
細胞の増殖、分化、運動、形態形成、刺激応答、情報伝達などさまざま
です。この分野では、細胞、組織、個体など比較的高次のレベルでの生物の
振る舞いを良く観察するとともに、これらの生命現象を決定する遺伝子の
構造と働きをあきらかにすることにより生物らしさの本質に迫ります。また、
酸化ストレスや環境汚染物質などの影響とこれに対する生体防御の機構を
解明するための研究にも取り組んでいます。

個体レベルや集団レベルでの生物の行動と多様性を、生物間および環境
との相互作用から理解する研究を行っています。多くの生物は、祖先から
受けついだゲノムを含む受精卵から発生・成長し、子を残し、一生を終えます。
その過程では、ゲノム上の遺伝子から読み取られる情報を基に細胞内で
起こるさまざまな化学反応が生命を支えています。その一方、多くの生物
個体は、環境への適応によって生存と繁殖を可能にし、個体群は他の多くの
個体群と相互作用して生物群集・生態系を形づくり、適応度を高める形質や
行動が進化してきました。この分野では、理論と実験と野外観察により、光
や重力などの外部刺激に対する植物の応答や、成長・発達の調節、光合成
の仕組み、多様な環境に応じた微生物の菌叢、生物の個体数変動、種組成や
個体群の特性の地理的変異などを研究し、生物の適応や多様性の維持機構、
地史と生物進化の関連を解明することを目指して研究に取り組んでいます。

（平成28年度） 味の素冷凍食品、アズワン、京セラメディカル、クインタイルズ・トランスナショ
ナル・ジャパン、コカ・コーライーストジャパン、佐藤製薬、サノフィ、シスメックス、積水メディ
カル、東洋製罐、ノボ ノルデイスク ファーマ、ファーマフーズ、フマキラー、丸大食品、ミツカン、
モアコスメテイックス、和歌山市役所（五十音順）

（平成 29 年度） アース製薬株式会社、アイコン・ジャパン、大原薬品工業、京進、クオルテック、
クラブコスメチックス、呉竹、ＪＡ西日本くみあい飼料、シスメックス、島津製作所、シミック、
新日本科学ＰＰＤ、全星薬品工業、高砂香料工業、千代田テクノル、テクノスジャパン、東芝メディ
カルシステムズ、中野製薬、日本盛、日本山村硝子、深田工業、フルタ製菓、丸和バイオケミカル、
明星工業、桃谷順天館、雪印メグミルク、リニカル ( 五十音順 )

生体分子科学分野

分子細胞生物学分野

生物機能・多様性科学分野
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授業担当科目は何ですか？
「環境応答制御論」です。「生化学ＩＶ」「生物系機器分析学」のそれぞれ一部も担当しています。
どんなところに生物科学の面白さを感じますか？
生物は大きさ、形態、生活様式など多様性に富んでいます。一方で、細胞からなり、遺伝情報をDNAが
担うなど、普遍性のあることも明らかです。この相反する多様性と普遍性を理解しようとするところに、
生物科学の面白さを感じます。

先生の研究内容について教えてください。
大気汚染物質などの環境汚染物質や放射線、紫外線といった環境因子が生物・人体にどう影響するかを、DNA損傷から突然変異、
発がん、内分泌かく乱といった観点から、分子レベルで研究しています。生物はさまざまな有害因子に実にうまく対応して生きて
います。そのしくみがどのようなものか、また、しくみが破綻したときには何が起こるのかを調べています。

その研究は社会のどのような課題の解決に役立つのですか？
環境汚染の解決に役立ちます。例えば、大気汚染物質はどうやってがんをつくるのか、そうした問いに答えるための基礎的な研究では、
結果がでると国際学術誌に発表します。世界中で発表される学術論文が、環境基準や規制値を設ける際の科学的根拠となって
います。

最後に本課程を目指す学生さんへのメッセージをお願いします。
今後、生物学がますます発展していくことは自明です。また今日では生物学は医学や工学を始め幅広い応用分野をもち、産業界との
結びつきも極めて強固です。本学の生物科学課程では、生命現象を分子反応としてとらえる生化学・分子生物学、細胞や組織の機能
から解明する細胞生物学・生理学、個体や集団の相互作用から調べる行動学・生態学まで幅広く学ぶことができ、生物科学の優れた
専門家を育成するプログラムが整っています。是非私たちと一緒に生物科学を勉強しましょう。

（生物科学課程・准教授）



研究分野紹介
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生物機能・多様性科学生体分子科学

分子細胞生物学

����学���教授・木下誉富　准教授・恩田真紀

生命現象を担うタンパク質の立体構造形成や機能制御に関する分子メカニズムを調べています。さらに、がんやコンフォ
メーション病などの疾患が起こるしくみを解明し、医薬品を創り出す知的基盤をつくることで、健康社会の実現に貢献し
ます。

���学���教授・藤井郁雄　助教・藤原大佑　助教・道上雅孝

化学の視点から多彩な生体分子（タンパク質など）の機能を明らかにします。また、遺伝子操作により進化過程を試験管の
中で再現して、自然界にはない人工酵素や新しい医薬品を創り出します。

������学���教授・円谷 健

タンパク質は生物の重要な構成成分の一つであると同時に、生体内で様々な機能を発揮しています。私たちは、タンパ
ク質を化学修飾したりその特異的な認識を利用することにより、タンパク質に新しい機能を付与することをめざしています。

�������学���准教授・中瀬生彦

次世代型テーラーメード医療・バイオ医薬品創製への貢献を目指し、ペプチド化学・細胞工学を用いたオンデマンド型
薬物送達技術（特にがん細胞標的）や、細胞遠隔操作技術（細胞移植治療への応用）の開発研究を展開しています。

�����学���教授・原 正之　准教授・森 英樹

再生医療や組織工学に役立つ動物細胞の培養技術や細胞の足場環境をなす生体材料（バイオマテリアル)についての研究を
行っています。

����学���教授・居原 秀

脳神経系の生理的機能や神経疾患の病態・病因を分子レベルで解析しています。分子生物学、生化学、細胞生物学、動物
行動実験などの様々な手法を用いて、分子レベルで神経機能の制御システムの解明を目指しています。

����学���教授・佐藤孝哉　准教授・竹中延之

動物細胞が外界の刺激に応答する分子メカニズム、とくに細胞内でのシグナル伝達機構の解明をめざします。さらに、細胞
内シグナル伝達の異常によって引き起こされる病態の解析も行っています。

������学　　 教授・八木孝司　准教授・川西優喜

環境中に存在するいろいろな化学物質の生物や人体に対する影響をヒト培養細胞や大腸菌を使って遺伝子のレベルで調べて
います。発がんや発生異常などが起こる機構を解明して、人間の健康な生活と生命溢れる地球環境の維持に貢献します。

�����学���教授・児玉靖司　助教・白石一乗

放射線被ばくによって引き起こされるDNA損傷の修復機構や染色体異常の形成機構などを研究しています。これらの
研究を通して、放射線発がんのしくみや神経変性疾患などの病態解明の一端を担うことをめざします。

����学�������教授・宮本健助　准教授・竹田恵美

植物ホルモンをはじめとする植物生理活性物質の役割や植物がさまざまな光環境のもとで光合成機能を最適化する機構に
ついて研究しています。植物の成長・発達に重要な物質や環境適応のしくみを研究することにより、生産性や環境ストレス
耐性の高い作物の創出をめざします。

�����学�����講師・徳本勇人　助教・吉原静恵

生態系を支える微生物と植物の機能解析を行っています。微生物では、実環境中で微生物集団が持つ生理機能を解析し、
得た知見を有用物質生産や環境浄化技術に役立てることを目的としています。また、光合成生物がさまざまな光環境に適応
するしくみを、分子レベルで解明することをめざします。このような研究によって、生産効率の高い植物の創出が期待できます。

������学���准教授・石原道博　講師・江副日出夫　助教・西野貴子

生物多様性の維持や進化の機構を解明し、その保全に貢献することをめざしています。そのために陸上の昆虫や植物の生態
を野外調査や飼育・栽培実験によって調べたり、DNA塩基配列などを用いて生物間の系統関係を明らかにする研究を
行っています。さらに数理モデルの解析により生物個体群や進化の動態に関する理論を追究します。

����学�������教授・加藤幹男

遺伝子機能とゲノムの進化機構の解明を目標に、クロマチンやDNAの高次構造解析とゲノム情報を解析しています。また、
環境メタゲノム解析を基に、生態系評価法の開発を目指しています。

物科学専攻のカリキュラムの特色は、生命の普遍性と多様性を探求
するために、分子から生態系にわたる広範囲な生物現象のメカニズム

に関する基礎的事項を教育・研究するように構成されていることです。
分子および細胞レベルにおける生体情報発現機構とその制御、生物発生の
機構、各種生物の生理的特性、多種多様な生物への進化、さらには生態系の
構造と機能を中心に教育・研究するため、以下に示す３分野を設定しています。
これらを幅広く学ぶことを通して生命現象の普遍性と多様性を総合的に理解
することが可能となります。
　本専攻においては、生物科学の基礎に精通するとともに、境界領域にも
積極的に進出することができる柔軟な思考力と専門性を兼ね備えた人材を
養成することを目的としています。具体的には、民間企業や大学、各種法人を
含む国公立試験研究機関においてライフサイエンス・環境科学分野の研究関連
業務に携わる人材や、教育、出版、情報、環境、医療関連などの諸分野において
生物科学の知識を暮らしと社会のニーズに翻訳できる人材を養成します。

生

生体分子科学分野

分子細胞生物学分野

生物機能・多様性科学分野




