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解剖学講座 神経細胞生物学（解剖学第一） 

（島田 昌一 教授） 

① 当教室では以下の研究を中心に行っている。 

 

(1) 神経発達症の研究 

 妊娠中の母体の感染や、乳幼児期のストレスが脳の発達に影響し、自閉スペクトラム症などの小児

発達症の発症の一因となることが知られている。しかし、その詳細なメカニズムは、よく分かってい

ない。そこで、我々は幼児期から小児期のマウスを孤立飼育し社会的ストレスを与えるモデルを作製

した。このマウスでは行動の社会性が低下し、脳の前頭前野では神経細胞数の減少やミクログリアの

増加などの神経発達症と類似した行動変化や組織学的変化が現れた。さらにRNA-Seqによりこのマウ

スの前頭前野の遺伝子発現を調べると転写因子Zbtb16の発現低下などいくつかの遺伝子の発現が大

きく変化していることを見出した。次にZbtb16のノックアウトマウスを用いて逆方向からの解析を行

ってみると、行動実験では社会性の低下や繰り返し行動を示し、前頭前野の組織学的解析では神経細

胞の棘突起の増加、ミクログリアの増加を認め、自閉スペクトラム症に類似した特徴を示した。最近、

自閉スペクトラム症でZbtb16の遺伝子変異を有する症例が報告された。これらの結果を照らし合わせ

ると、Zbtb16の発現低下や遺伝子異常が自閉スペクトラム症の発症メカニズムの一つに関与している

可能性が示唆された。我々はZbtb16の遺伝子改変マウスを用いて、さらに詳細なZbtb16の神経系にお

ける役割と神経発達症の病態メカニズムについて研究している。 

 

(2) 酸化ストレスが関与する疾患の予防法や治療法の研究 

 ミトコンドリアでのエネルギー産生、白血球の生体防御機構、情報伝達系など、生体における様々

な生理機能に酸化・還元反応は関与している。その際に発生する活性酸素種の一部は、DNA、タンパ

ク質、脂質などの生体構成分子を過度に酸化し、酸化ストレスを生じる。神経変性疾患、虚血性疾患、

代謝性疾患、炎症性疾患など様々な疾患や老化にも酸化ストレスが増悪因子として大きく関与してい

る。最近、産業科学研究所の小林光教授は半導体や太陽電池の研究開発のプロセスで特殊な表面加工

を施した新しいシリコン素材を開発した。この新素材は強力な抗酸化作用を示すことから、我々は小

林研究室との共同研究で、この新素材の医療応用について検討した。酸化ストレスが関与する疾患の

モデルマウスに、このシリコン素材を投与すると、抗酸化作用や抗炎症作用を介して、これらの疾患

モデルの病状を改善する効果が得られた。現在、この新素材がどの様な機序で酸化ストレス関連疾患

や炎症性疾患に効果を示すのか、そのメカニズムを研究すると共に、この新素材を用いた新しい治療

法の開発を目指している。 

 

② 相談の上研究テーマを決め、その研究に参加する。実験手技として、形態学、分子生物学、生理学

などの手法を学べる。実験の進行度合いに応じてそれぞれの技術を習得してもらう。できれば研究結

果をまとめることを目標とする。 

 

③ 解剖学の成績の良し悪しや予備知識の有無は問わないが、意欲と責任感のある学生を望む。予備知

識の無い方がかえって先入観にとらわれずに良い研究ができる場合がある。 
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解剖学講座 神経機能形態学（解剖学第二） 

（佐藤 真 教授） 

 

① 私たちの研究室では、中枢神経、特に前脳（大脳皮質、線条体）の神経回路発達とその機能、およ

び、シナプスで働く新規分子の同定とその意義の研究を展開しています。最近では、ストレスに

より脳の発達がどのように影響されるかについても研究を進めています。以下に研究テーマを示

します。 
 
(1) 大脳皮質内の神経回路発達について。大脳皮質の異なる頭葉（頭頂葉と前頭葉など）を結び、いわ

ゆる連想とか創造を担う回路実体ともされる、長連合線維の回路形成の仕組みとその役割の解明

に取り組んでいます。今までの研究で、長連合線維は単に二点をつなぐのではなく、幾つかの特

定の領域同士を結んでおり、これらの回路の働きについて研究しています。 
 
(2) 大脳皮質からの出力路の発達について。大脳皮質から大脳皮質外（皮質下といいます）に伸びる神

経回路の形成の仕組みを分子レベルで解き明かしています。特に、大脳と小脳とを結ぶ橋に着目

し、皮質橋路を中心に研究を進めています。 
 
(3) 自閉症様行動を示すマウスとその分子系の解析、治療への展開。自閉症の患者脳（大脳皮質）で、

その発現様式が定型発達のヒトの脳と大きく異なる分子がいくつか知られています。機能が未知

のこれら分子について、ノックアウトマウスを作製したところ、そのうちの一つは社会性の欠如

など自閉症様の行動様式を示しました。今までの研究の結果、この分子はシナプスで働く新たな

分子でした。この分子の働く仕組みと関係する受容体のシナプス内動態制御について研究を行っ

ています。。  

 

② その他、幾つか参加してもらえる可能性があるテーマがあります。相談の上、研究テーマを決め

ます。実験手技としては、形態学、細胞生物学、分子生物学に関連する手技を学べます。同時に、

リサーチマインドの涵養が一番大切と考えています。熱意のある学生は、研究室の一員として遇

します。 

 

③ 社会的な常識をもち、熱心に取り組む決意と責任感のある学生を希望します。何名かの学生さん

は、神経機能形態学にて自発的に、かつ楽しく研究に取り組んでいるようです。そのような学生

さんを応援します。 
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解剖学講座 細胞生物学（解剖学第三） 
（原田 彰宏 教授） 

 
①教室の特色 
分子生物学（DNA, タンパク質の操作など）、形態学を用いて、細胞の形づくりや機能に必須な細胞極性の

研究（以下に詳述）をしています。③にも書きましたが、学生さんには経験、知識は問いません。 
 
（研究内容） 
小腸の吸収上皮細胞などの上皮細胞は頂端側（apical）、側底側（basolateral）という極性を持つが、この

極性は、酵素などの分泌や栄養の吸収などに重要である。同様に、神経細胞は軸索、樹状突起という極性

があるが、その極性は神経伝達にとって必須である。 
このような極性を持つ細胞においては、色々な蛋白が、細胞内のゴルジ体などで糖鎖の修飾を受けた後、

方向性のある輸送（極性輸送）によって目的地に運ばれることが必須である。 
現在、我々は主に極性輸送に関係する下記の研究を行っている。 

 
細胞の極性輸送のメカニズムの研究 
 当研究室では、極性輸送に重要と考えられる蛋白の遺伝子（SNARE 蛋白、Rab 蛋白等）のノックアウ

トマウスを作成している。そのマウスを様々な細胞生物学的解析法(共焦点レーザー顕微鏡、電子顕微鏡を

用いた形態観察、GFP 融合蛋白を用いた生細胞における蛋白輸送の解析等）を用い、遺伝子改変マウス個

体・細胞において、極性輸送にどの様な変化が生じるのか解析している。 
更にこのような既知の分子の解析だけでなく、既知分子に結合する分子を探索して上皮細胞（小腸）の

極性輸送に重要な新規分子を同定しており、それらが上皮細胞以外の細胞でも広く極性形成に重要である

知見を得ており、その分子機構の解析や、新規分子の遺伝子欠損マウスの作製・解析を行っている。 
 
極性輸送に深く関与するゴルジ体の研究  

上皮細胞の apical 側に分布するタンパク質と basolateral 側に分布するタンパク質の受ける糖鎖修飾に

は明らかな違いがあることが知られている。大まかに言うと、ムチン型の糖鎖修飾を受けるタンパク質が

apical 側のタンパク質には多く、プロテオグリカン型の糖鎖修飾を受けるタンパク質が basolateral 側に

は多い。その糖鎖修飾を行う酵素はゴルジ体に局在するが、異なる糖鎖修飾を行う異なる酵素群がゴルジ

体のどこに局在し、どのような分子と結合するかを調べ、異なる糖鎖修飾を効率よく行う分子機構を、電

子顕微鏡や光学限界以下の解像度を持つ超解像顕微鏡を用いて解析中である。 
 
②指導方針 
 指導教官（原田など）と相談の上、以下の A, B のいずれかのコースを選ぶ。 
A. 主に上記の分野から研究テーマを選び、期間中に実験を行う。 
B. 期間内に 1 人 5 回程度（2 週間に 1 度程度）関連分野（細胞生物学など）の英文論文のプレゼン（日本

語での内容説明）を行う。 
 
A において使用する技術としては、 
・分子生物学（ベクターの構築や、極性輸送に係わる蛋白質の精製同定等） 
・組織学（マウス組織の固定、光顕・電顕用の切片作成と観察等） 
・細胞生物学（細胞培養、RNAi、細胞の免疫染色、電顕試料作製等） 
等ですが、やる気に応じてやれるだけの技術を指導するつもりです。 
 
B の方が拘束時間は少ないですが、課外活動等で他の人と日程の調整が取れない人はご遠慮下さい。 
 
③学生に対する要望 
阪大に入る学生には研究を行う能力は十分あると思いますので、経験、知識は一切問いません。 
むしろ意欲と責任感のある（無断で欠席したりしない）学生を希望します。色々と面白いことが出来る分

野なので、それを面白がって続けてくれれば将来研究するしないに関わらず、よい経験になると思います。 
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解剖学講座 分子神経科学（神経生理学） 

（山下 俊英 教授） 

 

① 私たちの研究室では中枢神経障害を克服するための治療開発を目指した基礎研究を行っていま

す。具体的には以下の研究テーマを推進しています。 
 

1. 中枢神経障害後の神経回路再編成と機能回復のメカニズムの解明 

2. 神経回路の再生を制御する生体システムの研究 

3. 多発性硬化症の病態機序の解明 

4. 精神神経疾患における epigenetic control 

5. 疼痛のメカニズム 

 

② リサーチマインドを育むことを、基礎配属の目的と考えています。学生にはそれぞれテーマを与

え、教員による１対１の指導の下に、研究を主体的に進めていっていただきます。 

 

③ 自ら行った研究を論文として発表するまでをゴールとします。配属期間が終了しても、自分のペ

ースで研究を継続することを望みます。 
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生理学講座 脳生理学（生理学第一） 

                      （北澤 茂 教授） 

 

①  脳生理学教室では、「体験できる脳機能」の解明を目指した研究を進めている。例えば、左手で左

の目を覆って、右手の人差し指で右目を軽く押して見よう。外界は動いて見えるだろう。では、眼

をあちこちにきょろきょろと向けてみよう。外界は動かないのではないか。指で眼を押すと動くの

に、脳が眼を動かすと外界が微動だにしないのはどうしてなのか。「視覚世界安定化」は主要な研究

テーマの一つである。もう一つ例を挙げよう。退屈な講義の１時間と、友達と騒ぐ１時間、どちら

が長く感じられるだろうか。答えは言うまでもないだろう。物理学的には同じ長さが、異なって感

じられるのはどうしてなのか。物理的な時間とは異なる尺度で過ぎる「こころの時間」はもう一つ

の重要な研究対象である。これらの脳機能を解明するために、私たちは様々な手法-人を対象とし

た行動や知覚の実験、MRI を使った脳機能イメージング法や磁気刺激を使った外乱実験、サルを対

象とした神経生理学的な実験、さらには人工知能を用いた神経回路モデル構築-を駆使して研究を

進めている。様々な実験手法を組み合わせた多角的なアプローチも本教室の特色といえるだろう。 

 

② 今回の実習では、人間を対象とした認知行動学・神経科学の研究とサルを対象とした神経生理学の

研究に取り組みたい学生を３名募集する。 

興味のある学生は、事前にメールで連絡を取って、面談を行うこととする（説明ならびに面談は集

団形式で同時におこないます）。 

 

 

③ 実習期間中は熱心に取り組める意欲の高い学生を希望する。 
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生理学講座 統合生理学（生理学第二） 

（岡村 康司 教授） 

 

  

①研究には年齢、身分のボーダーはなく、たとえ短期間でも積極的にコメントしたりディスカッション

する体験をしてほしい。学生の時代に、たくさんの失敗を経験しながら新たな発見に遭遇するチャン

スを得ることは、研究医になる上でも、臨床医になる上でも、将来有用な経験になるであろう。とく

に、生の生理現象をリアルタイムで捉える実験は医学の基本である。当研究室ではこれまでの電気生

理学的手法に加え、画像化による手法や光学的実験手法を組み合わせながら、以下の研究を行ってい

る。 

（１）生体（細胞）の電気信号と細胞内化学信号を連関させる分子機構 

細胞膜の膜電位変化を感知して細胞内へ伝達する膜タンパク質（電位依存性ホスファターゼや電位

依存性プロトンチャネルなど）の動作原理を、明らかにしている。またイオンチャネルやトランス

ポーターなど電気信号に関わる分子同士がどのように連関し、細胞機能を実現しているかを明らか

にしようとしている。これらの研究は、発現系細胞などを用いて、生化学、構造生物学、電気生理

計測、蛍光計測を駆使して行っている。 

  

 （２）神経細胞における電気信号を伝える分子機構 

ほとんどの神経細胞は置き換わることなく一生働き続ける。この仕組みを理解することは、神経疾

患、老化の解明につながる。最近の研究から、シナプス電位を活動電位に変換する場である軸索起

始部の構造と機能が可塑的に変化することが明らかになり、軸索起始部で機能する分子の局在や数

がダイナミックに変化していると予想される。研究室では、この軸索起始部に着目して、電位依存

性イオンチャネルの動態を１分子レベルで解析する技術を用いて、可塑性を支える分子動態を明ら

かにしようとしている。１分子の動きを捉える顕微鏡計測、画像解析、電気生理計測を用いて行っ

ている。 

 

 （３）感覚情報処理機構の解析と再建 

視覚をモデルにして、電気生理学的計測・光学的計測・行動学的計測により感覚情報がどのように

脳に伝えられ知覚に結びつくのかを解析する。さらにその知見を人工視覚による視機能再建に応用

する。 

 

② 電気生理学的手法、イメージング法など、生きた細胞の生理機能（イオン輸送、電気信号、細胞内

シグナル）を定量的に解析するスタイルを学ぶ。実験では、性急に結果を期待するより、様々な工夫

をしながら研究を進める楽しさを是非体験してほしい。分子生物学や遺伝学の手法も取り入れアミノ

酸を変異体させた分子の機能解析などを行うこともある。ラボの普段の活動である Journal Club（最

近の論文を紹介する）やプログレスレポート（各構成員の研究のディスカッション）にも参加しても

らう。 

 

③ カエル、マウス、ラットなどを実験に使っている。真の教科書は本ではなく、細胞や組織、目の前

の生の生理現象であるということを実感してもらいたい。生命現象をじっくり観察し、また実験結果を

論理的に考えることを体験して欲しい。 
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生化学・分子生物学講座 医化学（分子生理化学[修士]）  

                         （高島 成二 教授） 
 
① 臨床経験も豊富な教官層を中心とする新規の創薬を目指した基礎研究を行っている。研究を楽しむ

ことを大事にしている。 

 

②  タンパク質を正確に定量・定性し、一つの生化学反応を熱力学的にとらえることが疾患の理解と新

しい治療法の開発にもつながる。将来に役立ち、臨床を行う上でも有用となる基礎生化学の技術と知

識を伝える。 

 

③ 病態背景までほりさげて科学する医師を目指す学生を望む。 

 

④ 楽勝研究室とのうわさが立っているのかまじめに来るつもりのない希望者が毎年多いです。本当に

当教室で研究したい学生が来られなくなっています。すくなくとも平日は研究室に毎日来るつもりの学

生以外は応募しないでください。お願いします。 
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生化学・分子生物学講座 遺伝学 

                          （吉森 保 教授） 

 

① 教室の特色 

・本研究室は「オートファジー」という細胞内部の分子や構造を膜により囲い込み分解するシステム

に関して、その分子機構と病態生理の研究をしています。 

・オートファジー（自食作用）は、不要になったたんぱく質やオルガネラなどを除去することによ

り、様々な疾患の発症を抑えています。 

・また近年本研究室をはじめとする研究により、オートファジーが寿命の延伸や加齢性疾患の予防に

働くことがわかってきました。本研究室では引き続いて、オートファジーがどのような分子機構によ

り寿命延伸に働くのか、またオートファジーを活性化することにより老化を抑制できるのか、を中心

として日々研究しています。 

・本研究室は臨床に直結する基礎研究をしているのが特徴です。現在、腎臓内科・神経内科・消化器

内科・循環器内科・眼科など 10 の臨床系教室と共同研究をしています。 

・本研究室は大学院の学生さんが 2022 年 5月現在 18 人と非常に多いのが特徴で、皆さん意欲的に楽し

く研究しています。基礎配属期間修了後も継続して研究室に来ている医学部の学生さんもいます。 

・本研究室は主任教授である吉森が設立したベンチャー企業との共同研究も行っています。基礎配属期

間中はベンチャー企業の見学も希望があれば準備できます。 

 

② 学生への指導方針 

・個々の学生さんごとに個別のテーマを選んでもらいます。医学部生なので、病気や老化と直結する

ようなテーマ（老化研究・腎臓病研究・動脈硬化研究・肝臓研究などその時の状況によって変化しま

す）を複数用意しますので、そのうちから選んでもらいます。 

・最初の 1か月は教員や大学院生による技術指導のもと研究を行います。約 1 か月ほどで基本的な技

術を習得できるように指導していますので、習得状況にもよりますが、後半の 1か月半は自立して、

教員と適宜相談しながら進めます。具体的には、研究手法の立案・実施・結果の解釈を学生自身で考

え、教員がサポートする形です。 

・週 1～2回英語論文の抄読会（英語）があります。その際に該当論文を学生自身で読んでもらい、英

語論文の読み方の指導を理解状況に応じて行います。また抄読会の際には毎回英語での質問を 1 個行

ってもらいます。英語は苦手でも、指導はしますので意欲さえあれば大丈夫です。 

・基礎配属期間の最後に 10 分程度の研究発表会（日本語）を行ってもらいます。またレポートも提出

してもらいます。 

 

③ 学生に対する要望 

・前提となる知識や経験は不要ですが、時間を厳守するなど社会的な常識をもち、熱心に取り組む決意

と責任感をもった学生を希望します。 

・研究は数か月かけて徐々におもしろくなってくるものです。基礎医学講座配属の期間だけでは研究の

醍醐味を体験したり、まとまったデータを出すには短すぎますので、基礎配属期間が終了した後も自分

のペースで研究を継続する意欲のある学生を望みます。 

・基礎配属期間が終了した後も研究を継続する学生であれば、進捗状況に応じては国内外での学会発表

の機会ならびに論文作成の指導もサポートします。 
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生化学・分子生物学講座 組織生化学 

（妻木 範行 教授） 
 
① 教室の研究の特色 

動物が体を動かすには骨格と関節が欠かせません。それらは軟骨で作られます。軟骨には

関節軟骨と成長軟骨があります。関節軟骨の異常は、関節運動障害を、成長軟骨の異常は

骨格の成長障害を引き起こします。これら軟骨疾患の治療は難しく、長年にわたりチャレ

ンジングなテーマです。当研究室では生化学、分子生物学、組織学の技術を用いて、軟骨

の形成・分化を制御するしくみを調べ、軟骨疾患の病態解明を試みています。そして iPS

細胞技術を使った新しい軟骨再生治療と創薬開発を行っています。 

 

② 学生への指導方針 

当教室で行っているプロジェクトに関連し、以下の 3 つのどれかを行ってもらいます。 
1． 軟骨形成・細胞分化のしくみを調べる。DNA 組み換え技術を使って、DNA を切り貼り

して新しい DNA 配列を持ったコンストラクトを作ります。作ったコンストラクトを用

いて軟骨の遺伝子発現や、遺伝子の機能を調べます。 
2． 軟骨疾患の病態を調べる。ヒトの疾患の病態を再現した遺伝子改変マウスを用いて、細

胞分化異常を調べます。リニエージトレーシング法を使い、細胞系譜の変化を追います。 
病態の原因を調べるために、遺伝子改変マウスの関節の薄切標本を作製し、免疫染色を

行い観察します。 
3． 軟骨の再生治療方法を開発する。iPS 細胞から軟骨を作り、作った軟骨の性状を調べま

す。遺伝子発現、組織像、グリコサミノグリカン含量を調べ、軟骨の質を評価します。 
 
③ 学生に対する要望 
実習期間中、熱心に取り組んで欲しい。研究の背景と目的を理解し、実験手技に習熟して、

自らデータを出してもらいます。予想と違った実験結果となったときに、理由を自ら考えて

欲しい。新しい発見があるかも知れません。実習を通して研究の醍醐味を感じてもらいたい。 
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病理学講座 病態病理学（病理病態学） 

（森井 英一 教授） 

 

① 教室は医学部附属病院病理部との一体運営がなされています。このことから、基礎医学実験に加

え、病理組織診断や病理解剖の実際を体験できる点が最大の特色です。 

 

② 以下の３つの内容について、総合的に参加してもらいます。 
 

(1) 病理学研究 

当研究室では腫瘍の多様性について研究を行っています。腫瘍は通常集団で存在しており、腫

瘍を構成する細胞は一つのクローンです。ところが、 一つのクローンであるにも関わらず、腫瘍

細胞おのおのは、異なる性質をもっています。これについて、どのような腫瘍細胞が腫瘍のどの

部分に存在するか、腫瘍のまわりの環境がそのような細胞にどのような影響を与えているのか、

を中心に研究を行っています。配属学生には、各指導教官の研究テーマを分担する形で研究を行

ってもらいます。最終的に基礎的な病理学実験の手技について一通り習熟することを目標としま

す。 
 

(2) 病理組織診断 

実際の臨床現場においても行われている、病理組織診断を体験してもらいます。典型例から作

成したスライドを題材とし、病理診断のイロハについて勉強してもらいます。最終的には、基本

的な病理診断について自分でできるようになることを目標とします。 
 

(3) 病理解剖 

病理解剖の依頼があった際には（不定期）、優先して見学に入ってもらいます。解剖例の切り出

しや病理組織学的診断についても、必要に応じ参加してもらいます。 

 

③ 実験・診断ともに意欲的な方を希望します。 
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薬理学講座 生体システム薬理学（薬理学第一） 
                               （金井 好克 教授） 

 
 
① 細胞膜上でアミノ酸の輸送を行うアミノ酸トランスポーターは、生体を構成する個々の細胞に栄

養素としてのアミノ酸を供給するほか、小腸や腎臓の上皮細胞層においては体内へのアミノ酸の吸

収を担っています。そのため、アミノ酸トランスポーターの異常に起因する膜輸送の破綻は、様々

な病態を引き起こします。一方で、多くのがん組織においては正常組織とは異なる特定のアミノ酸

トランスポーターの発現が顕著に亢進しており、がん細胞の高い増殖能を支えています。このこと

から、アミノ酸トランスポーターは、がんの診断と治療の重要な創薬ターゲットとしても注目され

ています。さらに近年、アミノ酸は単なる栄養素であるばかりではなく、細胞内代謝調節を担う中

心的キナーゼ複合体mTORC1を活性化することもわかってきました。すなわち、トランスポーターに

よるアミノ酸膜輸送は、細胞を取り巻くアミノ酸の情報を反映して細胞の増殖や成長を制御する、

細胞内シグナル伝達の起点としての役割も有することになります。そして、がんや糖尿病といった

幾つかの疾患においては、このmTORC1シグナル系が破綻していることが知られ、アミノ酸シグナル

の異常が病態形成の要因として想定されています。当研究室では、アミノ酸トランスポーター及び

アミノ酸シグナルの生理機能と病態との関連を包括的に明らかにし、疾患の診断・治療薬へと繋げ

ることを目指して研究をおこなっています。主な研究テーマとして以下のようなものがあります。 

 

１．アミノ酸トランスポーターのがんにおける役割についての研究 

２．がん特異的アミノ酸トランスポーターを分子標的とするPET診断用プローブと抗がん薬の開発 

３．アミノ酸トランスポーターを起点とする細胞内シグナル系の解明 

４．細胞・組織特異機能形成におけるトランスポーターの寄与の解明 

 

② 上記の主要研究テーマに限らず、トランスポーターに関する幅広い研究を行っています。分子・

細胞・組織・個体といった多階層を対象に研究を展開しており、対象疾患も多岐にわたります。輸

送活性の酵素学的な解析はもちろん、膜タンパク質に特化したプロテオミクス解析、リン酸化プロ

テオミクス解析、メタボロミクス解析、遺伝子ノックアウトマウスの作製、超解像顕微鏡観察など

多様な最新の実験手技に触れることが可能です。希望に沿って相談をしながら研究テーマを決定

し、教員からの助言と指導のもと学生には主体的に研究を進めてもらいます。 

 

③ 研究を進めるための努力を惜しまない学生を歓迎します。他の教室員とも協調しながら実験に取

り組み、基礎医学の研究の魅力に触れてもらいたいと思います。 
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薬理学講座 統合薬理学（薬理学第二） 

                      （日比野 浩 教授） 

①教室の特色 
当教室は、工学をはじめとする異分野の技術や知識を取り入れて、「人とは何か違ったことをやってみよ

う！」を信条に研究を進めています。私たちの体を支える臓器のそれぞれは、様々な細胞種からなる組織

が巧みに組み合わさって造られています。体の仕組みや働き、病気の発症機構を詳しく知るためには、細

胞が織りなす生体局所の真の現象を「その場」でリアルタイムに捉える必要があります。この課題に取り

組むため、内耳と薬物動態を題材にしています。特に、医工連携により独自に開発あるいは最適化した計

測技術を使って“生体内計測”にこだわっています。 
 
1. 内耳聴覚研究 
目標は、難聴の克服です。そのため、内耳の受容・応答機構を様々なアプローチにより解析し、内耳疾患

に係る病態の理解や予防法・治療法の開発に役立てようとしています。内耳は、感覚細胞により音の機械

的刺激を電気信号に変換し、それを脳へと伝えます。当教室では、⑴変換機構の端緒となる感覚細胞のナ

ノレベルの振動を、新潟大学工学部との協働により創出した光干渉断層イメージング計測系で可視化し

て研究しています。また、⑵電気信号を増幅する生体電池の仕組みを微小電極で調べています。分子生物

学・組織学・計算科学の手法も用いています。⑶以上のアプローチを使って難聴モデル動物も解析してい

ます。また、⑷難聴と認知症などの脳神経疾患との関係を理解する研究も計画しています。 
 
2. 理工系先端素材「ダイヤモンドセンサ」を使った薬物動態研究 
体内に入った薬は、あらゆる臓器に行き渡ります。どの臓器も、性質や役割が異なった“小さな”細胞集団

がいくつも組み合わさってできていますが、その一部が悪くなることで病気が起こることが少なくあり

ません。薬が標的とする細胞集団に届いているかどうか、そして、薬が届いた場合、その「濃度」と「細

胞の働き」がどのように移り変わっていくか、を知ることは、薬の効果や副作用を調べるうえで重要で

す。しかし、意外にも、狭い局所空間では、これらの指標を従来法により測れませんでした。そこで、慶

應大学理工学部が開発した「針状ダイヤモンド電極センサ」（先端径 10 – 40 µm）を独自に最適化し、こ

のツールを使って生体内の局所で薬の振る舞いと効き目を同時リアルタイム計測するシステムを創製し

ました。この世界初の新技術を駆使して、様々な薬を脳や内耳などで解析しています。また、計測系をさ

らに改良する取り組みにも注力しています。成果は、副作用を抑えて効果を最大にする投薬法や、ドラッ

グ・リポジショニング、テーラーメイド治療法、安心・安全・有効な創薬を発展させると期待されます。 
 
②指導方針 
上記の中からご希望のテーマを設定し、教員とともに研究に臨んでいただきます。実験の基礎的な手技

やデータ解析法のみならず、研究計画の立て方も学んでいただけたらと思います。特に、実験結果を論理

的に解釈する能力を身につけることが大切です。学生さんとしてではなく、一人の研究者として参加し

ていただけると幸いです。 
 
③学生に対する要望 
是非、基礎研究の面白さや醍醐味を体験してください。ある程度まとまったデータを得るには、基礎医学

講座配属の期間は短すぎます。もう少しやってみたい、と思ったら、少しずつでも研究を続けていたくこ

とをお勧めします。研究に上下はありません。思いついたアイデアは積極的に話していただき、皆で議論

の上、できる限り反映させたいと思います。 
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社会医学講座 環境医学 

                      （祖父江 友孝 教授） 

 

①  当教室では、さまざまな健康破綻と環境要因との関連を科学的に分析する集団科学（疫学）の方法論

を用いて記述疫学・分析疫学研究を進め、研究結果を統括することによってエビデンスを構築し、さら

に施策への展開を橋渡しするための研究（政策研究）を行なっている。基礎配属においては、以下の課

題について、個々に興味、関心のある事柄について深く掘り下げながら取り組み、期間内で遂行可能な

学びの計画を立てることが求められる。 

 

課題１（必須）：大規模コホートデータの二次的利用の推進と疫学の方法論に関する研究 

  死亡やがん罹患に影響を与える要因の特定およびリスク推定には大規模コホート研究が有用である。し

かし、コホート研究を含め一般に公表される疫学統計量は既に要約された一側面の分析結果に過ぎない。

ここでは、10 万人規模の追跡終了後コホート研究データの網羅的解析を通して、大規模データベースの

共通化に向けた技術、制度上の課題、倫理・法・社会上の課題などとともに医療健康情報の公益性につい

ても考察する。解析には SPSS, STATA, R, JMP, etc.などの疫学統計ソフトを使用し、個票データの扱い

方や基本的な統計量の算出方法について習熟する。さらに、教室研究会への参加を通して、疫学論文の読

み方や研究デザインについて学び、データの性質や分布を考慮した上で適切な解析手段と検定手法を選択

できる能力を養う。 

 

 課題２（選択制）：研究会への参加および論文抄読 

 

・ がん検診における過剰診断について 

 がん検診には死亡減少効果という利益がある反面、過剰診断という不利益があり、諸外国では、

乳がん、前立腺がん、肺がんを中心に、不利益についての情報提供の在り方が問題となっている。

我が国では、神経芽細胞腫スクリーニングにおいて過剰診断が確認されているのに加えて、福島県

の小児に対する甲状腺超音波検査において過剰診断の可能性が議論されている。これらについて検

討する。 

・ プレホスピタルケアに関する臨床疫学研究 

 院外心停止患者は大阪府では毎年約 7000 症例発生しており、その社会復帰率は 10%にも満たな

い。ここでは、消防庁との連携により、大阪府下の院外心停止記録に関するデータの解析が可能と

なっている。 

・ 石綿（アスベスト）健康影響に関する研究 

 石綿による健康被害は、職歴のある人で中皮腫死亡の多いことより明らかである一方、大規模石綿

取扱い工場周辺に長期間居住歴のある一般住民では、職歴のない人でも中皮腫死亡リスクが増すと

いうことが示唆される。当教室では、職業の影響を除いた上で、一般環境由来の石綿曝露と中皮腫死

亡の関連について、居住期間や住所地の地理的情報を利用しながら検討を行なっている。 

・ 食品安全、レギュラトリーサイエンス 

・ 産業衛生：許容濃度委員会、メンタルヘルス（ストレスチェック制度など）、産業医の役割 

・ 放射線、タバコとがん  など 

 

② 学生自身の個性や能力を生かした主体的な取り組みを応援する。集団科学（疫学）の方法論に関する基

本的な考え方や知識を正しく身につけ、リスク評価やエビデンス構築の手法について学ぶための環境を整

えるようにこころがけている。このような環境の下、自己の関心や興味を深く掘り下げながら、各自の立

案計画に基づいて研究の遂行、総括を進めて行けることが重要であると考える。 

 

③ 疫学の基本知識と適切な統計解析手法を身につけ、生のデータ解析を通して実践力も養って欲しい。ま

た、さまざまな健康被害や疾病に対するリスクをどのように評価すればいいのかといった社会医学的な視点

を持ってもらえると嬉しい。 
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社会医学講座 法医学 

                        （松本 博志 教授） 

 

① 医学領域において、唯一「人の死を見つめる」教室である。死亡機序については未だ明らかでは

ないことが多く、正確な死因診断がすべてに行われているわけではない。この基礎配属では、

「死」をテーマに、死因の統計的解析、死因別組織学的検討、死後画像的検討、あるいは一つの

死の機序に関する実験的検討、診療関連死や死因究明制度等の法的検討、飲酒運転等道路交通法

等改正の医学的背景、虐待の課題研究の検討等を行う。また、配属中には法医実務（司法解剖、

行政解剖、調査法解剖、司法検案、行政検案等）にも参加し実際の人の死を見つめる 
 
 ＜主な研究テーマ例＞ 

１） 脳梗塞領域の代謝物解析 

２） 溺水と脳ＡＱＰ４発現の関係 

３） 自殺の死因究明学的検討 

４） 死後画像のＡＩ診断 

５） 死後メタゲノム変化と死因 

６） 各種感染の死因におよぼす影響 

７） 各種死因の組織学的検討 

８） 死因究明制度等医事法制学 

９） 飲酒の死因の及ぼす影響 

１０） その他 

 

②  上記の研究テーマ例等の中から担当チュータと相談して一つテーマを選び、チュータの指導のも

と、各自で実験・調査研究を行う。教室の諸行事にも参加し、法医学教室の一員としての生活を過

ごす。また、学会にも参加・発表して法医学の学問領域の一端に触れる。 

 

③ 「人の死」の分野は原野であり、ダイヤモンド原石が転がっている。若い柔軟な頭での挑戦を期待

している。また、愛飲家やスポーツ愛好家も興味深いアプローチができることは間違いない。 

 

-14-



社会医学講座 医の倫理と公共政策学  

（加藤 和人 教授） 

 

①教室の特色 

 医学・生命科学研究の発展、および高度な医療の発展は、社会の中で多くの人々に恩恵をもたらし

ています。その一方で、研究や医療が社会に理解され、信頼されて行われるためには、倫理的・法

的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Implications, ELSI）への取り組みが不可欠です。

当教室では、医学・生命科学・医療の発展に伴う課題を分析し、対応策・解決策を提案するための

研究を、実際の研究や医療の現場との交流を重視しながら行っています。具体的なテーマとして

は、ヒトゲノム・遺伝子研究や幹細胞研究を含む先端ライフサイエンス研究に関する課題や、終末

期医療などの医療をめぐる課題などがあります。 

 

②指導方針 

 教員との話し合いにより、学生一人につき一つのテーマを決めていただきます。そのテーマに関し

て、文献やインタビューによる情報収集などにより、倫理的・法的・社会的課題を整理・分析し、

あるべき対応を提案する、というところまでを経験していただきます。本格的な調査分析はできま

せんが、当教室での研究の流れがある程度理解できるはずです。本年度に取り上げる可能性がある

テーマの例を下記に示します。 

（実際には教室の研究の状況を考慮しながら、面談を経て決定します。） 
 
(1) 遺伝子検査・ゲノム編集技術の拡がりに伴う倫理的・社会的課題 

(2) ゲノム・遺伝子解析研究に関する法的規制の比較分析 

(3) 医療・医学研究における患者・研究参加者の役割 

 

③学生に対する要望 

 前提となる知識や経験は不要ですが、自ら積極的に研究に取り組もうという意欲のある学生の参加

を期待します。文系・理系問わず、様々なバックグランドを持つメンバーが研究に取り組んでいる

ので、異分野の人との交流が好きという方には他にはない経験ができる場となると思います。配属

期間においてはしっかりと研究を行っていただきますので、熱心、かつ真剣に取り組む学生を受け

入れます。本人の興味および研究の進み具合によっては、基礎配属終了後も、継続して取り組むこ

とも可能です。 
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感染症・免疫学講座 ウイルス学（微生物学） 

（上田 啓次 教授） 

 

① それぞれのウイルスはウイルス自体が呈する共通性や亜型で区切った時みえてくる共通性もあるが、

個々のレベルでみると独特の進化を遂げている。ウイルス学では、ウイルス自体あるいはウイルス-宿主間

相互作用の詳細を明らかにし、最終的にはウイルスそのものの増殖を制御する手法（ウイルス制御）やウ

イルスベクターといった物理化学的物体としてのウイルスを利用する方法を開発する（ウイルス工学）こ

とを目指している。具体的には、カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス（Kaposi’s sarcoma-associated 

herpesvirus = KSHV）と B型肝炎ウイルス（hepatitis B virus = HBV）を題材に研究を中心に進めている

（主に HBV）。 

 

基礎配属で取り上げる研究テーマ（希望があればこの他のテーマも対応可能、人数は全体で 2 人まで）： 

 

 

1) HBV、KSHV について、その細胞レベルでの生活環に関わる種々のウイルスと宿主の関わりに着目し、ウ

イルス増幅の原理を解明する。 

2) スクリーニングで得られた HBVRT 候補阻害剤の RT への結合親和性評価と薬剤組み合わせの検討 

 

 

② 上記テーマの関連実験について担当教官とともに議論しながら実験を進めていく。技術は責任をもって

担当教官或いは教室研究員が指導する。研究室のミーティングは参加が原則であり、ミーティングを通し

て研究発表を体感する。まとまった成果は必要ないと考えるが、期間内に行った実験について背景、方法、

結果、結論と将来構想などについての研究発表（ラボ内発表会）を予定している。 

 

③ 予備知識は不要であるが、与えられたテーマを如何に解決していくか積極的に実験に携わることで体験・

実感してもらう。短時間（時間帯は応相談）でもいいので、出来るだけ多くの日数参加して欲しい。 
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感染症・免疫学講座 免疫制御学（腫瘍発生学） 

                      （竹田 潔 教授） 

 

① 我々の研究室では、免疫の異常により発症する疾患の発症機構を解析している。特に、炎症性腸

疾患の発症機構を中心に腸管の恒常性維持機構を研究している。具体的には、以下の研究を行って

いる。 
 

 (1) 腸管免疫系の活性を制御する分子機構の解析 

 (2) 腸内細菌などの腸内環境因子の腸管免疫系に及ぼす作用機構の解析 

 (3) 腸管上皮細胞の腸管恒常性維持機構の解析 

 

② 上記の研究テーマを中心として実行可能な研究テーマを、当講座の教員と討議のうえ選択する。

そして興味に応じて決定した研究テーマについて、助言と指導を受けながら研究を進める。 

 

③ 当講座のセミナーや輪読会に希望に応じて参加してもらう。免疫学は臨床医学と基礎医学を融合

させて考える上で非常に重要な分野である。免疫学のダイナミックなコンセプトを学びとるととも

に、基礎医学の魅力を感じとってほしい。 
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感染症・免疫学講座 免疫細胞生物学 

（石井 優 教授） 

 

①  我々人間を含め動物の本質は、その名の通り、「動くこと」にある。動物は個体としてあちこち移

動するが、それに加えて個体内部においても、生命活動の維持のために、様々な細胞がそれぞれ適

切な場所に適切なタイミングで移動して、居場所を決めている。当研究室では、これら時空間的に

巧妙に制御された「細胞遊走ネットワーク」を解析するため、細胞の動態を「生きたまま」の動物

内で観察するという生体イメージング研究を行っている。 

具体的には、マウスなどの実験動物を麻酔下で手術し、被観察部位（臓器・組織）を、深部の観

察に適した多光子励起顕微鏡のステージ（対物レンズ）上に展開して観察する「生体二光子励起顕

微鏡（Intravital 2-photon microscopy）」の手法を駆使し、生体内に存在する多様な細胞の in 

vivo での挙動（遊走・位置決め・機能）をリアルタイムで測定する。それにより、生理的および病

的状態における多様な細胞動態の変化を明らかにすることを目的としている。こうした生体イメー

ジング技術は、免疫・血液系のように、細胞の移動が大きく、その遊走が厳密に統合されている

soft- wired network の解明において強力なツールとなりうる。 

 

②  当教室で行っている複数のイメージングプロジェクトのうち、学生本人の希望を聞き、相談のう

え研究テーマを選ぶ。基本的には、現在進行中のプロジェクトに参加してもらうことになるが、や

る気と習得度によっては独自プロジェクトの立案に関わることも可能である。実験手技としては、

最新の生体顕微鏡観察に関する技術を学ぶことができ、また基礎的実験技術としての、分子生物

学・細胞生物学・組織学についての基礎的手法も学ぶことができる。実際の「技術指導は、それぞ

れの学生の実験の進捗に応じて行う。最終的な目標は、小さくても一定の研究結果をまとめること

とする。 

 

③  予備知識の有無は問わないが、自ら学ぶ姿勢を持った熱意ある学生を望む。 
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 1

感染症・免疫学講座 幹細胞生物学 

（長澤 丘司 教授） 

 
①（教室の研究の特色）  

幹細胞とは、多種類の細胞を生み出し（多分化能）、何度でも分裂できる（自己複製能）

能力を持った特別な細胞です。生体内に実在する幹細胞は組織幹細胞で、組織を構築す

る多様な成熟細胞を供給し、臓器の恒常性の維持と、障害よりの再生を担いますが、数

が少なく、がんの発生母体ともなります。組織幹細胞は、各組織のニッチ (niche)と呼

ばれる限局した特別な微小環境によって維持され、その細胞数や増殖・分化が調節され

ています。 

 免疫担当細胞を含むすべての血液細胞は、骨髄で、造血幹細胞と呼ばれる組織幹細胞

から産生されています。私たちは、骨髄で、長年不明であった造血幹細胞の居場所と、

そのニッチをつきとめました。現在、造血幹細胞ニッチが形成されるしくみ、ニッチが

造血幹細胞や免疫担当細胞を維持・調節するしくみ、白血病を含む血液・免疫疾患の病

因・病態へのニッチの関与について研究しています。 
 
②（学生への指導方針） 
抄読会などで世界の最先端の研究を学び、使える実験技術を習得する。 
 
③（学生に対する要望 ） 
将来、基礎または臨床医学を進める研究に参加する準備として参加してほしい。 
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 1

感染症・免疫学講座 生体防御学 

（茂呂 和世 教授） 

 
① （教室の研究の特色）  

当研究室では、2010年に報告した新しいリンパ球、2型自然リンパ球（Group 2 inna
te lymphoid cell: ILC2）に着目した研究を行っています。ILC2は抗原非依存的に活
性化する細胞で、もともとは寄生虫排除に働く細胞でしたが、生活環境の向上した先
進国ではアレルギー性疾患の原因細胞として働くことが分かっています。ILC2は、
脂肪組織、肺、腸、皮膚、骨髄、脳、筋肉など全身の様々な組織に存在します。アレ
ルギー性炎症の惹起以外にも、肥満や線維症などの慢性炎症や、リウマチなどの自己
免疫性疾患の制御にも関わることが知られています。 

当研究室ではILC2の分化機構、シグナル機構、活性化・抑制機構などを解析する
ことで、ILC2の理解を深めると共に、ILC2と他の細胞の相互作用にも着目していま
す。また、ILC2によって発症する気管支喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー
性疾患、効果的な治療法が未だ見つかっていない特発性間質性肺炎などの線維症、肥
満を起因とする代謝疾患など、ILC2が発症に関わると注目されている多様な疾患の
発症機構を解明することで、新しい治療法の開発を目指します。 
 
② （学生への指導方針） 

個々の学生に個別のテーマを与え、教員による技術指導のもと、小さくても新しい
発見になるような研究を行ってもらう。学生からの希望がない限り、アレルギーに関
する研究に携わってもらう。限られた期間内に基礎研究の面白さを実感してもらうこ
とも重視する。 
 
③ （学生に対する要望 ） 
短期間ではあるが、真剣に研究生活に打ち込んでみたい学生を望む。 
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ゲノム生物学講座 神経遺伝子学 

                   （河原 行郎 教授） 

 

①  私達の研究室では、RNA の機能や修飾の異常が、どのようにヒトの病気と関連するのかを解析し

ています。近年、microRNA をはじめとした蛋白質をコードしない non-coding RNA が多種類存在

していることが分かってきています。しかしながら、機能の分かっているものはごく一部です。ま

た、RNA 編集や RNA メチル化などの修飾も、かつて想像されていた以上にあらゆる細胞で高頻度

に生じていることが明らかとなってきています。これらの RNA 代謝に関わる RNA 結合蛋白質

は、ヒトには 1,000 個以上あると言われており、その１割以上の遺伝子に、ヒトの疾患と関連する

変異が同定されています。このような RNA の機能や修飾の異常を中心に据えて、ヒトの病気の発

症メカニズムを研究する「RNA 病態学」という新しい分野を展開しています。 

 一方で、RNA の機能や修飾、それらを含む細胞の特性を研究していく上で欠かせないのが情報解

析（バイオインフォマティクス）です。当教室では情報解析室を整備しており、次世代シーケンサ

ーで読み取った大量の配列データを用いて、発現解析から修飾部位の特定までを行っています。ま

た、１細胞トランスクリプトームデータを用いた細胞分類や、効率的に RNA 編集部位、SNPs（一

塩基多型）などを検出するための独自のアルゴリズムを設計し、プログラム開発を行っています。 

 

②  積極的に、研究室での実験、発表に参加いただくことにより、分子生物学的実験の幅広い技術

と、目的達成にむけた実験の組み立て方を身につけていただくことを目指します。 

 当教室ではウェット実習だけでなく、遺伝子発現解析やシングルセルデータ解析、さらには解析

アルゴリズムの開発体験など、ドライの実習も学ぶことができます。ただし、ドライ部門の実習に

限っては、Linux の基礎的なコマンドの知識があり、簡単なプログラミング経験（言語やレベルは

問わない）がある学生のみ受け入れます。インタビュー時に実施する簡単なアンケートと小テスト

の結果により、受け入れ可否を判断します。 

 実際に行う内容については、当教室で行っている様々なテーマや実験方法を紹介した上で、学生

本人が希望する実験などに参加していただきます。 

 

③ 積極性・協調性のある学生を希望します。また、時間を厳守するなど社会常識をわきまえた方で

あることを期待します。 
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ゲノム生物学講座 遺伝統計学                   
（岡田 随象 教授） 

 
 
①  遺伝統計学（Statistical Genetics）とは、遺伝情報と形質情報の因果関係を統計学の観点から評価

する学問分野である。次世代シークエンサー（next generation sequencer; NGS）やゲノムワイド関

連解析（genome-wide association study; GWAS）に代表されるゲノム配列解読技術の著しい発達に

より、膨大なゲノムデータ・エピゲノムデータが得られる時代が到来している。一方で、一次的なデ

ータ解析処理を施され、ゲノム配列情報やエピゲノム修飾情報として蓄積された大容量のデータを適

切に解釈し、社会還元するためのデータ解析学問へのニーズが高まっている。 
遺伝統計学は、多彩な学問分野におけるビッグデータの分野横断的な統合に適した学問であり、近

年その重要性が認識されている。例えば、大規模ヒト疾患ゲノム解析により同定された数多くの疾患

感受性遺伝子の情報を、遺伝統計解析を通じて多彩な生物学・医学データベースと分野横断的に統合

することにより、（１）新たな疾患病態の解明、（２）疾患バイオマーカーの同定、（３）ドラッグ・

リポジショニングを通じた新規ゲノム創薬、（４）疾患疫学の謎の解明、（５）個別化医療の推進、な

どに貢献できることが明らかになりつつある。特に、疾患感受性遺伝子情報に基づき直接的に創薬標

的を探索する遺伝統計解析は、ゲノム創薬の新たな方向性を示すものとして注目を集めている。 
本教室では、遺伝統計学における最新ゲノム・エピゲノムデータ解析手法の開発やその実践による

医学への貢献を目標に研究活動を行っている。 
 
②  公共データベースに登録されたヒトゲノムデータ・エピゲノムデータを対象に、遺伝統計解析を実

施します。Linux 環境でのデータ解析手法や、プログラミング言語、統計解析ソフトウェアＲの使用

方法について学びます。研究分野の性質上、実験は行わず、コンピューター上でのデータ解析のみが

指導対象となります。 
 
③  積極性・協調性・自律性のある学生を希望します。研究室のメンバーとの円滑なコミュニケーショ

ンを通じて、ゲノムデータ解析技術の習得や研究テーマの発掘に、自ら取り組む姿勢を持っているこ

とが重要です。 
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ゲノム生物学講座 がんゲノム情報学 

（谷内田 真一 教授） 

 
①  がんゲノム研究を基礎から臨床まで幅広く研究を展開しています。ヒトゲノムだけ

でなく、微生物ゲノム（腸内微生物など）の観点からも、がんの発症・進展のメカニ
ズム解明を行っています。また、附属病院・がんゲノム医療センターと連携して、が
んゲノム医療を推進しています。具体的には、以下のとおりです。 

 
(1) 次世代シーケンシング技術等を活用した網羅的・探索的ながんゲノム解析 

 (2) 上記でみつかった新規がん関連遺伝子や融合遺伝子の機能解析 
 (3) がんゲノムの生命情報科学（バイオインフォマティクス）  
  (4)  「がん遺伝子パネル検査」の社会実装 
 
 
② 配属については希望者が配属されることを考え、上記テーマの中から配属学生の希望
のものを聞き、可能な限りその希望にそうように指導を行います。それぞれの責任者に直
接指導を受ける体制をとります。毎週開催されるラボミーティングで、自ら行った研究進
捗に関するプレゼンテーションを行います。また、研究とは一人で完遂するものではな
く、チームとしてアイデアを振り絞り、様々な専門家と実験や解析を連携しながら進めて
いくことを学ぶことを期待しています。 
 
 
③ がんゲノム医療は保険収載され、医師としてゲノムに関する最低限の知識は必要な時
代となりました。さらにがん全ゲノム解析が、国策として進められています。配属の経験
は貴重なものであり、当教室も可能な限り指導の充実と協力体制を進めていきます。し
たがって配属学生においても、その意をくみ、積極的かつ真剣に研究に取り組むよう要
望し、そのような学生に限定します。また、情報解析（バイオインフォマティクス）の
知識を有する学生を優先します。 
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ゲノム生物学講座 生殖遺伝学 

（林 克彦 教授） 
 
① 教室の研究の特色 

我々の教室の研究対象は生殖細胞系列です。体細胞系列が発生とともに分化可塑性（他

の細胞になる能力）を失い、老化とともに死に向かうのに対し、生殖細胞系列は最終分

化産物が接合することによりあらゆる細胞に分化できる能力を獲得して発生すること

により老化を回避する不死の細胞系列です。また生殖細胞系列は雌雄で機能的にも形態

的にも大きく異なります。生殖細胞の分化過程は複雑かつ巧妙であり、その分化過程の

異常は不妊のほか、次世代の個体の様々な疾患に関与します。当研究室では主にマウス

を用いて、生殖細胞系列（特に卵母細胞系列）の分化メカニズムを研究しています。特

に、卵母細胞系列の分化過程を再現できる世界で唯一の培養系を用いて、その過程にお

ける遺伝子やオルガネラの機能について研究しています。 
 

② 学生への指導方針 
研究を行う上で重要なことは、良い「問い」を見つけることです。良い問いを見つける

ためには、過去に積み重ねられた知見の上に立ち、新しく自由なアイデアを創造する「温

故知新」が重要となります。また知新には実験的な証明が必要なことから、実験技術に

関する知識も必要となります。すなわち当研究室では過去を知り（文献等の読解）、今

を知り（最新技術等の取得）、新しい知識を生み出す（研究や実験結果の議論）ことをト

レーニングの柱とします。週 2 回のミーティングに加えて、日常的に議論を重ねて、こ

れらのトレーニングを行なっていきます。 
 

③ 学生に対する要望 
研究の始めは興味さえあれば問題なく、向き不向きは一生懸命やったあとにわかります。

従って、学生さんに対する要望は疑問に思ったことに真摯に取り組む情熱です。それま

での知識や経験はあまり求めません。誰も知らない答えを見つける過程では合理性の上

に立った自由かつ真剣な自己主張が重要になり、その点で Science は Art に通じます。

興味の赴くまま新しい課題にチャレンジする元気な学生を求めます。 
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健康スポーツ科学講座 スポーツ医学 

（中田 研 教授） 
 
① 教室の研究の特色 

 スポーツによる外傷や障害が起る機序（メカニズム）の解明や、治療・予防、トレー

ニング方法について基礎研究を行なっています。また、骨、筋肉、靭帯の損傷や修復、

再生のバイオメカ、分子生物学的研究、コラーゲンによる半月板再生医療の研究から、

スポーツ医学への貢献をめざしています。 
 スポーツ現場でのメディカルサポート、研究も行い、2021 東京オリンピック・パラ

リンピックでの競技力向上にも関わってきましたがそれ以降も、スポーツ庁や、J リー

グ、プロ野球チーム、V リーグチームや、JISS(国立スポーツ科学センター)、他の大学

（筑波大学、大阪体育大学、武庫川女子大学など）、企業と連携して「スポーツ研究イノ

ベーション拠点」の研究も行っています。 
 
 

② 学生への指導方針 
 担当学生との面談により、興味ある研究テーマなどをお聞きします。 
マンツーマンで OJT 形式にてスポーツ医学研究の実地経験から、課題発見や研究に従

事してもらいます。以下の研究内容などがありますので、指導者との面談により研究テ

ーマを決定します。複数の研究を学ぶこと、経験することもお勧めします。 
・ 豊中キャンパスでの、筋、神経細胞、軟骨細胞など運動器細胞による組織修復や力

学的刺激による細胞応答の研究 
・ スポーツ現場などでのパフォーマンス解析 
・ 吹田キャンパスでの、スポーツ動作解析やパフォーマンス解析、動的バランス解析 

 
③ 学生に対する要望 

 スポーツ医学の研究課題や問題点をみつけ、過去の知見を調べ、自ら解決する方法を

検討して実施していくという、積極的に活動する課題解決型の参加を望みます。 
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細胞応答制御学講座 細胞応答制御学 

（中田 慎一郎 教授） 
 

①教室の研究の特色 
生物が健康であるためには、ゲノムが安定に保たれなくてはなりません。ゲノムの安定性が崩れる

とがんや早老といった疾患につながる、という観点から、DNA損傷応答・修復の研究を行っていま
す。 
 最近では、DNA修復機構を利用して、遺伝性疾患において変異している遺伝子を野生型配列に書き
換える「変異遺伝子修正法」の開発に力を入れています。「細胞内で遺伝子変異を修正する。」こ
れが実現すれば、根治療法が存在しない遺伝性難治疾患の治療法開発に向け、大きな発展が期
待できます。しかし、現状の技術では、臨床応用に耐えうる安全性が確立されていません。当教室
では、「正確・安全」をめざして、新しいゲノム編集法の開発に取り組んでいます。 
 
②学生への指導方針  

研究室で実施している研究プロジェクトの中の一部を担当していただきたいと考えています。細胞
を用いた分子生物学・細胞生物学実験を行いながら、実験の組み立て方、結果の解釈について教室の
教員や研究員とともに議論を進めていきます。ゲノム編集法の新規開発では、誰も考えていないよう
なアイディアがブレイクスルーをもたらす可能性があります。学生諸君の大胆なアイディアも積極的
に取り入れていきたいと考えています。なお、当研究室では動物実験を行っていないため、動物実験
を体験することはできません。 
 
③学生に対する要望  

短い期間ですが、自分の研究活動により科学を1歩でも進めたいというような動機を持つ方、受け
身ではなく積極的に研究に取り組みたいという方を歓迎します。 
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情報機能医学講座 分子生物遺伝学 

                     （片山 泰一 教授） 

①  (1) 自閉スペクトラム症（ASD）の早期気づき、診断、原因解明に関する研究 
発達障害の一つ ASD は、人の気持ちが読めない、他人とのコミュニケーションが取れない、非常に限定

的な著しい興味対象（こだわりの強さ）等の特徴を有する胎生期、または生後早期に起きる神経発達障害

であると言われている。多くは 3 歳までに特徴が顕在化し、以後生涯に渡って特徴が持続するため社会

生活上著しい困難を伴うことがある。近年 ASD の有病率は増加の一途をたどっているが ASD の原因は

不明であり、根本的治療方法はない。一方、できる限り早期に気づき、診断に基づく早期の教育的介入

（療育）を行う事により、予後が改善することが知られていることから、早期診断・早期療育の実現が求

められている。私達は、ASD 者脳において Serotonin Transporter (SERT) 密度が低下しているという先行

研究成果を踏まえ、脳における SERT 結合分子群を同定し、有用な診断法・原因解明につながる研究を行

っている。 
(2) 軸索に特異的な細胞骨格に着目した神経・精神疾患発症機構の解明 
神経細胞の軸索には Ankyrin や Spectrin から構成される特異的な細胞骨格が知られている。我々は、自

閉スペクトラム症や知的発達症、注意欠如多動症などに関わる Ankyrin G、精神運動発達遅滞を伴う小

児難治てんかんの指定難病であるウエスト症候群に関わるαII-spectrin、これら２つの細胞骨格分子に着

目し、軸索においてこれらの分子がどのように制御されているかを分子レベル、モデル動物などを用い

て解明することで、これらの疾患の発症機序の解明を目指している。 
 (3) 精神疾患の分子メカニズムの解明を目指した研究 
近年の遺伝学的研究により、他の器質的疾患と同様、精神疾患においても発症リスクにかかわる脆弱性

因子が多数報告されるようになってきた。我々の研究領域では、統合失調症、うつ病などの主要な精神疾

患脆弱性遺伝子を中心に、これら脆弱性因子が脳と心の発達に及ぼす影響を解剖学的、細胞生物学的な

手法を中心に検討を進め、児童思春期の精神疾患の発症メカニズムを分子レベルで解明することを目的

としている。例えば、Stathmin1,DISC1 とその相互作用分子（DBZ,FEZ1,Kendrin 等）について研究を重ね

てきたが、現在、「神経における一次繊毛の役割」に特に注目して研究を行っている。 
 (4) 蛋白質の翻訳後修飾に着目した神経・精神疾患発症機構の解明 
蛋白質翻訳後修飾はリン酸化、ユビキチン化、メチル化、糖鎖修飾、など多数報告されている。これら

は、近年、神経・精神疾患発症経路、シナプス機能制御、虚血性細胞死等に関与することが報告される

ようになり、非常に注目を浴びている。これらタンパク質の翻訳後修飾の内、我々は、①ユビキチン化

様修飾の一つ、Small Ubiquitin-like Modifier (SUMO)化に注目して研究を行っている。SUMO 化の変化が

細胞内小器官（小胞体、ミトコンドリア、等）の働きに影響を与え、精神疾患・神経疾患発症につなが

る可能性について分子生物学的・形態学的解析を用いて検討している。現在、「ミトコンドリアの分裂

と融合」に SUMO 化が関与するという興味深い結果を得て、詳細なメカニズムの解析を行っている。 
また、他に注目している翻訳後修飾として②タンパク質のメチル化の影響について検討している。脳で

きわめて豊富に惹起されているにもかかわらずこれまであまり注目を浴びてこなかった「タンパク質の

メチル化」の意義に関して、アルギニンメチル基転移酵素(PRMT)の細胞内小器官の機能調節への影響

について研究する中で、細胞内小器官の中でも特にゴルジ体の形態と機能に影響を与えていることを明

らかにし、現在、その詳細なメカニズムを検討している。 
 
② 研究室配属の際には相談して上記の研究テーマを選び、スタッフと一緒に研究を進めていく。テーマに

よって、習得できる手技の程度に差は生じるが、基礎配属終了時には分子生物学的手法、形態学的手法、

生化学的手法など基本的実験手技が習得できる。 
 
③ 実験に興味があり、意欲のある人を求めている。また、研究科の性格上、こころの問題の解明に将来携

わってみたい学生（支援技法、診断技法等）、基礎配属終了後も継続して研究室に来ようと考えている学生

は大いに歓迎する。 
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情報機能医学講座 分子発生学 

                       （古川 貴久 教授） 

 

① 教室の研究の内容（http://www.protein.osaka-u.ac.jp/furukawa_lab/） 
 

研究概要 

  当研究室は、脊椎動物の中枢神経系発生の分子機構を分子生物学、生体工学、組織学、生理学な

ど幅広い方法論を駆使して解明し、神経系の構築と機能発現の原理を解明することを目指していま

す。ゲノムに刻まれた遺伝プログラムが、いかにして神経細胞を作り、正確な神経回路を形成し、

生体での神経生理機能につながるのかを網膜視覚系を主なモデルシステムとして研究を進めていま

す。さらに、遺伝子から生理機能までの各ステップの異常がどのように人の病気につながり、それ

をどのように解決できるかといった医学的問題への貢献も積極的に進めています。私たちは、中枢

神経系発生の「遺伝子から個体生理機能・ヒト疾患までの統合的解明」を目指しています。 
 
研究テーマ 

1) 選択的シナプス形成に関わる分子の同定と機能解析 

2) 神経細胞の運命決定・分化にかかわる転写因子とエピジェネティック制御の解析 

3) マイクロ RNA(miRNA)による中枢神経系の制御メカニズムの解析 

4) 細胞のアンテナである繊毛(cilia)の形成とタンパク質輸送のメカニズムの解析 

5) 遺伝子改変マウスの作製と視覚機能の解析 

6) 失明にいたる網膜変性疾患のメカニズムと治療に向けた創薬研究 

 

② 主に上記の研究分野からディスカッションの上研究テーマを選び、その研究に参加してもらいま

す。分子生物学、免疫組織学、生化学、マウス生体工学、生理学などの様々な実験手法を学ぶこと

ができます。研究室内でゲノム編集技術による遺伝子組換えマウスの作製などを体験してもらうこ

ともできます。できるだけ期間内にある程度まとまった研究結果を得ることを目標とします。な

お、自宅でげっ歯類のペットを飼っている者は動物飼育室への入室が許可されないため、受け入れ

不可です。 

 

③ 学生が研究を学ぶ上で、「素直に物事を吸収できる」「好奇心が強い」「楽観的」であることが大事

だと考えています。基礎配属は、研究というものを肌で感じることができる貴重な機会です。実験

そのものだけでなく、様々な研究スタッフや大学院生との積極的な交流を通じて基礎研究の流れを

学んでもらうとともに、研究の面白さも感じて欲しいと考えています。 
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情報機能医学講座 高次脳機能学 

                       （疋田 貴俊 教授） 

 

① 教室の研究の内容（https://sites.google.com/site/takatoshihikidalaboratory/home） 
 

研究概要 

  私たちの研究室では、独自に開発した神経回路活動制御法や特定神経回路の神経活動の可視化

により、認知学習行動や意思決定行動といった高次脳機能の神経基盤の解明に取り組んでいま

す。また、精神神経疾患モデルマウスを用いて、精神神経疾患の分子病態の解析を行っていま

す。特に精神疾患発症に関わる遺伝-環境相互作用の分子機構の解明に取り組んでいます。臨床部

門や製薬企業との連携により、精神疾患の創薬を目指すトランスレーショナルリサーチをすすめ

ていきます。 
 
研究テーマ 

1）高次脳機能の神経回路機構の解析 

2) 精神神経疾患の分子病態の解析 

3) 精神疾患のトランスレーショナルリサーチ 

 

②  主に上記の研究分野からディスカッションの上研究テーマを選び、その研究に参加してもらい

ます。特にマウスを用いた生体レベルの実験を考えています。 

 

③  医学の発展のために基礎研究は必須です。医師となっても医学研究者の視点は有用です。積極

的に研究に取り組んでほしいと思います。 
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生体防御医学講座 ウイルス感染制御学 

             （塩田 達雄 教授） 

 

①  私たちはデング熱、ジカ熱、チクングニア熱等、熱帯地で流行する蚊媒介性ウイルス感染症の診

断法・治療法の開発研究を進めております。これらの蚊媒介性ウイルス感染症は、初期症状は熱

発、発疹等で似通っていますが、解熱後、デング熱は血漿漏出によるショック、ジカ熱は妊婦が感

染した場合の胎児に小頭症、チクングニア熱は慢性関節炎が生じるため、鑑別診断が必要になりま

す。また、これらの蚊媒介性ウイルス感染症の治療薬が開発できれば、より正確な診断が必要にな

ってきます。具体的には以下の研究を行っております。 
 
 (1) デング熱、ジカ熱、チクングニア熱の迅速診断法の開発研究 

 (2) デングウイルス、ジカウイルス、チクングニアウイルスの増殖阻害薬の開発研究 

 (3) 実際の流行地における上記ウイルスの流行動態に関する分子疫学的研究  

 

また、当分野が所属する微生物病研究所は、タイのバンコクに日本タイ染症共同研究センターを有し

ており、希望者には 3 週間程度のタイでの研修の機会を提供します。ただし新型コロナウイルスによ

る渡航制限が継続した場合には、バンコクの熱帯病病院からのインターネットを介した短期間のリモ

ート研修に切り替えます。 

 

②  現在、研究室で進行している上記の研究の中から希望するテーマを選択してもらい、基礎研究の

面白さを体験する機会を提供します。 

 

③  熱帯地におけるウイルス感染症に興味のある人、また、ウイルスに興味がなくても、熱帯病に興

味のある人も歓迎します。 
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生体防御医学講座 免疫化学 

（荒瀬 尚 教授） 

 

① 免疫システムは、病原体等に対する生体防御機構として重要であるが、正常に制御されなくなる

と自己免疫疾患やアレルギー疾患が発症してしまう。そこで、当研究室では、免疫細胞と病原体

との相互作用や免疫応答の制御機構を研究することによって、新たな感染防御機構や自己免疫疾

患の発症機序の解明を目指している。実習では、免疫レセプターと病原体との相互作用の解析や

自己免疫疾患で産生される自己抗体の認識機構の解析の研究を予定している。 
 
② 実際に１つのテーマを持って研究をしてもらう。基本的な免疫学的手法や遺伝子クローニング法

を身につけてもらうと同時に、分子レベルでの免疫細胞と病原体の相互作用の解明や新たな自己

免疫疾患の発症機序の解明に取り組んでもらう。 
 
③ 新たな発見を目指して取り組んでほしい。 
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生体防御医学講座 分子ウイルス学 

（渡辺 登喜子 教授） 

 

① ウイルスはタンパク質の殻と核酸から構成される非常にシンプルで微小な構造体ですが、時にはパ

ンデミックを引き起こし、世界を大混乱に陥れるほどの強大な影響力を発揮することがあります。私

たちの研究室では、インフルエンザウイルスや新型コロナウイルスといった人獣共通感染症を引き起

こすウイルスに着目し、ウイルスがどのように動物からヒトへと伝播するのか、どうやって病気を起

こすのかなどのメカニズムを解明すべく、以下のような研究を進めています。 

  インフルエンザウイルスの宿主への適応戦略 
  ウイルス感染症に対するワクチンの開発研究（インフルエンザ、新型コロナ、エボラなど） 
  人獣共通感染症を引き起こすウイルスの研究 

 

② 研究室の教員等の指導のもと、現在研究室で行っている研究に参画してもらい、基礎研究の進め

方を学んでもらいます。 

 

③ コロナ禍の中で「自分に何かできることはないか？」と真剣に考えたことのある方、ウイルス感

染症に立ち向かってみたいと考えている方、あるいは、「ウイルスってどうやって増えて病気を起こす

のかな？」などウイルス自体に興味を持っている方等、ウイルス研究に熱意をもって取り組む、やる

気のある学生を望みます。 
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生体防御医学講座 組織再構築学 

                     （高倉 伸幸 教授） 

 

① 癌組織や炎症組織に形成される血管形成を抑制し、病態を改善する技術を開発するために、いか

なる分子が血管新生に関わるのかを解析する。試験管内、マウス個体内で血管新生を観察する解

析系をもとに、種々の分子の血管形成へのかかわりを詳細にする。 
 
② 期間中研究に専念できる学生を希望する。 

 
③  状況によっては論文紹介をメインに指導する。 
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A4 版 1 ページに収まるよう、作成をお願い申し上げます。 

生体防御医学講座 分子細菌学 

（堀口 安彦 教授） 
 
① 教室の研究の特色 

細菌感染の分子メカニズムの解析を行っている。感染成立の重要な過程で認められる生

命現象と、それに関与する細菌側および宿主側の因子を探索し、その機能を解析するこ

とに研究の焦点を絞っている。現在の研究テーマは以下のとおり。 

1） 百日咳菌の生態と感染成立機序の解析、新たな予防治療法の創出 

2） 類鼻疽菌の病原性解析 
 

② 学生への指導方針 
当研究室のテーマの中で、できるだけ期間内に完結する一連の実験に取り組んでいただ

く。 
 
 

③ 学生に対する要望 
細菌学を楽しんでください。 
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生体防御医学講座 遺伝子機能解析学 

（伊川 正人  教授） 

 

①  疾病の実験モデル動物としてこれまで突然変異動物が重要な役割を果たしてきたが、ポストゲノ

ムの時代には人工的に遺伝子改変を加えた遺伝子改変動物が大きな役割を果たしている。具体的に

は受精卵に遺伝子を注入して人工的に遺伝子を過剰発現させたトランスジェニック動物や、全能性

を持つ胚性幹（ES）細胞を利用して特定の遺伝子を破壊したノックアウト動物や人工遺伝子と置換

したノックイン動物などである。さらに最近では、１塩基単位で任意に遺伝子改変できるゲノム編

集技術、なかでも CRISPR/Cas9 システムの登場により簡便化・効率化され、個体レベルでの遺伝子

機能解析やヒト疾患モデル動物の開発が飛躍的に進んでいる。我々は新規ゲノム編集技術の開発と

同時に、CRISPR/Cas9 システムを活用した受精メカニズムの解明や、不妊モデル動物、避妊薬の開

発について研究を行っている。 

 

② 研究テーマについて深く考え、研究の面白さを分かち合えることをめざしている。 

 

③ 実験の進行はその人の個性やペースに応じたもので結構であるが、結果として指導する側とされ

る側、双方の時間が有意義なものであるようにしたい。そのために、期間中に何かを学びたいとい

うだけでなく、何かを成し遂げたいと希望する人を望む。 

 

④ ２名 
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生体防御医学講座 実験免疫学 

（坂口 志文 特任教授） 

 

① 免疫系が効果的に働くためには、その働きを単純に強くするだけでは不十分です。免疫応答を抑

制する細胞群により、自己抗原などに対する不要・過剰な反応を抑制することが重要です。当研究

室は、生体内で免疫抑制を担う中心的な細胞群として CD25+CD4+制御性 T 細胞を同定しました。制御

性 T 細胞の働きを決定づける転写因子としての Foxp3 の同定をはじめとして、制御性 T 細胞の特徴

を解明してきました。免疫寛容のメカニズムの解明とそれに基づいた医薬への応用にむけた研究を

おこなっています。 

 
(1) 制御性T細胞の基礎研究 

いかにして免疫寛容が維持されるのか。通常のT細胞との違いは何なのか。分化はどのように

決定されるのか。これらの根本的な疑問に対して、分子レベルで明確な答えを提示すべく、研究

を重ねています。  
 

(2) 制御性T細胞の抗腫瘍免疫応答へのかかわりの検討 

がん患者の免疫応答を増強することによりがんを駆逐しようというがん免疫療法の臨床試験が

試みられていますが、現在までその効果は限定的なものです。その原因の一つとして多くの腫瘍

抗原が自己抗原由来であるために、がんに対する免疫応答が免疫寛容すなわち免疫抑制状態にな

っていることが挙げられます。その免疫制御の機序として、制御性 T細胞による抗腫瘍免疫応答

制御の重要性が示されつつあります。当研究室では、制御性 T 細胞がどのようにして腫瘍内に集

積しているのか、さらにそれらの制御性 T 細胞をコントロールし、抗腫瘍免疫応答を増強するた

めの基礎的検討から臨床応用までの研究を行っています。 

 

② 当研究室のテーマの中で、できるだけ期間内に完結する一連の実験に取り組んでいただきます。 

 

③ 予備知識の有無は問わないが、意欲と責任感のある学生を望みます。学問的にもそれ以外の面で

も樟極的に研究室に関わり、研究という作業の具体的な部分を学んでもらいたい。研究の面白さを

知るためには、基礎配属終了後も教室に出入りし研究を継続することが望ましい。 
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微生物病研究所 感染病態分野 

（山本 雅裕 教授） 

 

① マラリア・トキソプラズマ・トリパノソーマ原虫・クリプトスポリジウム原虫などが

原因の種々の原虫感染症に我々人類は年間新たに数億人が感染しており、効果的な治療法

が未だ確立されておらず毎年数百万人が命を落としています。ウイルスや細菌と異なり、

原虫は真核生物でありその多くは宿主細胞内に寄生胞と呼ばれる特殊なオルガネラを形成

し、宿主との間で巧妙な相互作用を行って感染を成立させています。また原虫由来分子を

標的とした薬剤に対する耐性原虫が出現し問題となっている昨今、この寄生胞という特殊

な「原虫―宿主間の相互作用」の場に着目してその成立に深く関与する原虫由来因子と相

互作用する宿主因子を同定することは、原虫感染症克服のための新規治療戦略の分子基盤

を提供しうるものとして抗原虫宿主応答研究の中心のトピックの一つとなっています。 

現在、山本研で進行中の具体的なプロジェクトは、トキソプラズマ原虫をモデル病原性寄

生虫として取り上げ、 

ア） 原虫の病原性因子の研究  

と 

イ）原虫を破壊しようとする宿主免疫機構の解析 

をしています。 

また、抗原虫免疫系は腫瘍を排除するための抗腫瘍免疫反応と多くの特徴を共有している

ことから 

ウ）腫瘍に対する免疫機構の解析 

もしています。 

 

② 上記のア）、イ）、ウ）のテーマから興味のある方を選び、教員または大学院生の指導

の下に研究に参加します。 

 

③ 実験は実際に手を動かしてデータを出すことが重要です。多くの場合は時間に比例し

て結果が出てきます。基礎配属期間にみっちりとやって、学生時代に論文を書きたいとい

う意欲がある学生を歓迎します。 
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生体防御医学講座 遺伝子生物学 

（原 英二 教授） 
 
① 教室の研究の特色 

近年、癌は日本人の死因のトップになってきています。この原因として主に食生活や生活環

境などの変化があげられていますが、寿命の延長も主な要因の一つと考えられます。 昭和

初期まで日本人の平均寿命は男女共に５０歳ほどでしたが、いまや、女性は８７歳、男性は

８１歳で更に 3 か月/年のペースで伸び続けています。癌の発症率は年齢とともに高くなる

傾向にあるため、平均寿命の延長と伴に、癌の発症率が高くなることはいわば当然のことと

も言えます。では、なぜ老化とともに発癌のリスクが高くなるのでしょうか？老化と癌化は

どのような関係にあるのでしょうか？ 私たちはこの謎を解く鍵の一つが「細胞老化」とい

う現象にあると考え、細胞老化の分子機構の解明とその制御を目指した研究を行っています。

これらの研究を通して癌と老化の効果的な予防法や治療法の開発に貢献できればと願って

おります。 
 
 

② 学生への指導方針 
研究者になるために必要な基礎力および応用力を実践を通して身に着けさせる。 
 

③ 学生に対する要望 
研究に対する熱意を持ち、自発的に研究の方向性や実験方法を考える意欲を持ってもらいた

い。また、研究活動には他のメンバーとの協調性も重要であることも認識してもらいたい 
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生体防御医学講座 病原細菌学 

（飯田 哲也 教授） 

 
① 教室の研究の特色 
 さまざまな感染症についてゲノミクス・メタゲノミクスの観点から研究を行っている。 
  研究テーマ 
  A. 病原細菌の病原性発現メカニズムの研究 

B. 新興感染症の出現メカニズムの研究 
    C. 次世代 DNA シーケンサーを用いたメタゲノミクスによる病原体検出および微

生物叢解析 
 
② 学生への指導方針 
 ラボで現在進行中の研究に参画して、基礎研究の現場を体験してもらう。 
 
③ 学生に対する要望 
 病原細菌や感染症に興味がある人。 
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生体防御医学講座 免疫応答動態学 
（鈴木 一博 教授） 

 
① 教室の研究内容 

1) 神経系と免疫系の相互作用の分子メカニズムの解明 
2) 新たな免疫制御因子を標的とした炎症性疾患の治療法の開発 

② 学生への指導方針 
個々の学生にテーマを与え、能動的に研究に取り組んでもらう。分子生物学、免疫学の

基礎的な実験手法を習得させる。 
③ 学生に対する要望 

免疫学の予備知識は問わないが、意欲と責任感をもって継続的に研究に取り組むことを

希望する。 
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生体防御医学講座 分子免疫学 

                    （山﨑 晶 教授） 

 

① 免疫細胞は、特徴的な免疫受容体を介して非自己病原体や損傷自己を認識し、免疫応答を発動し

て生体の恒常性を維持している。我々の研究室では、これらの免疫受容体がこれらの異物を識別する

メカニズムを分子レベル、構造レベルで解明することを目指し、以下のようなテーマを中心に取り組

んでいる。 

１）病原体を認識するレクチン受容体及びそのリガンドの同定 

２）損傷自己組織を認識するレクチン受容体及びそのリガンドの同定 

３）innate Ｔ細胞の分化を担う新たな経路の解析 

４）自己免疫疾患に関わる新規Ｔ細胞サブセットを介する自己認識と疾患発症機序の解明 

５）新型コロナウイルスに応答する T 細胞の解析 

 

② 期間内に結果が出るテーマを１つ担当して貰い、実際に研究活動を体験して貰う。その活動を通

して、マウス免疫細胞を用いた免疫応答の解析、フローサイトメトリーを用いた細胞解析、遺伝子

クローニング等の分子生物学的解析、脂質ならびにタンパク質の生化学的解析など、免疫学の基本

的実験手法を丁寧に指導する。 

 

③ 免疫学に興味があり、未解明の疑問に取り組んでみたいという意欲のある人を望む。 
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生体防御医学講座 ウイルス免疫学 

（小林 剛  教授） 

 

① 教室の特色 

 私たちの研究室ではウイルスを研究対象としています。その中でも複数の分節ゲノムを持つレオ

ウイルス科に焦点を絞って研究を行っています。レオウイルス科には乳幼児に胃腸炎を引き起こす

ロタウイルスや呼吸器疾患を引き起こすコウモリ由来レオウイルス、腫瘍溶解性レオウイルスなど

が含まれています。ウイルスを人工的に合成できるリバースジェネティクス系を用いて、この科に

属するウイルスの増殖機構の解明やワクチン、ウイルスベクターの開発研究を精力的に進めていま

す。 

 

② 指導方針 

 現在、研究室で進行しているプロジェクトの中から、興味のあるプロジェクトに参加してもら

い、基本的な実験手技を学びながら、ウイルス学研究の面白さを体感してもらいたい。 

 

③ 学生に対する要望 

ウイルス学に興味があり、研究室のメンバーと積極的に交流し、実験に取り組んでもらいたい。 
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免疫グループ 感染病態 

（熊ノ郷 淳 教授） 

 

① 教室の研究の特色：本研究室では、免疫システムの制御・調節にかかわる機能分子の研究を行っ

ている。主として遺伝子欠損マウスを用いた免疫機能解析を行う。 

  

② 配属学生への指導方針：免疫応答解析に必要な分子生物学的技術ならびに免疫学的手法を体験

し、学ぶ。 

 

③ 学生に対する要望：将来、生命現象解明のためのオリジナルな自分の「窓」を持てるよう、確か

な実験手法としっかりとした思考法を身につけてもらいたい。 
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生体防御医学講座 ウイルス病理学 

（岡本 徹 教授） 

 

① 教室の特色 

 私たちはウイルスという小さな病原体がどのように細胞に侵入し増殖して病気が引き起こされる

のかを研究し、新しい治療方法を提案するため日々研究をしています。中でもヒトの肝臓で持続感

染する C 型肝炎ウイルスや B 型肝炎ウイルスは、肝疾患を発症する分子機序は不明なままです。ま

た、C型肝炎ウイルスと類縁のデングウイルス、ジカウイルスや日本脳炎ウイルスもその病原性発

症機構は不明な点が多いです。これらウイルスやパンデミックを引き起こしている新型コロナウイ

ルスを用いてどのようにヒトに病気を引き起こすかを培養細胞や動物モデルを使って検討していま

す。 

 

②  指導方針 

  学生の要望に応じて、研究テーマを決定しスタッフと一緒に実験に取り組むことで自分の興味

が何かを見つけてもらいたいと思っています。また、多くの基礎研究者との交流を通じて研究の

多様性を体感していただきたいと思っています。 

 

③ 学生に対する要望 

 予備知識は不要ですが、明るくて元気なことが大切だと思っています。騒がしくても大人しく

ても構いません。少しでもウイルス感染症って何なんだろ？って思ってくれる学生を希望してい

ます。 
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生体防御医学講座 分子原虫学 

（岩永 史朗 教授） 

 

（１） マラリアは Plasmodium 属原虫（マラリア原虫）の感染により引き起こされ、年間

約 2 億人の感染者と約 45万人の死者を出す世界三大感染症の一つです。私たちの研究

室ではマラリア原虫を対象に以下の 2 つの研究を行なっています。 

①マラリア原虫のエピゲネティックな免疫回避・性分化制御機構 

マラリア原虫は真核生物であり、ウイルスや細菌とは異なり、エピジェネティックに遺

伝子発現を制御します。特に性分化・免疫回避に関する遺伝子はヘテロクロマチン（サ

イレンス）からユークロマチン（アクティブ）へと劇的な変化を起こし、発現が制御さ

れます。この現象はマラリア研究において中心命題の一つとして過去 50年以上研究が

進められてきましたが、未だ多くが不明なままです。私たちはこれまでに独自の

CRISPR/Cas9 system・人工染色体技術や次世代シークエンサー（NGS）を用いた解析に

より、上記遺伝子の配列の一部がクロマチン状態の変化に必須であることを明らかと

してます。現在、更に発現転換に関わるクロマチン修飾・延期配列の探索を進めていま

す。 

②マラリア原虫の感染赤血球表面抗原に関する研究 

マラリア原虫は宿主赤血球に感染時、自身の分子を感染赤血球表面に輸送・発現します。

宿主免疫系にこれらの分子が認識されると、前述のエピジェネティックな制御を使い、

表面抗原分子を変え、免疫回避します。これに加え、私たちは原虫が表面抗原分子を使

い、宿主の免疫レセプターを刺激して、積極的に免疫回避・抑制することを見出しまし

た。現在、人工染色体技術や NGS を使い、表面抗原分子と結合する新たな宿主レセプタ

ー分子の探索を進めています。 

（２） 上記の①もしくは②から興味のあるテーマを選択し、教員の指導の下に研究に参

加します。 

 

（３） 熱帯医学に興味があり、先端的な分子生物学的研究に興味のある学生（2 名）を希

望します。 
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生体防御医学講座 ウイルス動態学 

（前田 裕輔 特任教授） 

 

① 教室の特色 

 当教室は昨年（2020 年）8 月に新設された研究室です。SFTSV（重症熱性血小板減少症候群）、

チクングニアウイルスをメインに現在は新型コロナウイルスにも力を入れています。ウイルス（タ

ンパク質）のダイナミックな生活環を、生化学的手法（タンパク質翻訳後修飾）、細胞生物学的手

法（オルガネラとの相互作用や細胞内輸送）や遺伝学的手法（ゲノムワイドスクリーニングによる

宿主因子の網羅的解析）など幅広い知識と手法を用いて解析する基礎的研究から更には創薬のため

のハイスループットスクリーニングのためのアッセイ系の創出を行っています。 

 

②  指導方針 

  テーマは学生と相談して決めますが、上記のウイルスに関して積極的なテーマのプロポーズは

大歓迎します。基本的には一人一テーマで取り組んでもらいます。実験に取り組む基本的な考え

方・姿勢や過程を学んでもらいたいと思います。 

 

③ 学生に対する要望 

 熱意をもって積極的に基礎配に取り組んでくれる学生を希望します。 
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生体防御医学講座 ウイルス制御学グループ 

（松浦 善治 特任教授） 

 

①教室の特色 

 近年世界中で猛威を奮っている新型コロナウイルスのように、新規病原ウイルスの出現およびパンデ

ミックの発生は予測不可能である。すなわち、このような新興・再興ウイルス感染症の発生に備えた

基盤研究および制圧に向けた治療法・治療薬の開発は非常に重要である。私たちの研究室では、遺伝

子組換え技術を駆使してウイルスの感染・複製機構を分子レベルで解析したり、抗ウイルス薬探索と

その作用機序の解明等を通して、「ウイルスが感染すると宿主細胞の中で何が起きているのか」を明

らかにすることで、ウイルス感染症の治療につながる研究を進めている。主に肝炎ウイルス、フラビ

ウイルスや新型コロナウイルスをはじめとする新興・再興感染症を引き起こすウイルスに注目し、さ

まざまなウイルスの感染制御を目指している。 

 

②指導方針 

 興味あるプロジェクトに参加して基礎研究を体感してもらいます。 

 実験スケジュールは学生さんの希望やペースに合わせます。 

 

③学生に対する要望 

 担当する研究にまじめに取り組む学生を希望します。 
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生体防御医学講座 生体応答学 

（伊勢 渉 教授） 
 
① 教室の研究の特色 

ウイルス感染に対する生体防御に不可欠な中和抗体産生の制御メカニズムを解明し、将

来起こりうる変異ウイルスパンデミックに備えたワクチン開発に貢献することを目標

としています。遺伝子改変マウスを用いた解析に加え、ヒトの免疫応答を解析可能な実

験系の構築にも取り組み始めています。 
 
 

② 学生への指導方針 
できるだけ期間内に完了する一連の実験を担当してもらいます。分子生物学、免疫学の

基礎的な研究手法を丁寧に指導します。 
 
 

③ 学生に対する要望 
責任感と主体性を持って研究に臨む姿勢を重視します。免疫学の予備知識は問いません

が、好奇心あふれる方を歓迎します。 
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国際未来医療学講座 国際未来医療学 
（中田 研 教授） 

 
① 教室の研究の特色 

経済、政治、文化、スポーツといった多くの分野で、国境を超えた活動が広がってい

ます。近年では日本が培ってきた知見や高度な医療水準を活かし、医療分野で国際貢献

を果たすことが国家的重要課題とされています。そこで、当講座では以下 3 つをメイン

に活動するとともに、国内外における国際ネットワーク活動も推進しています。 
【国際診療支援】 阪大附属病院は厚生労働省「外国人患者受け医療機関認証制度

(JMIP)」や内閣府「Japan International Hospitals」に認証・推奨され、外国人患者さ

んへの診療サポートや、世界各国からの医療従事者の研修受け入れ等を進めています。 
【国際共同臨床研究支援】 学内外で実施されている研究・開発を国際展開するために、

各国・国際機関とのネットワーク形成や臨床研究体制の構築支援を行っています。 
【研究・教育】 グローバルヘルス人材育成を目指し、医学部のみならず全学を、また

高校生から社会人までを対象とした、国際医療と未来医療に関する教育を提供していま

す。研究テーマは、ASEAN における感染症・非感染症のリスク因子研究、バングラデ

ィシュにおける耐性菌調査、外国人診療、医療通訳など多岐にわたります。 
 

② 学生への指導方針 
学生さんと面談を行い、フレキシブルに対応していきたいと考えています。マンツー

マンの OJT 形式で、国際医療やグローバルヘルスの実地経験や研究の基礎を学んで頂

き、課題発見や調査に従事してもらいます。 
・ 阪大病院での外国人患者への通訳・国際医療コーディネーター業務の実習 
・ 医療通訳に関する研究 
・ NCD（非感染性疾患）のリスクに関する ASEAN 各国の比較調査 
・ 医薬品や医療機器の研究開発や起業のためのセミナー参加 
・ 国際共同研究やグローバルヘルスに関する学会やセミナーの参加 など 

 
③ 学生に対する要望 

本教室は、海外からの研究員や長期にわたる海外在住歴者など、国際色豊かなメンバ

ーで構成されています。英語をはじめ外国語が得意な方だけでなく、海外や国際交流に

関心のある方が、日常診療や基礎研究の形を超えた国際医療の現場を経験できるような

機会を提供していきたいと考えています。医学教育では、専門性に加えて総合性を高め

る必要があります。国際医療を通して、より広い視野を身につけて下さい。ご参加お待

ちしています！（なお、場合によっては休日の実習の可能性があります。） 
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