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北里大学 建学の精神 北里大学に置ける生命科学領域の教育・研究

なぜ？ 仮 説 / 探 究 解 明 / 発 見

「開拓」「報恩」
「叡智と実践」「不撓不屈」

学祖北里柴三郎が成した学統を受け継ぎ、北里が
顕現した「開拓」「報恩」「叡智と実践」「不撓不屈」
を建学の精神としています。

「事を処してパイオニアたれ。人に交わって恩を思え。
そして叡智をもって実学の人として、不撓不屈の精
神を貫け。」と北里は門下生に説きました。

理学部に学ぶ者は、この精神に徹して学業に励み、
技能を磨き、徳性を養い、将来有為なる科学人たら
んことを期すことが求められます。

健やかで快適な生活を目指す

地球環境の保全や生物資源の
有効な利用法を探る

生命現象を
分子レベルで捉える

理学力が結実する卒業後の進路
※過去3年間の3 学科平均 99 47% %

就職率 進学率

獣医学部 /
海洋生命科学部

薬学部 / 医学部
看護学部 / 医療衛生学部

［併設校］
北里大学保健衛生専門学院
北里大学看護専門学校

人間の
生命と健康に
関する分野

動植物と環境に
関する分野

生命科学の
基礎的研究を

行う分野

生命科学

「なぜなのだろうか？」が
世界を変えてきた 

〜知ることの楽しさ〜

理学部長 真崎 康博 教授
　　　　 （2022 年 5 月現在）

「なぜ？」から始まる理学の思考の流れ

ここから得られる力 = 理学力

理学部は基礎科学を学び、その研究を行う
学部です。素粒子から宇宙まで、そして数
理的なものや生命にいたるまでの広大な領
域で、そこにはたらく原理、法則が探究の
対象です。

16 世紀の後半にガリレオ、コペルニクス、
ニュートンらの登場で成立した近代科学。
その根底には、 『なぜなのだろうか？』とい
う素朴な疑問や知的好奇心を抱き、 その謎
を解明する『楽しさ・喜び』を感じるとい
う流れがあります。この過程を繰り返すこ
とで得られる力を、私たちは『理学力』と
名づけたいと考えます。

人類の繁栄を支える多くの体系化された科
学的知識も、理学力のたまものにほかなり
ません。

北里大学理学部での４年間を通じて得られ
る、物事の本質を見抜く力、それをもとに
論理的に思考し行動する能力こそ、まさに
理学力。
あなたも北里大学理学部で、変化の激しい
時代を生きぬく力を身につけ、「知ることの
楽しさ」を大いに味わってみませんか。
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「理学力」を
 手にすれば、
　自分の可能性が
  広がる。
いのちの学問「生命科学」。

その総合大学である北里大学では、医療、獣医、海洋生命

など、生命科学に関連した様々な分野が学べます。

その中で理学部は、すべての科学の基礎となる学問領域をカ

バー。多くの身近な事象から、素粒子や宇宙まで広大に広が

る領域の中で、未来へとつながる探究をし続けています。

知的好奇心から発せられる「なぜだろう」という素朴な疑問に

始まり、仮説を立てて、探究し、新しい発見から知ることの楽

しさを知る。そこにこそ理学の魅力があり、思考を繰り返すこ

とで身につく力を、私たちは「理学力」と呼びたいと思います。

自分の可能性を広げる力「理学力」をしっかりと身につければ、

自分の未来が見えてくる。

北里大学 理学部を紹介します。

理学力で未来を拓く。
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物 理 学 科

物
理
学
科

男性：女性

光物性物理学講座

自然現象の中に潜む美しい法則を見つけ出し、そこから多

彩な自然現象や物質の性質を解明する学問が物理学です。

物理学科では理論・実験・数理モデル・計算機シミュレー

ションなど、多角的なアプローチにより、マクロな宇宙現

象からミクロな生命現象まで、様々な現象の解明に取り組

みます。また、新機能性物質の開拓や、新しい物理測定

法の開発を目指します。

宇宙から生命まで
自然現象の原理を探究

名名 % %

教員数男女比定員数

生命物理学講座

固体物理学講座

量子物理学講座

物理学科 特設ホームページ 

▲

PHYSICS

1553 80 20:
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PHYSICS ／ 在学生研究紹介

在学生研究紹介

# 光ファイバー  # FBGセンサー  #構造ヘルスモニタリング

Keywords

1.

Researcher.

光ファイバーを利用した
センシング技術を開発

FBG センサーの高精度化、
高機能化を目指して

ダムやトンネル、ビルなど大型構造物のヘルスモニタリングに、光ファイバーによるセンシングが有効とされています。

なかでも FBG（Fiber Bragg Grating）センサーは応用範囲の広さから注目を集めており、

稲葉さんはその精度向上に取り組んでいます。

物理学 科 4 年  稲葉 初さん （私 立多摩大学目黒高等学 校出身）

私たちの研究グループは、光通信やセンサーなど、生活に身

近な技術を扱っています。私は、トンネルやビルなど大型構造

物の損傷やひずみを検出する構造ヘルスモニタリングへの応用

をめざして、通信用のレーザーを使った FBG センサーの高精

度化、高機能化に取り組んでいます。FBG センサーは、光ファ

イバーの中に回折格子が刻まれ、特定の波長の光だけを反射し

ます。ここに圧力や熱が加わると反射信号の波長が変化する

ため、構造物の損傷やひずみを検出することができます。また、

電源が不要な上、1 本の光ファイバーケーブルに複数配置でき

るので、数 10 km の長距離にわたる複数個所のモニタリング

が、比較的低コストで可能になる応用範囲の広い技術です。

2. 印加電圧の波形を変えて
周波数の変動を解消

技術的には、DFB レーザーを一定の周波数と強度で掃引でき

るように調整が必要です。当初は、印加電圧をパルス波で試し

ていたのですが、周波数に変動（周波数ドリフト）が起き、良

いデータが得られませんでした。また、レーザーが熱の影響

を受けたことでも周波数ドリフトが起き、一定の周波数と強度

の光を掃引するのに苦労しました。そこで DFB レーザーへの

印加電圧の波形をノコギリ波に変えれば、周波数ドリフトを解

消できるのではないかと仮説を立て測定を行ったところ、よう

やくムラだらけだった測定結果がきれいに整ってきました。研

究を進めるに連れて目標のデータに近づいていくことが、研究

を続けるモチベーションになっています。

3. 答えのない新しい課題に
挑戦する楽しさ

さらに、センサーの精度を高めるため、測定した FBG セン

サーの反射スペクトルから得られたデータに時間補正を行うこ

とで、一定速度に近い線形周波数掃引が可能になりました。

FBG センサーの測定値も正しく行えていることが確認できま

した。3 年次までは講義で知識を吸収するという、どちらかと

言えば受け身の学びでしたが、研究は自らテーマを決め、答え

が出ていない課題に挑戦することが大きな違いです。研究室

で初めて実験したときには、とてもワクワクしました。最初は良

い結果が出ないけれど、先生からアドバイスをいただきながら、

改良したり、どうすればいいか考えたり、進めていくのが楽しく、

自身の成長も感じています。
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PHYSICS ／ ４年間の学び

物理学科の4年間の学び

新機能性物質、物理測定法の開発、生命機能の解明、
そして宇宙の起源まで、物理の視点で切り拓く。

１年前期 

２年前期

２年後期

３年前期 

１年後期

３年後期 

４年

1・2年次にはコア・カリキュラムを履修、
3年次では選択科目により専門分野の理解を深める。

物理学科の教育目標

カリキュラム

物理学科の 4 年間の学び

1年・２年 ３年 ４年

物理学科の4年間

本学科では物理の方法論を駆使してフロンティアを切り拓いていく力を養成するこ

とを目標としています。講義・演習・実験を組み合わせたカリキュラムにより、未知

の領域を切り拓く力をもち、基礎研究の場でも応用研究の場でも活躍できる人材を

育成することに全力で取り組んでいます。

本学科では物理学、数学で構成されたコア・カリキュラムをマスターすることが最

初の 2 年間の目標です。3 年次からは物質科学、数理科学、情報科学、生命科学

の選択科目が展開され、興味をもった分野に集中的に取り組めます。化学科や生

物科学科の科目を選択科目として、科学全体を幅広く学ぶこともできます。

物理コア・
カリキュラム

教養教育科目
（１群科目） 外国語系科目 情報科学 物理学基礎科目 物理学発展科目 化学系科目 生物系科目 地学系科目物理学境界

領域科目

ディプロマ・ポリシー

物理コア・カリキュラムとは？

各研究室にて
卒業研究情報科学

生命科学

物質科学
数理科学
情報科学
生命科学

物理学の広範囲な問題に取り組む応用力を身につけるために必要不可欠な内
容を集約したカリキュラムです。グループ実験・演習など少人数教育を併用し、
学生一人ひとりの理解度を把握しながら進めていきます。

物理的な原理を理解し、これを基盤とした測定・解析・情報処理技術を身につけていること。近年、広がりを見せている物理的な方法論へのニーズに応え、物理的知識、測定・解析・
情報処理技術を物理領域のみならず、様々な境界領域において活用し、フロンティアを切り拓いていく能力・意欲をもつこと。

カリキュラムPick UP

取得可能な資格

生物物理学序論 相対性理論 量子力学Ⅰ

講義は（1）物理学が生物の理解にどう役立つの
か、（2）筋収縮や視覚、聴覚の分子メカニズム
が物理学でどこまで解明されているかが中心で
す。恐竜模型などを観察し、物理学が動作の推
定に役立つことなどを紹介しています。

特殊および一般相対性理論の基礎について学
びます。「重力」は「時空間の歪み」として理解
することができます。物理現象の舞台である「時
空間」も、物理的な考察の対象であることは、
物理学の考え方に大きな影響を与えました。

原子を構成する電子の状態を点で表現すること
は不可能で、図のような雲の状態になっていま
す。この「雲」状態を記述するのが「シュレーディ
ンガー方程式」と呼ばれているもので、その解
き方を修得します。

物理学で生物を理解する。
生物のメカニズムを解明する。

■ 中学校教諭一種免許状（理科）
　  （所定の単位を修得した者が得られる資格）

■ 測量士
　  （所定の単位を修得し一定の実務経験で得られる資格）

■ 高等学校教諭一種免許状（理科）　

　  （所定の単位を修得した者が得られる資格）

■ 測量士補　

　  （卒業と同時に得ることができる資格）（要登録）

相対性理論の基礎を学ぶ。
「時空間」も考察の対象に。

電子の状態を記述する
方程式を修得します。

人間形成の
基礎科目

基礎教育科目
－ 情報科学

総合領域科目

（１群科目）
基礎教育科目
－ 英語ＡⅡ

教養演習系
科目

（１群科目）
基礎教育科目
－ 英語ＡⅠ
－ 英語ＢⅠ

英語ＣⅠ プログラミング演習I

情報科学 

物質科学 I 基礎生物学実験

生物物理学序論 進化系統学

英語Ｃ II

統計学（物理系）

電磁気学 II

電磁気学演習 II

熱統計力学 I

生物物理化学

線形代数 II

微分積分 I
線形代数 I

電磁気学演習 I

量子力学演習 II
物理化学Ⅲ

放射化学

固体物理学

物理数学 II

生物システム学演習 II

力学 II
物理学概論力学演習II

力学演習 I

解析力学

物質科学 II

量子エレクトロニクス
量子力学演習 I

熱統計力学演習物理学実験 A

生物物理学 I

物理計測入門

物理数学 I

量子力学 II 分子構造学

量子力学 I

電磁気学 I

物理学実験演習 量子化学 I

量子化学 II

物理学実験 B

現代物理学

生物システム学演習 I

微分積分 II

力学 I

物理実験学

相対性理論

熱統計力学 II

科学英語Ⅱ 生物物理学 II

3 群必修科目 3 群 B 選択科目２群必修科目 2 群選択、3 群 A 選択科目

プログラミング演習IIA・B

科学英語Ⅰ 物理化学 II 代謝学Ⅰ

細胞生物学Ⅰ

生物化学 I

基礎化学 II 地学基礎生物学 II

基礎化学 I 基礎生物学 I

錯体化学 分子生物学

生体機能学

生体防御学

物理化学 I

基礎化学実験 地学実験

生物化学 II

反応機構学Ｉ
地球化学

卒業研究　／　ゼミナール　／　理学特別講義

物理学実験 A・B

物質の性質や物理現象を観測・測定する方法と、物理的
な理論の修得を目標にしています。測定機器を実際に使っ
て、得られたデータを解析することによって、講義で学
んだ理論や法則がより深く理解できます。指導された通
りに行うのではなく、共同実験者との議論や協力を通じ
て、自主的に実験を進められることを目標にしています。

測定機器のデータを解析。
理論や法則を深く理解します。

１年 2年 3年 4年少人数制の講義、演習
で基礎からスタート

コア・カリキュラムの
着実な修得

多彩な物理現象への
アプローチを学ぶ

4 年間の集大成
卒業研究
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PHYSICS ／ 研究室紹介

光計測技術・光源の開発、
化学反応メカニズムの実験的解明

タンパク質分析技術の開発から、生体高分子の機能の
分子レベルのメカニズム解明を目指して

光計測・分子物理学実験ユニット 生体分子ユニット

物質が示す性質(物性)の解明と応用を目指す
 – 理論物性物理学

半導体、液晶、高分子の新機能を開発

物性理論ユニット 凝縮系物理ユニット

物性物理学とは、物質が示す様々な性質（物性）を原子・分子のミクロなレベルから

研究する物理学の研究分野のひとつです。本ユニットでは、主に光学的性質（光物性）

を研究対象として、光と微視的物質の相互作用とそのダイナミクスを、量子力学や場

の量子論を用いて研究します。また、物理学を基軸とした応用的研究、例えば、光ナ

ノデバイス（工学）、化学反応の物理化学（化学）、薬物輸送の光制御（生命科学）を目

指した研究も行っています。

固体、液晶、高分子の電子状態、構造の新しい物性機能の開発・解明を目指してい

ます。固体の電子状態は主に半導体量子ドット呼ばれる人工原子の電子状態と光学

的特性の解明を行い、量子通信・計算への応用を目指しています。液晶、高分子で

は分子動力学計算と呼ばれる数値計算の手法を用いて原子レベルで新物質の設計

に取り組んでいます。

岡 寿樹 教授

三森 康義 教授

北海道大学大学院工学研究科博士後期課程修了［博士（工
学）］専門は、量子光学理論、光物性理論。

電気通信大学大学院電気通信学研究科博士後期課程修了[ 博
士（理学）]。物質・材料研究機構を経て北里大学へ。専門はレー
ザー計測、光物理学。

東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了［博士（理
学）］。専門は半導体光物性、量子エレクトロニクス（実験）。 

早稲田大学大学院先進理工学研究科博士課程修了［博士（理
学）］。専門は計算科学、ソフトマター物理学。

黒田 圭司 准教授

稲田 妙子 講師

大石 正道 講師　

山根 秀勝 助教

渡辺 豪 准教授

光計測・分子物理学実験ユニットでは、半導体レーザー・光集積回路等の最新の

光技術を用いて従来の限界を超える新しい光計測技術や光情報処理技術の開発研

究を行っています。また光によって誘起された化学反応のメカニズムの解明を目指

した分子物理学の実験的研究を行っています。

DNA やタンパク質などの生体高分子の分析に広く用いられる電気泳動法等を生物

物理学の様々な分野に応用することを目指しています。特に分子量 200kDa を超

える高分子量タンパク質やタンパク質複合体の解析も可能なアガロース二次元電気

泳動法などを用いて研究を進めています。

光物性物理学講座 #理論物性物理学　#光誘起過程　#光計測・情報処理

Keywords 研究室へ！

固体物理学講座 #半導体物理　#分子動力学計算　#生体分子解析

Keywords

物性理論ユニット

凝縮系物理ユニット

光計測・分子物理学実験ユニット
生体分子ユニット

コンピュータを用いて
タンパク質の動きと機能を解析

生体分子物性ユニット

質量分析計、X線回折法、電子顕微鏡を用いて 
生命の担い手であるタンパク質の物性を研究

生命物理学ユニット

小寺 義男 教授 関西学院大学大学院理学研究科博士課程修了［理学博士］。
専門は生物物理学。理学部附属疾患プロテオミクスセン
ター・センター長兼務。

神谷 健秀 講師

山村 滋典 講師

松井 崇 講師

物質の物性（性質）を理解するためには、その物質の構造と揺らぎ、さらには周

囲の物質との相互作用を知ることが必要です。我々は、質量分析計、X 線回折法、

電子顕微鏡などの様々な実験的な手法を用いてタンパク質を解析し、構造と機能、

さらには生体内におけるタンパク質物性の包括的な解明を目指して 4 年生、大学院

生とともに研究を進めています。 

コンピュータを用いた理論計算を手段として、酵素や DNA・RNA などの生体高分子

について、複雑な運動を単純な振動に分解して調べたり、一つ一つの原子にはたら

く力を求めて運動方程式を解いて分子の形が変わっていく様子を観察したり、量子

化学計算により化学変化の途中経過を調べて、タンパク質の性質や機能を明らかに

する研究を進めています。また、必要な解析手法やプログラムの開発も行います。

生命物理学講座
（2023年4月に、現在の「物性物理学講座」より講座名を変更します）

# X線・中性子回折　#質量分析　#タンパク質

Keywords

生命物理学ユニット

生体分子物性ユニット

最先端テクノロジーによる
素粒子・宇宙物理学実験

素粒子・宇宙物理学実験ユニット

物質と時空の
成り立ちを探る−理論物理学

理論物理ユニット

川﨑 健夫 教授 大阪大学大学院理学研究科博士課程修了［ 博士（理学）］。
専門は素粒子物理学（実験）。

中村 厚  准教授 東京都立大学大学院理学研究科博士課程修了［博士（理学）］。
著書に「微分積分がわかる 」（技術評論社 )ほか。専門は素
粒子論、数理物理学。

佐々木 伸 講師

今野 智之 講師

物質を構成する原子や分子はどのような「素粒子」から構成されるのでしょうか？

そしてこのような微細な世界で、素粒子間にはどんな力がはたらくのでしょうか？ま

た、そもそも物理現象が起きる舞台である「宇宙」とは、いったい何なのでしょうか？

我々の研究目的は、このような究極の疑問について数学・物理学を通じて追究し、

理解することです。

現在の宇宙の成り立ちは、その構成要素である素粒子の性質に依っています。つま

り素粒子物理学と宇宙物理学は密接に関連しているのです。我々の研究グループで

は、粒子加速器・原子炉・人工衛星など、あらゆる実験手段により素粒子と宇宙に

関する研究を進めています。また、最先端テクノロジーの活用や開発も研究の一部

であり、国際共同実験グループによる研究も頻繁に行います。

量子物理学講座 #素粒子・宇宙物理学　#ニュートリノ　#数理物理学

Keywords

素粒子・宇宙物理学実験ユニット

理論物理ユニット

研究室へ！

研究室へ！

研究室へ！

（2023年4月に、現在の「生物物理学講座」より講座名を変更します）（2023年4月に、現在の「フォトニクス講座」より講座名を変更します）

10 11



PHYSICS ／ 卒業生紹介

OB・OG メッセージ 進路状況・就職先
株式会社野村総合研究所 勤務　
橋本 采佳さん：2019 年卒業、2021 年 大学院 生物科学専攻 博士前期（修士）課程修了

物理学科の進路状況

就職状況

進路状況

専門性の高い社員のなかで
ハイレベルな業務に挑戦中
理系の専門的な知識を高めたいと考えて入ったのが北里大学でした。

物理学科では、ウイルスの外殻タンパク質の表面電場から、機械学習

を使用して T-number と呼ばれるウイルスを分類するための指標を予

測する研究を行っていました。研究を通じて IT に関する興味が強くな

り、そこで得たスキルが活かせる IT 企業を志望しました。高い専門

性と技術力でハイレベルな仕事に挑戦できそうだと考えたのが、野村

総合研究所を選んだ理由です。入社後は徹底的にシステム開発につい

て学び、現在は生命保険会社のシステムの保守・運用業務を担当して

います。想像通り社内には専門性も能力も高い社員が多く、業務で物

事の本質を追究する姿勢の強さに刺激を受けています。今後も北里で

培った学びへの熱意を保ち、データサイエンティストのような専門性

の高いエンジニアを目指したいと考えています。

株式会社新日本科学ＰＰＤ

ＣＲＯ（開発業務受託機関）

製造

パナソニック コネクト株式会社／テルモ株式会社／日本テ

キサス・インスツルメンツ合同会社／キヤノンアネルバ株式

会社／長野計器株式会社／亀田製菓株式会社／株式会社

フジキン／株式会社シノテスト

その他サービス

株式会社アルプス技研／株式会社白洋舎／ SOLIZE 株式会

社／株式会社ジェイテック／東ソー・テクノシステム株式会

社／ Modis株式会社／アドバンテック株式会社／株式会社

アウトソーシングテクノロジー／株式会社アルプス技研／株

式会社マネジメントソリューションズ

情報通信

富士ソフト株式会社／株式会社アクト／ニッセイ情報テクノ

ロジー株式会社／株式会社ＮＴＴデータＭＨＩシステムズ／

パナソニックシステムデザイン株式会社／株式会社ＥＶＥＲ

ＲＩＳＥ／グロースエクスパートナーズ株式会社／株式会社

ＮＳＤ／ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社／株式会

社アルファシステムズ／株式会社シーエーシー／株式会社Ｐ

ｏｌｅｓｔａｒ－ＩＤ／株式会社日立ソリューションズ／株式

会社システムファクトリ／株式会社ティーヴィボックス／イン

フォテック株式会社／株式会社ビーブレイクシステムズ／株

式会社アイソルート／株式会社ワイ・ディ・シー／株式会社

アクティブ・ワーク／コムチュア株式会社／ＴＤＣソフト株

式会社／株式会社キューブシステム

教育機関

医療・福祉サービス

神奈川県公立学校教員／株式会社考える学校／学校法人

攻玉社学園　攻玉社中学・高等学校／学校法人武蔵野学

院　武蔵野中学高等学校／埼玉県教育委員会

イーピーエス株式会社／株式会社ケアリッツ・アンド・パー

トナーズ

卸売・小売

合同会社ＰＶＨジャパン／株式会社セキ薬品

建設

株式会社ティーネットジャパン／株式会社中電工／株式会

社ヤマウラ

公務員

北区役所／東京消防庁／相模原市役所／防衛省　航空自衛隊

不動産

飯田グループホールディングス株式会社

過去５年間 過去５年間の主な実績

三菱電機 株式会社 勤務　
河原 直貴さん：2016 年卒業

学生時代に育てた宇宙への夢が
仕事でさらに膨らんでいます
子供のころから宇宙に興味があり、量子物理研究室では、宇宙の誕生と膨張に

関する「ビッグバン理論」の問題点を解決する、「インフレーション理論」を研究。

そこでの学びを活かし、天文学者の支援と一般のヒトもわくわくするような宇宙

の発見を、宇宙機器から提供したいと考えました。そして選んだのが、人工衛星

を用いた宇宙利用によるインフラ整備や、最先端の大型望遠鏡プロジェクトなど

を進めている三菱電機です。現在は情報システム部門で、生産システムの企画・

開発・保守を担当。大型アンテナ・望遠鏡などを構成する部品・材料を、工場

に滞りなく供給する、社内でも最も重要なシステムに携われるのが大きなやりが

いです。業務の中では、大学時代に磨いたプレゼンテーション能力や、情報を

わかりやすく共有する力が役立っています。

PHYSICS ／ 進路状況・就職先

北里大学大学院

東京工業大学大学院

東京大学大学院

東北大学大学院

九州大学大学院

東京学芸大学大学院

横浜国立大学大学院

東京都立大学大学院

横浜市立大学大学院

51

22

1

3

1

4

4

2

2

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

名

1

1

1

1

主な進学先

％36

％100

北陸先端科学技術大学院

神奈川工科大学

国際医療福祉大学　

東海大学大学院

過去５年間の主な実績

20192019〜〜2021年度進学率2021年度進学率

20192019〜〜2021年度就職希望者の就職率2021年度就職希望者の就職率

北里大学
大学院

22%
就職者

56% 他大学大学院

19%
その他

研究生等

3%

情報通信
42%

教育機関
12%

 その他サービス
18%

製造
11%

 公務員
4%

卸売・小売
3%

建設
2%

 医療・福祉サービス
1%

その他
3%
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化 学 科

化
学
科

男性：女性

分子構造学講座

物質の結合、構造、反応、さらに物性・機能を、原子・

分子およびそれらの集合体の属性として捉え、理論と実

験の両面から探究します。これらの知見をもとに、新し

い物質を設計・合成します。 優れた物性や機能をもち、

生命や環境に優しい化学物質の創製は今世紀の重要な課

題です。化学科では広い分野で化学を学び、真に実力を

もつ人材の育成を目標にしています。

原子・分子から
科学技術の基盤をつくる

名名 % %

教員数男女比定員数

分子機能化学講座

反応機構学講座

分子構築学講座　　　　　　

CHEMISTRY

1780 64 36:
14 15



CHEMISTRY ／ 在学生研究紹介

在学生研究紹介

1. 環状化合物の生成を
めざして条件を検討

私たちの研究室は、くらしに役立つ機能を示す新しい分子の

合成を行っています。私は、その中でタブレットやディスプレイ

などの表示素子の材料となるチアントレン骨格を有する大環状

分子の合成を検討しています。具体的にはチアントレンを硫黄

架橋したチアカリックス [n] チアントレンの合成を検討していま

すが、環状化合物の合成は難しく、思ったように反応は進んで

くれません。特に、原料合成の中で収率が低い化合物があり、

その条件検討に苦戦しています。当初は予想通り、目的化合物

が得られたものの、異性体も同時に生成されてしまい、目的化

合物だけを単離することは不可能でした。そこで発想を変え、

前駆体を変えて、合成経路を変更しました。

2. 収率の向上に向け、
文献を調べ、根気よく実験

現状は、鎖状のポリマーが検出されているので、カップリング

反応は進行していますが、きれいな環状になるのはわずかです。

試薬や温度、反応時間など、さまざまな条件を変えて実験を

行っていますが、収率はなかなか向上せず、似たような反応

をさせている研究論文を調べて試すなど、めげずに取り組む

根気も必要です。また、環状化合物が完成した際に、3 量体

の形をとるのか 4 量体になるのかは確定していません。それ

によって環状の内径が変わり、サイズに応じたゲスト認識能を

示すと考えられ、環の中に入る物質も変わるはずです。仮に 3

量体になった場合には、きれいな六角形を描き、中に入る物

質もきれいに並ぶだろうと予想しています。

3. 材料の可能性を活かすため、
安定した合成へ

研究室に入った当初は、一人で実験ができるか不安でしたが、

計画を立て、苦労して実行した実験で予想通りの結果が出た

ときの喜びはひとしおです。未知のことを試し、一つ課題を

乗り越えるたびに知識が広がるのも研究の楽しさです。チア

ントレンは、への字型に角度がついていて、酸化還元によって

平面型に構造変化するため、環状分子がきれいな円を描くと

考えられます。それによる共役系やホストゲスト相互作用への

影響を調べるためにも、まずは収率をあげることが課題です。

表示素子の材料には、三原色を再現することが求められます

が、チアントレンは一般的に困難とされる青色の発現が期待

できるため、何とか合成を成功させたいと考えています。

# 環状化合物  #機能性材料 #チアントレン

Keywords

Researcher.

未知の可能性をもつ
物質合成に挑む
電子機器などに有用な機能性材料として期待が集まる環状化合物。

しかし、その合成は困難とされていました。磯崎さんは、未知の可能性を秘めた新しい環状分子を合成し、

酸化還元特性やホストゲスト反応を調べることに挑んでいます。

化学 科4年  磯崎 萌さん （私 立國學院高等学 校出身）
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CHEMISTRY ／ ４年間の学び

化学科の4年間の学び

化学の基礎的な知識や技術を身につけ、多方面で活躍できる人材を育てる

物理学や生物学などの隣接分野も多数配置

化学科の教育目標

カリキュラム

化学科の 4 年間

「目的に合った物性や機能をもつ化合物を分子レベルで設計、合成し、その性質や反応性を明らかにする」とい

う能力を得るために必要な知識や技術を身につけることを主な目的としています。将来は、化学と他分野にまた

がる学問領域や、多様な社会的状況においても活躍できる人材を育てていきます。

1 年次から化学の専門科目を勉強します。1 年次から 2 年次は物理学や生物学の基礎知識が身につくカリキュラ

ムになっています。化学だけでなく、生物や物理の実験も履修。3 年次になると、より専門性を高めた講義とな

ります。4 年次では各研究室に配属され、個別のテーマについて卒業研究を行います。

カリキュラムPick UP

物理化学実験

取得可能な資格

有機化学Ｉ・ＩＩ 無機化学Ｉ・Ⅱ 反応機構学Ｉ・ＩＩ

測定機器を実際に使い、得られたデータを解析すること
によって、講義で学んだ理論や法則がより深く理解でき
ます。物質の性質を調べる方法と、物理化学的な理論の
修得を目標にしています。

化学反応を電子のふるまいとして体系的に理解
することを目標として、高校で学んだ有機化学
とはひと味もふた味も違う奥深さに触れること
ができます。2 年次後期以降の関連科目の講義
につながる有機化学の基礎を学びます。

自然界の物質とそのふるまいを典型元素と遷移
元素の化学に大別して講義を展開します。周期
表に基づいた基礎的な考え方、原理を具体例を
用いて解説し、問題演習を行いながら理解を深
めていきます。

化学反応の速さを定量的に扱うため、基本的な
考え方についての理解を、多くの演習をするこ
とで確実にしていきます。その上で、触媒や酵
素の働きなどの複雑な反応の仕組みについて考
えていきます。

測定機器のデータを解析。
理論や法則を深く理解します。

化学反応を理解し
有機化学の奥の深さに触れる。

■ 中学校教諭一種免許状（理科）
　  （所定の単位を修得した者が得られる資格）

■ 毒物劇物取扱責任者
　  （卒業と同時に得ることができる資格）

■ 高等学校教諭一種免許状（理科）　

　  （所定の単位を修得した者が得られる資格）

■ 甲種危険物取扱者　

　  （所定の単位を修得した者が受験資格を得られる資格）

自然界の物質とふるまいを
元素から学ぶ。

化学反応の基本的な
考え方から学ぶ。

１年前期 

２年前期

２年後期

３年前期 

１年後期

３年後期 

４年

教養教育科目
（１群科目） 外国語系科目 化学基礎科目 物理化学系科目 有機化学系科目 生物化学系・

生物系科目
数学系・

物理系科目 地学系科目無機化学系科目

ディプロマ・ポリシー 基礎原理に基づく測定・解析能力を修得し、物質の構造、反応機構を究明できる。基礎知識を用いた物質の設計・合成と機能評価ができる実践力を身につける。
物質に対する広汎な知識、的確な判断力をもとに、生命科学をはじめとする様々な分野で意欲的な立案、実行能力をもつ。

人間形成の
基礎科目

基礎教育科目
－ 情報科学

総合領域科目

（１群科目）
基礎教育科目
－ 英語ＡⅡ

教養演習系
科目

（１群科目）
基礎教育科目
－ 英語ＡⅠ
－ 英語ＢⅠ

英語ＣⅠ 機器分析学

機器分析学演習

化学実験 物理化学Ｉ 有機化学 I 無機化学 I 

物理化学 II 有機化学 II 無機化学II

無機化学実験

分子構築学 生物化学 I

放射化学

地球化学

熱統計力学 I英語Ｃ II

反応機構学Ｉ

有機化学実験 

分子構造学

量子化学II 微生物化学

統計学（生物系）

構造有機化学
高分子化学
天然物化学

物理化学Ⅲ

界面化学

量子化学Ｉ 有機化学演習

物理化学演習 
反応機構学II 

物理化学実験 生物化学 II 合成有機化学
熱統計力学II

生物物理学序論
量子エレクトロニクス

量子力学 I

分子機能化学 無機化学演習

有機光化学

科学英語Ⅱ 

錯体化学

3 群必修科目 3 群 B 選択科目２群必修科目 2 群選択、3 群 A 選択科目

機器分析実践演習

科学英語Ⅰ 

生物物理学 II

基礎生物学 II 地学基礎数学 II

基礎物理学 II

基礎生物学 I 

基礎生物学実験 基礎物理学 I

基礎物理学実験

基礎数学 I

分子生物学 基礎物理学 III

分子発生学 I 基礎情報科学演習

 統計学（物理系）

生体機能学

遺伝子工学

地学実験

生体防御学

卒業研究　／　ゼミナール　／　理学特別講義

物理化学概論

物質化学概論

基礎化学演習

化学科の 4 年間の学び

１年 2年 3年 4年基礎と同時に始まる
化学実験

化学の奥深さに
触れる専門実験

様々な分野を
学ぶため広がる選択科目

4 年間の集大成
卒業研究
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CHEMISTRY ／ 研究室紹介

分子集合体の構造と反応を
分子レベルで解明する

新しい発光分子をつくる！〜円偏光で三次元ディスプレイができるかも？〜 

研究内容の紹介 研究内容の紹介光で分子の構造と機能を探る 新分子を自分で設計・合成し、
性質を解明する醍醐味！

短寿命反応中間体を直接観測し、
反応機構を探究する

光が照射されて高いエネルギー状態になった分子や、分子が自発的に集まり作り上

げる分子集合体は、特異的な機能をもつことがあります。当研究室では、分子集

合体のモデルとなる分子クラスターの構造や反応、生体関連常磁性金属錯体の電

荷移動状態などについて、波長の短い紫外線や X 線、可視光、波長の長い赤外線

や近赤外線、さらにマイクロ波など、様々な波長の光で調べています。

私たちは、くらしに役立つ材料に使われる有機分子の特徴的な構造

を研究し、新たな 「機能」を示す新規分子を作り出す研究を行ってい

ます。例えば、光や熱などの刺激で色が可逆的に変わったり、新し

い磁性や導電性などを示す有機 - 無機のハイブリッド分子など。X線

結晶構造解析、その他各種の分析により、新しい分子の探求と未知

なる物性の解明や機能性物質の開発に取り組んでいます。

研究困難な化学反応に関与する中間物質。本研究室では 1 億分の 1 秒のフラッ
シュ光を用いたり、極低温（マイナス263℃）にして観察・研究をしています。こ
れらの知見から、クラゲから取り出した糖タンパク質、人工合成したタンパク質
などの生体分子を用いて特殊な環境を作り出し、新しい化学反応を実現して、未
知の反応や有用なセンサーを開発することも狙いの一つです。

石川 春樹 教授 松沢 英世 准教授京都大学大学院理学研究科博士課程修了［博士（理学）］。
東北大学大学院理学研究科講師、神戸大学大学院理学研究科
准教授を経て現職。専門はレーザー分光学、反応物理化学。

東京工業大学理工学研究科博士課程修了［理学博士］。
著書に「原子と分子」（化学同人）。専門は量子化学・分子分光学。

南 英之 講師　笠原 康利 助教

丑田 公規 教授 犬井 洋 准教授京都大学大学院理学研究科博士課程修了［理学博士］。京都
工芸繊維大学工芸学部助手、（独）理化学研究所ユニットリー
ダー、専任研究員を経て現職。専門は化学反応の物理化学。

東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系修
了［博士（学術）］。北里大学理学部助教、講師を経て現職。専門は、
光化学・有機化学。

水瀬 賢太 講師

我々は化学反応における溶媒分子の役割を明らかにす
るために、分子クラスターを対象とした研究を行ってい
ます。分子クラスターとは共有結合よりも弱い水素結合
や分散力といった分子間力で結合した分子集合体のことで、図のように反
応する分子と数個から数 10 個の溶媒分子だけを取り出した化学反応のモデ
ル系とみなすことができます。我々は分子クラスターの状態や構造と反応の
関係を明らかにすべく、異なる波長の複数のレーザーを用いた分光測定に
よって調べています。特に反応や機能に関わる水素結合に着目し、種々の
水素結合クラスターの構造に与える温度の影響を明らかにすることを目指し
た研究を進めています。

私たちが普段感じている光（自然光）は、左回転と右回転の偏光を等しく含んだ光で構成
されています。不斉構造をもつ有機蛍光色素は、そのうちどちらかの回転に偏った光を円
偏光発光（CPL）として与えます。強い CPL を示す色素は、高輝度液晶ディスプレイの光
源や、三次元ディスプレイの色素、偏光を発するインクとしてセキュリティ材料への応用が
可能とされ、近年注目を集めている未来の
材料です。しかしながら、「どのような分
子が効率よくCPL を与えるか？」という単
純な疑問も未だに明らかにされておらず、
私たちは新しい光る分子を独自に設計し
て、より効率の良い円偏光発光材料を求
めて研究を進めています。

マイナス263℃の超低温を用いて
光化学反応の仕組みを解き明かす

Nitrene

マトリックス中で観測された反応中間体とその反応
（灰：炭素、白：水素、赤：酸素、青：窒素）

Nitroso Oxide

極低温
マトリックス
単離装置

研究内容の紹介

分子が光を吸収することによって開始される反応を光化学反応といいます。
この反応の仕組みを解明するには途中に介在する反応中間体の構造や性質
を知る必要があります。しかしその寿命は 100 万分の 1 秒以下という場合
も多く、通常それを捉えることは困難です。そこで我々はマイナス 263℃で
凍結した不活性媒体の中に反応中間体を封じ込めることで長寿命化させ、
直接観測します。この手法を用いると、例えば窒素が一本しか手をもたな
いナイトレンと呼ばれる分子を観測することができます。このような研究を
通して構築させる「反応中間体化学」は、学問的に意義をもち、光触媒や光
がん治療といった光反応の創造にも大きく貢献しています。

分子構造学講座 分子機能化学講座#物理化学　#分子集合体の化学　#分光学 #有機化学　#π共役系化合物　#高機能性色素の開発

Keywords Keywords

反応機構学講座 #光反応　#レーザー光分解　#極低温マトリックス分光

内山 洋介 助教化学科共通

Keywords

酵素モデル貴金属化合物の開拓合成、触媒機能の探究
この講座では新しい物質を作り出し、分析し、構造を決めて、物質の構造と性質
の相関を解明することを目標にしています。そのため周期表のあらゆる元素を組み
合わせて化合物をつくり、分析する手法と技術を磨いていきます。「独創的な方法
を用いた新規化合物の合成」を目指して、人類の財産となる物質を生み出すという
夢にチャレンジしています。

弓削 秀隆 教授

梶山 和政 准教授

東京大学大学院博士課程修了［博士（理学）］。北里大学理学部
助手、講師、准教授を経て現職。専門は無機化学・構造化学。

広島大学大学院博士課程修了［博士（理学）］。日本学術振興会
特別研究員、北里大学理学部助手、講師を経て現職。専門は
有機典型元素化学。

神谷 昌宏 講師

酵素モデル貴金属化合物の開拓合成、
触媒機能の探究

自然分晶した
不斉ルテニウム三核錯体

右手系と左手系はそれぞれ鏡像異性体であり、異なる
回転方向の円偏光として発する

研究内容の紹介

酵素は通常の条件下では起こり得ない特異な反応を触媒しており、その活性中
心に金属原子を含むことが多く知られています。活性中心は分子量の大きなタ
ンパク質に埋め込まれているため、酵素そのままの利用には様々な問題がありま
す。そこで私たちの研究室では、これらの酵素活性中心をもとにした新規ヘムモ
デルやカルボン酸架橋多核錯体の開拓合成を行っています。特色は、生体が利
用していない貴金属元素を用いた化合物展開を行っている点です。これらの元素
は地球上に稀少で、反応機構解明にも役立ちます。私たちは周期表を駆使して、
どの生物にもできなかった高効率、高選択的な反応の実現を目指しています。

分子構築学講座 #人工酵素の設計合成　#貴金属化合物　#リン化合物

Keywords

土屋 敬広 准教授東北大学大学院博士課程修了［博士（理学）］。東京大学教養
学部助手、北里大学理学部講師。同助教授を経て現職。専
門は物理有機化学。

東京都立大学大学院理学研究科博士課程修了［博士（理学）］。筑波
大学大学院数理物質科学研究科助手、筑波大学大学院数理物質科
学研究科講師を経て現職。専門は構造有機化学・超分子化学。

長谷川 真士 講師　上田 将史 助教

真崎 康博 教授

研究室へ！

研究室へ！

研究室へ！

研究室へ！

右手系 左手系

前山 拓哉 助教

瀧本 和誉 助教
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CHEMISTRY ／ 卒業生紹介

OB・OG メッセージ 進路状況・就職先
株式会社 トクヤマデンタル 勤務　
本田 佳樹さん：2015 年卒業、2017 年大学院 分子科学専攻 博士前期（修士）課程修了

化学科の進路状況

就職状況

進路状況

過去５年間

過去５年間の主な実績

株式会社 日立製作所 勤務　
伊藤 真紀さん：2010 年卒業

新材料の研究で、
世の中を変える
製品づくりの夢が現実に
学生時代の研究内容は、包接化合物と呼ばれる物質の発光性について。アカデ

ミック寄りな研究でしたが、自分の能力を世の中の役に立てたいと考えて就職を

選択しました。自分が開発する材料が、何の製品に使われているかがイメージで

きるメーカーとして選んだのが、家電、インフラ、自動車、重機など様々な製品

を作っている日立製作所です。現在は希望通りに新しい材料の研究開発に携わっ

ています。将来必要となる技術は何かを見極めて、それに伴う知識や様々な業

界の情報を収集し、自ら提案する力が求められる仕事です。自分の提案によって、

世の中の流れを変えられる画期的な製品ができるということは、とても魅力的で

やりがいを感じています。学生時代とは畑違いの業務内容ですが、基礎的な実

験方法や研究の進め方、考え方が役立っています。

CHEMISTRY ／ 進路状況・就職先

健康に貢献できる医療分野で、
研究開発する充実感があります
有機化合物の形による性質の変化を調べる「構造有機化学」の研究を

3 年間行っていました。研究で身についたのは、目標にたどり着くた

めの想像力、それを検証する実行力です。医療系学科の友人との交流

で興味の幅も広がりました。現在は歯科医師が治療で使用する材料の

研究開発を行っています。トクヤマデンタルに入社したきっかけは、

「歯科」つまり食事と健康は誰にでも身近な分野であり、世界中の人々

に貢献できる点に魅力を感じたからです。与えられた条件の中で、最

適な答えを見つけ出し、スピード感をもった製品開発を行うために、

優先事項の把握や計画力など大学で培った能力が生きていると感じて

います。携わった製品が実際に使われて、人々の健康に貢献できてい

ることが実感できている仕事に、大きな充実感を抱いています。 

キッセイ薬品工業株式会社／日本新薬株式会社／杏林製

薬株式会社／生化学工業株式会社／株式会社ツムラ／アス

テラス製薬株式会社／日本ケミファ株式会社

製薬・薬品

製造

日本冶金工業株式会社／株式会社ＵＡＣＪ製箔／帝国通信工

業株式会社／関東化学株式会社／興国インテック株式会社

／横浜油脂工業株式会社／高千穂化学工業株式会社／日本

油化工業株式会社／積水化成品工業株式会社／キヤノンオプ

トロン株式会社／Ｔｏｒｒｅｃｉｄ．Ｓ．Ａ．／株式会社イワキ

／富士システムズ株式会社／エーザイ株式会社／株式会社エフ

ピコ／マルホ株式会社／長谷川香料株式会社／信英蓄電器箔

株式会社／東新工業株式会社／高島産業株式会社／クミアイ

化学工業株式会社／株式会社トヨックス／興国インテック株式

会社／協同油脂株式会社／日本光電工業株式会社／科研製薬

株式会社／株式会社日本マイクロニクス／アステラス製薬株式

会社／関東化学株式会社／横浜油脂工業株式会社／株式会社

エー・アンド・デイ

食品

株式会社明治／株式会社セブン－イレブン・ジャパン／生活協同

組合ユーコープ／山崎製パン株式会社／株式会社榮太樓總本鋪

サービス

株式会社テクノプロ　テクノプロ・デザイン社／リコーテクノ

ロジーズ株式会社／柳泉園組合／株式会社アウトソーシング

テクノロジー／ＷＤＢ株式会社　エウレカ社／アドバンテッ

ク株式会社／株式会社アウトソーシングテクノロジー／株式

会社キュービック／ＵＴエイム株式会社／株式会社ワールド

インテック／株式会社ローズホテルズ・インターナショナル／

シミック株式会社／株式会社ＬＳＩメディエンス／株式会社

テクノプロ　テクノプロ・エンジニアリング社／ＩＱＶＩＡサー

ビシーズジャパン株式会社／キー・ネットワーク株式会社

情報通信

楽天グループ株式会社／株式会社ＮＴＴデータＣＣＳ／株

式会社日立インフォメーションエンジニアリング／日立ＳＣ

株式会社／株式会社ＮＴＴデータビジネスシステムズ／株

式会社トラストシステム／株式会社ハイマックス／三和電子

株式会社／株式会社アイ･ ティー ･ ワン／ＮＲＩデータｉテッ

ク株式会社／株式会社Ｓａｍｕｒａｉ

卸売・小売

株式会社宮川商店／東芝キヤリア株式会社／株式会社アマ

ダ／株式会社大塚商会／株式会社メディセオ／松田産業株

式会社／三木産業株式会社／株式会社ピーシーデポコーポ

レーション／株式会社ＡｐｐＤａｔｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ／株式

会社ダイアナ／エムエム建材株式会社／株式会社ファースト

リテイリング／株式会社マッシュビューティーラボ／株式会社

アエナ／ダイトロン株式会社／株式会社伊那貿易商会／株式

会社宮川商店／ソマール株式会社

金融・保険

株式会社群馬銀行／三井住友海上火災保険株式会社／岡

三証券株式会社

公務員

日野市役所／静岡県庁／相模原市役所／財務省／福島県庁

／狭山市役所

建設

大陽日酸エンジニアリング株式会社／株式会社中山建装／

株式会社ダイキンアプライドシステムズ／新日本空調株式会

社／高砂熱学工業株式会社／東興ジオテック株式会社

教育機関

株式会社日本入試センター／東京都教育委員会／株式会社

池袋理数セミナー／神奈川県教育委員会／茨城県教育委員

会／私立横浜高等学校／株式会社臨海／株式会社湘南ゼ

ミナール／東京都教育委員会／埼玉県立熊谷特別支援学

校／株式会社さなる

％
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20192019〜〜2021年度進学率2021年度進学率

20192019〜〜2021年度就職希望者の就職率2021年度就職希望者の就職率

過去５年間の主な実績

主な進学先

医薬品開発業務委託・治験

シミック株式会社／株式会社ＥＰ綜合／ＩＱＶＩＡサービ

シーズ ジャパン株式会社／エイツーヘルスケア株式会社（伊

藤忠グループ）／株式会社新日本科学ＰＰＤ／株式会社メ

ディサイエンスプラニング

研究所・検査機関

一般財団法人日本ガス機器検査協会

その他

一般財団法人新日本検定協会／オークラヤ住宅株式会社

北里大学大学院
東京工業大学大学院
横浜国立大学大学院
東京大学大学院
横浜市立大学大学院
東京都立大学大学院
筑波大学大学院
東京医科歯科大学大学院
東京農工大学大学院
埼玉大学大学院
東北大学大学院
奈良先端科学技術大学院大学

千葉大学大学院
電気通信大学大学院
名古屋大学大学院
九州大学大学院
北海道大学
総合研究大学院大学
東京理科大学大学院
東邦大学大学院
日本大学大学院
千葉工業大学大学院
関東学院大学大学院

北里大学
大学院

27%就職者

52%
他大学大学院

19%
その他

研究生等

2%

製薬・薬品
5% 製造

20%

教育機関
11%

サービス
18%

   卸売・小売
 13%

公務員
3%

食品
3%

情報通信
10%
医薬品開発

業務委託・治験
11%

建設
3%

研究所・検査機関
1%

 金融・保険
1%

その他
1%
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生物科学科

生
物
科
学
科

男性：女性

分子生物学講座

現代の生命科学の中心課題は、高等生物における高次生命

現象を分子論的に解明することにあると言えます。生物科

学科には、分子生物学、幹細胞学、細胞生物学、免疫学

の 4 つの講座があり、複雑な生命活動を分子のレベルで解

明することのできる人材の育成を目標に研究・教育を展開し

ています。

高次生命現象を
分子論的に解明する

名名 % %

教員数男女比定員数

細胞生物学講座

幹細胞学講座

免疫学講座

BIOSCIENCES

1480 53 47:
24 25



BIOSCIENCES ／ 在学生研究紹介

在学生研究紹介

 # 再生医療  #がん幹細胞  #State transit ion

Keywords

1.

Researcher.

がん細胞が脱分化する
メカニズムを解明

神経膠芽腫（GBM）の
State transitionに注目して
研究を開始

再生医療に関心をもっていた山極さんは、

悪性脳腫瘍である「神経膠芽腫」の患者さんを救いたいという思いから、State transition（状態転移）のメカニズムを解き明かし、

治療に新しい知見をもたらそうとしています。

生物科 学 科 4年  山極 隆覚さん （埼玉県立秩父高等学 校出身）

以前から再生医療に関心があり、その基礎研究である幹細

胞学などが学べる北里大学への入学を決めました。現在、

私 が 取り組んでいる研究テーマは、がん 幹細 胞（Cancer 

Stem Cell：CSC）マーカーを利用した GBM における State 

transition の解析です。GBM は、悪性の脳腫瘍の一種で、

医療が発達した現在でも 5 年後生存率は 10％未満と非常に

悪性度の高い腫瘍です。治療を困難にしている要因は、抗が

ん剤耐性や放射線耐性、強い組織再構築能であり、これらの

能力は、分化したがん細胞が脱分化して再び未分化な状態に

もどる State transition にあると考えています。そこで、その

メカニズムを解析することができれば、GBM の治療に新しい

知見をもたらすことができると考えました。

2. 現象を可視化する
蛍光タンパクの遺伝子を導入

例えば、手術や抗がん剤、放射線治療を行っても、残ったがん

細胞が CSC にもどり、新たながん細胞を生み出して再発や転

移を起こします。そこで CSC にもどるメカニズムを解明するた

めに、現在はリアルタイムに観察するための実験系の確立を急

いでいます。具体的には、蛍光タンパク質を発現する遺伝子を

導入し、がん細胞が CSC にもどる瞬間を可視化することが目標

です。理論的には光るはずですが、生きた細胞なのでどんな結

果になるかは未知数です。しかし、この実験系を利用して State 

transition の機構を解明することができれば、CSC にもどるの

を防ぐこともできるでしょう。また、その機構を応用すれば、将

来的には、State transition を応用して、イモリのような自己再

生ができるようになるのではないかと期待しています。

3. GBMの患者さんを
救うことに貢献したい

CSC の存在は予測されているが、存在すると証明はされてい

ないため、研究を進めるのは非常に難しい。実験で得られた

結果が手技によるものなのか、正しい結果なのかとならないよ

うに、実験の手技を安定させることが課題です。研究は答えを

見つけるのが自分であることが楽しく、やりがいを感じていま

す。半面、論文が次々ビックジャーナルに発表されているホッ

トなテーマのため、急がないと追い越されてしまう危機感もあ

ります。研究を通しては、失敗しても落ち込むのではなく、原

因を考える習慣や物事を論理的に考える癖が身につきました。

今後は、大学院に進んで研究を深め、がん細胞の脱分化を止

め、患者さんを救うことに貢献したいと考えています。
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BIOSCIENCES ／ ４年間の学び

生物科学科の4年間の学び

カリキュラムPick UP

取得可能な資格

生体防御学実験Ｉ・ＩＩ 発生工学 細胞生物学Ｉ・ＩＩ

この実習では、細菌やウイルスの基本的な取り
扱い方から、抗原抗体反応、マクロファージ、
T 細胞、B 細胞に関する最新の高度な技法まで
教授します。

ES 細胞や iPS 細胞を用いた発生工学やゲノム
編集技術について学習します。幹細胞・がん・
免疫などの高次生命現象の研究や、バイオテク
ノロジーや再生医学といった実学への展開を解
説します。

細胞は生命の基本単位で、ヒトを含むすべての
生物の高次機能は細胞の働きがその基礎にあり
ます。細胞についてその基礎から最先端の知見
まで紹介し、将来の研究に役立つ講義をします。

細菌の取り扱い方の
基本から最新技法まで。

■ 中学校教諭一種免許状（理科）
　  （所定の単位を修得した者が得られる資格）

■ 高等学校教諭一種免許状（理科）　

　  （所定の単位を修得した者が得られる資格）

発生工学・ゲノム編集の基礎から、
基礎研究や再生医療への応用を学ぶ。

細胞の基礎から
最先端知見まで。

広い視野をもって生物を捉えられる人物を育成する

充実した実習と豊富な専門科目を用意

生物科学科の教育目標

カリキュラム

生物科学科の 4 年間

生物科学は発展を続けており、発生・免疫・記憶・行動等の高次生命現象についての研究の進展にも目覚まし

いものがあります。本学科では講義科目に加えて、多くの充実した実習や実験を通し、生物科学の最先端を切り

拓く人材を養成します。

最新の LAN や液晶プロジェクターを備えた講義室での講義と、セルソーターなど先進的な装置や自由に操作で

きる顕微鏡を備えた実習室での実験を両輪とするカリキュラムが用意されています。4 年生で各研究室に配属と

なりますが、1 〜 3 年生も各研究室を訪ねて質問する姿が見られるのは生物科学科ならではです。

１年前期 

２年前期

２年後期

３年前期 

１年後期

３年後期 

４年

教養教育科目
（１群科目） 外国語系科目 生物科学基礎

及び関連科目
分子生物学系

科目
細胞生物学系

科目 化学系科目 数学系・
物理系科目 地学系科目発生生物学系

科目 免疫学系科目

ディプロマ・ポリシー 生物科学の基礎となる分子生物学・細胞生物学の知識・研究技法を学び、研究を遂行できること。発生学や免疫学を学び、生命科学の広い分野に研究を展開できること。社会が
直面する問題の解明や技術革新に貢献しうる科学的思考能力と意欲を身につけていること。

人間形成の
基礎科目

基礎教育科目
－ 情報科学

総合領域科目

（１群科目）
基礎教育科目
－ 英語ＡⅡ
－ 英語ＢⅡ

教養演習系
科目

（１群科目）
基礎教育科目
－ 英語ＡⅠ
－ 英語ＢⅠ

英語ＣⅠ

生物化学 微生物学

分子生物学 生物化学実験 分子発生学Ⅰ

分子発生学実験Ⅰ

分子発生学Ⅱ英語Ｃ II

分子生物学実験 生体防御学実験Ⅰ

遺伝子工学実験 分子発生学実験Ⅱ

統計学（生物系）

反応機構学Ⅰ

界面化学

生物科学特別講義Ⅲ

生物科学特別講義Ⅱ

代謝学Ⅰ

遺伝学

代謝学 II

地球化学

構造有機化学

遺伝子工学

転写制御学 ゲノム発生学細胞生物学Ⅱ 免疫学Ⅰ

ゲノム機能学

細胞生物学Ⅰ 生体防御学

生物科学特別講義Ⅳ

分子構築学
放射化学

錯体化学

生物科学原著講読Ⅳ

現代化学Ⅱ

高分子化学 生物科学原著講読Ⅲ

生物科学原著講読Ⅱ

生物科学特別講義Ⅰ 有機化学Ⅰ 
生理学

進化系統学
機器分析学

生物科学原著講読Ⅰ 現代化学Ⅰ

生体機能学 免疫学Ⅱ

細胞生物学実験 生体防御学実験Ⅱ

発生工学 

神経生物学

有機化学Ⅱ

微生物化学

分子構造学Ⅱ 生物物理学Ⅱ

生物物理学 I

3 群必修科目 3 群 B 選択科目２群必修科目 2 群選択、3 群 A 選択科目

基礎化学Ⅱ

基礎化学実験

地学基礎数学 II

基礎物理学 II

基礎化学Ⅰ

化学熱力学

基礎物理学 I

基礎物理学実験

基礎数学 I

基礎物理学 III

基礎情報科学演習

生物物理学序論

地学実験

卒業研究　／　ゼミナール　／　理学特別講義

転写制御学

生物が生命活動を行うためには、遺伝子発現（遺伝子
→ RNA →タンパク質）が必要です。遺伝子発現は主に
転写レベルで制御されています。遺伝子の構造と転写
制御の機構について、解析手法を学びながら、理解を
深めます。

遺伝子の構造と転写制御機構
について理解を深める。

生物科学入門Ⅰ

生物科学入門Ⅱ

生物科学科の 4 年間の学び

１年 2年 3年 4年広く生物を捉えるため
物理や化学も履修

専門分野の基礎知識を
確立するための講義と実験

より深い専門知識の修得と
専門的な研究のための
高度な実験

4 年間の集大成
卒業研究
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BIOSCIENCES ／ 研究室紹介

がん細胞の悪性化の
メカニズムを明らかにする

哺乳動物の冬眠に関する研究

脊椎動物における性決定・
性分化機構の研究

研究内容の紹介研究内容の紹介 細胞機能を分子レベルで解明する生物の高次機能を遺伝子レベルで読み解く

リンパ球による免疫反応制御の仕組みを解明する

私たちは、生物の高次機能を解明するため、動物細胞の運動のメカニズムを細胞、

分子レベルで研究しています。細胞の運動は動物の発生や免疫反応などの生物の

基本的な高次機能に関わるとともに、精神遅滞やがん細胞の浸潤・転移などの病

気にも深く関与しています。私たちは細胞生物学の研究によって生物の高次機能と

病気の原因解明に貢献したいと考えています。

生命現象の解明には、その現象に関与している遺伝子を見つけ出し、その機能や

発現調節について調べることが必要です。私たちの研究室では、（１）哺乳動物の

冬眠、（２）脊椎動物の性決定・性分化、（３）両生類の変態などの生命現象の分子

メカニズムを解明するため、分子生物学や遺伝子工学などの手法を用いながら遺

伝子を単離し、機能や発現調節について解析を行っています。

病原体の侵入やがんに対する免疫による防御は「免疫監視機構」と呼ばれていますが、
その全体を統合する機構は、まだわからないことが多く残されています。私たちの研
究室では、がんや病原体に対する免疫監視機構の実体とそれがどのように制御されて
いるかの研究を行っています。こうした研究を通じ、感染症、免疫性疾患、アレルギー、
そしてがんの問題に立ち向かっていきたいと考えています。

太田 安隆 教授高松 信彦 教授

伊藤 道彦 准教授

東京大学大学院博士課程修了［理学博士］。熊本大学医学部助
手、ハーバード大学医学部助教授などを経て現職。専門は細
胞生物学。

東京大学大学院博士課程中途退学［理学博士］。北里大学理学
部助手、講師、助教授を経て現職。専門は分子生物学。

東京大学大学院博士課程修了［農学博士］。三菱化学生命科学
研究所特別研究員、北里大学理学部助手、講師を経て現職。
専門は発生生物学・分子生物学。

斉藤 康二 講師　堤 弘次 講師　森 真美子 助教

田村 啓 講師　塚本 大輔 助教

江島 耕二 教授 東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了〔博士（農
学）〕。三菱化学生命科学研究所、イェール大学、北里大学医学
部を経て現職。専門は免疫学。

滝本 博明 講師　

私たちは培養細胞を用いて細胞運動の研究をしています。培養細胞は、
シャーレの中で形を変え活発に運動します。この細胞を顕微鏡ステー
ジの上で撮影し、ムービーを画像解析ソフトを使って解析します。様々
な分子が細胞運動に関わっていますが、「細胞骨格」や「シグナル分子」
が細胞運動を調節している仕組みを明らかにするために、私たちは分
子生物学や遺伝子工学の手法を用
いて研究しています。細胞運動の
研究は様々な応用が可能で、一例
として私たちはヒトがん細胞の浸
潤・転移のメカニズムを研究して
います。がん細胞は悪性化すると
運動が亢進して、体中に転移しま
す。このがん細胞の悪性化のメカ
ニズムをヒトの悪性腫瘍細胞を用
いて研究しています。

哺乳動物の冬眠の発現が遺伝子レベルでどのように制御されているか
は、まだほとんどわかっていません。しかし、冬眠における低温耐性の
解明は、臓器移植における臓器保存への
応用などにつながるものと期待されてい
ます。私たちは冬眠機構の解明を目指し、
冬眠の概年性の発現機構について解析し
ています。

私たちは ZZ/ZW 型のアフリカツメガエルにおいて、W 染色体上に♀
誘導型の性決定遺伝子 dm-W を発見しました。これは両生類としても、
ZZ/ZW 型としても初の性決定遺伝子の発
見です。現在、卵巣形成に関わる遺伝子カ
スケードを調べるとともに、各種脊椎動物
の性決定機構の比較解析を行っています。

リンパ球による「細胞傷害機構」の解明を
通して、免疫系操作法の開発を目指す

研究内容の紹介

分子生物学講座 細胞生物学講座#冬眠　#性決定　#変態 #細胞運動　#シグナル伝達　#細胞骨格

Keywords Keywords

免疫学講座 #リンパ球　#細胞傷害　#細胞分化

Keywords

生殖細胞と幹細胞から生命の謎を探る
受精卵は“全能性”をもち、からだをつくる 200 種類以上の細胞を生み出します。私たちは、
マウスの生殖細胞の発生のメカニズムを研究しています。生殖細胞の発生では、全能性
の獲得、すなわち、初期化がおこっているので、胚性幹細胞（ES 細胞）や人工多能性幹
細胞（iPS 細胞）の研究とも
密接な関係があります。生殖
細胞と幹細胞を用いながら、
全能性の獲得機構の解明を目
指します。

木村 透 教授

関田 洋一 准教授

大阪大学大学院博士課程修了［理学博士］。トロント大学、東京医科歯
科大学、大阪大学医学系研究科・生命機能研究科などを経て現職。専門
は幹細胞学と生殖細胞学。

東京工業大学大学院博士課程修了［理学博士］。東京医科歯科大学、ケ
ンブリッジ大学、大阪大学を経て現職。専門はエピジェネティクスと
幹細胞学。

渡邉 大介 講師　内山 孝司 助教

幹細胞学講座 #生殖系列　#幹細胞システム　#初期化

Keywords

生殖系列と幹細胞システムの成立機構

研究内容の紹介

私たちは生殖細胞特異的なノックアウトマウスを解析し、生殖細
胞が多能性の幹細胞へと初期化されることを発見しました。さら
に細胞内シグナルが、胚性幹細胞（ES 細胞）の未分化性や、体
細胞核の初期化を促進することも示しており、PI3 キナーゼシグ
ナルが様々な多能性幹細胞で未分化性を規定するシグナルである
ことを明らかにしています。生殖細胞の発生では全能性を発揮す
るために、発生の過程で様々なリプログラミング（初期化）が起
こります。生殖細胞の研究を中心としながら、その成果を多能性
幹細胞、体細胞核の初期化、組
織の幹細胞の制御機構の研究へ
と展開することで、全能性と幹
細 胞システムのメカニズムを解
明していきます。

細胞の運動と極性

研究室へ！

研究室へ！

研究室へ！

研究室へ！

我々の体に備わる免疫系は、さまざまな微生物が存在する環境におい
て、病原体の体内への侵入を防ぐ生体システムです。リンパ球は非常
に巧妙な機構で「自分でない成分」としての病原体を感知し、色々な
方法で病原体を排除しますが、ウイルスなど細胞内に寄生する微生物
に対しては病原体が感染した自分の細胞ごと傷害することによって病
原体の増殖を防ぎます。「細胞傷害」と呼ばれるこのやり方は、感染防
御だけでなく、免疫反応を終息させたり、免疫系が自己を攻撃するの
を防ぐのにも役に立っています。
我々は最近、「細胞傷害」に必要な分子を新たに同定し、現在その役割
について解析しています。また、「細胞傷害」を行う細胞が抗原を記憶
して再度同じ病原体の侵入に備えたり、逆にうまく機能できなくなっ
たりする際に同じ分子が関わっていることに注目し、その分子の役割
についても解析を行っています。
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BIOSCIENCES ／ 卒業生紹介

OB・OG メッセージ 進路状況・就職先
株式会社コーセー 勤務　
菊池 夏実さん：2016年卒業、2018年大学院生物科学専攻 博士前期（修士）課程修了

生物科学科の進路状況

就職状況

進路状況

好きな分野の仕事で
多彩な研究に携わっています
何よりも化粧品が大好きで、研究の対象にするなら化粧品や皮膚が良

いと思っていました。コーセーのブランドが好きなことはもちろんで

すが、少数精鋭で様々な業務に携わり、広い視点で研究ができる点に

魅力を感じて入社しました。現在は皮膚薬剤研究室で、製品に配合す

る美容剤の選定を企画部門と連携して行ったり、新しい美容剤の開発、

美容剤の肌への効果を検証する業務などを行っています。美容剤の作

用メカニズムに関するコンセプトを考える際には、消費者ニーズや流

行を理解しながらも、科学的な根拠や安全面への配慮も含めて多角的

に考える力が求められます。学生時代はマウスを用いた大腸炎の発

症機構を研究していました。そこで学んだ実験手法や計画的に実験

を進めた経験が仕事に活かされています。自分が携わった製品が発

売されて、各種メディアやＳＮＳ、口コミ等で良い評価が得られた

ときは非常にやりがいを感じています。

過去５年間

ライオン株式会社 勤務　
蔭山 貴也さん：2018 年卒業、
2020 年大学院生物科学専攻 博士前期（修士）課程修了

挑戦できる社風のなか 
基礎研究や提案業務で活躍
学生時代の研究テーマは、炎症性の細胞が増えることで引き起こされる、自己免

疫疾患の原因解明でした。卒業後は主体的に物事に取り組める仕事がしたいと考

えて、目指したのがメーカーの研究開発職です。中でもライオンには、既存事業

の枠を超えて新しいことに挑戦し人々の生活に貢献しようという社風があり、そ

れが入社の決め手になりました。現在は先進解析科学研究所で、製品開発を支

える基礎研究に従事。製品化を見据えたシーズの探索や、生活者への情報発信

に向けたエビデンスの収集などを行っています。仕事をする上で大いに役立って

いるのが、問いに対する仮説を立てて多様なアプローチで探求するという、学生

時代に身についたスキルです。また研究以外にも、社内の意識改革や業務改善な

どに関わる提案業務にも自ら手を上げて参加。さまざまな仕事にチャレンジする

機会が多い環境の中で、ワクワクする刺激的な毎日を過ごしています。

BIOSCIENCES ／ 進路状況・就職先

中外製薬株式会社／ノバルティスファーマ株式会社／第

一三共バイオテック株式会社／マルホ株式会社／岩井化学

薬品株式会社／フナコシ株式会社

製薬・薬品 サービス

製造

小野薬品工業株式会社／佐藤製薬株式会社／科研製薬株式

会社／ロゼット株式会社／アイリスオーヤマ株式会社／ペン

ニットー株式会社／リョービ株式会社／アルケア株式会社／

株式会社セロテック／三研工業株式会社／アズビル株式会社

食品

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社／株式会社鈴廣蒲

鉾本店／よつ葉乳業株式会社／タマノイ酢株式会社／プライ

ムデリカ株式会社／山崎製パン株式会社／株式会社ニチレイ

フレッシュ／日新化工株式会社／株式会社あざみ育成場／米

久株式会社／山崎製パン株式会社

医薬品開発業務委託・治験

ＩＱＶＩＡサービシーズ ジャパン株式会社／シミック株式会社

／イーピーエス株式会社／エイツーヘルスケア株式会社（伊

藤忠グループ）／株式会社ＥＰ綜合／株式会社リニカル／株

式会社新日本科学ＰＰＤ／うすだレディースクリニック／株式

会社医療システム研究所／株式会社ＬＳＩメディエンス

株式会社松屋フーズホールディングス／株式会社アウトソー

シングテクノロジー／株式会社ビーネックスグループ／共

同エンジニアリング株式会社／株式会社スタッフサービス　

エンジニアリング事業本部／ＷＤＢ株式会社 エウレカ社／

株式会社デジサイン／株式会社フルキャストホールディング

ス／財団法人材料科学技術振興財団／株式会社フォーラム

エンジニアリング／株式会社ウィルオブ・コンストラクショ

ン／株式会社ワールドインテック／株式会社アルプスアグリ

キャリア／株式会社 Pets ／株式会社アインホールディング

ス／ライクスタッフィング株式会社

情報通信

株式会社ＤＮＰデジタルソリューションズ／株式会社エヌ

デーデー／株式会社インフォテック株式会社／株式会社柊

ソフト開発／株式会社三岩エンジニアリング／東日本電信

電話株式会社（ＮＴＴ東日本）／株式会社ナビタイムジャパ

ン／株式会社インフォメーション・ディベロプメント／株式

会社ステップ情報システム／レバレジーズ株式会社／株式

会社じげん／株式会社コンピュータ技研／株式会社ＲＥＧ

ＯＬＩＴＨ／株式会社アイエム／緑屋情報システム株式会社

／ CS テクノロジー／ソフトウエア情報開発株式会社／エヌ

シーティ株式会社／サイバーコム株式会社　横浜本社

運輸

日本交通株式会社／マレーシア航空／日本郵便株式会社 南
関東支部

卸売・小売

株式会社サンドラッグ／プレミアアンチエイジング株式会社

／株式会社ＴＴＣ／飯田通商株式会社／日本アルコン株式会

社／北里メディカルサービス株式会社／サンワテクノス株式会

社／アズサイエンス株式会社／ソルブ株式会社／巴工業株式

会社／株式会社生存環境科学研究所／株式会社木村洋行／

株式会社バイク王＆カンパニー／株式会社一家ダイニングプロ

ジェクト／総合メディカル株式会社

公務員
横浜市役所／静岡県警察本部／警視庁

医療・福祉サービス

ＷＤＢココ株式会社／株式会社医療システム研究所

金融・保険

株式会社横浜銀行／株式会社足利銀行／株式会社京葉銀行

教育機関

株式会社臨海／旭市立第二中学校／北海道教育委員会／学

校法人大成学園　大成高等学校／株式会社湘南ゼミナール

その他

マルハニチロ株式会社／株式会社ＩＴＰ／山の手合同国際

特許事務所／国立研究開発法人水産研究・教育機構

建設

大和ハウス工業株式会社／株式会社守谷商会／菱和設備

株式会社／ＮＥＣファシリティーズ株式会社

％

％100

56
北里大学大学院
東京大学大学院
東京医科歯科大学大学院
横浜市立大学大学院
東京都立大学大学院
東京医科大学大学院
東海大学大学院
東京工業大学大学院
東邦大学大学院
北海道大学大学院
東北大学大学院

131
39
29
13

4
4
3
2
2
1
1

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

横浜国立大学大学院
名古屋大学大学院
広島大学大学院
お茶の水女子大学大学院
埼玉大学大学院
岡山大学大学院
慶應義塾大学大学院
明治大学大学院
東京農業大学大学院
順天堂大学大学院

過去５年間の主な実績

過去５年間の主な実績

主な進学先

20192019〜〜2021年度進学率2021年度進学率

20192019〜〜2021年度就職希望者の就職率2021年度就職希望者の就職率

北里大学
大学院

35%
就職者

35%

他大学大学院

28%

その他
研究生等

2%

製薬・薬品
4%

卸売・小売
13%サービス

13%

建設
3%

製造
8%

教育機関
6%

情報通信
15%

食品
9%

医療・
福祉サービス

1%
化粧品
1%

医薬品開発
業務委託・治験

18%

運輸
2%

その他
3%

公務員
2%

金融・保険
2%
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Equipment
様々な先端機器類を自由自在に操るこ
とで、世の中にない研究成果が生み出
されていく。

Equipment

生命物理学講座

光物性物理学講座 量子物理学講座 固体物理学講座　

これが正確な質量を はかる質量分析計です！

他にも
最先端の装置が

充実しています

物理学科

フーリエ変換質量分析装置 

光ファイバー増幅器評価装置 粒子線測定用ー高速半導体飛跡測定装置 計算機サーバー

イオン化された分子の運動から
正確な質量を知る 

Physics

水1分子の質量はおおよそ 3 × 10-23 g です。私たち

の体を構成するタンパク質やペプチドは水素原子、

炭素原子、窒素原子、酸素原子、硫黄原子を合計数

10 個以上含む大きな分子ですが、それでも１分子

の質量は 10-22 〜 10-19g です。このような分子の質

量を直接測定するためには質量分析計という特殊な

装置が必要です。質量分析計では物質をエレクトロ

ンスプレーイオン化装置（写真手前）でイオン化して、

インターネットなど現代の高速光通信を可能にする機器の
一つに光ファイバー増幅器があります。これは数十キロ、
数百キロ遠方への情報送信において弱くなった光を再び強
くするために用いられます。写真はその増幅器の特性を調
べ、新しい通信技術を開発するための実験装置です。

がんの粒子線治療において、ビーム中の荷電粒子の飛跡を
正確に測定することにより、治療精度を飛躍的に向上させる
ことができると考えられています。素粒子物理学実験で開発
された測定技術を応用して、超高速かつ高位置分解能の粒
子測定器の開発を行っています。 

最先端の分野では、様々な分子や材料などの動きをコン
ピュータでシミュレーションすることが欠かせません。この
サーバーには Xeon チップ 4 個搭載の計算機 3 台と、高ス
ペックな並列演算装置（GPU）がラックに収められ、高速並
列計算が可能。複雑な分子の動きを可視化できます。

ペプチド高精度質量分析スペクトル

電場をかけて運動させます。この運動の時間変化を

周波数にフーリエ変換することによって物質の質量

を十万分の一の精度で分析することができます。こ

の装置を使って我々は、血液中にごく微量しか存在

しないペプチドホルモンの分析を可能にする技術の

開発などを進めています。これらの研究成果は、北

里大学のお医者さんや医薬生物学系の研究者の病気

の診断や治療を目指した研究に役立っています。 

御園生 諒一 さん
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Equipment    Equipment

細胞生物学講座分子機能化学講座

分子生物学講座分子構造学講座 免疫学講座分子構築学講座 幹細胞学講座反応機構学講座

生きている細胞の動きもバッチリ見えます

しっかり
使いこなせば研究も

レベルアップ

生物科学科化学科

多色蛍光タイムラプス
倒立型電動顕微鏡
システム

核磁気共鳴装置（ＮＭＲ）

DNA シークエンサー温度可変イオントラップ分光装置 フローサイトメーターCCD単結晶X 線構造解析装置 クリオスタット高精度質量分析装置

生きた細胞や分子が動く様子を
タイムラプス動画に

超伝導磁石が生み出す
磁場を用いて分子の構造などを
原子レベルで調べる

BiosciencesChemistry

生きた細胞や分子の動きを観察することは、生物

学の研究ではとても重要です。この多色蛍光タイ

ムラプス倒立型電動顕微鏡システムは、静止画像

だけではなく、生きて動く細胞を一定間隔をおい

てコマ撮りし、タイムラプス動画にできるのが特

長です。それによって、細胞の運動や形態変化の

様子を観察することが可能です。また、蛍光色素

DNA の塩基配列を決定する装置。塩基配列の解析法の一
つであるサンガー法により、塩基配列を決定したい DNA を
鋳型として、相補的な DNA を合成します。この反応産物を
DNA シークエンサーで電気泳動し、泳動結果をコンピュー
タで解析して塩基配列を決定します。

水の性質の多くは水素結合によるネットワーク構造に由来
します。その構造は非常に柔軟で温度によって変化します。
温度可変イオントラップ分光装置を用いて、大きさで選別さ
れた分子や分子集合体の温度を変えて吸収測定を行い、水
素結合構造が変化する様子を観測できます。

細胞の大きさや表面に発現している分子などの情報をもと
に、多数の細胞を短時間のうちに分類して数えることがで
きる装置です。血液や組織から採取した細胞の集団の中に、
どのような種類の細胞が、それぞれどのくらいの割合で存在
しているのかを解析することができます。

有機、無機の様々な化合物の単結晶試料に X 線を照射し、
ブラッグ反射の強度から結晶中の原子の三次元的な位置を
決定します。数時間から半日程度の測定で分子の構造を直
接決めることができる、強力な解析装置です。

凍結した組織を、0.01 mm 以下の厚さにスライスするた
めの装置。スライスした組織をスライドグラスに貼りつけ
て、様々な方法で染色して顕微鏡で観察すれば、遺伝子
変異や薬剤の影響を、細胞レベルで見つけることができま
す。装置内はマイナス 20℃に保たれていて、組織を融かさ
ずにスライスします。

分子量を測定するための装置。微量の試料に高電圧をかけ
ることで生じるイオンを、質量電荷比に応じて分離・検出し
ます。高分子化合物についても、分子量 6000 まで高精度
で測定できます。

を使って見分けやすいように標識した分子を細胞

に導入すれば、生きた細胞内での分子の動きや、

どこに局在するかを観察することができます。さ

らに異なる蛍光色素で色分けをすると、複数の分

子の細胞内での動きや相互作用を観察することも

できる、優れた装置です。

超伝導磁石から生み出される非常に強い磁場

を利用して、物質を分析するのがこの核磁気共

鳴装置です。極低温の中にある超伝導磁石が

磁場を作り、その中に検体となる分子を置くと、

それぞれの分子の特性に応じた特殊な動きをし

ます。それを利用して分子の構造を原子レベル

で調べることができます。低分子量の化合物か

ら生体関連物質や高分子材料まで、広範囲の

物質に関する構造解析に威力を発揮します。特

に分子の平面構造や立体的構造、そして運動

や物性まで知ることができるため、有機化合物

の分析では中心的な位置を占めています。学生

が自由に使える環境にあります。

２種類の分子の細胞内の分布（左）と
動き（右）を観察した写真

測定サンプル（左）／得られるチャート（右）
自分たちで合成した有機分子はこの装置を用い
て構造を決定します。また、わずか数マイクロ
秒の分子運動も捉えることが可能です。

先生や先輩方が

使い方をしっかり

指導してくれる

野原 歩 さん松本 佳子 さん

最先端の分析装置だって

フツーに使えます
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きめ細かなサポートで、
一人ひとりを最適な未来へと導きます。

1年次から充実指導

就職サポート

就職センター

教職課程センター

就活リポート

● 履歴書・エントリーシートの添削
● 模擬面接
● 模擬グループディスカッション
● インターンシップ指導
● 就職に関する書籍の貸し出し
● 就職・進路に関する個別相談
● キャリアカウンセラーによる相談　ほか

学年に応じて進路・就職活動に必要なプログラム構
成で実施。先輩の体験談やエントリーシート対策など、
最新のノウハウを提供します。

毎年約 100 社の採用担当者を招いて行われ、学部 3
年生および大学院 1 年生が思い思いの企業のブースで
説明に真剣に耳を傾けます。

TOEIC® スコアをエントリーシートに記載させる企業
が増えたことに対応し、本学部では団体特別受験制
度により、本学校舎にて受験できます。

【北里大学進路支援システム】
自宅のパソコンやスマートフォンから利用 OK。求人情報、企業情報を検索できます。

https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/qualification-course/center/kyujin-navi.html

【最近5年間の就職先】【教職課程履修の流れ】

卒業時に免許状授与

就職センターは、就職への不安や悩みを的確にサポートすることで、
学生の皆さんの就職活動を成功へと導きます。

教職課程センターでは、教職課程における指導から教育実習、教員採用試験対策まで一環した指導を行ってい
ます。ここで学んだ本学部の卒業生たちは、“理科の先生” として数多くの教育現場で活躍しています。

インターネットを利用した就職支援

進路・就職ガイダンス TOEIC®IP テスト 合同企業研究会

公立中学校・高等学校

東京都／神奈川県／埼玉県／山梨県／茨城県／横浜市／川崎市／北海道 など

教職課程を履修後、卒業時に取得可能
●高等学校教諭一種免許状（理科）  　●中学校教諭一種免許状（理科）

卒業時に自動的に取得可能
●毒物劇物取扱責任者（化学科のみ）  　●測量士補（物理学科のみ） ※要登録

卒業時に受講・受験資格を得られる
●衛生工学衛生管理者  　●甲種危険物取扱者（化学科のみ）
●東京都公害防止管理者（一種）（化学科のみ）

卒業後、1 年以上の実務経験があれば取得可能
●測量士（物理学科のみ）

卒業後、1 年以上の実務経験があれば受験資格を得られる
●作業環境測定士　　●衛生管理者

1年次　　教職課程履修登録　教職概論・教育課程論履修

2年次　　教育原理・理科教育法等履修　介護等体験（特別支援学校 2 日間）

3年次　　特別活動論・生徒指導論等履修　介護等体験（社会福祉施設 5 日間）

4 年次　　教育実習講義・教職実践演習等履修　教育実習（3 週間）

私立中学校・高等学校

攻玉社中学校・高等学校／横浜高等学校／湘南工科大学付属高等学校
関東六浦中学校・高等学校 など

山本 明利教授 田中 保樹准教授

徳武 百樺さん　　理学研究科 國原 大誠さん　　化学科

教育実習や教員試験を見すえて、模擬授
業に力を入れるなど、実践力を養います。

「学校教育とは」「教員の仕事とは」「考
え表現する授業とは」など、教育に必
要なことを学ぶとともに体験を通して教
員としての資質能力を育成します。

がんの転移などで複数の細胞が集団で活動する現象において、FilGAP と呼ばれる

因子がどのような影響を与えているのかを研究してきました。大学院で得たバイオ分

野の知識に加えて、私は高校時代から法学への関心も強く、両方を活かすことがで

きる知財業界に興味を抱きました。その中で選んだのが、理学関係にも強く最も規

模が大きい志賀国際特許事務所です。インターンにも参加して好印象を持ちました。

特許事務所では発明内容を理解して言語化する能力が求められます。その点、理学

部で学んだ科学的思考と、それらを説明する力が大きく評価されたのではないかと

考えています。入社後はその力を活かして、スペシャリストとして活躍したいです。

呼吸器外科手術の支援を目的として、肺の内部から光を照射して腫瘍の位置を特定する

システムのプログラミングなどを研究しています。化学の授業で扱う分析機器への興味

から、医療機器や IT の業界への就職を志望しました。日本光電は AED や脳波モニター

などの医療機器で知られており、この会社の製品だからこそ実現できる医療のトータル

サポートに携わりたいと考えて応募しました。サービスエンジニアとして、お客様から

見えないところでの勉強や努力を大切にしたい。その思いが面接で採用担当者に伝わっ

て評価されたと感じています。海外展開もしているので、将来そこで活躍できるように、

大学での学びや試行錯誤の経験を活かしたいと思っています。

取得可能な資格

将来に対してモチベーションを高め、
就職活動にスムーズに取り組んでいけるよう、1 年次から学年に応じて、
進路相談やスキルアッププログラムで段階的に様々なサポートを実施。
学生の皆さんが自分の希望や夢を形にするための後押しをしています。

就職ガイダンス

■ 1年次

■ 3年次

■ 2 年次

本学部では「北里キャリアスタディ」のコンセプトに基づき、
1 年次から卒業年次まで体系だったキャリア形成を目指す
就職支援を行っています。

・ 【大学院進学への道のり】
　進学・就職活動の流れと理学部の進路状況を知る。

・ 【インターンシップ活用講座】       
　インターンシップの重要性を知り、参加方法や企業の探し方、現状を学ぶ。
    実際に参加することで自身の可能性を広げよう！

・ 【エントリーシート対策講座】   
　企業が志望動機を見る視点を知ろう。自身の経験を振り返って実際に自
    己 PR を書いてみよう！

・ 【グループディスカッション体験】   
　一つのテーマをみんなで議論するときのポイントをお伝えします。体験を
    通じ、自分の役割やポイントを知ろう。

・ 【就活直前講座】       
　就活の流れ、やるべきことの再確認をする。   

・ 【合同企業研究会】   
　多くの企業の人事採用担当者が相模原キャンパスに来学し「業界・業種研究
　会」を開催する。

・ 【合同就職説明会】   
　約 100 社の企業担当者が採用選考に関する説明会を行う。

■ その他（学力アップ講座）
・SPI 等対策講座
・公務員試験対策講座

北里キャリアスタディ （略称）キャリスタとは…
・キャリアについて学び、一人ひとりのキャリアについて深く研究・検討・調査し、
  納得のいくキャリアを選択してもらおうという趣旨です。
・学生らしく、スタディ（学び）をキーワードにしました。

特許業務法人　
志賀国際特許事務所 内定

日本光電工業株式会社 内定

研究で得た科学的思考と
それを言語化する力を
知財の仕事で活かしたい

医療機器の分野で
海外でも活躍するために
学び続けたい

・【２年生スタートアップ】
　将来を見据えてより良い大学生活とするため、今から心得ておきたい行動
　パターンとは？ アルバイトも活用し、充実した学生生活を送ろう。

・【インターンシップスタート講座】
　年々重要性が増しているインターンシップの現状を知り、チャレンジしてみ
　ることで自身の可能性を広げよう！
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大学院 理学研究科

分子科学専攻

Graduate school of Sc ience ／ 分子科学専攻

分子科学専攻における知識・技術の修得
産業界における最先端の研究開発分野では、幅広い学識と技術が必要とされています。分子科学専攻では新鋭の研究設備

と施設を用いた特別研究、輪講、講義を通して計測技術や数理的解析能力、新機能材料の開発に必要な合成技術などを身

につけ、これを活用できる人材を養成します。研究の遂行過程で遭遇する様々な問題点を掘り下げ、研究手法の開発、改

良ができる力の養成を心がけています。

光物性物理学（現フォトニクス分野）※

量子物理学

分子機能化学

Theme

Theme

分子構築学

●光と物質の相互作用ダイナミクスの研究 
●干渉計測用光周波数制御の研究 
●光誘起エネルギー移動の研究 
●光励起分子の過渡分光の研究 
●光機能性材料の研究 

●素粒子・宇宙物理学の実験的研究 
●粒子測定技術の開発および医療物理学への応用 
●超弦理論に基づく時空構造の研究 
●可積分系・非可換ゲージ場の理論の研究

〔連携大学院〕宇宙航空研究開発機構（JAXA）・宇宙科学研究所

●宇宙物理学の実験的・観測的研究

●機能発現を指向した新規パイ共役系分子の合成 
●多分子系新規ホスト分子の開発と結晶の化学　 
●分子集合型ナノ構造体の創製と
　キャラクタリゼーション 

〔連携大学院〕公益財団法人　相模中央化学研究所

●有機 ELや有機トランジスタ素子を高効率に駆動させうる
　新しい有機電子材料の合成と物性評価

●金属酵素類似化合物の分子設計と合理的
　合成法開発、構造・機能相関の探究 
●新規有機典型元素化合物の合成と構造、反応性の探索 
●光学活性錯体の精密設計合成と応用展開 
●鉄を活性中心とする環境調和型触媒の開拓と反応設計

光物性物理学講座（現フォトニクス講座）※

量子物理学講座

分子構造学

●レーザー分光法を用いた気相分子クラスターにおける
　分子間相互作用と反応の研究 
●生体関連物質の電子構造の分光学的研究 
●新規界面活性剤の合成と溶液物性及び生体膜への応用 
●結晶スポンジ（多孔性金属錯体）法を利用した
　分子構造解析方法への適用と応用 

分子構造学講座

反応機構学

●短寿命化学種に特異な化学反応の研究と
    新規研究手法の開発研究 
●設計された化学反応場での反応機構の研究 
●生体分子などの不均一な系で起きる特異的な化学反応の研究 
●創薬、酵素・免疫活性測定法などへ
　光化学過程を応用することを目指した基礎研究 
●新しい光機能性金属錯体の創製とその光化学

反応機構学講座

分子機能化学講座

分子構築学講座

分子科学専攻の主な就職先と職種別就職率 過去 5 年間の主な就職先

過去 5 年間の職種別就職率

■製薬・薬品　三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社／東京応化工業株式会社／日油株式会社　■製造　ＴＤＫ株式会社／キオクシ
ア株式会社／株式会社村田製作所／三菱マテリアル株式会社／株式会社リコー／株式会社フルヤ金属／東新工業株式会社／リケンテクノ
ス株式会社／双葉電子工業株式会社／カシオ計算機株式会社／マイクロンメモリジャパン株式会社／住友電気工業株式会社／富士通株式
会社／ＮＴＴエレクトロニクス株式会社／昭和電工マテリアルズ株式会社／興国インテック株式会社／協同油脂株式会社／株式会社ニッ
ペコ／日立グローバルライフソリューションズ株式会社／日本シーカ株式会社／日本化工塗料株式会社／エア・ウォーター・ゾル株式会社
／ナスコ株式会社／株式会社パウレック／日本電算株式会社／株式会社寺岡製作所／株式会社半導体エネルギー研究所／多摩化学工業
株式会社／白河オリンパス株式会社／ジーエルサイエンス株式会社／日本アビオニクス株式会社／日本シイエムケイ株式会社／オカモト株
式会社／イビデンエンジニアリング株式会社／富士通株式会社／関東化学株式会社／ライオン株式会社／株式会社トクヤマ／ＮＥＣプラッ
トフォームズ株式会社　■ＣＲＯ（開発業務受託機関）　メビックス株式会社　■サービス　セントラルエンジニアリング株式会社／東京
二十三区清掃一部事務組合／ＳＯＬＩＺＥ株式会社／東芝メモリシステムズ株式会社／ＷＤＢ株式会社　エウレカ社／ＳＭＣラボラトリーズ
株式会社／株式会社アウトソーシングテクノロジー／Ｍｏｄｉｓ株式会社　■情報通信　ＡＮＡシステムズ株式会社／日本電気航空宇宙シス
テム株式会社（ＮＥＣ航空宇宙システム）／富士フィルムシステムサービス株式会社／ソフトバンク株式会社／株式会社スカイネクスト／ＮＥ
Ｃネクサソリューションズ株式会社／株式会社ＮＳＤ／ TDSE株式会社／日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社／伊藤忠テクノソリューショ
ンズ株式会社／キヤノンＩＴソリューションズ株式会社　■卸売・小売　日商エレクトロニクス株式会社／株式会社ダイアナ／株式会社鈴木
商館／巴工業株式会社／白元アース株式会社／アルテア技研株式会社　■研究所・検査機関　財団法人材料科学技術振興財団　 ■医療・
福祉サービス　グッドタイムリビング株式会社　■教育機関　神奈川県公立学校教員／群馬県教育委員会／学校法人開智学園　■その他　
全日本空輸株式会社／日本インシュレーション株式会社

今までにない化合物の合成に挑む

相対性理論を拡張する「道具」をつくる

新しい幾何学を用いた
初期宇宙のミクロな時空構造の解明

鉄錯体による
ホウ素化反応の解明

宇宙はどのように生じたのか。この問いは現代物理学における大きなテーマのひとつであり、

その答えとして有力なのがインフレーション理論です。これはビッグバンが起こる前段階の

初期宇宙は、全エネルギーが小さく凝縮しており、それが爆発的に膨張したとする説です。

私は、実験による直接的な検証が難しい初期宇宙の構造について、理論的な側面から解き明

かそうとしています。現在の宇宙の構造を説明するには一般相対性理論が使われ、これはリー

マン幾何学という数学の道具を使って記述されます。ただし、一般相対性理論には適用限界

があり、初期宇宙のような高エネルギーかつミクロな領域を考えるには、「一般相対性理論

を拡張した理論」が必要です。私が研究しているのが、この拡張した理論を記述する数学の

道具を作ること。こうなるはずだと予測した結果と計算が合わないこともあり、研究の難し

さを感じますが、時間や大きさの概念を飛び越えて、直接は見えない宇宙の仕組みを解明する

ところに、限りない魅力を感じています。

鉄錯体とは、無機物である鉄に有機物の配位子を組み合わせた化合物のことです。私が行っ

ているのは、ホウ素化という化学反応にこの鉄錯体を触媒として利用する研究で、ホウ素－

炭素結合をもつ有機ホウ素化合物や、ホウ素－ケイ素結合をもつシリルボランという化合物の

合成に取り組んでいます。この両方の合成に成功した先行研究として、レアメタルであるイリ

ジウムを触媒に使用した事例があります。また、私たちの研究室では鉄錯体を使ったホウ素

－炭素結合には成功しています。しかし、ホウ素－ケイ素結合を実現した研究事例はまだあ

りません。今までにない新しい化学反応であり、得られるホウ素化合物自体も今まで作られ

たことのないものが多いため、その性質についても併せて調査を行っていきます。前例となる

研究が少ないので、研究の進め方に悩むことが多く試行錯誤の繰り返しです。しかし、自分

の考えた仮説をもとに実験に挑戦することはワクワクします。鉄錯体を触媒に使った合成は

安価で環境にも優しく、社会的にも学問的にも意義があると考えています。

分子科学専攻 博士 2 年  森 遥さん

分子科学専攻 修士１年  金光 和樹さん

※ 2023年4月に、分野名・講座名を変更します。

固体物理学（現生物科学専攻・生物物理学分野）※

●半導体ナノ構造物質の電子構造の解明
●量子論的固体光デバイスの開発
●分子動力学計算によるソフトマターの物性解明
●電気泳動法によるタンパク質の物性解析

固体物理学講座（現生物科学専攻・生物物理学講座）※

※ 2023年4月に、専攻ならびに、分野名・講座名を変更します。

その他サービス
10%

製薬・薬品
5%

情報通信
13％

教育機関
7％ 製造

52%

 研究所・検査機関
2%

卸売・小売
7%

その他
2%

CRO
1%

医療・福祉サービス
1%
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大学院 理学研究科

生物科学専攻

Graduate school of Sc ience ／ 生物科学専攻

生物科学専攻における知識・技術の修得
理学研究科生物科学専攻では、主として高等動物の高次生命現象を様々な角度から解明することを研究目標としています。

研究分野によってテーマは多様ですが、どの研究分野に進んでも、遺伝子操作やタンパク質の解析に習熟することに加えて、

それぞれの講座特有の最新のバイオテクノロジーを学ぶことができます。本専攻の卒業生は、研究者（国公私立大学や研究

所など）として、また公務員、教員、会社員（製薬・食品メーカーなど）として、幅広い分野で活躍しています。

細胞機能制御学

●動物細胞の接着、移動、極性形成の分子メカニズムの研究 
●アクチン系細胞骨格の制御機構の研究 
●低分子量GTP結合タンパク質のシグナル伝達の研究 

細胞生物学講座

幹細胞学

●マウスの生殖細胞の発生と分化のメカニズム 
●多能性幹細胞の誘導と成立機構 
●幹細胞システムと生殖系列のエピジェネティック制御 

幹細胞学講座

遺伝子機能発現学

●哺乳動物の冬眠の分子メカニズムに関する研究 
●脊椎動物の性決定・性分化機構の研究 
●両生類の変態における細胞運命の決定機構に関する研究 

〔連携大学院〕国立研究開発法人　国立がん研究センター研究所

●細胞のがん化における遺伝子機能の破綻に関する分子生物学的解析
〔連携大学院〕公益財団法人　東京都医学総合研究所

● DNA 複製・転写そしてそれを制御するゲノムシグナルのゲノミクス・
　分子生物学・生物情報学的な解析

分子生物学講座

免疫学

●リンパ球の接着カスケードの制御機構 
●免疫細胞遊走の分子機序の解明 
● LFA-1 活性化シグナル分子群の時空間的変化の解析

免疫学講座

生物科学専攻の主な就職先と職種別就職率 過去 5 年間の主な就職先

■製薬・薬品　株式会社中外医科学研究所／株式会社大塚製薬工場／クラシエ製薬株式会社／ヤンセンファーマ株式会社

／株式会社林原　■製造　ライオン株式会社／三菱製紙株式会社／株式会社インターアクション／キヤノン株式会社／日本電

気株式会社（ＮＥＣ）／室町ケミカル株式会社／アイテム株式会社／高砂香料工業株式会社／株式会社島津製作所　■食品　

山崎製パン株式会社／株式会社明治／プリマハム株式会社／マルハニチロ株式会社／オリエンタル酵母工業株式会社／フジ

パングループ本社株式会社　■化粧品　株式会社コーセー　■医薬品開発業務委託・治験　ＩＱＶＩＡサービシーズ ジャパ

ン株式会社／イーピーエス株式会社／株式会社ＭＩＣメディカル／株式会社アイロムグループ／パレクセル・インターナショナ

ル株式会社／シミック株式会社／エイツーヘルスケア株式会社（伊藤忠グループ）／株式会社ＥＰ綜合／シミックヘルスケア・

インスティテュート株式会社／株式会社新日本科学ＰＰＤ　■サービス　株式会社コルボ／株式会社ワールドインテック／株

式会社アルプス技研／パーソルＲ＆Ｄ株式会社／アクセンチュア株式会社／シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社／キオ

クシアシステムズ株式会社　■情報通信　株式会社ＩＳＩＤ - ＡＯ／デジタルアーツコンサルティング株式会社／株式会社東邦

システムサイエンス／フューチャーアーキテクト株式会社／インフォコム株式会社／蓼科情報株式会社／株式会社ウェーブフロ

ント／三菱ケミカルシステム株式会社／株式会社野村総合研究所／株式会社ピーアンドアイ／株式会社コナミデジタルエンタ

テインメント　■卸売・小売　サクラファインテックジャパン株式会社／ネットワンシステムズ株式会社　■研究所・検査機関　

国立研究開発法人産業技術総合研究所　■医療・福祉サービス　日本ステリ株式会社／学校法人聖マリアンナ医科大学 聖

マリアンナ医科大学病院／株式会社エイ・アイ・シー／梅ヶ丘産婦人科／シミック株式会社／エイツーヘルスケア株式会社／

サイネオス・ヘルス・クリニカル株式会社／イーピーエス株式会社　■公務員　高根沢町役場　■その他　日本クレア株式会

社／一般財団法人北里環境科学センター／特許業務法人志賀国際特許事務所

種の進化の謎を分子レベルで解明する

がんの浸潤や転移の謎を探る

生物科学専攻 博士 1 年  須田 皓介さん

Theme

Theme

がん細胞の invadopodia 形成における
FilGAP の機能解析

両生類の種分化における
“トランスポゾン-piRNAシステム”の進化

がん 細 胞 が 悪 性 度を増して周 囲 の 組 織 へ の 浸 潤 や 転 移 を始 め る 際 には、 浸 潤 突 起

（invadopodia）という構造を形成し、これが周囲の組織を壊すことで浸潤を促進します。私

は浸潤突起の形成過程で、FilGAP という分子の詳細な機能について研究しています。FilGAP

は Rac という分子を不活化させることで、浸潤突起の形成を抑制しています。しかし、そのメ

カニズムの詳細は不明でした。そこで、FilGAP の性質を変化させた変異体をラットのがん細胞

に導入し、蛍光顕微鏡で観察することで、浸潤突起形成への影響を調べています。解析に適し

た画像やデータをスムーズに取るのは難しく、慣れとコツが必要です。実験を根気強く繰り返し

たり、実験条件を見直したりと地道な努力を続けることが、研究には欠かせません。浸潤突起

形成のメカニズムは複雑で苦戦することも多いのですが、様々な想像を膨らませて仮説を立て

て適切な実験を計画・遂行することに楽しさを感じ、パズルを解くような面白さもあります。将

来的には、がんの新たな治療法や治療薬の開発へ繋がることを期待しています。

異種交配はゲノム進化や種の多様化に貢献する重要な生命現象です。両生類や魚類では異種

交配によって生殖能力のある雑種が生まれますが、哺乳類では不妊の雑種となります。両者

の違いを決めるメカニズムは未解明です。この現象には多細胞生物の生殖細胞の中で、ゲノ

ム内を転移・増殖し遺伝子情報を改変するトランスポゾンと、それを抑制する piRNA が関

与している可能性があります。そこで私の研究では、異種交配が過去に起こったツメガエ

ル属と、現在雑種が報告されているトノサマガエル属という二種類の無尾両生類系をモデル

として採用。それぞれのゲノムを自作のプログラムで網羅的に解析し、トランスポゾンと

piRNA の配列や発現量などを調べて、比較検討を行っています。これによって、「生殖隔離

を介した種分化」と「トランスポゾン・piRNA の分子進化」の連関を明らかにしたいと考え

ています。原理が未解明の現象だけに、解析手法の検討や仮説を証明する方法を考える難し

さがありますが、進化の謎を解明する面白さを感じながら、日々の研究に励んでいます。

生物科学専攻 修士 1 年  小澤 咲乃さん

生命物理学（現分子科学専攻・Ｘ線結晶学分野）※

●質量分析計を用いた生体高分子の網羅的解析 
● X線回折法、電子顕微鏡を用いた生体高分子の物性研究
●分子動力学計算等を手段とした生体高分子構造の動的特性の解析

〔連携大学院〕公益財団法人 かずさＤＮＡ研究所

●タンパク、代謝物を網羅的に探索する新規質量分析法の開発
●質量分析計を用いた臨床検体由来のタンパク高感度分析法の開発

生命物理学講座（現分子科学専攻・物性物理学講座）※

※ 2023年4月に、専攻ならびに、分野名・講座名を変更します。

過去 5 年間の職種別就職率

製薬・薬品
6%

研究所・検査機関
1%

卸売・小売
3%

公務員
1%

サービス
12%

製造
13%

教育機関
3%

情報通信
14%

その他
4%

化粧品
1%

医薬品開発業務委託・
治験

24%食品
8%
医療・福祉
サービス
10%
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理学部に関する様々なことを、先生に自由に聞くこ
とができます。入試相談はもちろん、各学科の学習
内容や将来のことまで、何でも相談してください。

日 程

同内容を午前と午後の計２回実施。

時 間 場 所 イベント

総面積 37 万㎡の広大なキャンパスをめぐるガ
イドツアーです。4 年間のキャンパスライフ
を思い描いてください。

理学部（S 号館）の多彩な魅力を存分に紹介
します。先端の実験や研究設備と、スケール
感あふれる空間をぜひ体感してください。

科学の不思議を体験できるオープンラボラトリー。

北里大学の入試問題の傾向と対策を、入試担
当者がしっかり解説。何をすればいいのか、
と悩んでいるヒトはぜひ参加してください。

どのような物質でも原子が並んでできており、その
原子配列が物質の性質を決めています。目に見え
ない原子の並びを知ることができるＸ線結晶構造
解析と呼ばれる手法について学んで、体験してみま
しょう。

液晶という言葉は多くの人が知っていると思いま
すが、液晶は物質の状態の 1 つであること、そし
て我々の身近にも多く潜んでいることはあまり知
られていません。簡単な実験やデモを交えながら、
液晶の魅力を伝えます。 

‘香り’には原因となる化学物質が存在します。
例えば、カルボン酸（お酢など）とアルコール
との反応により生じるエステルは様々な果実の
香りがします。実際に化学反応により合成し、
香りについて学んでみましょう。

分子による光の吸収や放出の現象は、分子の構造
や性質と密接に関係した現象です。実験では、温
度や化学反応などの刺激を分子に与えたときに起
こる色の変化（発光）を観察し、そのメカニズム
を考察します。

今や生物学の研究に欠かせない生物発光や蛍光を
利用した実験。発光では、ホタルの光を試験管内
で観察し、蛍光では、ゼブラフィッシュなどの体
表にある細胞（感丘）や細胞内のタンパク質が光
る様子を蛍光顕微鏡で観察します。 

デオキシリボ核酸（DNA）は、生命において、遺
伝情報の継承と発現を担う情報物質で、発生・繁
殖・進化などのほとんどすべての生命現象に関わ
ります。模擬実験では、DNA を制限酵素という
タンパク質で切断し、泳動後、観察します。

理学部では毎年、高校生を対象としたオープ
ンレクチャーを開催しています。

OPEN CAMPUS!!
本学では、大学に実際に触れることができるオープンキャンパスを開催しています。

広大なキャンパスをめぐるツアーや、入試問題の傾向と対策がわかる「入試対策講座」、

学部別の入試相談も実施。オープンラボラトリーやオープンレクチャーを通して

科学の面白さにも出会えます。あなたの夢が、明日が見えてきます。

物理学科、化学科、生物科学科、それぞれに興味深いテーマを設定しています。
各日違ったテーマをご用意していますので、何度来ても楽しめます。 

※ 開催内容が変更となる場合があります。

学部個別入試相談A

A

A

A

A

A

D

D

D

D

B

B

B

B

C

C

キャンパスツアー

施設見学 入試対策講座

オープンレクチャーオープンラボラトリー

オープンラボラトリー

LB

LB

LB

LB

LC

LC

2022 第2回 オープンキャンパス

2022 第 3回 オープンキャンパス

オンライン進学相談会

入試対策講座

進学相談会

2023 第1回 オープンキャンパス

8/6 [SAT]・8/7[SUN]

8/6[SAT]・ 8/7[SUN]

8/28[SUN]

8/28 [SUN]

10/2 [SUN]

10/2 [SUN]〜 11/30 [WED]

11/5 [SAT]・ 6 [SUN]

3/12 [SUN]

10:00~
16:00

10:00~
16:00

S号館、 L1号館
詳しくは理学部事務室入
試係にお尋ねください。

S号館、 L1号館
詳しくは理学部事務室入
試係にお尋ねください。

オンライン開催

動画配信 物理学科

物理学科

化学科

化学科

生物科学科

生物科学科

物質の原子配列を見てみよう

液体でも結晶でもない
液晶の魅力に迫る！

香る分子の合成

温度を感じる金属イオン、
化学発光のエネルギー移動

生物発光と蛍光 
NO LIGHT NO BIOLOGY

生命情報物質である
DNA を使って実験しよう

詳細は 51ページをご覧ください。

詳しい情報は受験生サイトで！

詳細は 52 ページをご覧ください。

QR

エネルギー移動による
化学発光の変化
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分子シミュレーションは物質を構成する分子の動きを物理法則に従ってコンピュータで
追跡し、自然界の様々な現象の謎を解明するという試みです。CG を用いたモデリング
ソフトを使ってその一端を体験してみましょう。

化学反応は私たちの生活の様々な場面で役立ちます。代表例の一つである化学発光は反
応によって生じたエネルギーが光として放出されます。実験を通して反応の様子を観察
し、その機構や応用例について学びましょう。 

理学部では、オープンレクチャーを開催します。
最先端の科学に出会ってみませんか。

オープンレクチャーLC

3/12 [SUN]2023

物理学科への招待

化学科への招待

１回あたりの時間：60 分
３学科同時開催・各定員 30 名（当日先着申込み順）　※高校生対象

コンピュータで探る分子の世界

Chemiluminescence  〜化学反応と発光〜 

免疫チェックポイント阻害剤の開発がノーベル賞を受賞しました。がん細胞が免疫にブ
レーキをかけることによって排除されないことがあるのです。このブレーキを阻害し、
がん細胞を排除する治療法について解説します。

生物科学科への招待

がん免疫療法の道を開いた
「免疫チェックポイント阻害剤」

２０２3年度入試情報 ❶

入試情報

※ 開催内容が変更となる場合があります。
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入試情報

２０23年度入試情報 ❷
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入試情報

KITASATO TOPICS

27位

ハーバード大学留学や「大学ランキング」調査結果など、様々な話題をご紹介します。

「大学ランキング」大学院進学率でランクイン 

英国・キングストン大学 短期留学プログラム

東北大［理］
東京工業大［理学院］
東京大［理］
大阪大［理］
京都大［理］
九州大［理］
北海道大［理］
名古屋大［理］
お茶の水女子大［理］
大阪市立大［理］

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

埼玉大［理］
兵庫県立大［理］
広島大［理］
岡山大［理］
神戸大［理］
千葉大［理］
熊本大［理］
新潟大［理］
奈良女子大［理］
甲南大［フロンティアサイエンス］

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

東京理科大［理］
茨城大［理］
信州大［理］
鹿児島大［理］
富山大［理］
静岡大［理］
北里大［理］
山口大［理］
山形大［理］
琉球大［理］

※朝日新聞出版に無断で転載する
    ことを禁じる

※私立大学の順位は大学独自集計
※「22-1177」

ハーバード大学・学術国際交流プログラム

北里大学理学部では、将来国際社会で活躍できる研究者の育
成を目指し、ハーバード大学との国際交流プログラムを実施し
ています。このプログラムは 2009 年度から実施しており、隔
年で派遣・招聘を行い、ハーバード大学の研究者との交流を深
めています。ハーバード大学医学部は、臨床のみならず医学研
究水準も世界のトップクラスであり、世界中から研究者や学生が
集まっています。

その代表的研究者であるデービッド・クイアトコウスキー教授は、
基礎医学の研究でも世界的に有名です。2019 年度は、7 月 14
日から 7 月 20 日までの 7 日間、ハーバード大学から 4 名の学
生を本学部に招聘し、研究者とのミーティングや病院施設の見
学などを行いました。国際的な視野をもった研究者への成長が
期待されています。 

このプログラムでは、語学力はもちろん、研究者
として必要な科学英語に係る技術や経験を身に
つけることを目的に、毎年 2 月下旬から 3 週間、
イギリス・キングストン大学で北里大学理学部オ
リジナルの短期留学を実施しています。

英語によるノートテイク方法のレクチャーはじめ、
語学講義、Science 関連の施設見学や理学系開
講科目も聴講することができます。

全国の大学のデータを掲載している朝日新聞出版
発行「大学ランキング 2023年版」の自然科学系・
理学部の大学院進学率ランキングで、北里大学
理学部は27位にランクされました。

私立大学では第3位。※ 

大学ランキング
2023年版

（朝日新聞出版）
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■
■
■
■
■

■

〒252-0373　神奈川県相模原市南区北里1-15-1
http://www.kitasato-u.ac.jp/sci/

理学部ホームページもご覧ください

運行区間

運行時間

＜理学部事務室 入試係＞

042-778-9172TEL 042-778-9953FAX rigaku@gaku.kitasato-u.ac.jpE-mail

アクセスMAP

新宿

立川
京王八王子

八王子

吉祥寺

明大前調布橋本

渋谷

武蔵小杉
溝の口

登戸

川崎横浜

新横浜

中央林間
海老名

相模大野

北里
大学

相模原

長津田

町田

茅ヶ崎

藤沢

品川

山手線

中央線

京王線

南武線

東急東横線

東急
田園都市線

横浜線
東海道線

相模線

小田急線

至高尾

至小田原

相模女子大学

相模原駅

16

北里大学

イオン

オルガノ

宇宙科学
研究所

市立博物館

相模原市役所

桜美林大学

横山公園

鹿沼公園

矢部駅

麻溝台
高校

女子美術大学

相模原公園

相模原緑地相模原
ゴルフクラブ

淵野辺公園

古淵駅

上溝駅

番田駅

原当麻駅

淵野辺駅

相模大野駅

JR横浜線

JR相模線

周辺MAP

相模原キャンパスへのアクセス

小田急線「相模大野」駅経由ルート

JR 横浜線「相模原」駅経由ルート

スクールバス運行中

相模原駅からバス（②乗り場）

相模大野駅 北口からバス（①乗り場）
新宿から…小田急線快速急行（約 35 分）急行（約 40 分）
小田原から…小田急線急行（約 50 分）
川崎から…JR 南武線 快速（約 30 分）で登戸乗換→小田急線 急行（約 20 分）
横浜から…JR 横浜線（約 35 分）で町田乗換→小田急線（約 5 分）
横浜から…相鉄線 特急（約 20 分）で大和乗換→小田急線 急行（約 10 分）
藤沢から…小田急線快速急行（約 20 分） 急行（約 25 分）

八王子から…JR 横浜線（約 15 分）

※毎日運行（土日祝祭日、春・夏・冬期休暇は除く） ※利用は在学生のみとなります（学生証の提示が必要）

北里大学 理学部 検索

小田急線「相模大野」駅　　　    北里大学

相模大野駅　　　    北里大学（7：45 〜 12：15）
北里大学　　　    相模大野駅（12：30 〜 20：00）

北里大学病院・北里大学行または
北里大学病院・北里大学経由相模原駅南口行

（バス所要時間：約 20 分〜 30 分北里大学病院・北里大学 下車）

相模大野駅北口行または小田急相模原駅行、相武台前駅行
（バス所要時間：約 20 分〜 30 分北里大学病院・北里大学 下車）

北里大学理学部 Twitter 始めました
北里大学理学部の入試情報、 物理学科・化学科・
生物科学科の最新情報、イベント情報発信中♪ 検索@Kitasato_Sci

イトー
ヨーカドー


