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［表紙説明］

左：NIH3T3細胞を蛍光免疫染色し、共焦点顕微鏡で撮影したもの
（赤：微小管、緑：安定化微小管、青：核）。
運動方向先端で微小管が安定化していることが分かる。
右：NIH3T3細胞に微小管と微小管結合分子EB1の可視化プローブを発現し、
共焦点顕微鏡で撮影したもの（赤：微小管、緑：EB1）。
EB1が微小管の先端に局在する様子が観察される。【分子】

東京大学薬学部
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　1869（明治２）年、明治新政府はドイツ医
学の採用を決定し、ドイツ北部連邦公使に２名
の医学教師の派遣を要請した。1871（明治４）
年８月、ミュルレル（陸軍上等軍医正・外科）
とホフマン（海軍軍医正・内科）が来日し、下
谷和泉橋の東校（東京大学医学部の前身）に
着任した。
　ミュルレルは1824年ドイツのマインツ生まれ。ボン大学とベ
ルリン大学で医学を学び、プロシア陸軍軍医学校教官、普仏戦争
では野戦病院長を務めた。文部卿（大臣）直属のミュルレルとホ
フマンはわが国の医学教育に全権をもち、過酷なまでに峻厳な
改革を行った。約300名の東校の在学生は59名を残して退学と
し、新たに予科３年（翌年２年に変更）、本科５年の課程を定めた。
　また「薬学」は医学と密接に連携する自然科学の独立分科で
あるとし、製薬学校設立を提案した。これにより1873（明治６）
年第一大学区医学校に製薬学科（東京大学薬学部の前身）が設
置された。ミュルレルは３年間の契約終了後、1875（明治８）年
に帰国、1893年にベルリンで没した。三回忌にあたる1895（明
治28）年10月、日本の医学・薬学の恩人として、胸像（制作　藤
田文蔵）を設置した。胸像は戦後盗難にあったが、1975（昭和
50）年に復元された。

　1853（嘉永６）年尾張犬山で生まれた博
士は、1870（明治３）年犬山藩の貢進生に
選ばれ大学南校（東京大学の前身）に入学
した。1873（明治６）年９月学則の改正によ
り、第一大学区医学校製薬学科（東京大学
薬学部の前身）に転学し、1878（明治11）年
３月同学科の一期生として卒業、医学部第
一回学位授与式では卒業生を代表して答辞
を朗読した。
　博士は1886（明治19）年、かつて３年間留学したドイツのスト
ラスブルク大学より　Doktor der Philosophie、1899（明治
32）年にはわが国の薬学博士第１号を授与された。
　博士は1881（明治14）年医学部助教授、1887（明治20）年医
科大学薬学科教授、1893（明治26）年薬学第一講座（生薬学）
教授として、教育・研究に尽力されると同時に、東京薬学会（現
日本薬学会）の創立や、私財を投じた薬草園（是好薬園）の開設
等を通し、後輩の育成にあたった。
　博士は、在職中の1912（明治45）年２月急逝。先生を偲ぶた
めに1913（大正２）年薬学科教室玄関脇に銅像（制作　武石弘
三郎）を設置した。

レオポルド・ミュルレル 下山　順一郎

Dr. Leopold Müller
（1824 -1893） しもやま じゅんいちろう

（1853-1912）

本郷キャンパス

薬学部章 

薬学部の色 

1958（昭和33）年、薬学部が独立したとき決められた薬学部章。
ギリシャ文字で「くすり」をあらわすφαρμακοの頭文字の大文字「　」である。当時はバッ
ジなどに利用された。なお、独立以前のバッジは「医学部薬学科」のため『Ｍ』だった。

薬学部第90回教授総会（昭和38年11月13日（水））協議事項「４．薬学部の表示カラーにつ
いて」の資料より作成。［同議事録６ページ］
４．薬学部の表示カラーについて
　このことについて、伊藤学部長より先般の運動会（当日の運動会では一応濃紺を使用した）
において薬学部のカラーの表示が確定してなかつたので、学生部より決定してほしい旨依頼が
あつたので諮られ、一同検討の結果臙脂色に決定した。

臙脂色

1988（昭和63）年、薬学部創立30周年を記念し、公募して選ばれた新しい薬学部章。
薬学部章の「　」を東京大学のシンボル、銀杏の葉で表す。葉の軸の部分は「∞」をかたどり、
無限の可能性『薬学部は永遠なり』を意味している。意匠は廣部教授（代謝）。

2008（平成20）年、創立50周年を記念して作成した薬学部章。
薬学を意味するギリシャ文字のファイ「　」を、東大のシンボルマークである「銀杏の葉（旧デ
ザイン）」と永遠の発展を込めた無限大「∞」の文字とで表わす。
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Message from the Dean
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東京大学
薬学系研究科長・薬学部長

新井 洋由

研究科長・学部長挨拶

　本研究科は、明治６年（1873年）に第一大学区医学

校に予科２年本科３年の製薬学科の開校を発端とする

大変歴史のある学科・研究科であります。設立以来、

日本をリードする研究者、教育者を育成するとともに、

産業界、医療機関、そして行政の分野におきましても大

変優秀な人材を輩出してきました。

　医薬品開発には、基礎研究、非臨床試験、臨床試験

（治験）、さらに最近では、市場に薬が出た後の育薬と

いうプロセスがあります。近年、「医薬品開発」という言

葉に代わり「創薬」という言葉をよく見聞きするようにな

りました。この言葉は1990年頃創出された比較的新し

い造語でありますが、「医薬品開発」に比べまして「創

薬」という言葉には「サイエンス」の意味合いを強く感じ

ます。それを反映するように、現在の医薬品開発では、

従来の低分子医薬品に加えて、抗体医薬、核酸医薬、

さらには再生医療といった、最新の科学的知見に基づ

く全く新しい医薬品が開発されつつあります。また、世

界的レベルの製薬企業であっても、新しい創薬標的を

見つけ出すのが難しくなってきており、大学の研究室に

創薬シーズを求める機会が多いに増えてきております。

　「根本的な科学の発見無しに革新的な医薬品は創

出できない」という言葉があります。本研究科では、世

界最高水準の基礎研究を遂行し、新しい分子機能・生

命現象の発見、新しい反応・合成技術の発明、新しい

分析技術の開発、等を通して、創薬の基礎研究領域に

新しいシーズの創出を目指しております。さらに、医療

現場での指導的薬剤師養成、承認・審査とその方法論

の開発（いわゆるレギュラトリーサイエンス）、副作用情

報・ドラッグリポジショニングなどの育薬、といった基

礎研究以降の創薬プロセスの分野におきましても、薬

剤師資格を取得する薬学科を中心に、寄付講座等の

設立を適宜諮り、先導的な貢献を目指しております。

　学問の発展のキーワードの一つに学際という言葉が

ありますが、本研究科は、有機化学、生物化学、物理化

学等の基礎研究分野から薬剤学、レギュラトリーサイ

エンス等の応用科学が風通しよく切磋琢磨している組

織であります。本研究科の研究活動が極めて高い水準

にあることは、国際学術誌への公表論文の質と量、科

学研究費補助金等の競争的研究資金の獲得額、さら

に構成員の学術賞・学会賞等の受賞からも明らかであ

ります。また、近年東大教養学部からの進学部選択に

おいて極めて希望者が多い人気学部であり、進学振分

点数上最も優秀な東大生が本学部に集まっておりま

す。研究の醍醐味は「予想外の実験結果に心がときめ

く」事だと思います。学部生、大学院生、そして若い研

究者達にそのような経験を味わい、将来日本の科学・

技術をリードする人材に育ってもらいたいと思います。一

方、産業界、行政の分野に優秀な人材を輩出するに

は、まず意見を聞きそして話し合う事が肝要であると考

えております。こうした活動を通して、お互いの理解を深

め今後の建設的な方策が見えてくるものと確信しており

ます。

　今後、現在の恵まれた状況やこれまでの栄光に甘ん

じることなく、基礎研究にさらに貢献すると共に、産業

界、行政等とのパイプを拡大し、日本の科学、産業、行

政に貢献していく所存でございます。
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薬学部・大学院薬学系研究科へようこそ

皆さんは“薬学部”、“大学院薬学系研究科”にどのようなイメージを持っているでしょうか。一般には「薬学部＝薬剤師
を養成する学部」というイメージが強いと思いますが、伝統的に日本の薬学部は創薬科学研究を行い、薬の専門家を
輩出してきており、その中でも東京大学薬学部は創薬科学研究の中心的な役割を果たしてきました。世界的に見ても
創薬科学研究に特化した学部はなく、世界の創薬科学研究をリードしています。本冊子は東京大学薬学部・大学院薬
学系研究科における教育・研究を紹介しております。

　薬を創
つく

るためには、生命のしくみを知り、病気になる原因
を明らかにしなければなりません。しかし残念ながら、分子レ
ベルから病態まですべての面において我々の知識は不十分
であり、解明していかなければならないことがたくさんありま
す。生化学、分子生物学、生理化学、発生学、遺伝学、免疫
学などの観点から生命現象を解明する必要があります。ま
た、薬を合成するためには合成化学や反応化学が不可欠で
す。漢方薬を理解し、それを超えるものを創り出すためには
天然物化学が必要ですし、薬の性状や生体との相互作用を
分子レベルで解明するには分析化学や物理化学が必須で
す。薬を体の目的部位に到達させるためには、体内動態を解
明し、製剤設計が必要になりますし、薬の生体作用を明らか
にするために薬理学や毒性学が欠かせません。このように、
基礎的な学問から応用的な学問まで、幅広い研究を集約す
る必要があります。また、従来の学問体系では分類できないよ
うな境界領域の研究も増えています。つまり、薬の創製はまさ
にこれら最先端科学の集大成といえます。
　東京大学薬学部・大学院薬学系研究科は「医薬品
（薬）」という難易度が高く、かつ高い完成度の要求される
「物質科学」と「人間の健康」という「生命活動の科学」の
融合を探求する場としての役割を果たしてきました。つまり、
薬が創られるまでの基礎研究に重点を置き、その専門家を養
成するための教育に力を入れてきました。薬学部は講義も実
習もカリキュラムは盛り沢山ですが、薬の専門家を養成する
ために必要なのです。さらには、医薬品に関わる経済問題、
薬剤師や国民に対する適切な情報提供、薬学と経営学の視
点をもったバイオベンチャーの人材育成にも力を入れています。
こうした教育・研究を通じて実力を養った卒業生は、大学や研
究所、製薬企業、医療行政などの分野で活躍しています。

　このように、創薬に必要なほとんど全ての領域の研究をカ
バーし、それぞれが先端的な研究を行ってきましたが、創薬
科学に新しい方法論を確立し、また世界的な創薬競争の激
化の渦中において、これまでの学問の枠組みに囚われない新
しい境界分野の研究領域を創成し、新しい発見を速やかに
創薬探索に応用していくことを薬学系研究科が中心になって
提案しました。21世紀COEプロジェクト・生命科学分野の研
究課題「戦略的基礎創薬科学」や、その後他研究科と共同
で進められたグローバルＣＯＥプロジェクトでは、これまでの
研究資源を結集して有機的な連係・学部内共同研究が推進
される場として活かされています。また、これらのプロジェクト
への大学院生や博士研究員の参加を通じて若手創薬研究者
を養成しています。各研究の詳細については、ホームページ
（http://www.f.u-tokyo.ac.jp）を参照して下さい。
　薬学部は学部としては一番小さいですが、発表学術論文
数、輩出している人材、教育体制など内容は傑出しています。
大学院進学率は80%以上の高率であり、卒業後は大学、国
公立研究所、企業、医療の現場など、国内は言うまでもなく
外国においてもオピニオンリーダーとして活躍しています。小
さな学部ならではの長所も沢山あります。家庭的な雰囲気が
あり、学部としての結束力も強く、いろいろな問題について
「皆で考え、皆で話し合う」体制が整っています。教室間の
共同研究も数多く行われています。また、世界各国からの留
学生を受け入れており、海外との研究交流も盛んに行われて
います。三年生は講義も実習も全員が一緒に行うので、同級
生としての繋がりが非常に深まります。先輩、後輩それに教員
と親しくなる機会も多く非常に家族的な雰囲気といえます。ス
ポーツも盛んです。春には検見川で運動会、秋には戸田で
ボート大会、それ以外にも教室対抗のサッカー、野球、バ
レーボール、バスケットボールなど親睦を深めるのに大いに
役立っています。
　薬剤師国家試験の受験資格が薬学部薬学科卒業生だけ
に与えられており、高度な医療を支える一員としての優秀な薬
剤師の役割に期待が高まっています。東京大学薬学部にお
いても少数ではありますがこのような人材の養成にも力を入れ
ています。
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薬学部・大学院薬学系研究科小史
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第一大学区医学校製薬学科（予科２年・本科３年）　第１回生20 名

（神田和泉町の元大名屋敷・全寮制）

東京医学校製薬学科

本郷旧加賀藩邸に新築移転

東京大学医学部製薬学科

東京大学医学部第１回卒業証書授与式　９名

東京大学医学部第１回学位授与式　１回卒９名　２回卒10 名　（製薬士）

帝国大学医科大学薬学科（修業年限３年）

薬学科としての第１回卒業式　５名（薬学士）

東京帝国大学医科大学薬学科

薬学博士学位授与　４名（下山順一郎、丹波敬三、田原良純、長井長義）

論文審査　薬学博士学位授与　１名（永井一雄）

東京帝国大学医学部薬学科

薬友会設立

母学振興期成会設置

財団法人　薬学振興会設立

東京大学医学部薬学科

（新制）東京大学医学部薬学科（修業年限　前期２年・後期２年）

教養学部より第１回生が進学

初めての女子学生３名が進学

（新制）東京大学大学院化学系研究科薬学専門課程修士課程設置

（新制）東京大学大学院化学系研究科薬学専門課程博士課程設置

東京大学薬学部薬学科（医学部より独立）

製薬化学科を新設

東京大学大学院薬学系研究科（薬学専門課程、製薬化学専門課程）

附属薬害研究施設を設置

附属薬用植物園を設置

附属薬害研究施設を廃止・転換し、生命薬学専門課程を設置

大学院の「専門課程」を『専攻』に改称

製薬化学科を薬学科に統合

学位の名称変更　　薬学士→学士（薬学）

　　　　　　　　　薬学修士→修士（薬学）　薬学博士→博士（薬学）

課程の名称変更　　修士課程→修士課程（博士前期課程）

　　　　　　　　　第一種博士課程→博士後期課程

大学院重点化（分子薬学専攻、機能薬学専攻、生命薬学専攻）

修士課程に「医療薬学コース」を設置

薬科学科（４年制）、薬学科（６年制）を設置　（2006年入学者より適用）

統合薬学専攻を設置

修士課程　従来の４専攻を廃止し、薬科学専攻を設置

博士後期課程　従来の４専攻を廃止し、薬科学専攻を設置

薬学博士課程（修業年限４年）薬学専攻を設置

1873（明治6） 9. 1▶

1874（明治7） 5. 7▶

1876（明治9） 11. ▶

1877（明治10） 4. 12▶

1878（明治11） 3. 29▶

1879（明治12） 10. 18▶

1886（明治19） 3. 2▶

1890（明治23） 7. 10▶

1897（明治30） 6. 18▶

1899（明治32） 3. 27▶

1902（明治35） 1. ▶

1919（大正8） 4. 1▶

1923（大正12） 春  ▶

1924（大正13） 4. 19▶

1925（大正14） 5. 25▶

1947（昭和22） 10. 1▶

1949（昭和24） 4. 1▶

1951（昭和26） 4. 1▶

1952（昭和27） 4. 1▶

1953（昭和28） 4. 1▶

1955（昭和30） 4. 1▶

1958（昭和33） 4. 1▶

1960（昭和35） 4. 1▶

1965（昭和40） 4. 1▶

1966（昭和41） 4. 1▶

1973（昭和48） 4. 12▶

1976（昭和51） 3. 31▶

1987（昭和62） 4. 1▶

1991（平成3） 4. 1▶

 7. 1▶

1996（平成8） 4. 1▶

1997（平成9） 4. 1▶

2000（平成12） 4. 1▶

2006（平成18） 4. 1▶

2008（平成20） 4. 1▶

2010（平成22） 4. 1▶

2012（平成24） 4. 1▶

第一大学区医学校

東京医学校

東京大学 

帝国大学

東京帝国大学

東京大学
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東京大学の薬学教育
　学校教育法が改正され、平成18年度より６年間を修業年限とする薬学部がスタートし、この課程を修めて卒
業した者に薬剤師国家試験受験資格が与えられることになりました。しかし、日本で独自に発展し、優れた薬の
専門家を輩出してきた４年制の薬学部の役割に配慮し、12年間の時限措置として、平成29年度までに東京大学
に入学した４年制の薬学部の卒業生でも、大学院修士課程を修了後に６年制課程と同等の医療薬学系の学科目
および実務実習を履修すれば、薬剤師国家試験の受験資格が与えられることとなりました（いわゆる４＋２＋α制）。
　東京大学薬学部においては、６年制の薬学科と４年制の薬科学科を併設し、従来の創薬基礎研究者養成だけ
でなく、一部ですが高度な薬剤師の教育も行います。そして、平成24年度に設置した大学院博士後期課程薬科
学専攻に、薬剤師国家試験受験資格を得るための薬学科履修プログラムを設けています。

進学選択　第一段階 理二／理一・三／全科類
第二段階　理科

薬学部

教養学部

薬科学科

修士課程
薬科学専攻

薬学科

薬学博士課程
薬学専攻

Pharmacist

薬学科履修
プログラム

4

3

2

1

5

7

8

9

10

6

薬
学
博
士
課
程

大
学
院
薬
学
系
研
究
科

博
士
後
期
課
程

修
士
課
程

薬
学
部

教
養
学
部

大
学
院
薬
学
系
研
究
科

薬
　
　学
　
　部

教
養
学
部

博士後期課程
薬科学専攻

薬
　
　学
　
　部

教
養
学
部

薬
　
　学
　
　部

教
養
学
部

薬
　
　学
　
　部

教
養
学
部

薬学部の教育研究上の目的【薬学部規則第１条の２】
　薬学は、医薬の創製からその適正使用までを目標とし、生命に関わる物質及びその生体との相互作用を対象と
する学問体系である。本学部は創薬科学及び基礎生命科学の発展に寄与する研究者、医療行政に貢献する人材、
高度医療を担う薬剤師の養成を教育研究の目的とする。

学科の教育研究上の目的【薬学部規則内規１】
⑴  薬科学科は、薬学がカバーすべき広範な基礎科学の教育に重点を置き、高い能力をもった研究者、医療行政
に貢献する人材を輩出する教育・研究を行う。

⑵  薬学科は、薬学がカバーすべき広範な基礎科学の教育に加え、病院や薬局での実務教育を通じて高度で実践
的な医療薬学の知識と技術を身に付けた薬剤師資格を有する医療従事者、研究者を輩出する教育・研究を行う。

薬 学 部 　 Faculty of Pharmaceutical Sciences
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薬科学科 ４年制

　６年制課程で薬剤師教育を主眼とする薬学部の学科の名称が薬学科となったため、従来の4年制学科は「薬科
学科」に名称変更しました。卒業後は2年間の修士課程および3年間の博士課程に進学できます。定員は全体の
9割ですが、教養学部からの進学段階では薬学科と薬科学科に分けることはせず、薬学部・大学院薬学系研究科
における研究内容等を十分に理解した4年生の段階で薬科学科と薬学科を選択することになります。授業科目等
は従来の薬学部とほとんど変わりませんが、６年制の薬学科設置に伴い、研究者を目指す場合でも医療の現場に
触れることができるような仕組みも作っています。
　12年間の時限措置として薬科学科の卒業生でも、大学院を修了し、必要な学科目と実務実習を履修すれば、
薬剤師国家試験の受験資格が与えられることになっています。4年生までにほとんどの学科目を履修することは可
能ですが、実務実習は修士課程修了後に行うことになります。

薬学科 ６年制

　平成18年度以降の入学者に対して新たに設置された修業年限6年の薬学教育課程です。医療の高度化に伴い、
国民医療の担い手として、質の高い薬剤師を養成することが目的です。従来の学科目の他に、６ヶ月間の病院お
よび薬局における実務実習が課せられています。定員は全体の１割です。定員が少ない理由は、日本全体でみる
と大幅な薬剤師供給過剰であり就職先の確保が難しいこと、平成12年度より修士課程で実施していた医療薬学
コースの実績が年間8名前後であること、などです。東京大学は今までは薬剤師教育にあまり力を注いできませ
んでしたが、少数ですが質の高い薬剤師教育を行い、この分野のリーダーとなりうる人材を輩出することを目指
します。ただし、単なる職業訓練所となることは断固として排除します。日本全体としては６年制薬学部の定員
が大過剰となってしまいますが、東京大学薬学部では混乱を回避すべく、東京大学医学部附属病院や地域の薬
局と連携して、円滑な実務実習の実現を目指しています。また、平成18年度入学者が卒業する時期に合わせて、
４年制の薬学博士課程を平成24年度に設置しました。

　薬学部における教育の中心は、薬学者としての幅広い知識と考え方を身に付けるために、また、薬学の中のど
の領域の専門家に将来なってゆくべきかを見極めるための講義と実習です。学部学生として受講する講義は薬学
のエッセンスとも言えるものです。また、薬学実習は、薬学部における研究の多様さを反映して、多岐にわたっ
ています。有機化学的なディシプリンを学び、物理化学的なアプローチの仕方を身に付け、生物現象を分子レベ
ルで捉え、生体機能を解析する方法を学ぶことができるように、全体が効率的にデザインされています。四年生
になると、各教室のいずれかに希望によって配属となり、研究に参加することを通して、薬学の最先端に触れる
機会を得ることになります。

■ 学部科目

学部のカリキュラム

２年生：Ａ１ターム
授　業　科　目 単位 授　業　概　要

機能形態学 1 薬物療法や病態を理解するための基礎知識として、各臓器の構造と機能（解剖学・生理学）を学びます。 4 6

薬事法・特許法 1 薬事関連法規及び特許法の基本について学びます。 4 6

薬理学Ⅰ 1 薬理学の基礎を学び、自律神経系や循環系に作用する薬物の作用を理解します。 4 6

分子生物学 1 生命科学を理解するために必要な分子生物学の基礎を学びます。 4 6

4 ＝薬科学科の必修　　 4 ＝薬科学科の選択　　 6 ＝薬学科の必修　　 6 ＝薬学科の選択
＊＝指定なし（履修できるが修得単位は卒業要件の単位とはならない）
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２年生：Ａ２ターム
授　業　科　目 単位 授　業　概　要

製剤設計学 1 医薬品のドラッグデリバリーシステムの他、医薬品の剤形について、設計製造法、有用性評価法について
学びます。 4 6

微生物学・化学療法学 1 大腸菌などの微生物を材料とした生化学・遺伝学の基本的方法論について整理します。さらに、抗生物
質の作用機構についても学びます。 4 6

物理化学Ⅲ 1 蛋白質構造の階層性、様 な々分子間相互作用、酵素の構造や酵素反応論について学びます。 ④⑥

医薬品・医療ビジネス 1 企業や研究機関の経営とは何か、経営戦略論の基本を学び、医療・医薬産業の構造と特徴を解説しま
す。 4 6

病理学 1 細胞と組織の病理変化、臨床疾患の分類や、その病態、治療について解説します。 ④⑥

構造分子薬学 1 核磁気共鳴法やＸ線結晶構造解析法による、生体高分子の構造解析の基礎と実例を説明します。 4 ＊

機能生物学 1 生命科学を理解するために必要な細胞高次機能の基礎を学びます。 ④⑥

有機化学Ⅲ 1 置換反応、ラジカル反応、酸化還元反応、付加反応などの化学反応論と化学反応を理解するために重要
な有機電子論について学びます。 ④⑥

医薬品評価科学 1 医薬品開発と薬効評価の方法、国内外の開発環境やガイドラインについて、具体例に基づいて解説しま
す。 4 6

医療薬学 1 医療における薬学の理解を目標とし、医療制度、医薬品開発と有効性や安全性、疾患と治療薬、医療と
薬剤師、調剤・製剤の基礎、服薬指導と薬歴管理、臨床薬物動態学などについて概説する。 ④⑥

有機化学Ⅳ 1 カルボニル化合物の典型的な反応性について学びます。 ④⑥

公衆衛生学 1 健康の概念、疫学、薬剤疫学、薬剤経済学の基本について学びます。 4 6

発生遺伝学 1 発生遺伝学の概説とモデル動物を用いた創薬科学への応用を講義します。 4 6

分析化学Ⅱ 1 化学物質の定性分析、機器を用いる分析法、分離分析法、臨床現場で用いる分析技術について学びます。 ④⑥

創薬科学 1 製薬企業で成功した研究者を中心に、創薬の実際と将来像を語ってもらいます。 ④ ＊

薬物動態制御学 1
医薬品開発ならびに医薬品の適正使用を実現するために、医薬品の体内動態特性を定量的に理解する
ための理論体系である薬物速度論を説明するとともに、体内動態の個人間変動を生じる要因について解
説します。

4 6

生物統計学 1 医薬品の評価に使われる統計学的な方法と実験法に関する講義と演習です。 4 6

免疫学 1 免疫系の成り立ちと感染やアレルギーにおける免疫応答を、組織、細胞、分子のダイナミックな動きを通
して理解します。 4 6

有機化学Ⅰ 1 立体化学、構造化学、酸化と還元などの有機化学の基礎を学びます。 4 6

物理化学Ⅰ 1 量子化学と分光法を理解することにより、物理化学的概念の修得を目指します。 4 6

放射化学 1 医学・薬学の諸分野で不可欠なアイソトープと放射線の基礎と応用、生物影響等について講義します。 4 6

物理化学Ⅱ 1 重要な熱力学的概念の理解と、薬学で重要な系の物理化学的考え方と手法について講義します。 4 6

分析化学Ⅰ 1 分析の基礎、溶液中の化学平衡、化学物質の定性・定量分析、機器を用いる分析法について学びます。 4 6

細胞生物学 1 生命科学を理解するために必要な細胞生物学の基礎を学びます。 4 6

薬学概論 1 薬学という学問のアウトライン、歴史、将来像を分かりやすく説明し、産業、医療など、社会との関わりを
考えます。また、最新の薬学研究の一端を学びます。

4 6

有機化学Ⅱ 1 酸と塩基、求核置換反応、脱離反応など、有機反応の理解のための基本的な概念について学びます。 4 6

３年生：Ｓ１ターム
授　業　科　目 単位 授　業　概　要

薬理学Ⅱ 1 中枢神経系、内分泌系、免疫系に作用する薬物の薬理作用について、身体機能および精神機能の観点
から整理して理解します。 ④⑥

医薬品情報学 1 医薬品情報の標準化や薬物作用の定量化に関する方法論等、医療現場に対して有用な新規医薬品情報
構築法について概説する。 4 6
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３年生：Ｓ２ターム
授　業　科　目 単位 授　業　概　要

有機化学Ⅴ 1 生物活性を有する天然有機化合物の化学と、生合成の基礎を学びます。 ④⑥

生物物理学 1 生体の階層性（分子から個体まで）と各階層について学びます。 4 6

衛生化学 1 環境物質の生体に与える影響について解説します。 4 6

有機化学Ⅵ 1

医薬品の代謝および創薬化学の基礎、炭水化物と合成ポリマーの化学に関する講義です。P-450を中心
に酵素誘導、遺伝多型、代謝反応様式、酵素反応機構などを分子レベルで解説し、医薬品の分子設
計、化合物ライブラリー、リード化合物など創薬研究の基礎、炭水化物や合成ポリマーなどの高分子に
ついても学びます。

④⑥

薬学実習Ⅲ 3 物理化学基礎実験（薬物の体内動態、タンパク質の物理化学的解析法およびタンパク質間相互作用の
構造生物学的解析、Ｘ線解析法による分子構造の解析と立体構造の理解）。 ④⑥

３年生：Ａ１ターム
授　業　科　目 単位 授　業　概　要

医薬化学Ⅱ 1 生理活性物質・医薬分子の有機化学、分子設計の有機化学を学びます。 ④ 6

医薬品安全性学 1 医薬品の安全性の科学的裏付けを、生体のストレス応答という観点を軸に、分子生物学、細胞生物学、
病態生理学ならびに社会学的な視点から解説します。 4 6

医薬化学Ⅰ 1 医薬合成を目標とする高いレベルの合成化学、遷移金属化学、複素環、天然物合成化学などの講義です。 ④ 6

分子生理化学 1 ホルモンなど細胞外シグナル分子の受容と情報伝達について、最新の知見を解説します。 4 6

薬学特別講義（前半） 1 生命・医療倫理学を通じて薬学のあり方について学ぶ。 4 6

薬学実習Ⅳ 5
（1）生理化学実験　血糖値の調節（代謝生理学実験）　培養細胞の増殖応答（アイソトープ実験）　
（2）分子生物学実験　培養細胞を用いた分子生物学の基礎実験　（3）遺伝学実験　モデル動物を用
いた分子遺伝学の基礎実験　（4）微生物実験　微生物基礎実験、抗生物質、遺伝子操作の基礎実験

④⑥

薬学実務実習Ⅰ 1
薬物代謝酵素の遺伝子多型判定を通して、今後の医療を考える上での遺伝子多型の意義やその解釈の
仕方、さらにはヒトゲノム・遺伝子を対象とした研究を行う上での正しいプロセス、倫理指針の遵守の重
要性を学ぶ。

④⑥

３年生：Ａ２ターム
授　業　科　目 単位 授　業　概　要

医薬化学Ⅲ 1 医薬品開発に必須の有機化学の講義で、有機反応化学、生体関連反応及び生理活性物質の化学の基
礎を解説します。また光機能性分子を中心に、ケミカ ルバイオロジー研究を基礎から解説します。 ④ ＊

がん細胞生物学 1 癌の発生から進行に関する生物学及び癌の臨床と治療法、とくに薬物療法に関する講義です。 4 6

天然物化学 1 局方収載生薬を中心とする天然由来薬物の起源、成分、評価、応用及び植物バイオテクノロジーについ
て学びます。 4 6

疾患代謝学 1 代謝一般と、その破綻により引き起こされる様 な々疾患について解説します。 4 6

薬学実習Ⅴ 3 全身動物、摘出器官を用いた基礎薬理学実験。病理標本の観察、組織化学、細胞内シグナル伝達機構
の解析、出芽酵母を用いた遺伝子実験。 ④⑥

薬学特別講義（後半） 1 薬害被害者の声を通じて薬学のあり方について学ぶ。 4 6

臨床薬理学 1
疾患の病態生理から薬物動態、臨床薬理、臨床試験まで、薬物治療の基本と臨床開発について臨床的
側面から学びます。また、癌の診断、治療、臨床治験の実際を、臨床病理、内科、外科、放射線科等の専
門家から学び、病気としての癌の理解を目指します。

＊ 6

インタラクティブ
有機化学 1 演習やグループディスカッション形式を交えながら、有機化学の基礎を概観、復習します。 4 6

薬学実習Ⅰ 5 有機化学の基本的実験操作の習得、基礎的単位反応と応用的合成反応の習得。 4 6

薬学実習Ⅱ 3 生物有機化学基礎実験（天然有機化合物の抽出、単離、同定及び生合成；吸光法及び蛍光法の基礎と応
用、高速液体クロマトグラフィーの基礎と実際；薬物代謝反応実験、酵素反応速度解析；薬用植物園見学）。

4 6



10

薬学系研究科の教育研究上の目的【薬学系研究科規則第１条の２】
　薬学は、医薬の創製からその適正使用までを目標とし、生命に関わる物質、及び、その生体との相互作用を対
象とする学問体系である。本研究科は薬学の全ての分野において、最高水準の研究活動を行い、これに裏付けら
れた教育活動により、創薬科学および基礎生命科学の発展に寄与する研究者、医療行政に貢献する人材、高度
医療を担う薬剤師の養成を教育・研究の目的とする。

専攻の教育研究上の目的
薬科学専攻
　有機化学、物理化学、生物化学を機軸に最高水準の教育・研究活動を行い、化学系薬学、物理系薬学、生物
系薬学など薬学がカバーすべき広範な分野をリードする優れた創薬科学研究者、基礎生命科学研究者を養成す
ることを目的とする。
薬学専攻
　医療薬学、社会薬学、創薬学を機軸に最高水準の教育・研究活動を行い、医療系薬学、社会系薬学、創薬系
薬学などの分野で実践的な研究能力を有する優れた先導的薬剤師、医療行政従事者、創薬開発・研究従事者を
養成することを目的とする。

　平成18年度大学入学者より、薬学教育は大きく変わりました。それに伴い、東京大学薬学部は、創薬基礎研
究者養成の４年制の薬科学科と、薬剤師国家試験の受験資格を得られる６年制の薬学科の２学科を新たに設置
しました。そして、学年進行により、新しい大学院を設置しました。
　平成22年４月に、４年制の薬科学科卒業者を対象とした修士課程薬科学専攻を設置しました。従来本研究科
では４つの専攻がありましたが、それらを統合し、専攻は一つになりました。
　平成24年４月には、修士課程薬科学専攻修了者を対象とした博士後期課程薬科学専攻（修業年限３年）と６
年制薬学科卒業者を対象とする薬学博士課程薬学専攻（修業年限４年）を設置しました。また、博士後期課程
薬科学専攻には４年制の薬科学科卒業者が薬剤師国家試験受験資格を得るための薬学科履修プログラムも設け
ました。

大学院薬学系研究科　Graduate School of Pharmaceutical Sciences

４年生：（薬科学科）
授　業　科　目 単位 授　業　概　要

薬学卒業実習 20 薬学部（病院薬剤部を含む）の教室に配属となり、薬学研究の第一線に参加します。 ④

４～６年生：（薬学科）
授　業　科　目 単位 授　業　概　要

薬学実習Ⅵ 20 薬学部の教室に配属となり、薬学研究の第一線に参加すると同時に、病院薬剤部・薬局に行く前の自主
的な研究・学習を行う。 ⑥

薬学実務実習Ⅱ 4 病院実務実習・薬局実務実習に先立って、大学内で調剤および製剤、服薬指導などの薬剤師職務に必
要な基本的知識、技能、態度を修得する。 ⑥

薬学実務実習Ⅲ 10 病院薬剤師の業務と責任を理解し、チーム医療に参画できるようになるために、調剤および製剤、服薬
指導などの薬剤師業務に関する基本的知識、技能、態度を修得する。 ⑥

薬学実務実習Ⅳ 10
薬局の社会的役割と責任を理解し、地域医療に参画できるようになるために、保険調剤、医薬品などの
供給・管理、情報提供、健康診断、医療機関や地域との関わりについての基本的な知識、技能、態度を
修得する。

⑥

薬学卒業実習 20 薬学部（病院薬剤部を含む）の教室に配属となり、薬学研究の第一線に参加します。 ⑥
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薬科学専攻
授　業　科　目 単位 授　業　概　要

薬科学特別研究Ⅰ 20 （修士課程）演習・セミナーや研究室で個別に設定された研究活動等を通じて、専門性に根ざし、薬学的な思考
法、論理的で先端的な方法論や高い分析能力を学ぶ。

薬科学特別研究Ⅱ 20 （博士後期課程）研究室で個別に設定された研究活動等を通じて、深い専門性に根ざし、薬学的な思考法、論
理的で先端的な方法論や高い分析能力を学ぶ。

薬学専攻
授　業　科　目 単位 授　業　概　要

医療薬学実践研究 4 高度化医療などの現場で、社会のニーズに応え得る実践的な方法論と問題意識・主体性を習得する。

社会薬学実践研究 4 医療行政など現場で、社会のニーズに応え得る実践的な方法論と問題意識・主体性を習得する。

創薬学実践研究 4 創薬などの現場で、社会のニーズに応え得る実践的な方法論と問題意識・主体性を習得する。

薬学特別研究 20 演習・セミナーや研究室で個別に設定された研究活動等を通じて、医薬の創製からその適正使用に向けた生命
に関わる物質及びその生体との相互作用を対象とした統合的な方法論を学ぶ。

共通科目
授　業　科　目 単位 授　業　概　要

基礎薬科学特論Ⅰ 2 すべての薬学系研究分野において化学的な基礎となる化学体系の概念を理解します。 ○

基礎薬科学特論Ⅱ 2 生体分子のＸ線結晶構造解析法、NMR による構造解析と、蛍光法、質量分析法による高感度分析、天
然有機化合物の生合成機構、ケミカルバイオロジーによる創薬について学びます。 ○

基礎薬科学特論Ⅲ 2 生物系薬科学分野に含まれる生化学、分子生物学、細胞生物学、分子遺伝学、疾患生物学等の基礎を
学びます。 ○

基礎薬科学特論Ⅳ 2 医療薬学分野の中から、薬物動態学、基礎薬理学、病態学、医薬品情報学、評価科学、医薬経済学お
よびビジネス学などの基礎事項を学びます。 ○

ケミカルバイオロジー
特論 2 ライフサイエンスと関わりをもつ先端的薬学研究を行うために必須な化学体系を学びます。 ○

生体分子解析学特論 2 Ｘ線結晶解析、核磁気共鳴法、１分子蛍光イメージング法や生体分子の高感度分析法などの原理を解
説し、生体分子の構造と機能の解析法と応用例を紹介します。 △

細胞生物学特論 2 細胞生物学的な視点から、生物系薬科学分野における最新の研究動向を紹介します。 △

分子生物学特論 2 生体を遺伝子やタンパク質などの分子機能から理解し、遺伝学や生化学の最新手法を会得しながら、
疾患の病態生理学を含めて分子レベルでの最先端の生物学を学びます。 △

疾患生物学特論 2 感染と免疫を主な対象に、生物学的な視点から、背景となる学問体系と疾患発症に至る機構を概説します。 △

医療薬学特論 2 医療と薬学に関する先端的な研究をオムニバス形式で学びます。 △

社会薬学特論 2 薬学と社会とのかかわりについて、情報、統計、政策、経営、製薬企業など、多様な視点から理解を深め
ます。 △

科学英語特論 2 薬科学に関するトピックスを英語で学ぶ講義で、リスニングとスピーキングの両方が鍛えられます。 ○

医薬品評価科学特論 2 新医薬品の有効性・安全性・リスクベネフィットの評価を行うための実践的な方法論及び規制の仕組み
を学びます。 ○

クリニカルサイエンス
特論 2

疾患の病態生理から薬物動態、臨床薬理、臨床試験まで、薬物治療の基本と臨床開発について臨床的
側面から学びます。また、癌の診断、治療、臨床治験の実際を、臨床病理、内科、外科、放射科等の専門
家から学び、病気としての癌の理解を目指します。

○

○は毎年、△は隔年に開講する。

　大学院における履修の主要な部分は、「特別研究」であり、各教室における研究への参加を通して行われます。
大学院の講義は修士課程・薬学博士課程の学生を対象とするものです。専門性が高く、各々の学問の最先端を
カバーし、国際的に見てもトップレベルのものです。以下にそれらのアウトラインを示します。

大学院のカリキュラム

■ 大学院科目
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分子薬物動態学 Molecular Pharmacokinetics

薬品作用学 Chemical Pharmacology

機能病態学 Neuropathology and Neuroscience

医薬品評価科学 Pharmaceutical Regulatory Science

（協）臨床薬物動態学 Clinical Pharmacokinetics

（寄）ファーマコビジネス･イノベーション Pharmaco-Business Innovation

（寄）育薬学 Drug Lifetime Management

（寄）医薬政策学 Drug Policy and Management

薬化学 Organic and Medicinal Chemistry

有機合成化学 Synthetic Organic Chemistry

天然物化学 Natural Products Chemistry

薬品代謝化学 Chemistry and Biology

（協）薬用植物化学 Medicinal Plant Chemistry

（協）生体化学 Bioorganic Chemistry 

有機反応化学 Synthetic Medicinal Chemistry

基礎有機化学 Advanced Elements Chemistry

生命物理化学 Physical Chemistry

蛋白構造生物学 Protein Structural Biology

生体分析化学 Bioanalytical Chemistry

衛生化学 Health Chemistry

（寄）疾患細胞生物学 Pathological Cell Biology

生理化学 Physiological Chemistry

免疫・微生物学 Immunology and Microbiology

（協）細胞生物化学 Cellular Biochemistry

細胞情報学 Cell Signaling

分子生物学 Molecular Biology

遺伝学 Genetics

蛋白質代謝学 Protein Metabolism
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研究室 Laboratory

（協）は協力講座
（寄）は寄付講座
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組織図 薬学系研究科の教員は薬科学専攻または薬学専攻に配置されているが、すべての教員が
薬科学と薬学の教育・研究を担当している。
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Laboratory

新しい分子構造が生み出す化学や機能を探求し
サイエンスとしての一般性を追求する

Organic and Medicinal Chemistry
薬化学教室

講師
尾谷 優子
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~yakka/

教授　大和田 智彦

1.  特異な構造特性を持つ分子の合成と応用（アミドの化学、水中で安定ならせんペ
プチドの合成，機能性NOドナーの合成）

2.  陽イオン中間体（ジカチオン）の化学：多官能基化された芳香族化合物の合成へ
の応用

3.  特徴ある機能（生物活性等）を持つ有機分子の設計・合成・構造の研究：膜タン
パク質の機能をコントロールするモデル分子のデザインと合成と機能；創薬への
インパクト

4.  精密計算を活用する構造化学・反応機構解析、分子シミュレーションを活用する
分子設計・分子の動的挙動の解析

　薬化学教室の研究目標は、新し
い分子構造に由来する新しい化学
現象の発見と機能ある物質の創製
の融合化学（インテグレーショ
ン）の構築である。特にアミド及
び関連官能基の非平面化を中心と
する有機構造化学を基礎に置いた
有機構造論の展開と機能性物質の
合成を中心課題としている。つま
り分子の構造（形）が、化学反応
性、結合特性、構造特性、生物活
性などの物質の機能にどのような
影響を与えるかの原理を追求する
とともに、その原理を利用して機
能の最適化や新しい機能を化学合
成によって創造することである。
私たちは常に「なぜ」そうなるの
かという疑問を持ち、現象の単な
る羅列を超えた概念の獲得に魅力
を感じている。一方で私たちの３
次元構造の認識力や電子構造に対
する想像力には限界があるため，
理論計算化学を利用した計算実験
にも積極的に取り組み、実験結果
と組み合わせて私たちの新しい化
学概念の獲得に活用している。

研 究 課 題

生体内分子を超越した有機分子を創製して、免疫制御の仕組みの解明に貢献し
つつ創薬につながるモデル分子を提案する

水中でも安定に存在するペプチド結合を持つヘリックス分子を作る
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1.  全合成のための新しい反応・合成法・戦略の開発
2.  生物活性天然物の全合成研究
3.  イオンチャネル形成分子の合成・機能研究
4.  抗菌分子の合成・機能研究
5.  天然物の構造と機能をモチーフとした新機能分子の創出

　当教室での研究基盤分子は、タンパク質などの生体高分子に強力に作用する極性官能基が密集し
た天然物と、生体高分子そのものの機能をもちうる巨大ペプチド系天然物です。タンパク質などの
生体高分子に比べ分子量が圧倒的に
小さい生物活性天然物は、多様な環
状構造や官能基をもつことで、その
機能情報を高密度に集積していま
す。一方、その構造は最適・最小化
されており、部分構造の欠如は、し
ばしば劇的な機能低下につながりま
す。つまり天然物を、医薬や生物機
能制御物質として応用するために
は、その三次元的原子配列を完全に
再現（全合成）する必要がありま
す。しかし、強力な機能を持つ極性
官能基密集型天然物や巨大ペプチド
の全合成には、現在でも一般的な方
法論が存在しません。我々は、この
ような高機能天然物の全合成の高度
一般化のための反応・合成法・戦略
の開発に取り組んでいます。さら
に、自由自在に三次元構造を操れる
有機合成化学を武器に、天然物が持
たない化学的性質を付与した新機能
分子や小型化されたタンパク質の創
出を目指します。

研 究 課 題

生物活性天然物の全合成から展開する科学

Synthetic Medicinal Chemistry
有機反応化学教室

助教
長友 優典
助教
伊藤 寛晃
助教
萩原 浩一
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~inoue/

教授　井上 将行

官能基密集型天然物の全合成

生物活性ペプチド天然物の全合成と機能解析
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Laboratory

触媒開発に基づき、分子、機能、秩序の合成をめざす

Synthetic Organic Chemistry
有機合成化学教室

講師
生長 幸之助
講師
川島 茂裕
助教
清水 洋平
助教
山次 健三
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~kanai/index.html

教授　金井 求

1.  複雑分子の全合成を革新しうる触媒反応開発
2.  触媒開発を基盤とするClean, Robust, Concise 分子合成
3.  触媒開発を基盤とした新エネルギー社会への貢献
4.  触媒反応開発を基盤とした新コンセプトからの創薬

　分子をデザインし合成できる有機合成化学
のcreativityを最大限に発揮して、（1）分子を
つくる、（2）機能をつくる、（3）秩序をつく
る、の３領域の研究を進めていきます。不可
能を可能とするぎりぎりの最先端研究を目指
し、10 ～ 20 年の時間軸を見据えた骨太の研
究をおこないたいと考えています。
1、分子をつくる：触媒反応開発の立場から、
分子合成をクリーンでRobust（＝力強い）か
つ短工程化していきたいと考えています。独
自の合成法を鍵とする、オリジナリティの高
い革新的complex molecule synthesis に取
り組みます。
2、機能をつくる：新触媒反応開発により未知
の可能性を持つ分子群の入手を容易とし、こ
れを用いた新コンセプトからの医薬リードの
創出に取り組みます。また水素や酸素といっ
た入手容易な低分子を、合成素子およびエネ
ルギー素子として有効に活用する触媒開発に
も取り組む予定です。
3、秩序をつくる：触媒反応
開発を基盤として、複雑系か
らの分子秩序の創発、さらに
は分子システムの治療応用を
検討していきます。

研 究 課 題

連続的迅速ポリオール、ポリアミン合成を目指して

呼吸系炭素骨格構築を目指して：触媒的酸化カップリング反応

当研究室の目標：「触媒から生命へ」。
オセルタミビルの触媒的構造変換と新規リード創出
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生合成システムの合理的デザインにより、
新規有用物質生産系を構築する

Natural Products Chemistry
天然物化学教室

准教授
岡田 正弘
助教
淡川 孝義
助教
中村 仁美
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~tennen/head.htm

教授　阿部 郁朗

1.  天然物生合成（遺伝子探索、機構解析、生合成工学、合成生物学）
2.  二次代謝酵素（反応機構解明、構造機能解析、触媒機能改変）
3.  生物活性物質の探索と単離構造決定

　有機化学を基盤とした、生命現象の解明とその人為的な制御に関する研究は、ポストゲノムの時
代にあって、今後ますます飛躍的な発展が期待されます。一方、今後の医薬資源の開発について考
えた場合、多様性に富む化合物群をいかに効率良く生産し、創薬シードとして提供できるか、が鍵
になります。私たちの研究室では、上記研究課題を中心に、今後の医薬資源研究をリードする、ケ
ミカルバイオロジー領域の研究に日
夜挑戦しています。研究手法として
は、基質やプローブの合成、単離構
造決定など、低分子化合物の取り扱
いから、遺伝子操作、酵素タンパク
の結晶化や変異酵素の作成に至るま
で、幅広い知識と技術を習得するこ
とができます。有機化学を基盤とし
ながら、生化学、分子生物学、構造
生物学、物理分析化学、さらには、
醗酵工学や代謝工学に至るまで、多
領域の学問分野の手法を取り入れて
います。

研 究 課 題

天然物生合成の分子レベルでの解明から、新たな物質生産への応用へ

単純な開始物質から多様な複雑骨格天然物が合成される仕組みの解明
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Laboratory

原子・電子レベルで現象を理解し、
分子の自在構築によって物質を科学する

Advanced Elements Chemistry
基礎有機化学教室

講師
宮本 和範
助教
平野 圭一
助教
斉藤 竜男
助教
王 超
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~kisoyuki/

教授　内山 真伸

1.  物質科学・生命科学を支援する高度分子変換法の開発（反応化学・合成化学）
2.  有機化学、無機化学、金属化学の枠を超えた周期表横断型化学（元素化学）
3.  中間体・遷移状態の構造化学と反応機構の解明（物理化学・分光学・理論計算）
4.  合成化学・分光学・計算化学を基盤とした物質創製（物質科学・生命科学）

　基礎有機化学教室では、１）物質の性質・現象を分子・原子・電子といった“化学の言葉”とし
て理解し（観る・知る）、２）原子どうしの結合を自在に操る反応を開発する（創る）、３）機能あ
る物質をつくりだす（産む）ことを目指し、日々研究を行っています。
　分子レベルでの「ものづく
り」は現代社会を支えるキー
サイエンスの一つです。私た
ちの研究室では、1mの1/10
億（ナノメートル；nm）以
下という小さな小さな分子を
緻密に化学変換する技術の開
発に取り組んでいます。ま
た、そのためにはこの小さな
世界での出来事を正確に探る
必要があります。ここで有効
になるのが、計算化学・理論
化学であり、物理化学・分光
学です。最近の分光学・理論
計算の進歩によって、物質を
形成する電子の状態や、分子
が反応するスナップショット
を正確に予測・再現できるこ
とがわかってきました。合成
化学・分光学・理論計算の３
つ手法を柱として、分野横断
型の元素化学を展開し、生命
現象の解明・新たな物質科学
の創出に挑んでいます。

研 究 課 題

計算化学・理論化学を基盤とした新反応開発・物質創製（Chemistry A European 
Journalの表紙に採用）

基礎有機化学・元素化学で切り拓く生命科学・物質科学
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Chemical Biology を駆使して、
新たな生命現象解析・画期的な新医療技術創成を実現する

Chemistry and Biology
薬品代謝化学教室

准教授
花岡 健二郎
助教
上野 匡
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~taisha/

教授　浦野 泰照

1.  蛍光・増感・ケージドプローブの論理的デザイン法の確立を目指した光物理有機
化学研究

2.  新規光機能性プローブの開発とその細胞生命現象解析への応用
3.  動物体内でのin vivo 病態可視化・動的制御を実現する光機能性プローブ・MRI プ

ローブの開発
4.  微小がんの術中迅速可視化・治療を実現する光機能性プローブの開発と新医療技

術創成
5.  蛍光プローブを活用した創薬及び創薬標的の探索に関する研究

　生体内で起こっている複雑なシステムの動的な変化を捉えるイメージング手法は、生命現象の根
底を解明するための要素技術の一つとして、近代の生命科学研究において重要な役割を演じていま
す。私たちは、有機小分子を精密に分子設計することで独自のケミカルツールを創製し、これまで
直接見ることができなかった現象を可視化して、生命現象をより深く理解することに挑んでいま
す。同時に、細胞・個体の様々な応
答を操るケミカルツールを開発する
ことで、より包括的に生物現象を理
解することも目指しています。
　また私たちは全く新たな臨床医療
技術の創成を目指して、独自の切り
口によるケミカルバイオロジー研究
も展開しています。例えば外科手
術、内視鏡手術時に、疾患部位を迅
速可視化するケミカルツールを多数
開発しています。さらに開発したツ
ールが真に実用的であることを検証
するために、日本国内や諸外国の20
以上の臨床医グループと臨床蛍光イ
メージングネットワークを形成し、
密接な共同研究を展開しています。
　以上のように、新たな生命現象解
析を目指した化学－生物連携研究、
画期的な新医療技術創成を目指した
医薬連携研究を、兼務先である本学
医学部生体情報学分野の教室員も交
えながら、日夜行っています。

研 究 課 題
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Laboratory

生体分子の機能を１分子レベルで計測し、
生命機能を解明する

Bioanalytical Chemistry
生体分析化学教室

講師
角田 誠
助教
岡部 弘基
助教
飯塚 怜
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~funatsu/

教授　船津 高志

1.  生体分子機械の動作原理の解明
2.  １分子検出顕微鏡による細胞機能解析
3.  マイクロ・ナノデバイスによる分析科学技術の開発

　21世紀は生命科学の世紀です。生物を理解
するためには、いろいろな階層で研究する必
要があります。一番下の階層は蛋白質やDNA
といった生体分子が働いている階層です。そ
れらが集まって、生体超分子、細胞、器官な
どが作られ、さらには個体、社会、生態系が
構成されています。私たちは、最小機能単位
である「生体分子」の階層と、生命としての
機能が初めて発現する「細胞」の階層に焦点
をあて、生体分子がどのようなメカニズムで
機能しているのか？集合してどのようにシス
テムを構築しているのか？を明らかにしたい
と考えています。
　具体的には、１個の生体分子（大きさにして数nm）に蛍光色素を結合させ、超高感度ビデオカ
メラを取り付けた蛍光顕微鏡で観察します。生体分子は、たった１分子でも機能を発揮できる分子
機械です。例えば、神経細胞の中で物質の輸送を担っているキネシンと呼ばれるモーター蛋白質
は、ATP加水分解による化学エネルギーを運動という機械的なエネルギーに転換して動いていま
す。この分子モーターは微小管と呼ばれるレール蛋白質の上を２つの足で８nmのステップで運動
します。人類は、このような分子機械を作る技術を現時点では持っていませんが、生物分子機械の
動作メカニズムを研究することにより、近い将来実現したいと考えています。一方、多種・多様の
生物分子機械が自己集合することにより、複雑なシステムが作られます。このシステムも人工のも
のと大いに異なっています。「生命」とは、これらの複雑なシステムの営みと言っても良いでしょ
う。私たちは、こうした生物システムを研究することにより、生命の謎に迫ります。

研 究 課 題

エバネッセント照明による酵素反応（ATPase）の１分子イメージングの原理

生細胞内の１分子をイメージングするための蛍光顕微鏡システム
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核磁気共鳴法を中心に独自の手法を開発し、
動的構造情報から生命現象を解明する

Physical Chemistry
生命物理化学教室

准教授
西田 紀貴
助教
上田 卓見
助教
幸福 裕
http://ishimada.f.u-tokyo.
ac.jp/public_html/index_j.
html

教授　嶋田 一夫

1.  動的構造解析に基づく膜タンパク質の機能解明
2.  in situを再現する膜タンパク質試料調製法と洗練された同位体標識法の開発
3.  細胞内シグナル伝達を司る生体分子群の相互作用解析
4.  高分子量タンパク質の動的構造を解析するNMR手法の開発
5.  in-cell NMR法による生細胞内の生命現象のリアルタイム観測

　タンパク質の精緻な立体構造情報はタンパク質の機能解明に重要な役割を果たしてきましたが、
近年タンパク質は単一の構造のみをとるのではなく、複数の構造状態の間を揺れ動いており、この
ような動的な性質がタンパク質の機能発現に直結していることが分かってきました。
　生命物理化学教室では、主に核磁気共鳴（NMR）法を用いてタンパク質の動的構造を解析する
ことにより、その機能発現機構を解明することを目的としています。解析対象としては、Gタンパ
ク質共役型受容体（GPCR）、イオンチャネル、細胞接着分子などの膜タンパク質、およびその下
流で働くシグナル伝達分子に着目しています。当研究室では、膜タンパク質を脂質二重膜中に再構
成する試料調製法や、高度
な安定同位体標識法、高分
子量タンパク質の動的構造
や 相 互 作 用 を 解 析 す る
NMR手法を独自に開発す
ることにより、従来は困難
であった生理的環境下にお
ける膜タンパク質の動的構
造情報を取得することに成
功しています。さらに、実
際の細胞内環境にあるタン
パク質の動的構造を解析す
るため、細胞内（in-cell）
NMR法の開発と応用も行
っています。当研究室で取
り扱うタンパク質はいずれ
も創薬ターゲットとしての
重要性が高く、研究成果は
合理的な薬物デザインを行
う上において有用な情報を
与えると期待されます。

研 究 課 題

図１：当研究室のNMR装置（800MHｚを筆頭に合計5台）

図2： 当研究室のNMRを用いた動的構造解析によって解明された生命現象の例。GPCR 
（β2アドレナリン受容体）の各リガンドの薬効度（Nat Commun （2012） 3, 1045, 
Angew Chem Intl Ed （2014） 53, 13376）、カリウムチャネル（KcsA）のゲーティン
グ機構（Proc Natl Acad Sci USA （2010） 107, 6216, J Biol Chem （2012） 
287, 39634）、接着分子CD44による細胞ローリング機構（Structure （2010） 8, 
649, Proc Natl Acad Sci USA （2015） 112, 6991）。
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Laboratory

酵素などのタンパク質や核酸の機能と生体での役割を
三次元構造に基づいて解明する

Protein Structural Biology
蛋白構造生物学教室

准教授
大戸 梅治
助教
藤間 祥子
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~kouzou/

教授　清水 敏之

1.  Ｘ線結晶解析およびＸ線小角散乱法による蛋白質などの三次元構造の研究
2.  生体高分子（とくに，自然免疫に関わるタンパク質や生殖に関わるタンパク質、

および翻訳後修飾に関わるタンパク質）の構造と機能の研究
3.  生体高分子とその活性制御化合物との複合体構造に基づく分子設計
4.  三次元構造に基づく分子間相互作用の研究
5.  シンクロトロン放射光の利用など，新しい物質構造研究法の開発と応用

　構造生物学は、タンパク質や核酸などの三次元構造に基づいて、その活性、機能、物性、相互作
用、生体での役割などの諸現象を解明します。私たちは、巨大分子量のタンパク質の三次元構造を
詳細に解析できるタンパク質Ｘ線結
晶構造解析法を中核に、生化学、分
子生物学、遺伝子工学や蛋白質工学
から放射光科学までの学際的な手法
を駆使します。こうして、医薬創製
の面で希求されている三次元構造情
報を構造生物学のアプローチによっ
て得ています。
　このような研究の基盤と目的のも
とに、自然免疫応答に関与するタン
パク質による病原性リガンドの認識
機構の解明、生殖に関わるタンパク
質、および翻訳後修飾に関わるタン
パク質、シグナル伝達に関わるタン
パク質や翻訳後修飾に関わるタンパ
ク質の構造生物学的な研究を進めて
います。また低分解能ながらも分子
の外形は物性を決定できる小角散乱
法も積極的に取り入れています。

研 究 課 題

1. 自然免疫に関わるTLR8 とリガンドとの複合体構造

2.核内レセプターVDR とリガンドとの複合体構造
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1.  生体膜脂質環境の恒常性維持機構の解明
2.  生体膜ダイナミクスの分子機構の解明
3.  新規生理活性脂質の同定及び機能解明
4.  線虫（C.elegans）を用いた生体膜機能の遺伝学的解析

　生体膜は、リン脂質二重
層とほぼ同量のタンパク質
によって形成されており、
細胞を外界と区別する障壁
であるのみならず、細胞内
の様々なオルガネラを形成
し、その機能を制御する非
常に重要な構造物です。衛
生化学教室は、生体膜の必
須成分である「脂質」の生
理機能の解明を目指してい
ます。生体膜には1000種類
以上の脂質分子が存在し、
それらの適切なバランスが
タンパク質の安定性・活性・局在、及び様々な遺伝子の発現制御に重要であると考えられていま
す。我々は、生体膜の主要構成成分であるリン脂質を中心に、その生合成や恒常性維持に関わる分
子の同定・機能解析を行うと共に、生体膜のダイナミックな活動（エンド・エキソサイトーシス
等）における生体膜脂質の役割を解析しています。
　また、生体膜脂質からは様々な生理活性脂質が生成することが明らかになっており、脂質メディ
エーターとして多様な生命現象や病気に関わっていることが知られています。我々は近年注目され
ている、生活習慣病の基礎疾患である「炎症反応」を中心に研究を展開しています。生体内に存在
する脂質メディエーターは非常に微量かつ多くの種類が存在するため、リピドミクスの手法を用い
てそれらがいつ、どこで、どれだけ産生されるのかを包括的に明らかにすると共に、新規の生理活
性脂質の同定も目指しています。

研 究 課 題

図1 生体膜脂質の機能

生体膜とその構成脂質の新しい機能を科学する

Health Chemistry
衛生化学教室

講師
河野 望
助教
向井 康治朗
助教
嶋中 雄太
助教
内山 聖一
https://sites.google.com/
site/eiseikagaku/

教授　新井 洋由

図2 脂質関連疾患
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Laboratory

1.  ゲノム情報を活かした新しいＧタンパク質の同定と機能解析
2.  Ｇタンパク質によるエンドサイトーシス・エキソサイトーシスの制御機構
3.  Ｇタンパク質を介した小胞体からのコラーゲン分泌機構
4.  Ｇタンパク質を介した個体レベルでの栄養感知機構

　当生理化学教室では、生体における諸種の生理応
答のメカニズムとその分子基盤の解明を目指してい
ます。生理応答とは生体を構成する個々の細胞機能
が合目的性をもって発揮される結果であり、これ
は、細胞に常時与えられる外界からの刺激（シグナ
ル）に対して、細胞が適切に応答することによって
はじめて可能となります。生理応答の乱れは、多く
の疾病の原因となり、治療に用いられる薬はこの乱
れを正常化すべきものです。当教室が研究の対象と
している細胞のシグナル受容と応答のプロセス（シ
グナル伝達機構）は、生命科学の中でも最も重要な研究分野の１つとして、国際的にも広範な研究
の対象となっています。これまでに当教室では、独自の研究成果である三量体Ｇタンパク質の関与
を中心として、細胞の初期応答に関わるシグナル伝達経路の解明を主要な研究テーマとしてきまし
たが、最近では、上記に示した広範な細胞機能についても、生化学、分子生物学、細胞生物学、分
子遺伝学などの幅広い手法を用いて研究を展開しています。

研 究 課 題

Ｇ蛋白質arl-8 を欠失した線虫のマクロファージ様細胞では、エンドサイトーシスされた物質（BSA）を含む小胞とリソソーム酵素
（ASP-1）を含む小胞の融合が阻害される

種々のシグナル伝達系に介在するＧ蛋白質

薬の標的である細胞の“シグナルの受容と応答のプロセス”を
科学する

Physiological Chemistry
生理化学教室

講師
福山 征光
助教
齋藤 康太
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~seiri/
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細胞運命が決定する仕組みを分子レベルで理解する

Molecular Biology
分子生物学教室

助教
岸 雄介
助教
岡﨑 朋彦
助教
川口 大地
助教
樋口 麻衣子
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~molbio/

教授　後藤 由季子

1.  脳発生および成体における神経幹細胞の運命制御
2.  細胞の生死・運動・がん化および感染防御のシグナル伝達機構

　当研究室では脳が構築されるプロセスや、自然免疫応答、がん化などの生命現象を“細胞の運命
決定”という観点から分子レベルで理解することを目指している。
　我々の思考や行動を司る脳は、非常に複雑な神経回路とそれを支える構造により、高度な情報処
理を行っている。哺乳類の脳は、発生の過程において、神経幹細胞が増殖と分化を繰り返し、神経
回路の「素子」となる様々なタイプのニューロンやグリア細胞を産み出しながら、それらが正しく
配置され成熟することで形成される。さらに神経幹細胞は成体の脳でもニューロンを産み出してお
り、学習や記憶、ストレスからの回復、また本能的な行動において必須の役割を果たしていると考
えられている。したがって、神経幹細胞がどのように維持され、また、必要に応じて正しい数と種
類のニューロンやグリア細胞をいかにして作っているのか、という「神経幹細胞の運命制御メカニ
ズム」を明らかにすることは、脳の発生や働き、あるいは脳疾患を理解する上で非常に重要であ
る。我々はエピジェネティックな遺伝子発現制御などに注目し、分子生物学的手法を駆使してこれ
らを明らかにすることを目指している。
　また、当研究室では、がんや自然免疫
応答の系においても、個々の細胞が細胞
外から受け取ったシグナルを（細胞内の
情報と合わせて）どのように解釈し細胞
運命に反映させるのかについて研究を進
めている。例えばウイルス感染における
自然免疫応答では、外敵の侵入を感知し
た細胞がインターフェロン応答やアポト
ーシスなどを引き起こすが、これらの応
答がどのように決定されるのかについて
は十分にわかっていない。また、がんの
悪性化では、細胞の運動性が上昇し浸潤
能を獲得する。これらのプロセスを細胞
内シグナル伝達経路に着目し解析してい
る。これらの研究は、細胞が環境に応じ
てさまざまな応答を起こす仕組みの理解
と、新たな製薬標的の発見に貢献するこ
とが期待される。

研 究 課 題
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Laboratory

図１： インフラマソーム活性化マクロファージでのFRETセンサーSCAT1によるカスパーゼ１活性化生体イメージング
（活性化にともなって赤から青に細胞が変化する）。

図２：マウス頭部神経管閉鎖でのアポトーシス細胞（緑）。
図３：マウス神経管閉鎖期の解糖系、TCA回路の代謝産物のイメージング。
図４：ショウジョウバエ外感覚器前駆体細胞の誕生と細胞死による選別。

細胞社会で繰り広げられる発生・成長・老化・再生を
細胞死との関わりから捉える

Genetics
遺伝学教室

准教授
山口 良文
助教
勝山 朋紀
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~genetics/index.html

教授　三浦 正幸

1.  発生・成長・老化における細胞死シグナルの調節と生体機能
2.  細胞死による組織の細胞数（定足数）とサイズの制御機構
3.  死細胞からのシグナル分子分泌
4.  発生・再生・発達の代謝による制御
5.  冬眠を可能とする分子機構

　プログラム細胞死は、ダイナミックな組織形成や組織リモデリングにおいて積極的な役割を果た
しています。当研究室の研究から、胚発生や成長老化期では生体ストレスに応じてカスパーゼが段
階的に活性化され多様な生理機能を果たすことが明らかになってきました。細胞死シグナルの生体
制御とその生理的な役割を個体レベルで明らかにすることで、生体ストレスの受容と応答による細
胞社会構築原理の解明を目指しています。細胞社会という視点から時間とともに変化する個体発
生、成長、老化を捉える研究課題として、「組織の定足 数・サイズ制御」、「死細胞からのシグナ
ル分子分泌」、「発生発達再生期の代謝制御機構」「冬眠を可能とする分子機構」を対象とした 研
究を進めています。これらの研究課題の解明に適した様々な生物を研究に活用して、面白い生命現
象を新しい視点、最新の解析手法で解明していきます。このように様々な生命現象・生物種を１つ
の教室で扱うことにより、幅広い視野から対象を掘り下げて探求する力を持った学生を育成しま
す。

研 究 課 題
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シグナル伝達研究から創薬へ

Cell Signaling
細胞情報学教室

准教授
名黒 功
助教
服部 一輝
助教
渡邊 謙吾
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~toxicol/index.html

教授　一條 秀憲

1.  ASK ファミリー分子群のシグナル伝達制御機構と生理機能
2.  細胞死ならびにストレス応答に関与する新たなシグナル伝達分子の探索
3.  ストレスシグナルの破綻による疾患発症の分子機構

　細胞情報学教室では、細胞内シグナル伝達機構の解析をメインテーマとし、新しい創薬ターゲッ
トの発見ならびに各種疾患の分子基盤の解明を通じて、シグナル伝達研究を創薬的応用に発展させ
ることを大きな研究目標としている。
　特に、癌、免疫疾患、循環器
疾患、代謝性疾患、神経変性疾
患など、多種多様な疾患の鍵を
握る分子機構としてのストレス
応答シグナルの生理と病理に焦
点を当てて研究を行っている。
　研究手法としては、遺伝子ク
ローニングから蛋白化学に至る
までの分子細胞生物学的手法
や、遺伝子改変マウス等を用い
た分子遺伝学的手法を基本とし
ながら、質量分析計によるプロ
テオーム解析や自動イメージア
ナライザーによるハイコンテン
ト解析、ゲノムワイドRNAiラ
イブラリー・化合物ライブラリ
ーを用いた大規模スクリーニン
グ系の構築など、随時新しい解
析技術のストレスシグナル研究
への応用を試みている。
　これらの手法を駆使して｢標
的分子と分子機構｣を解析する
中で、常に｢個体と疾患と創薬｣
を意識しながら新しい薬学分野
の開拓を目指している。

研 究 課 題

図２　分子・細胞・個体レベルでのストレスシグナル解析

図１　哺乳類のMAP キナーゼ経路
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Laboratory

タンパク質分解が制御する多様な生命現象を解き明かす

Protein Metabolism
蛋白質代謝学教室

准教授
八代田 英樹
助教
濱崎 純
助教
平山 尚志郎
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~tanpaku/

教授　村田 茂穂

1.  超分子タンパク質分解酵素プロテアソームの動作機構の解明
2.  プロテアソーム機能異常と疾患（がん、炎症、老化、神経変性）
3.  胸腺特異的プロテアソームによるT 細胞選択機構の解明
4.  ユビキチンシステムによる異常タンパク質除去機構の解明

　蛋白質代謝学教室では、細胞内の主要なタンパク質分解装置であるプロテアソームによる細胞機
能制御機構の解明をメインテーマとし、細胞生物学、生化学、マウス発生工学、酵母遺伝学、ショ
ウジョウバエ遺伝学など幅広い
手法を用いて研究を行っていま
す。
　プロテアソームはユビキチン
化されたタンパク質を分解する
ことにより、細胞周期、転写制
御、シグナル伝達、タンパク質
品質管理をはじめとした様々な
生命活動において必須の働きを
担っています。近年、がん、神
経変性、代謝異常、幹細胞機能
維持、老化などのヒトの主要な
疾患や生理作用において、プロ
テアソームの量や活性の上昇あ
るいは低下が関与していること
が明らかになってきました。し
かし、プロテアソームの発現や
活性がどのように制御されてい
るのか、またこれらの病態や生
理とプロテアソーム機能の増減
がどのように関連しているの
か、その具体的な分子機構はほ
とんど未解明です。当教室で
は、プロテアソームを制御する
メカニズム、およびプロテアソ
ーム機能の破綻によりこれら病
態に至るメカニズムの解明を目
指します。

研 究 課 題

ユビキチンプロテアソームシステムによるタンパク質分解の多彩な生理的役割

プロテアソーム機能の破綻とヒトの疾患
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免疫システムの制御原理を解き明かす

Immunology and Microbiology
免疫・微生物学教室

准教授
垣内 力
助教
中島 啓
助教
村上 龍一
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~bisei

教授　堀 昌平

1.  免疫寛容と免疫恒常性の確立・維持メカニズム
2.  制御性T細胞の分化と機能のメカニズム
3.  細菌の病原性発現の分子機構の解明

　免疫系は、「自己」「非自己」を識別
し、生体の恒常性を維持するシステムと
して進化してきました。免疫系における
「自己」は、遺伝的な支配を受けつつ
も、時々刻々変化する外部・内部環境と
相互作用しながら適応的に形成され、変
容してゆきます。免疫系がどのようにし
て「自己」に対する「寛容」を確立・維
持してゆくのかという問題は免疫学にお
ける中心的課題の一つであり、この免疫
寛容機構の破綻は自己免疫疾患、炎症性
疾患、アレルギー、がん、慢性感染症な
ど様々な疾患の発症に関係するため、医学的、薬学的にも重要な問題です。当研究室の目標は、こ
のダイナミックな「自己」の形成、変容の原理を解明し、その変容の一形態として様々な疾患を理
解することです。
　近年、「自己」に対する免疫寛容と免疫恒常性の獲得・維持において、制御性T細胞（regulatory 
T cells；Treg）と呼ばれるT細胞亜集団が中心的な役割を担っていることが明らかにされてきまし
た。当研究室は、Tregを介した制御システムの動作原理を、分子（遺伝子）、細胞、細胞集団、組
織、個体にわたる様々な階層を通して解明すべく、主にマウスを用いた遺伝学的、免疫学的、分子
生物学的、生化学的手法を用いて研究しています。

研 究 課 題

図２　Tregは生体恒常性維持に必須の役割を担う

図１　 免疫系による「自己」「非自己」識別の破綻は様々な疾患に
関係している
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Laboratory

薬物分子の体内動態を解明し、
安全な医薬品のデザインと医薬品適正使用に貢献する

Molecular Pharmacokinetics
分子薬物動態学教室

講師
前田 和哉
助教
林 久允
助教
水野 忠快
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~molpk/index.html

教授　楠原 洋之

1.  薬物の体内動態及び薬効の試験管レベルから個体レベルへの再構築:遺伝子多型に
よる体内動態の個人差および薬物間相互作用の予測

2.  薬物の肝腎振り分け機構、血液脳関門透過機構の解明
3.  トランスポーターの膜局在制御機構の解明
4.  トランスポーターの利用によるドラッグデリバリーシステム（DDS）の開発
5.  薬物による組織毒性発現機構の解明
6.  トランスポーターの転写制御・エピジェネティック制御機構の解析

　薬物による効果や副作用を予測するためには、薬物分子の体内での動きを知ることが必須です。
しかし、薬物は様々な物性を持っているために、一概にそれらの動きを説明することはできませ
ん。私たちは、これらの薬物を細胞内へ取り込んだり排出する働きを持つ、薬物トランスポーター
群の性質を知ることで、薬物がどのような動態特性を示すのか予測できるのではないかと考えてい
ます。薬物速度論、生化学的および分子生物学的手法といった様々な手法を用いて、肝臓、腎臓、
小腸および脳における薬物トランスポーターの解析を行っています。また、薬物の効き方には個人
差があることが知られています。上記の研究を通して、私たちはこの個人差に薬物トランスポータ
ーが大きく関与していること、また他の薬との相互作用の原因になることも見出してきました。こ
うした研究は、最終的に副作用を最小限に抑え、薬効を最大限に引き出すことのできる医薬品の開
発、使用法の確立につながるものであり、テーラーメード医療時代を見据えた重要な研究領域であ
ると自負しています。

研 究 課 題

生体内の主要な異物排泄臓器である肝臓と腎臓には、種 ト々ラ
ンスポーターが発現していることが明らかにされてきた。その中に
は基質選択性の似たものもあり、こうしたトランスポーターを利用
することで、医薬品の体内動態特性を最適化できると考えてい
る。図には、薬効標的を同じくするものの、体内動態特性を最適
化することで、個人差を小さくすることに成功した医薬品の例を
示した。

肝胆系輸送のhigh throughput screening システムとして、肝
臓への取り込みと胆汁中への排泄を行う２つのトランスポーター
を一つの極性細胞に発現させた（ダブルトランスフェクタント）。ダ
ブルトランスフェクタントでは胆汁排泄に対応する方向性のある
経細胞輸送（ベクトル輸送）が観察される。生体内では、脳や腎
臓においても、このように複数のトランスポーターが機能的に協
関することで、効率的な異物排泄システムを形成している。
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薬を使って脳を究める
（分子から個体まで、ミクロの解像度でマクロに解析する）

Chemical Pharmacology
薬品作用学教室

准教授
小山 隆太
助教
佐々木 拓哉
助教
中嶋 藍
http://www.yakusaku.jp/

教授　池谷 裕二

1.  学習・情動・社会性に関与する神経回路の解析
2.  多ニューロン記録による神経回路の作動原理の研究
3.  神経障害・精神障害の神経科学的解明と再生医療の応用
4.  嗅覚神経の回路形成のメカニズムの探索

　薬理学は「薬の生体に対する作用解明」と「疾病治療薬の開発方法を探る」を二本柱とした、文
字通り"薬を理解する学問"です。分子レベルから全身動物までの幅広い知識と高度な技術を駆使し
て、研究を進めています。
　私たちの研究室では「記憶や情動に深く
関係する大脳辺縁系や大脳皮質の役割」を
研究しています。とくに、海馬体の機能的
役割や扁桃体による調節機構に興味をも
ち、電気生理学・光生理学・行動薬理学・
組織化学・分子生物学などのさまざまな実
験技法を応用しながら、科学的難題に立ち
向かっています。最初期遺伝子の発現を指
標に、神経活動の履歴解析にも取り組んで
います。異種シナプス間の相互作用、スパ
イク列の時空間的解析、うつ病、てんかん
や脳血管障害などとの関連解析などマクロ
的視点に立った解析が特徴です。
　脳が高次機能を発揮するためには、機能
的神経ネットワークがバランスよく活動す
ることが必須ですが、そのメカニズムはい
まだ神秘のベールに包まれています。私た
ちは最先端のイメージング技術を利用し
て、ニューロン一個一個の解像度を保ちな
がら、ネットワーク内のニューロン活動を
記録することに成功しました（図１）。スパ
イク列の時空パターンを解析することによ
り、構造と機能の解析に取り組んでいま
す。軸索の伸長やシナブス形成機構につい
ても研究を進め、さまざまな調節機構を明
らかにしています（図２）。これらの発見
は将来の再生医療にも重要な知見となりま
す。

研 究 課 題

図２　神経線維を可視化して軸索ガイダンスを解析しています

図１　海馬ニューロンが活動する様子をリアルタイムで捉えました
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Laboratory

神経精神疾患の分子病態解明から治療薬開発の糸口を、
そして同時に新しい基礎研究分野を切り拓く

Neuropathology and Neuroscience
機能病態学教室

助教
堀 由起子
助教
高鳥 翔
助教
伊藤 弦太
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~neuropsc/

教授　富田 泰輔

1.  γセクレターゼによる膜内配列切断システムの理解
2.  Aβ代謝メカニズム（産生、分泌、分解）とその制御の研究
3.  アルツハイマー病リスク因子がもたらす分子病態
4.  細胞内小胞輸送の破綻と疾患
5.  神経細胞シナプス接着分子の代謝異常と精神疾患
6.  神経精神疾患におけるグリア細胞病態の解明

　機能病態学教室では、疾患基礎研究を通じて治療・予防・診断法の開発につながる発見を目指す
と同時に、新しい基礎研究分野を開拓することを目標として研究を行っています。特にアルツハイ
マー病、自閉症・統合失調症など神経精神疾患に関連して、発症原因・メカニズムを分子レベルで
明らかにし、新たな創薬標的分子機構の同定につなげていこうと考えています。そして同時に、そ
の過程で明らかになる基礎生物学的な発見についても興味を持って研究を深めていきます。異常な
状態を知るためには、正常な状態を知らねばならないし、その逆もまた然りです。このサイクルが
疾患基礎研究と基礎生物学の根幹を
なしていて、その結果お互いの裾野
を拡げ、新たな生物学が切り拓かれ
てきたと考えています。私達は有機
化学研究者、構造生物学研究者、臨
床医学研究者、製薬企業などとの共
同研究も積極的に行い、それぞれの
分野での研究展開をお互いに学んで
視野を広げながら、マルチディシプ
リナリーな疾患基礎研究を展開して
いこうとしています。

研 究 課 題

アルツハイマー病の発症に関わるアミロイドβ代謝システム

アルツハイマー病モデルマウスにおけるアミロイドβ蓄積抑制因子の解析



32

医薬品の有効性と安全性の評価科学を確立する

Pharmaceutical Regulatory Science
医薬品評価科学教室

客員教授
藤原 康弘
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~regsci/index.html

准教授　小野 俊介

1.  医薬品の有効性・安全性の評価方法に関する研究
2.  社会における医薬品使用の最適化に関する研究
3.  グローバルな医薬品研究開発の産業論的メカニズムに関する研究
4.  医薬品規制のパフォーマンス・効率に関する研究
5.  医薬品評価を支える論理・倫理に関する研究

　社会における医薬品の価値の
評価科学を確立することを本講
座の目的とする。その実践とし
て、現在の有効性・安全性の評
価方法や新薬研究開発プログラ
ムの効率性・妥当性に関する研
究を実施しており、研究成果を
ガイドラインや研究開発活動の
改善に結びつけるための提案を
行っている。医薬品規制全般に
関して、社会に対する説明責任
と透明性を確保するための方策
を提案することも視野に置く。
また、産業界及び行政において医薬品の評価とそのためのデータ作成に携わる人材の養成に取り組
んでいる。大学という環境を生かし、薬学部の学生・大学院学生のみならず、産業界のエキスパー
トや行政担当者にも開かれた柔軟な教育プログラムを提供している。

研 究 課 題

新薬（2001年－2006年）の米国の承認用量と日本の承認用量の比の分布

日本と米国の新薬開発成功率と開発の遅れの関係
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Laboratory

古くて新しい薬“薬用植物（生薬）”を総合的に解析し、
新たな利用法を開発する（附属薬用植物園）

Medicinal Plant Chemistry
（Experimental Station for Medicinal Plant Studies）

薬用植物化学教室（薬学部附属薬用植物園）

http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~oriharay/index.htm

准教授　折原 裕

1.  薬用植物の栽培と組織培養
2.  植物組織培養技術を利用した有用二次代謝産物の生産
3.  植物由来生物活性物質の化学と生合成

　人類にとっての薬は有史以前から主とし
て植物が用いられ、長い間の試行錯誤（人
体実験）により淘汰され、残ったのが現在
の生薬と考えることができる。近年、抗生
物質や生物製剤の割合が増えてきてはいる
が、植物由来の医薬品の重要性が減るもの
ではなく、新たな医薬品としてタキソール
やビンブラスチンなどが発見されている。
このように、薬用資源としての植物の研究
はすでに完結したものではなく、未だ発展
途上である。
　薬学系研究科附属薬用植物園は検見川総
合運動場に隣接しており、昭和48年に正式に設置された。当時移植した苗木たちも大きく成長し、
園内を囲むように鬱蒼と茂っている。
　本郷の研究室では植物組織培養技術を利用した有用二次代謝産物の生産に関する研究（培養細胞
の誘導から物質生産まで）を行っている。現在進行中の研究課題としては、カヤ、スギなどの裸子
植物培養細胞のジテルペン成分の生合成、トリカブト培養組織によるジテルペンアルカロイドの生
産と生合成、オリーブ培養細胞によるフェニルエタノイドの生産と生合成、エジプト産薬用植物の
生物活性成分の組織培養による生産などがある。

研 究 課 題

第１温室（検見川）

ウラルカンゾウ（Glycyrrhiza uralensis Fisher）根およびストロンに甘味
物質glycyrrhizin が含まれる
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生命現象の理解を指向した生物応答調節剤の創製（分生研）

Bioorganic Chemistry
（Institute of Molecular and Cellular Biosciences）

生体化学教室（分生研・生体有機化学分野）

准教授
石川 稔
講師
藤井 晋也
http://www.iam.u-tokyo.ac.
jp/chem/IMCB-8ken-HP/
Index.html

教授　橋本 祐一

1.  タンパク質の時空間依存的な発現と機能を制御する分子の創製
2.  核内受容体を標的とした創薬化学研究
3.  タンパク質のトポロジーとダイナミズムを制御する生物応答調節剤の設計と合成
4.  多能性を有するサリドマイドを鋳型とした新創薬法の展開

　当研究室では創薬化学・有機合成化学を基盤とした新しい生物応答調節剤の創製を行い、それら
を利用し、生命現象の理解を目指しています。
　多くの生命現象はタンパク質の発現・局在・分解によって制御されています。これまで、タンパ
ク質の発現を制御する研究においては、核内受容体を対象にその制御分子としてアゴニスト、アン
タゴニスト、パーシャルアゴニスト等の創製に成功しています。
　一方、タンパク質分解によって生命現象を調整する機能性分子の設計および創製も行っていま
す。siRNAとは異なる方法で標的タンパク質を随時破壊でき、細胞内情報伝達機構等タンパク質の
機能解析の画期的新手法として期待しています。見出されたツールを用いての生物応答ネットワー
クの解明が目標です。
　また、タンパク質
のトポロジカルな構
造を制御するフォー
ルディング分子の設
計・創製を行ってい
ます。構造－機能を
制御する化合物であ
り、生物応答調節剤
ひいては医薬におい
ても新たな領域を開
くものです。更に、
多能性分子サリドマ
イド等を創薬テンプ
レートとした生物応
答調節剤の創製を行
っています。

研 究 課 題

「低分子化合物によるタンパク質の構造・フォールディング制御」に関する研究のひとつとして、「フ
ォールディング異常変異型ロドプシンの細胞内局在異常の修正」という研究を進めています。この例
ではロドプシン変異による網膜色素変性症に焦点を当てていますが、今後は特定タンパク質のフォ
ールディング異常に基づく各種疾患に幅広く応用していくことを考えています。

標的タンパク質分解誘導剤の創製研究の一例です。cIAP1 のユビキチンリガーゼ活性を利用し
て、標的とするタンパク質のユビキチン化およびプロテアソームによる分解を誘導する分子を各種、
設計・創製しています。
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Laboratory

疾患発症に関わる細胞内シグナル伝達を解明し、
創薬を目指す（医科研・分子発癌）

Cellular Biochemistry 
（Division of Celluar and Molecular Biology, The Institute of Medical Science）

細胞生物化学教室（医科研・分子発癌分野）

http://www.traf6.com

教授　井上 純一郎

1.  TRAFファミリーによる転写因子NF-κB 活性化シグナル
2.  ユビキチン化によるシグナル伝達
3.  癌の悪性化とシグナル伝達
4.  骨代謝疾患とシグナル伝達
5.  自己免疫疾患とシグナル伝達

　研究室のテーマは「癌」「免疫」「骨」である。実は、この３つとも“TRAF6”と”NF-κB”
と呼ばれるタンパク質と深く関連している。TRAF6はサイトカインのシグナルをその受容体から受
け取り、細胞内へ伝達し、核でのNF-κBによる転写活性化を誘導する。ヒトには種々の骨代謝異
常や免疫不全が原因の重篤な疾患が存在するが、それと酷似した疾患がTRAF6やNF-κBのノック
アウトマウスで再現される。このことは、TRAF6/NF-κBシグナルが正常な骨形成と免疫の成立に
必須であることを示している。またNF-κBの異常な活性化は白血病を始め多くの癌においてその
発症や進展に重要な役割を担っている。研究室ではノックアウトマウスの作成及び解析や培養細胞
への遺伝子導入実験を駆使して癌化、免疫制御、骨代謝におけるTRAF6/NF-κBシグナルの機能を
分子レベルで解明するとともに、その成果を疾患の診断治療、創薬に役立てることを目標としてい
る。

研 究 課 題

TRAF6は、細胞外からの刺激によって活性化され数
種のタンパク質をユビキチン化する。このポリユビキチ
ン鎖は、タンパク質分解は誘導せず、タンパク質間相
互作用の足場となり、シグナル複合体の形成を促し、シ
グナルを伝達する。その結果、転写因子NF-κBやタン
パク質リン酸化酵素MAPKの活性化が誘導され、重
要な生命現象が制御される。また、その制御異常は、癌
をはじめ重篤な疾患発症の原因となる。

正常マウス（左）とTRAF6ノックアウトマウス（右）のX線写
真。手足の骨を見ると顕著であるが、正常マウスに比べて
TRAF6ノックアウトマウスでは、骨密度が異常に高く骨大
理石病を呈する。これは、リウマチや骨粗鬆症の悪化に関
与する破骨細胞ができないためである。
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各生体分子の機能が集積・統合されたシステムとして
生体を理解し、次世代の創薬手法を確立する（薬剤部）

Clinical Pharmacokinetics（The University of Tokyo Hospital）

臨床薬物動態学教室
（医学部附属病院薬剤部）

教授　鈴木 洋史

1.  脂質・胆汁酸・尿酸などの生体内輸送を制御する分子メカニズムを解明し、それ
らの統合的理解に基づく生活習慣病治療法の確立を目指した研究

2.  骨吸収・骨形成に関わるシグナル分子の動的制御メカニズムを解明し、それらの
統合的理解に基づく骨代謝疾患治療法の確立を目指した研究

3.  創薬段階で意図しなかった分子に対する作用を包括的に考慮した、分子標的抗が
ん剤の薬理・毒性発現メカニズムの定量的理解と、臨床応用および新規創薬手法
の確立を目指した研究

4.  大規模オミクス解析を用いて、薬物の副作用発現に関わる分子メカニズムを解明
し、それらの定量的な理解に基づく副作用発現の予防・治療法の確立を目指した
研究

5.  薬物の体内動態に関連する分子機能の精密な定量化に基づく臨床薬理動態学研究

　これまでの生命科学においては、生体を構成する各種要素を分子レベルまで細分化して機能を明
らかにしていけば、生命活動の全貌を理解することに繋がると考えられてきました。しかしなが
ら、ゲノム解読以降の膨大な情報が蓄積してくるにつれて、各生体要素の分子レベルでの機能と、
生命活動全体において果たしている機能の関係は、単純な一対一対応では理解できないことが判っ
てきました。例えれば、車の重要な部品と思われるあるネジがあったとして、その部品のネジとし
ての機能だけを詳細に調べても、車全体におけるその部品の役割は明らかにならないことに似てい
ます。やはり、数多くの部品がどのように組み上がって全体を構成し、各部品がその中のどこに位
置してどの程度機能し、全体としてどのように動作しているのかを明らかにする必要があり、これ
がすなわち生命活動を「システムとして理解」することに対応していると言えます。薬剤部では、
より確実で効率的な次世代の創薬手法を実現するためには、生体をシステム的に理解することが必
要不可欠であると考えています。創薬標的になり得る複数の候補分子の中から、最も効果的な標的
分子を同定する、あるいは創薬段階の初期において、発現しうる副作用を包括的に予測するなど、
現在では未だ解決困難な問題点に関して、システム薬理学の手法を用いて解決することを目指して
研究を展開しています。

研 究 課 題

講師
本間 雅
講師
高田 龍平
http://plaza.umin.ac.
jp/~todaiyak/
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Laboratory

　  医薬・ライフサイエンス分野における下記1.－3.
1.  産業構造変化の要因分析（産業構造論）
2.  企業、大学、医療機関等における経営課題の解決（マネジメント・戦略論）
3.  産業振興育成のための新たな社会システムの提言（産業政策論）

　日本が科学技術立国として将来に亘り持続的な発展を目指す
なか、医薬・ライフサイエンス領域は国家戦略的に重要な位置
を占めている。その一方で、グローバル化が進む医薬産業にお
いて、市場としての日本国の位置づけは、年々低下している。
このような状況下、医薬産業が持続的に発展するためには、産
業特有の事情を踏まえ、イノベーションとパブリックヘルス、
国際競争と国際協調などの視点を考慮した多面的な産業研究を
行い、社会基盤の整備を行う体制が必要である。
　本講座の目的は、社会のニーズに即した教育および産業研究を機動的に実施し、その成果を速や
かに社会還元することにより、日本の産業振興に貢献することである。これを実現するため、①医
薬・ライフサイエンス産業の学術的研究、②創薬促進のための基盤整備、③「リーダー」人材の養
成、の３つを軸とした活動を展開している。

研 究 課 題

「PBIの基本コンセプト」図

ＰＢＩセミナーの講演

ライフサイエンスとビジネスがともに分かる
クロスオーバー型人材の育成

Pharmaco-Business Innovation
ファーマコビジネス･イノベーション
寄付講座

教授
今村 恭子
准教授
清水 央子
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~pbi/index.htm

客員教授　木村 廣道
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医薬品ライフタイムマネジメント
－よい薬を創って、ただしく使って、じょうずに育てる－

Drug Lifetime Management
育薬学寄付講座

准教授
堀 里子
准教授（兼）
佐藤 宏樹
助教
玉木 啓文
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~druginfo/index.html

客員教授　澤田 康文

1.  医薬品市販後情報の収集、評価、解析、提供に関する方法論の開発と実践
2.  地域医療における医薬品適正使用･育薬推進のためのプログラム作成
3.  2.  を実践する薬局における新機能の開発
4.  医薬品情報の規格化・標準化・電子化及びその臨床応用
5.  生体擾乱因子が薬物の動態・作用に与える影響の定量的予測

　大学薬学部は、創薬、「医薬品適正使用・育薬（市販後に医薬品を正しく使って、うまく育てる
こと）」を推進して薬物治療の質を改善するという社会的使命を背負っている。そのため育薬学講
座では、この世に生を受けた（開発・上市された）医薬品が、その力を十分に発揮し充実した「薬
の人生」をおくることができるようにする（これを医薬品ライフタイムマネジメントという）ため
のさまざまな研究を展開している。
　この医薬品ライフタイムマネジメントのバックグラウンドとなるのが、我々の研究フィールドで
ある「育薬学」であり、そこでは医薬品市販
後情報の１）適正・的確な収集、２）薬物動
態・動力学に基づく評価・解析と種々危険因
子による薬物動態・作用変化の定量的予測、
３）個々症例･事例の質的評価・解析、４）
最適な規格化／標準化／電子化に基づくアー
カイブの創製、５）医療現場に対するそれら
の適正・的確な提供、などを取り扱う。具体
的には、医薬品市販後の諸問題（医薬品が関
係したトラブル･ニーズなど）を捉え、医療
現場にフィードバックすること、更に、それ
らを速やかに解決するために、製薬現場に対
しては、医薬品とその情報の進化を目指した
提案を行うことになる。

研 究 課 題

医薬品開発のセントラルドグマは、創薬→医薬品適正使用→
育薬→創薬→・・・・・・・のサイクルである。

医薬品市販後情報を適正･的確な手法（誰から？どこから？どの様
な方法で？）で収集する。
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Laboratory

医療資源の効率的利用を目指し、
自然・社会科学を融合した新たな学問領域を開拓します

Drug Policy and Management
医薬政策学寄付講座

客員教授
津谷 喜一郎
http://www.f.u-tokyo.ac.
jp/~utdpm/

准教授　五十嵐 中

1.  医療技術評価（Health Technology Assessment, HTA）の方法論構築
2.  個別の医薬品・医療機器の医療経済評価
3.  持続可能な医療保険制度に関する研究
4.  QOL評価指標に関する研究

　肝炎治療薬やC型肝炎治療薬など、超高額な薬剤が次々に上市され、財政影響のみならず医療保
険制度そのものに与える影響が大きな議論を呼んでいま
す。画期的な医薬品開発を促進しつつ、医療保険制度を
将来にわたって維持していくためには、単に価格を下げ
るような政策ではなく、「お金」と「効き目」の双方の
バランスを考える薬の効率性評価・費用対効果評価が必
須です。
　薬剤の効率性を評価するには、行政や企業、医療機
関、患者など、どの立場から分析を行うかが重要になり
ます。本講座では、さまざまな立場を考慮しつつ、ヘルスサービスにおける医薬品のあり方、その
評価を行うための方法論の研究、実際の解析、政策分析などを行い、政策への提言など社会への還
元を目指します。

研 究 課 題

正しい「費用対効果の評価」とは？
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細胞内物質輸送の分子基盤の理解とその破綻による疾患

Pathological Cell Biology
疾患細胞生物学講座

教授（兼）
新井 洋由

准教授　田口 友彦

1.  物質の取り込みと分泌という二つの異なる方向性を持った輸送を制御するエンド
ソームの分子基盤

2.  エンドソームの機能破綻により生じる細胞現象
3.  エンドソームの機能破綻に起因する疾患
4.  細胞内物質輸送を制御する低分子化合物の探索

　我々の体を構成する真核細胞は
多数の細胞小器官を有していま
す。各細胞小器官はそれぞれ固有
の機能を果たすとともに小胞を介
して物質のやり取りを頻繁に行っ
ており、その結果、細胞小器官全
体を繋ぐ広大な物質の交通網が細
胞内に整備されています。細胞内
で生合成されたタンパク質および
脂質は、この交通網を辿ることに
よって細胞内の適切な場所に運搬
され、適切に機能しています。細
胞の表面で機能すべき受容体タン
パク質が表面に運搬されないと細
胞の外のシグナルを感知すること
ができずに疾患の原因になります。また過剰に運ばれてし
まうと、これも過剰なシグナルを細胞内に産生することで
癌などの疾患の原因となってしまいます。まさに、細胞
は”適材適所”ということを知り、生体分子を細胞内に配
置しているといっても過言ではありません。
　今までの疾患治療薬の多くは、疾患の原因となる酵素や
受容体などの活性を直接阻害するまたは亢進させることを
目的として設計されてきましたが、今後は、細胞内で機能
する場所という情報まで視野に入れ、疾患で損なわれた生
体分子の”適材適所”を実現させる創薬戦略も可能になる
であろうと予想されます。本講座では、細胞の持つこの物
質の交通網の制御機構を分子レベルで理解することによ
り、”適材適所”の創薬を確立することを目標とします。
特に、物質の取り込みと分泌という二つの異なる方向性を持った輸送を制御するリサイクリングエ
ンドソームをモデルとして、その機能破綻による細胞現象および疾患の同定を行います。

研 究 課 題

リサイクリングエンドソーム局 在タンパク質
evectin-2を細胞から欠失させると、コレラ毒素が
リサイクリングエンドソームから脱出できなくな
り、90分後でもゴルジ体に移動できません。

ゴルジ体
リサイクリングエンドソーム
核の配置

細胞に侵入した後のコレラ毒素の輸送
蛍光標識したコレラ毒素をCOS-1細胞に取り込ませ、取り込ませた時間を０分とし
て一定時間経過後、蛍光顕微鏡で観察しました。15分後にゴルジ体の内側の空
間（リサイクリングエンドソーム）へ、75分後にゴルジ体へ順次輸送されていくのが
わかります。
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最高顧問 金　岡　祐　一
会友顧問 松　尾　壽　之
会友顧問 宇　井　理　生
会　　長 小　林　利　彦
副 会 長 柴　﨑　正　勝
副 会 長 市　川　和　孝
副 会 長 新　井　洋　由
副 会 長 中　垣　俊　郎
顧　　問 廣　部　雅　昭
顧　　問 山　崎　幹　夫
顧　　問 宮　坂　　　貞
顧　　問 国　枝　武　久
顧　　問 野木森　雅　郁
顧　　問 庄　田　　　隆
顧　　問 手代木　　　功
顧　　問 浅　野　敏　雄

顧　　問 花　井　陳　雄
顧　　問 三津家　正　之
評 議 員 永　井　恒　司
評 議 員 池　田　　　尊
評 議 員 嶋　田　一　夫
運営委員 後　藤　忠　良
運営委員 冨　山　　　格
運営委員 西　島　正　弘
運営委員 林　　　正　弘
運営委員 高　柳　輝　夫
運営委員 豊　島　　　聰
運営委員 入　村　達　郎
運営委員 内　海　英　雄
運営委員 杉　山　雄　一
運営委員 長　野　哲　雄
運営委員 澤　田　康　文

運営委員 関　水　和　久
運営委員 松　木　則　夫
運営委員 廣　川　和　憲
運営委員 太　田　　　茂
運営委員 合　田　幸　広
運営委員 横　山　祐　作
運営委員 佐々木　茂　貴
運営委員 長　屋　秀　明
運営委員 小　野　俊　介
運営委員 船　津　高　志
運営委員 冨　田　章　弘
運営委員 一　條　秀　憲
運営委員 武　田　　　健
運営委員 笠　原　　　忠
運営委員 川　西　　　徹
運営委員 浦　野　泰　照

運営委員 楠　原　洋　之
運営委員 内　山　真　伸
運営委員 矢　守　隆　夫
運営委員 森　　　和　彦
運営委員 富　永　俊　義
運営委員 鈴　木　洋　史
運営委員 後　藤　由季子
運営委員 桝　田　祥　子
運営委員 平　野　圭　一
運営委員 奥　　　直　人
監　　事 桐　野　　　豊
監　　事 野　島　庄　七
監　　事 堅　田　利　明　
学生代表 佐　藤　由　宇

（広報担当顧問）

国際交流室は薬学系研究科・薬学部の国際交流活動を推進し、留学生や外国人研究者が東京大学や日本で豊かな
生活を送ることができるよう下記の活動を行っています。

• 日本への留学についての相談、情報提供
• 海外への留学についての相談、情報提供
• 留学生や外国人研究者の日本での生活についての情報提供や支援、トラブルシューティング
• 勉学上、異文化適応、進路などの相談
• 行事の企画、実施
• 大学間学術交流協定締結、更新の手続き
• インターンシップ、派遣プログラムなど学生交流の企画、運営
• 日本語教室の運営

国際交流室

薬友会

東大薬友会　役員一覧（2017.1.05現在）

東京大学薬友会は東京大学薬学部生並びに卒業生、東京大学大学院薬学系研究科大学院生並びに修了生、東京
大学薬学部教職員および研究生などが会員となり、会員相互の親睦及び文化・教養の向上に資することを目的に設立
された同窓会組織です。現在の主な活動としては、総会の開催、春の陸上運動会（検見川）および秋の水上運動会
（戸田）の主催、夏期役員会（７月最終土曜日）、部活動の後援、機関誌「薬友」の発行（毎年）、会員名簿の管理、
進学予定者歓迎会や進学・卒業祝賀パーティーの援助などです。
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　薬学部は１学年約80名と、東京大学の部局のなか
では、最も小さなものの一つです。従って、学部在学
者はすぐにお互いに知り合い、先生方とも緊密な関係
を保ちながら講義と実習を受けることになります。薬
学部における講義には主に大学院薬学系研究科の教
授、准教授、専任の講師の先生が担当します。講義は
有機化学や物理化学、生化学・分子生物学や医療薬
学など薬に関する幅広いものです。実習には、助教の
先生方やTAの大学院生も参加します。
　２年生の秋に薬学部への進学が内定すると、月～金
曜日には本郷キャンパスの薬学部で、専門科目の講義
が始まります。
　３年生になると、午前中は講義、午後は実習という
スケジュールになります。講義は専門性の高いものが
多くなります。３年生の実習は２～４人の少人数で取
り組みます。
　４年生になると各教室に配属になり、研究の第一線
に参加する薬学卒業実習が生活の中心となります。薬
学部内の教室だけでなく、薬学系研究科の協力教室で
ある医学部附属病院薬剤部で卒業実習を受けることも
できます。
　４年生になり各教室に配属される前、３年生の秋に
４年制の薬科学科または６年制の薬学科を選択するこ

学部での生活 薬学部・薬学系研究科の年間行事 

４月上旬

４月上旬

５月中旬

６月上旬

６月上旬

７月中旬

８～９月

９月下旬

10月下旬

12月中旬

１～２月

２～３月

２月下旬

３月上旬

３月

３月下旬

入進学式、ガイダンス、前期授業と実習の開始

動物施設、RI 施設などの利用講習会

（４年生及び大学院生）

五月祭（３年生が中心）

検見川グランドにて陸上運動会

薬用植物園の見学実習（３年生）

留学生交流会

大学院入試と結果の発表

後期授業と実習の開始

（２年生A1ターム授業開始）

戸田ボートコースにおいて水上運動会

薬学科卒業研究発表会・博士課程論文発表会

博士課程論文の審査

修士課程論文の審査

薬剤師国家試験

修士課程論文発表会

学部卒業認定

卒業式、大学院修了式

キャンパスライフ
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とになります。薬科学科の場合には従来通り一年間の
卒業実習を行い卒業します。薬学科の場合には４年生
の後期に事前学習を受け、１月に共用試験（病院や薬
局での実務実習を受けるための試験。CBTとOSCE。）
を受け、５年生前期に半年間の実務実習を行います。
実務実習期間以外は配属された教室で二年半の薬学
実習・卒業実習を行います。
　薬学部図書館には必要な書籍や新着学術誌が備えら
れているだけでなく、マルチメディア機器を、誰でも
使用できます。また、薬学図書館１階にはロビーが設
けられ、社交とリラクゼーションの場となっています。
この空間は、進学式やその他の機会に行われる、イン
フォーマルなパーティーの会場ともなります。教室配
属になる以前の３年生は、学生実習室付近のロッカー
室などの施設が使用できます。

　大学院生としての生活は、研究に明け研究に暮れる
ことになります。終夜の実験に備えて、仮眠を取る清
潔な施設も男女別に備わっています。
　薬学系研究科の各教室及び関連教室（研究所）や
医学部附属病院薬剤部は、何れも世界的にその学問領
域のリーダーとして良く知られているので、本研究科
で大学院生になることは、科学の世界でオリンピック

のナショナルチームに参加する機会を得ることに近い
と思ってよいでしょう。厳しくも生きがいに溢れた充
実した生活が待っています。
　設備などの点でも異例に恵まれた研究環境で実験を
行い、教室のセミナーなどで鍛えられることによって、
世界中で通用する科学者としての第一歩を踏み出すこ
とができます。
　大学院生本人が、国内外の学会、研究会、シンポジ
ウムなどで研究成果をしばしば発表するのは当然のこ
とです。また、在学中に国際的に良く知られた一流学
術誌に論文を掲載することが求められています。

　教職員、事務職員、大学院生、学部学生などの薬学
部・薬学系研究科のメンバーが極めて親密で友好的な
理由は、単に人数が少ないということだけではありま
せん。学部学生を中心とするクラブ活動以外に、陸上
及び水上運動会、その他のスポーツ大会、薬友会総会、
留学生歓迎会等の多くの機会が設けられ、学問以外の
人間関係を育んでいます。これがまた、学問における
幅広い見識と、研究上の新しい展開がもたらされる背
景となっています。

スポーツ大会などのイベント 

大学院での生活 



その他

本学修士課程進学
それ以外の進学
官庁、民間企業など

その他

本学薬学博士課程進学
それ以外の進学
官庁、民間企業など

H25 H25

H26 H26

91.7%

1.4%6.9% 20.0%

10.0%

10.0%

0.0%それ以外の進学

0.0%官庁、民間企業など

0.0%その他

0.0%それ以外の進学
0.0%その他

87.5%93.5%

12.5%2.6%
1.3%

2.6%

60.0%

H27

91.4%

4.9%3.7% 12.5%
0.0%その他

87.5%

H27

大学・官庁など

本学博士課程進学
それ以外の進学
民間企業の研究所など

その他 その他

学術振興会特別研究員
民間企業の研究所など
大学・官公庁・国立研究所・
海外留学など

H25 H25

H26 H26

19.4%
43.0% 30.8%

7.7%
8.6%

7.7%

3.2%25.8% 53.8%

H27 H27

18.9%
41.1% 25.9%

11.1%
4.2%

5.6%

2.1%33.7% 57.4%

6.1%34.3% 56.9%

4.0%

49.5%

6.1% 13.7%23.5%
5.9%

3.2%

2.1%

49.5%

学部（薬科学科）
卒業者

修士課程修了者学部（薬学科）
卒業者

博士課程修了者
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卒業後の進路

　広い基礎と大きな展開の力を身につけて薬学部を卒業した人への社会的な評価は極めて高く、従って、就
職も比較的容易です。卒業者のほとんどは本学大学院薬学系研究科の修士課程に進みます。学部と大学院の
出身者は、製薬、化学、食品系などの会社、大学、国公立研究所、行政官庁など幅広い分野で活躍していま
す。薬学部を卒業し、薬剤師の国家試験に合格して資格を取得すると、薬事、食品、環境衛生などに関連す
る資格や機会が得られ、社会などへの就職でもほかの学部の卒業者に比べてユニークで有利になります。
　修士課程以上の研究歴を有する人を優先的に採用する傾向が社会的に一層強まっています。定員が100名
の修士課程への入学試験は例年8月下旬に行われ、本学他学部あるいは他大学から志望する人も増えていま
す。　
　大学院薬学系研究科の修了者の就職は多岐にわたり、博士課程を修了して「博士」の学位を所得すると、
大学や国公立研究機関などアカデミックな分野のみならず、会社の研究部門やプロジェクトなどのリーダー
としての活躍の場が広がります。

卒業後の進路 
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若き先輩からのメッセージ─活躍する出身者たち─

◎ 大学、国公立研究所など
東京大学、神奈川工科大学、北里大学、京都大学、慶応義塾大学、静岡県立
大学、千葉大学、東京医科歯科大学、名古屋大学、浜松医科大学、星薬科大
学、 北 海 道 大 学、ETH　Zurich、Geneva 大 学、Kabul　University、
LanZhou　University、Max　Planck　Institute、University　of　Notre
　Dame、University　of　Rajshahi、スタンフォード大学、テキサス大学、
テンプル大学ジャパンキャンパス、中国海南大学、復旦大学、医薬品医療機
器総合機構、科学警察研究所、国立がん研究センター研究所、国立長寿医療
研究センター、微生物化学研究会、理化学研究所、科学警察研究所、US　
Food　and　Drug　Administration

◎ 官庁など
外務省、厚生労働省、経済産業省、財務省、文部科学省、特許庁、国税庁、
愛知県、横浜市

◎ 民間企業の研究所など
Neolpharma Inc.、SUMCO、旭化成、旭化成ファーマ、味の素、アステ
ラス製薬、アステラス分析化学研究所、アスビオファーマ、出光興産、イハ
ラケミカル工業、宇部興産、エーザイ、大塚製薬、小野薬品工業、花王、
化学及血清療法研究所、科研製薬、キューピー、杏林製薬、協和発酵キリン、
協和発酵バイオ、キリン、グラクソ・スミスクライン、クラシエ製薬、ゲノ
ム創薬研究所、サンスター、サントリーホールディングス、塩野義製薬、シミッ
ク、シミックファーマサイエンス、シミックホールディングス、昭和電工、ジョ

ンソン・エンド・ジョンソン、住友化学、生化学工業、積水メディカル、第
一三共、第一三共ヘルスケア、大正製薬、大日本住友製薬、大鵬薬品工業、
武田薬品工業、田辺三菱製薬、中外製薬、ツムラ、帝人、テバ製薬、東ソー、
東洋新薬、東レ、ナード研究所、日医工、日清オイリオグループ、日本化薬、
日本新薬、日本たばこ産業、日本農薬、ノバルティスファーマ、ノボ　ノルディ
スク　ファーマ、バイエル薬品、ハイテック、パレクセル・インターナショナ
ル、P&G Japan、ファイザー、武州製薬、富士レビオ、扶桑化学工業、三井
化学、Mizkan Holdings、Mizkan Holdings，Mizkan Jplus Holdings、メ
ニコン、森永乳業、ヤクルト、ユーグレナ、ユーシービージャパン、雪印メ
グミルク、ライオン

◎ その他
アインホールディングス、ウエルシア薬局、二宮中央薬局、公立昭和病院、
聖路加国際病院、東京大学附属病院、A.T.カーニー、EYアドバイザリー、
IMSジャパン、Nature Japan K.K、PwCコンサルティング合同会社、SGホー
ルディングス、アーサーDリトルジャパン、アイ・エム・エス・ジャパン、
アビームコンサルテイング、アメリエフ、イーピーエス、医歯薬ネット、伊
藤忠商事、エスアールディ、エム・シー・アンド・ピー、オージス総研、ク
インタイルズ・トランスナショナル・ジャパン、クニエ、グローバルテクノ
ロジーサービス、ゴールドマン・サックス証券、コンシスト、ジャストシス
テム、商船三井、住友生命保険相互会社、電通、日経BP社、日本アイ・ビー・
エム、日本経営システム、日本生命保険相互会社、野村アセットマネジメン
ト、バイオ産業情報化コンソーシアム、博報堂、プライスウォーターハウス
クーパース、ボストンコンサルティンググループ、三井物産、三菱商事、三
菱総合研究所、メディックメディア、モルガンスタンレーキャピタル、読売
新聞社、楽天　等

（平成26年3月～平成28年3月）

若き先輩からのメッセージ ─活躍する出身者たち─

主な就職先（学部卒業者、大学院修了者） 

　私は薬学部薬学科（６年制課程）に進学しました。学部卒業
後は、東京大学医学部附属病院の薬剤部で薬剤師として働いて
います。
　薬学科では、所定の単位取得と実技試験（ＯＳＣＥ）・筆記
試験（ＣＢＴ）に合格後、４年生の終わりから５年生の夏にかけ
て、それぞれ２か月半ずつの病院実習・薬局実習を受けることが
できます。将来的に薬剤師の仕事に就かないとしても、臨床現場
を垣間見る経験はとても貴重で、かつ楽しいものだと思います。
東大病院における病院実習では、大学の講義で習う薬物療法だ
けでなく、電解質や栄養などの全身管理を含めた治療の全容を
見ることができました。また、東大近隣薬局での薬局実習は、地
域医療における保険調剤薬局の位置付けについて実感を持って
考える良い機会となりました。
　４年生から６年生の間に所属していた研究室では、「妊娠期
における抗うつ薬の胎児移行性」をテーマとし、「妊婦」とい
う、母体と胎盤と胎児が結びついた特殊なコンパートメントモデ
ルを考え、胎児における薬物血中濃度の予測法を提案しまし
た。このときに学んだ薬物動態学の基礎は今の仕事においても
大変活かされています。というのも、医療現場では、情報が少な

東京大学医学部附属病院
薬剤部　薬剤師

伊藤　紗代（旧姓：松岡）
2013年３月　薬学部薬学科卒業　
医薬品情報学教室（現育薬学教室）

い中で治療方針を選択していかなければならないことが多々あり
ます。妊婦や新生児は、薬剤開発過程で臨床試験の被験者に組
み込まれているでしょうか。新しい抗癌剤を透析患者さんに投
与したいとき、用量は添付文書に記載されているでしょうか。世
の中にあるすべての薬剤の組み合わせについて相互作用のデー
タがあるでしょうか。すべて答えはNoです。このように限られた
情報しか入手できない中で少しでも適切な選択をしていくため
には、薬理学・薬物動態学を始めとする薬学の原則を元に、理
論上起こりうることを予想していく必要があります。こういった
とき、薬学部時代に学んだ基礎学問及び論理的思考力が大変役
に立っていると感じ嬉しく思います。
　どの研究室に所属し、どのような分野へ進まれるとしても、学生
時代には仲間と共にたくさん学び、たくさん遊んでください。皆さ
んの薬学部生活が実り多きものとなるようにお祈りしています。

　私が薬学の魅力をあげるとしたら、それは複数の領域が一箇
所に集まっているからこその予期せぬ出会いがあることだと思い
ます。
　私は漠然とヒトの身体の中で起こっている事が知りたいという

宇部興産株式会社
研究開発本部　医薬研究所　
創薬合成第１グループ

中村　翔
2014年３月　修士課程修了　
薬化学教室
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あいまいな動機で薬学へと進学しました。驚くことに薬学は病気
という複雑な状態を分子レベルのメカニズムにまで解明し、さら
にはそれを薬という小さな分子一つで正常な状態に戻そうという
大変挑戦的な学問でした。当然一筋縄ではいかず、生物学、化
学、物理学といった基礎的な研究から経済・政策にいたる多種
多様な分野について学ぶ必要があります。講義に実習にと大変
ではありますが、各分野の一流の研究者の考え方に触れつつ幅
広い知識を身につける事ができるという点で、研究を志す方には
非常に良い環境だと思います。そして一つの問題に対して多面
的にアプローチするその経験は、研究に限らず将来どのような
キャリアを進むにしても糧になるのではないでしょうか。
　さて、進学当初は生物学を志していた私ですが薬学部で出
会った有機合成化学の”ものづくり”に魅力を感じ、大学院では
有機合成を主とする研究を行いました。そして現在、化学メー
カーの医薬研究所で新薬の候補を見つけだすべく合成実験に従
事しています。化学メーカーでの創薬研究というと意外に聞こえ
るかもしれませんが、多様な素材の集まる企業だからこそ出来る
発見があるのではないかと日々研究に取り組んでいます。もし、
あなたが薬学部・薬学系研究科で創薬に興味を持ったならば、
どうぞ大学・製薬企業に限らず幅広い視点で見渡してみてくだ
さい。思ったよりも選択肢は多く、また薬学系出身者を必要として
いる分野は多いと思います。皆さんがこれから魅力的な出会いを
し、新たな領域を切り開いていってくれることを期待しています。

　もし皆さんが「薬の形を想像してください」と言われたら、
様々な形を想像すると思います。例えば錠剤を想像してみると、
道端に転がっている石ころよりも小さなモノを想像すると思いま
す。この石ころよりも小さなモノで人の命を救うことができます。
薬というものは形こそ小さいですが、研究者の知識が詰まった知
の塊のようなものです。
　創薬には様々なプロセスがあります。その過程において用いら
れる学問は、例えば、有機化学、分子生物学、薬理学、分析化
学、薬物動態学、毒性学そして統計学など多岐に渡ります。
　東京大学薬学部、大学院薬学系研究科は創薬に関わる学問を
幅広く学ぶことができる環境です。研究に携わる先生方はその
分野の第一人者であり、その先生方から最先端のサイエンスを学
ぶことができます。薬学という軸の中で、幅広い研究領域に関わ
ることができるのは、東京大学薬学部、大学院薬学系研究科の
特権だと思います。
　私は学部・大学院時代分子薬物動態学教室に所属し、細胞内
小胞輸送のメカニズム解析に従事しました。共焦点顕微鏡を駆
使し小胞輸送を可視化するとともに、輸送小胞の細胞内動態を
定量的に評価することで、メカニズムの解析を行いました。研究
室の日々の研究で学んだ、物事を定量的に考えるという視点を生

協和発酵キリン株式会社　
研究開発本部
トランスレーショナルリサーチユニット
薬物動態1グループ

相田　健佑
2015年３月　博士後期課程修了　
分子薬物動態学教室

かし、現在は薬物の体内動態の定量的な解析を行っています。
　一つの薬を作ることで、患者さん、さらにはその家族を幸せに
することができるかもしれません。もしかしたらそのうちの一人は
将来の自分や家族かもしれません。創薬に関わるということは目
の前の人だけではなく、世界中の人々、さらにはまだ生まれてき
ていない人の人生を豊かにすることが出来る可能性を持っていま
す。将来、皆さんと一緒に創薬に携わることができることを期待
しております。

　私は薬学部に進学後、分子薬物動態学教室で研究を行い、博
士課程修了後に現在の会社に就職しました。私は研究者として
ではなく、製薬企業の臨床開発の段階（治験の実施や医薬品の
承認申請を行う段階）で臨床試験の計画立案や結果の解析など
を通して医薬品開発に関わっています。治験から得られるデータ
は限られているため、得られている結果からどのようなことが言え
てどのようなことがリスクとして残っているのかをサイエンスに基
づいて考えることが必要となります。それぞれの地域の人たちに
とって最適な用量はどれだろう？高齢の方に投与しても大丈夫だ
ろうか？これまでに患者さんが飲んでいた薬と一緒に飲んでし
まっても大丈夫？などなどそんなことを考えながら日々の仕事を
行っています。
　薬学部の魅力は、有機化学、物理化学、生命科学などの幅広
い学問について基礎的な部分から実学的な部分まで幅広く学ぶ
ことができることです。学生時代に「医療に関わる何か」の職に
就きたいと漠然と考えていた私にとって、医療や創薬に関連する
様々な学問に触れることで自分がどのような学問に適性があるの
かを見定めた上で研究室の選択ができたことはとてもありがたい
ことでした。研究室についてはどの分野も世界トップクラスの先
生方ばかりですので、その中に身を置くことで専門性を身につけ
ることができますし、それに加えて、論理的に物事を考える力、自
分の研究という１つのプロジェクトを自分で計画し実行する力
（や場合によっては後輩を指導する力も）を身につけることがで
きます。
　現在私が従事している仕事ではサイエンスについての幅広い
知識も勿論必要ではありますが、それよりも薬学部時代に身につ
けたプロジェクトを自分で実行する力や物事を論理的に考える能
力の方が日々の仕事の中で役に立っていると感じています。
　薬学部では要求されるレベルが高く、大変なことも多かったで
すが、そこでの生活を通して身につけた能力は「社会を生き抜く
力」として卒業後にどのような分野に進んだとしても活かすこと
ができるものだと思います。実際、研究以外の分野で活躍されて
いる薬学部の先輩方も多いです。薬学部に進学された皆様には、
自分の可能性を決めつけずに様々な分野で活躍してほしいな、と
思っています。

武田薬品工業株式会社
日本開発センター　
クリニカルファーマコロジー室

加藤　卓也
2012年３月　博士後期課程修了
分子薬物動態学教室
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　1869（明治２）年、明治新政府はドイツ医
学の採用を決定し、ドイツ北部連邦公使に２名
の医学教師の派遣を要請した。1871（明治４）
年８月、ミュルレル（陸軍上等軍医正・外科）
とホフマン（海軍軍医正・内科）が来日し、下
谷和泉橋の東校（東京大学医学部の前身）に
着任した。
　ミュルレルは1824年ドイツのマインツ生まれ。ボン大学とベ
ルリン大学で医学を学び、プロシア陸軍軍医学校教官、普仏戦争
では野戦病院長を務めた。文部卿（大臣）直属のミュルレルとホ
フマンはわが国の医学教育に全権をもち、過酷なまでに峻厳な
改革を行った。約300名の東校の在学生は59名を残して退学と
し、新たに予科３年（翌年２年に変更）、本科５年の課程を定めた。
　また「薬学」は医学と密接に連携する自然科学の独立分科で
あるとし、製薬学校設立を提案した。これにより1873（明治６）
年第一大学区医学校に製薬学科（東京大学薬学部の前身）が設
置された。ミュルレルは３年間の契約終了後、1875（明治８）年
に帰国、1893年にベルリンで没した。三回忌にあたる1895（明
治28）年10月、日本の医学・薬学の恩人として、胸像（制作　藤
田文蔵）を設置した。胸像は戦後盗難にあったが、1975（昭和
50）年に復元された。

　1853（嘉永６）年尾張犬山で生まれた博
士は、1870（明治３）年犬山藩の貢進生に
選ばれ大学南校（東京大学の前身）に入学
した。1873（明治６）年９月学則の改正によ
り、第一大学区医学校製薬学科（東京大学
薬学部の前身）に転学し、1878（明治11）年
３月同学科の一期生として卒業、医学部第
一回学位授与式では卒業生を代表して答辞
を朗読した。
　博士は1886（明治19）年、かつて３年間留学したドイツのスト
ラスブルク大学より　Doktor der Philosophie、1899（明治
32）年にはわが国の薬学博士第１号を授与された。
　博士は1881（明治14）年医学部助教授、1887（明治20）年医
科大学薬学科教授、1893（明治26）年薬学第一講座（生薬学）
教授として、教育・研究に尽力されると同時に、東京薬学会（現
日本薬学会）の創立や、私財を投じた薬草園（是好薬園）の開設
等を通し、後輩の育成にあたった。
　博士は、在職中の1912（明治45）年２月急逝。先生を偲ぶた
めに1913（大正２）年薬学科教室玄関脇に銅像（制作　武石弘
三郎）を設置した。

レオポルド・ミュルレル 下山　順一郎

Dr. Leopold Müller
（1824 -1893） しもやま じゅんいちろう

（1853-1912）

本郷キャンパス

薬学部章 

薬学部の色 

1958（昭和33）年、薬学部が独立したとき決められた薬学部章。
ギリシャ文字で「くすり」をあらわすφαρμακοの頭文字の大文字「　」である。当時はバッ
ジなどに利用された。なお、独立以前のバッジは「医学部薬学科」のため『Ｍ』だった。

薬学部第90回教授総会（昭和38年11月13日（水））協議事項「４．薬学部の表示カラーにつ
いて」の資料より作成。［同議事録６ページ］
４．薬学部の表示カラーについて
　このことについて、伊藤学部長より先般の運動会（当日の運動会では一応濃紺を使用した）
において薬学部のカラーの表示が確定してなかつたので、学生部より決定してほしい旨依頼が
あつたので諮られ、一同検討の結果臙脂色に決定した。

臙脂色

1988（昭和63）年、薬学部創立30周年を記念し、公募して選ばれた新しい薬学部章。
薬学部章の「　」を東京大学のシンボル、銀杏の葉で表す。葉の軸の部分は「∞」をかたどり、
無限の可能性『薬学部は永遠なり』を意味している。意匠は廣部教授（代謝）。

2008（平成20）年、創立50周年を記念して作成した薬学部章。
薬学を意味するギリシャ文字のファイ「　」を、東大のシンボルマークである「銀杏の葉（旧デ
ザイン）」と永遠の発展を込めた無限大「∞」の文字とで表わす。

目  次

研究科長・学部長挨拶

薬学部・大学院薬学系研究科へようこそ

薬学部・大学院薬学系研究科小史

東京大学の薬学教育

学部

大学院

組織図

教室紹介

キャンパスライフ

卒業後の進路

若き先輩からのメッセージ

3

4

5

6

6

10

12

13

42

44

45

2 47



2017年3月　1600部印刷　制作協力：タクトシステム株式会社

ライフサイエンス研究のフロンティア

東京大学薬学部
大学院薬学系研究科への招待

2017

2
0
1
7
東
京
大
学
薬
学
部
　
大
学
院
薬
学
系
研
究
科
へ
の
招
待

ラ
イ
フ
サ
イ
エン
ス
研
究
の
フ
ロン
テ
ィ
ア

東京大学薬学部教務委員会 〒113-0033  東京都文京区本郷七丁目3番1号　電話  03-5841-4703

［表紙説明］

左：NIH3T3細胞を蛍光免疫染色し、共焦点顕微鏡で撮影したもの
（赤：微小管、緑：安定化微小管、青：核）。
運動方向先端で微小管が安定化していることが分かる。
右：NIH3T3細胞に微小管と微小管結合分子EB1の可視化プローブを発現し、
共焦点顕微鏡で撮影したもの（赤：微小管、緑：EB1）。
EB1が微小管の先端に局在する様子が観察される。【分子】

東京大学薬学部
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