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専攻設立の背景と理念

メディカル情報生命専攻　専攻長　津　田　宏　治

　20世紀後半は分子生物学の大きな発展が見られ、ゲノムを基盤とするシステムである生物について、原理的理解が

急速に進みました。これを受けて21世紀は生命科学の応用の時代、ライフイノベーションの時代といわれています。

しかしながら、生命現象は複雑なものであり、それを多数の構成分子と素過程に分解し、単純化して原理を見出すこ

とのみで理解さらには応用できるわけではありません。そのためには複雑な生命現象を全体として解析し、それに関

わる多数の要素とその関係を明らかにした上で、それを制御する方法を見出す必要があります。このような技術革新

こそがライフイノベーションの時代を先導する上で必須と考えられます。

　近年のDNA配列解読技術、オミックス解析技術あるいはイメージング技術等の急速な発展は、多種多様な生体高

分子の網羅的解析をはじめて可能にし、複雑な生命現象を全体として解析することの糸口となりました。またこれと

同時にもたらされた、生命分子についての大量の情報解析がライフイノベーションの焦点となることも明らかにしま

した。生命科学の情報化の時代には、情報技術の革新こそが、生命現象に関わる多数の要素とその相互関係を理解し、

その制御を考えるために必須となります。

　医学はその切実なニーズから、応用生命科学の先頭を常に走ってきましたが、生命科学の情報化の時代においても

例外ではありません。ヒトにおいては、パーソナルゲノムの収集が著しく進展し、疾患に関連する変異を迅速に推定

することが可能になり、臨床への応用が本格化しようとしています。さらにヒトでは様々な網羅的解析情報のみなら

ず、医療情報という形で大量の表現型情報が蓄積されているため、新たな情報技術の対象として最も適している生物

とも考えられます。それゆえ、生命科学の情報化の時代には、医科学分野が他の分野を先導する展開も期待されま

す。

　以上のような時代認識を背景に、メディカルゲノム専攻と情報生命科学専攻が併合して、国内でも類を見ないユ

ニークな新専攻を設立するに至りました。この新専攻は、生命科学の情報化を先導し、ライフイノベーションに大き

く貢献しつつ、その成果を臨床の現場にトランスレーションして行くことのできる人材を教育することを目標として

います。そのためには、情報学と医科学の最先端の研究現場でのオン・ザ・ジョブ・トレーニングを積極的に取り入れ、

情報科学と医科学の融合的な基礎教育の環境を実現し、新たな専門性を持った人材の育成を図っていく必要があると

考えています。このような人材は、単に医学のためばかりでなく、他の農学、薬学、環境学、生命工学等の応用分野

でも必要です。我々が理想とする新専攻は、そのような人材を教育できる日本で唯一の専攻として、生命科学の応用

の時代と言われる21世紀の日本の研究をリードしつつ、生命科学の情報化とライフイノベーションに貢献する人材を

広く供給していくことを目指しています。
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　21世紀の生命科学は、ゲノムを抜きにしては語る事

が出来ない。現在、ヒトをはじめとするさまざまな生

物種の遺伝情報の全容が明らかにされつつある。今ま

さに、ゲノムを基盤とした新しい生命像が誕生しよう

としている。遺伝情報に関する研究成果の最大の活用

が、人類の健康に直結する医学である。癌をはじめと

するヒトの疾患の原因の多くが遺伝子の損傷に由来す

ることが、分子生物学などによるDNA研究によって明

らかにされつつある。20世紀の医学はヒトの観察から

その病理を解析するアプローチだったが、現在は遺伝

情報からその発症を予測する医学へと急速に変貌しつ

つある。メディカルゲノム科学とは、ヒトのゲノム情

報の多様性と疾患との関係を明らかにし、先端医療へ

とtranslateすることを目指す新しい学問分野である。

2003年に人の全遺伝子情報が決定され、ゲノム研究は、

個人の遺伝情報の差（SNP解析）から病理を解き明か

す方向に急激な勢いで進もうとしている。

　現在、米国がバイオテクノロジーにおいてリーダー

シップを発揮している土台は、基礎生命科学と医科学

との間での活発な人材や知識の交流にある。個の相互

交流は、旧来の学問領域にこだわらず、生命科学を俯

瞰し自在に横断出来るチャレンジ精神に富む人材を育

成してきたことにある。こうした人材が米国のバイオ

産業を支えており、また、バイオベンチャーの活発な

創業をもたらしている。日本においても、基礎的な生

命科学の研究を医療分野へと展開するトランスレー

ショナルリサーチを推進する研究者層を創出すること

が急務である。メディカルサイエンス群では、ゲノム

研究などの基礎的な生物学を先端医療と結びつける新

しい医科学分野を開拓する人材の育成を使命とし、人

類の健康と福祉に貢献する先端医療の研究推進を目標

としている。グローバルな視野を持ちベンチャースピ

リットに溢れた生命科学の研究者となることを希望す

る学生の参加を歓迎している。医学、ゲノム科学のみ

ならず、生命科学を中心とした関連分野の人材を広く

募集している。本専攻の修学を終えた学生は、単に日

本のみならず世界のポストゲノム研究・産業の未来を

開拓するものと期待している。

　メディカルサイエンス群では、医科学研究所のヒト

ゲノム解析センターや探索型病院と連携しつつ、ゲノ

ム、プロテオーム、モデル生物についての基礎生命科

学研究と先端医療の連結した研究教育を実施している。

平成19年度からは文部科学省の大学院教育改革支援プ

ログラムの補助を受けて５年制の「メディカルゲノム

サイエンスプログラム」をスタートし、それに合わせ

てカリキュラムの改訂と教育の体制の強化を行ってい

る。本プログラムを受講した学生には修了証が交付さ

れる。

メディカルサイエンス群の紹介
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メディカルサイエンス群・基幹講座

分子医科学分野
准教授　富田　野乃�
　04−7136−3644
　nono@edu.k.u-tokyo.ac.jp
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［キーワード］　翻訳系、リボソーム、tRNA、酵母、ミトコンドリア

　上田卓也教授は平成31年４月より早稲田大学に異動されまし

た。当分野の研究内容については、研究室HPも御覧ください。

https://sites.google.com/view/molbio　

　蛋白質合成系は生命の根幹となるメカニズムである。真性細菌、

真核生物、オルガネラの蛋白質合成系の共通原理の解明を進めて

いる。また、試験管内で再構築した蛋白質合成系を用いて人工細

胞の構築という合成生物学的目標に挑戦している。さらに、無細

胞蛋白質合成系を用いた蛋白質創薬の開発を推進している

（1）　蛋白質合成系の生化学

　大腸菌の蛋白質合成システムを精製された因子から再構築す

ることに成功している（PURE system）。このシステムを用い

て大腸菌の蛋白質合成系の生化学的解析を進めている。また、酵

母、ミトコンドリアのPURE systemの構築を進めている。酵母の

PURE systemを用いて、不明の部分が多い真核生物の翻訳調節

機構、とくにmRNA品質管理機構のメカニズム解析に取り組んで

いる。ミトコンドリアの翻訳系のメカニズムの解析では、ミトコ

ンドリア病などの疾患と関連づけながら進めている。

（2）　PURE systemを用いた人工　
細胞の構築

　大腸菌のPURE systemを用いて大腸菌のゲノム上の約4,000

の蛋白質の合成を行った。また、より高次の構造体であるリボ

ソームなどの超分子複合体や、ATP合成酵素などの膜蛋白質複

合体が合成可能なセルフリー系の開発に取り組んでいる。これ

らのバイオシステムをBottom-up的に組み上げることで、バイオシ

ステムの集積体である人工細胞の合成に挑戦している。

PURE system

　

PURE systemを組み込んだ人工細胞

（3）　試験管内進化系による医薬プロ 
ーブの開発

　抗体医薬品はこれからの創薬の中心となることが期待され

ているが、抗体の開発には膨大な開発費が必要である。PURE 

systemに基づいたリボソームディスプレー法は、こうした抗体

医薬品の開発を加速する技術である。PURE systemで合成した

ヒトGPCRを用いて、リボソームディスプレー法より蛋白性医

薬品の開発を進めている。

参考論文

Nat  Biotechnol  （2001） 19, 751−755

Mol  Cell  （2009） 35, 502−510

Angew  Chem  Int  Ed  Engl  （2014） 53, 7535−7538

Biochem  J  （2012） 442, 631−638

PNAS  （2009） 106, 4201−4206

PNAS  （2012） 109, 8937−8942

Nat Protoc  （2015） 9, 1328−1344

BBRC  （2007） 352, 270−276

BBRC  （2012） 428, 395−400

創薬を指向したリボソームディスプレー法
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メディカルサイエンス群・基幹講座

生命分子遺伝学分野
教　授　伊藤　耕一�
　04−7136−3600
　itokoichi@edu.k.u-tokyo.ac.jp
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［キーワード］　tRNA擬態タンパク質、mRNA品質管理、遺伝子

スイッチ、酵母プリオン、遺伝暗号解読

　生命は多様な機能システムの集合体であり、それぞれのシス
テムにはさまざまな生体分子が関与する。個々の生体分子が協
調して機能するための分子機構には基本的な謎が多く残されて
いる。
　例えば、タンパク質合成過程では、50種以上のタンパク質
とRNAからなる巨大複合分子・リボソームを中心に、多数の
tRNAや翻訳因子が加わり全体の反応が進行する。2000年には、
細菌リボソームの全原子構造がX線結晶解析法により解明さ
れ、2009年度のノーベル化学賞を受賞した。この研究成果によ
り、翻訳反応素過程の可視的な理解に拍車が掛かったが、その
一方で、状況によりタンパク質合成を臨機応変に調節する環境
応答機構や、合成されるタンパク質の機能性を保証するための
品質管理機構といったヒトの疾患にも関わる高次なシステムを
実現する分子機構の基礎的理解は遅れている。
　我々の研究室では、大腸菌や酵母などの単細胞生物を、それ
ぞれ細菌やオルガネラ、ヒトを含む真核生物細胞のモデル系と
して駆使する分子遺伝学的手法により、タンパク質合成系や膜
輸送体系などのシステムの分子機構解明ならびに、これらから
得られた基礎的知見を応用した合成生物学的手法による新規生
物システムの構築を目指している。

タンパク質合成系の高次制御機構解明

　タンパク質合成終了を意味する遺伝暗号、すなわち終止コド
ンは、全ての生物種のタンパク質合成に必須である。アミノ酸
をコードする他のコドンが核酸であるtRNA分子の介在により
解読されるのに対して、終止コドンはタンパク質因子（ペプチ
ド鎖解離因子：“RF”）により解読されるという点で例外的で
ある。また、終止コドンはタンパク質の合成終了以外の遺伝子
発現シグナルとして機能することが明らかになってきた。
　我々は、これまでRFタンパク質が核酸であるtRNAの機能構
造に擬態するという「解離因子-tRNA分子擬態仮説」を提唱し、
その実証を進めてきた。翻訳終結の分子機構を明らかにするこ

とで『なぜ現存生命の遺伝暗号システムが終止コドンの解読に
tRNA擬態タンパク質を用いるのか？』の難問に答えたい。
　また、真核生物では、リボソームでの遺伝暗号解読の各反応
過程において、tRNAや解離因子などに対してそれぞれ異なる
相同性の高いEF-1AファミリーGタンパク質が機能するが、古
細菌では、アミノ酸伸長に関わるtRNA、翻訳終結に関わるRF
さらにmRNA品質管理に関わるPelotaの３種すべてに対し単一
のEF-1Aが対応することが判明した。このことは真核・古細菌
タンパク質合成過程には翻訳伸長・終結・品質管理過程に共通
するtRNA擬態機能構造による未知の分子機構の存在を意味す
る。当研究室では、新たに見いだされた普遍的翻訳機構の解明
をめざす。

新規な細胞機能制御システムの構築
　これまでに、我々が研究しているタンパク質合成系をはじめ、
様々な生命現象について、構成因子が同定され、その役割が明
らかにされてきた。近年、生命科学分野の解析技術が著しく発
展したことで、このような「還元的手法」による生命の理解が
飛躍的に進展してきた。それに対して、必要な要素を組み立て
て生命現象を再現しようとする「構成的手法」による生命現象
の解明手法に注目が集まりつつある。我々は、従来の研究アプ
ローチに加えて、得意とする分子遺伝学の手法研究アプローチ
を応用することによって、トランスクリプトームとプロテオー
ムの間を埋めるタンパク質合成系の基本的な原理を統合的に理
解することを目指している。新しい研究アプローチの開発に
よって、これまでにない切り口で生命現象をとらえること、さ
らには新しい応用価値を生み出すことができると強い期待を
持って研究に取り組んでいる。
参考論文
Cell, 101：349−352  （2000）＊

Nature, 403：680−684  （2000）
Proc  Natl  Acad  Sci  USA 99：8494−9499  （2002）
WIREs  RNA, 2：647−668  （2011）＊

Nucleic  Acids  Res. 42：7851−66  （2014）
Nat.  Comm. 6：7097  （2015）
Nucleic  Acids Res. 43：4591−601  （2015）
PLoS  Genet 11（4）：e1005197 
細胞工学 34：745−749  （2015）＊

Scientific  Reports 6  （29295）  （2016）
Cell  Research 26（12）, 1288−1301  （2016） 
＊は解説論文
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メディカルサイエンス群・基幹講座

クリニカルシークエンス分野
教　授　松田　浩一�
　03−5449−5376
　kmatsuda@edu.k.u-tokyo.ac.jp
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［キーワード］　ゲノム、がん、p53、大規模コホート、SNP

　我々の研究室の目標は、ゲノム解析を通じて病気の原因を明

らかとし、さらには病気を制圧する事です。その為に、当研究

室では様々なアプローチで研究を行なっています。

（1）　p53を介した癌化抑制メカニズムの解明

　遺伝子の異常が蓄積することが癌化の原因ですが、中でも

p53は約半数の癌で異常がみられる最も重要な癌抑制遺伝子で

す。我々は多くの新規p53下流遺伝子を単離し、これまで知ら

れていなかったp53の機能を次々と明らかにしてきました。現

在次世代シークエンサーやプロテオーム・メタボローム解析な

どの網羅的探索によって、新たなp53を介した発癌制御メカニ

ズムの解明を進めています。さらにこの様な解析によってがん

細胞が普遍的に持つ特徴を明らかとし、新たな治療戦略の探索

も進めています。

（2）　疾患感受性遺伝子の解析

　また疾患発症に関わる宿主因子の解析も進めています。我々

の研究室は約23万人のサンプルからなるバイオバンクジャパン

の管理運営を行っており、約60の医療機関や臨床研究グループ、

国立病院機構などと協力して血液や組織などのサンプル、付随

する臨床情報の収集を進めています。さらに血液から精製した

DNAを用いて病気になった方と健康な方の一塩基多型（SNP）

というDNA配列の違いを比較します。ヒトの全遺伝子領域を

網羅する数十万箇所のSNPについて数千人から数万人規模で解

析する事により、病気のなりやすさに関わる遺伝的素因を明ら

かとします。この研究によって、病気の発症メカニズムの解明

や疾患発症リスク予測・予防、早期発見に利用できます。

（3）　がんゲノム解析
　癌組織のDNA配列を網羅的に調べる事によって、発がんに

おいて生じる遺伝子異常の探索も行っています。骨軟部腫瘍は

症例が少ないためこれまで解析があまり進んでいませんでした

が、現在国内の約20の医療機関と連携し共同研究体制を組むこ

とで、希少がんである骨軟部腫瘍に対して大規模なゲノム研究

が実現可能な体制が構築されました。現在脂肪肉腫など複数の

希少がんのゲノム解析を進めています。

　我々の研究室では、主にがんを対象とした基礎的研究を、

DNA・RNA・タンパク質から培養細胞・マウス・臨床検体ま

で様々な研究材料を用いて、幅広い解析手法を駆使して行って

いるのが特徴です。興味のある方は、メールなどでお問い合せ

ください。また研究の詳細な情報については、ホームページ

を参照して下さい。（http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/nakamura/

matsuda/index.html）

参考論文

Hum  Mol  Genet, 24（2015）1177-1184.

Journal of hepatology, 58（2013）875-882.

Nat Genet, 44（2012）430-434, S431-432.

Nature communications, 3（2012）676.

Nat Genet, 43（2011）455-458.

Nat Genet, 42（2010）210-215.

Cancer Res, 69（2009）8761-8769.

Gastroenterology, 137（2009）1768-1775.

Nat Genet, 41（2009）591-595.

Nat Cell Biol, 5（2003）216-223.

Cell, 102（2000） 849-862.
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［キーワード］　RNAプロセッシング、機能、構造、制御

　私たちの研究室ではヒトをはじめとする高等生物を対象とし

た細胞内RNA分子の発現、機能の制御システムを、分子レベ

ルで解析をおこなうことにより、ヒトの疾患治療・診断につな

がる基礎的分子機構の解明、およびこれらの研究を推進する人

材育成を目指します。

　近年、RNA分子を介した多岐にわたる遺伝子発現制御が報

告され、細胞分化、発生、がん化などの高次生命現象発現に

おけるRNA分子の果たす役割の重要性が指摘されています。

RNAとそれに作用する蛋白質の複合体の機能解析、さらにそ

れらの機能制御の分子レベル解析は、今後、細胞の機能と動態、

個体の疾病と発症のメカニズムなどの理解においてさらに重要

性が増すと考えられ、生化学、構造生物学、分子細胞生物学、

生命情報学を多角的に駆使して理解する必要があります。

　私たちの研究室ではRNAの機能、合成、成熟化 −RNAプロ

セシング− の分子レベル解析の研究を、分子生物学、生化学、

遺伝学、構造生物学手法を相補的に用いて精力的に進めていま

す。これまで、RNAの機能、代謝を制御するRNA末端合成に

関わる鋳型非依存的RNA合成酵素やウイルスRNA合成酵素等

に注目し、これらの酵素群の動的反応分子機構、制御機構を明

らかにしてきました。

　最近では、ヒトを含む高等真核生物の蛋白質をコードしない

低分子RNA（non-coding RNA）の代謝や機能制御に関わる蛋

白質の分子レベル、細胞レベルでの解析など、高次生命現象発

現にいたるRNAの機能発現制御の基盤研究を精力的に進めて

います。得られた新たな分子レベルでの知見は、情報生命科学

との融合により、新たな創薬基盤を提供すると予想され、医科

学への橋渡しとなると考えられます。

　私たちの研究室は平成28年４月に柏キャンパスに新設された

ばかりの研究室です。若く、やる気のある学生の研究室への参

画をお待ちしています。質の高いRNAプロセシングに関する

基盤研究を私たちと共に推進し、知的興奮を分かち合いましょ

う。詳細は研究室ホームページを参考にしてください。また、

私たちの研究室への配属希望者、研究室訪問、見学希望者は随

時対応いたしますので、電子メールにてあらかじめご連絡くだ

さい（電子メール等連絡先は研究室HPを参照にしてください）。

研究室ホームページ：

http://www.park.itc.u-tokyo.ac.jp/rnabiology/

参考論文

Nature（2004）Vol.430, 700–704.

Nature（2006）Vol.443, 956–960. 

EMBO J（2006）Vol.25, 5942–5950.

Nature（2007）Vol.449, 867–871.

EMBO J（2008）Vol.27, 713–724.

EMBO J（2009）Vol. 28, 3353–3365.

Proc  Natl  Acad  Sci（2010）Vol.107, 15733–15738.

Structure（2011）Vol.19, 232–243.

Nat  Struct  Mol  Biol（2012）Vol.19, 229–237.

Structure（2012）Vol.20, 1661–1669.

Structure（2014）Vol.22, 315–325.

Structure（2015）Vol.23, 830–842.
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病態医療科学分野
　/ウイルス発癌分野
教　授　内丸　薫�
　03−5449−5298
　uchimaru@edu.k.u-tokyo.ac.jp

准教授　佐藤　均�
　03−5449−5299
　hitsatoh@edu.k.u-tokyo.ac.jp

准教授　中野　和民（ウイルス発癌分野）�
　03−5449−5295
　nakanokz@edu.k.u-tokyo.ac.jp
　nakanokz@ims.u-tokyo.ac.jp
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［キーワード］　HTLV-1、ATL、エピゲノム、EZH2、HTLV-1 

Tax, HTLV-1 Rex

内丸教授グループ
　内丸教授グループでは、血液腫瘍学を専門とする病態医療科
学分野の内丸教授のチームと、ウイルス腫瘍学を専門とするウ
イルス発がん分野の中野准教授が連携して研究を進めることに
より、HTLV-1感染が引き金となって起こる成人Ｔ細胞白血病

（ATL）の発症機序の解明と新しい治療法や発症予防法の開発
を目指した研究を行っている。
　ATLは、ヒトレトロウイルスHTLV-1が主に母乳を介して伝
播され、乳児のＴ細胞に感染することにより、60歳前後の高
齢になってから発症する。ATLには未だ決定的な治療法が無
く、最も予後不良な血液腫瘍疾患である。乳児期のHTLV-1感
染から高齢になってからのATL発症までには長い年月がかか
るが、本研究室ではHTLV-1が感染したときに宿主T細胞に起
こった異常が数十年にわたって受け継がれ、細胞のがん化の引
き金になることを明らかにしてきた。（１）ATL腫瘍細胞には
どのような分子異常が蓄積しているのか？（２）HTLV-1感染
が宿主Ｔ細胞経路にどのような影響を与えるのか？という２つ
の方向からアプローチし、最終的にはこれらを統合解析するこ
とにより、HTLV-1感染がどのようにATL発症の原因となる細
胞内分子異常を引き起こすのか、その実態に迫る。さらに（３）
HTLV-1と同じヒトレトロウイルスHIV-1によるAIDS及び関連
悪性リンパ腫の分子病態についても並行して研究を行ってお

り、HTLV-1とATL、HIV-1とAIDSというウイルスと疾患の関
係について明らかにする（図１）。

（1）　ATLとはどのような疾患か？
　私たちは、ATL細胞にどのような分子異常が蓄積している
かを把握するため、ATL患者血液中の腫瘍細胞や、ATLを発
症していないHTLV-1キャリア内の感染Ｔ細胞について、遺伝
子発現、microRNA発現、Exon発現など様々なマイクロアレ
イ技術を駆使し、その異常の実態を網羅的に解析している。そ
の結果、HTLV-1感染とATL発症に伴いEZH2、 c-Myb、 FoxM1
などの遺伝子発現制御因子やWnt5aのような細胞運動能調節因
子など多くの遺伝子が過剰発現すること、miR-31のようながん
抑制miRNAの発現が激減することが分かった。さらに転写後
mRNAのスプライシング・パターンにも多くの変化が生じてい
ることが分かった。このようにATL細胞では、遺伝子の発現量
やその質が変化し、最終的に翻訳されるタンパク質の量や機能
に異常が蓄積することが細胞のがん化につながっていると予想
される（Yamagishi et al., 2012; Nakano et al., 2016）。
　一方、ChIP-on-chipを用いたATL細胞の大規模エピゲノム解析
の結果、ATL細胞やHTLV-1感染細胞で見られる遺伝子発現異
常には、ポリコームファミリーEZH1/2によるエピゲノム異常が
深く関わっていることを見出し、EZH1/2の発現量及びゲノム上
の分布変化が、全ゲノムからの遺伝子発現パターンに極めて重
大な変化をもたらすことを明らかにした（Fujikawa et al., 2016）。
さらに遺伝子発現異常に伴うシグナル伝達経路や遺伝子翻訳の
活性化異常にも注目し、ATL細胞のエピゲノム異常を起点とし
た細胞内経路異常の全体像の解析を試みている（Fujikawa et al., 
2016; Kobayashi et al., 2014; Yamagishi et al., 2012）（図２）。一方で
EZH1/2の機能異常がATL細胞の分子異常の起点となることから、
これらの因子がATL細胞の治療標的となりうることを見出した。
このアイデアをもとに、産学官連携による新規EZH1/2分子標的
治療薬の開発に成功した。当研究室の成果を経て、現在臨床試験
が実施されている（58th ASH, 2016）。基礎医学/生物学と臨床研
究を結ぶトランスレーショナルリサーチの実例としても注目され
ている。

（2）　HTLV-1感染が宿主細胞に与える影響
　レトロウイルスであるHTLV-1は、Ｔ細胞に感染後ただち
にゲノムRNAの逆転写反応を経て、宿主ゲノム内に組み込
まれ（プロウイルス）、感染細胞内に安定的に受け継がれる。
HTLV-1プロウイルスには新しいウイルス複製に必要な情報
が全てコードされているが、宿主細胞の転写・翻訳機構を利
用しなければウイルス遺伝子産物は産生されない。私たちは
HTLV-1感染の影響を調べる中で、特に宿主細胞の転写・翻訳

図１. 内丸グループの研究プロジェクト 図２. ATL細胞の網羅的解析
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機構を巧みに利用し、ウイルス複製を可能にしている、ウイ
ルスの転写因子TaxやRNA結合タンパク質Rexに注目し、研究
を進めている。これまでの研究から、RexはウイルスmRNA
を選択的に核外へ輸送し、宿主細胞のmRNA品質管理機構

（nonsense-mediated mRNA decay=NMD） を 抑 制 す る こ と
により、不安定なウイルスmRNAを保護し、効率よく翻訳系
に運び込んでいることが分かった（Nakano et al., 2013）。ま
たTaxはウイルスのプロモーターを活性化してウイルス遺伝
子発現を活性化するだけででなく、EZH2やNF-κBなどの細
胞内転写因子と相互作用し、その機能を制御していることを
明らかにした（Fujikawa et al., 2016）。このようにTaxやRex
が、宿主細胞内の遺伝子発現経路やmRNAの翻訳・代謝経路
をハイジャックすることにより、ウイルス複製に有利な細胞内
環境を整備している様子が明らかになってきた（Nakano and 
Watanabe, 2016）（図３）。今後はTaxやRexが宿主細胞経路を
ハイジャックすることにより、細胞内の遺伝子発現や経路にど
のような影響を与えるのかを明らかにし、それらの異常が感染
T細胞の不死化やがん化とどのように関係しているのか、その
メカニズムの解明を目指す。

（3）　HIV-1とエイズ関連疾患の研究
　エイズは世界の死亡原因の第６位（2012年, WHO）であ
る。当研究室では、HIV-1感染症の根治を妨げるHIV-1の潜伏
化（Matsuda et al., 2015）と、エイズ患者に高頻度に合併する
悪性リンパ腫（Yamagishi et al., 2015）にも焦点をあて、分子
レベルでの解明と新規治療法の開発に取り組む。特に宿主エピ
ジェネティック因子に注目し、疾患の根治を目指した基礎研究
を進めている。

<最近の主な論文>
2018
1. Yamagishi M, Fujikawa D, Watanabe T, Uchimaru K. HTLV-

1-Mediated Epigenetic Pathway to Adult T-Cell Leukemia-
Lymphoma. Front Microbiol. 2018 Jul 24;9:1686. doi: 10.3389/
fmicb.2018.01686. eCollection 2018.

2. Nakashima M, Yamochi T, Watanabe M, Uchimaru K, 
Utsunomiya A, Higashihara M, Watanabe T, Horie R. CD30 
Characterizes Polylobated Lymphocytes and Disease Progression 
in HTLV-1-Infected Individuals. Clin Cancer Res. 2018 Nov 
1;24(21):5445-5457. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-0268. Epub 2018 
Aug 1.

3. Nakashima M, Watanabe M, Uchimaru K, Horie R. Trogocytosis 
of ligand-receptor complex and its intracellular transport in 
CD30 signalling. Biol Cell. 2018 May;110(5):109-124. doi: 10.1111/
boc.201800002. Epub 2018 Mar 12.

4. Sato T, Coler-Reilly ALG, Yagishita N, Araya N, Inoue E, Furuta 

R, Watanabe T, Uchimaru K, Matsuoka M, Matsumoto N, 
Hasegawa Y, Yamano Y. Mogamulizumab (Anti-CCR4) in HTLV-
1-Associated Myelopathy. N Engl J Med. 2018 Feb 8;378(6):529-538. 
doi: 10.1056/NEJMoa1704827.

5. Fuji S, Kurosawa S, Inamoto Y, Murata T, Utsunomiya A, 
Uchimaru K, Yamasaki S, Inoue Y, Moriuchi Y, Choi I, Ogata M, 
Hidaka M, Yamaguchi T, Fukuda T. Role of up-front allogeneic 
hematopoietic stem cell transplantation for patients with 
aggressive adult T-cell leukemia-lymphoma: a decision analysis. 
Bone Marrow Transplant. 2018 Jul;53(7):905-908. doi: 10.1038/
s41409-017-0082-4. Epub 2018 Jan 25.

6. Tanabe A, Nakano K, Nakakido M, Nagatoishi S, Tanaka 
Y, Tsumoto K, Uchimaru K, Watanabe T. Production and 
characterization of a novel site-specific-modifiable anti-OX40-
receptor single-chain variable fragment for targeted drug 
delivery. Biochem Biophys Res Commun. 2018 Feb 5;496(2):614-
620. doi: 10.1016/j.bbrc.2018.01.051. Epub 2018 Jan 9.

2017
7. Nosaka K, Iwanaga M, Imaizumi Y, Ishitsuka K, Ishizawa K, 

Ishida Y, Amano M, Ishida T, Uike N, Utsunomiya A, Ohshima 
K, Kawai K, Tanaka J, Tokura Y, Tobinai K, Watanabe 
T, Uchimaru K, Tsukasaki K. Epidemiological and clinical 
features of adult T-cell leukemia-lymphoma in Japan, 2010-2011: A 
nationwide survey. Cancer Sci. 2017 Dec;108(12):2478-2486.  doi: 
10.1111/cas.13398. Epub 2017 Oct 8.

8. Farmanbar A, Firouzi S, Makałowski W, Iwanaga M, Uchimaru 
K, Utsunomiya A, Watanabe T, Nakai K. Inferring clonal 
structure in HTLV-1-infected individuals: towards bridging the 
gap between analysis and visualization. Hum Genomics. 2017  Jul 
11;11(1):15. doi: 10.1186/s40246-017-0112-8.

9. Yamagishi M, Uchimaru K. Targeting EZH2 in cancer 
therapy. Curr. Opin. Oncol. 2017. Sep;29(5):375-381. doi: 10.1097/
CCO.0000000000000390.

10. Sanaz Firouzi, Amir Farmanbar, Kenta Nakai, Masako Iwanaga, 
Kaoru Uchimaru, Atae Utsunomiya, Yutaka Suzuki, Toshiki 
Watanabe. Clonality of HTLV-1-infected T-cells as a risk indicator 
for development and progression of adult T-cell leukemia. 
Blood Advances, 2017. Jun 27;1(15):1195-1205. doi: 10.1182/
bloodadvances.2017005900. eCollection 2017 Jun 27.

11. Fuji S, Yamaguchi T, Inoue Y, Utsunomiya A, Moriuchi Y, 
Uchimaru K, Owatari S, Miyagi T, Taguchi J, Choi I, Otsuka 
E, Nakachi S, Yamamoto H, Kurosawa S, Tobinai K, Fukuda T. 
Development of a modified prognostic index of patients with 
aggressive adult T-cell leukemia-lymphoma aged 70 years or 
younger: a possible risk-adapted management strategies including 
allogeneic transplantation. Haematologica. 2017 Jul;102(7):1258-
1265. doi: 10.3324/haematol.2017.164996. Epub 2017 Mar 24.

2016
1. Fuji S, Inoue Y, Utsunomiya A, Moriuchi Y, Uchimaru K, 

Choi I, Otsuka E, Henzan H, Kato K, Tomoyose T, Yamamoto 
H, Kurosawa S, Matsuoka KI, Yamaguchi T, Fukuda T. 
Pretransplantation Anti-CCR4 Antibody Mogamulizumab 
Against Adult T-Cell Leukemia/Lymphoma Is Associated With 
Significantly Increased Risks of Severe and Corticosteroid-
Refractory Graft-Versus-Host Disease, Nonrelapse Mortality, and 
Overall Mortality. J Clin Oncol. 2016 Oct 1;34(28):3426-33. 

2. Sakura Aoki, Sanaz Firouzi, Yosvany López, Tadanori Yamochi, 
Kazumi Nakano, KaoruUchimaru, Atae Utusnomiya, Masako 
Iwanaga, Toshiki Watanabe. Transition of adult T-cell leukemia/
lymphoma clones during clinical progression. Int J Hematol. 2016 
Sep;104(3):330-7. DOI: 10.1007/s12185-016-2049-4. 

佐藤准教授グループ
染色体異常の分子機構とキメラ遺伝子の機能解析
　がん細胞における特異的染色体転座の分子生物学的解析が進
んでいるが、腫瘍発生機構が未だ明らかにされていない腫瘍も
多く存在する。我々は個々の悪性リンパ腫症例ごとの細胞遺伝
学的解析を基礎にして、多段階にわたる疾患に関与する病因遺
伝子異常を明らかにし、関連遺伝子の機能解析により分子病態
の解明に迫る。

図３. HTLV-1による宿主Ｔ細胞経路のハイジャック
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メディカル情報データサイエンス分野
准教授　鈴木　絢子�
　asuzuki@edu.k.u-tokyo.ac.jp
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［キーワード］　がん、多層オミクス解析、シングルセル、ロン

グリード

　当分野では、がん細胞の理解と制御にオミクス的観点から切

り込むべく、次世代シークエンス解析を中核とした網羅的な

データ収集と情報学的解析を行う。

・がんの多層オミクス解析

　当分野では、がん培養細胞モデル系を中心としたマルチオミ

クスシークエンス解析を行い、がん細胞の特徴を多階層的視点

から新たに層別化し、それぞれのがん細胞を合理的に制御する

手法を開発することを目指している。主にゲノム・エピゲノム・

トランスクリプトームを中心に実験的手法によりシークエンス

データ収集を行い、取得したデータを情報解析により統合し、

それぞれのがん細胞の特徴と弱点を抽出、同定する。モデル系

より見いだされたがん細胞の特徴は、最終的に実際の臨床検体

データに対して写像することで、実質的ながん細胞の理解につ

なげる。

・がん細胞単一細胞解析

　がんは腫瘍細胞だけでなく、周囲の間質細胞（線維芽細胞、

免疫細胞、血管内皮細胞等）からなっており、複雑な微小環境

を構成している。さらに、がん細胞自体もその進展過程で変異

を蓄積し、不均一な細胞集団となっており、こうした腫瘍内不

均一性は、がんの治療抵抗性や転移、再発などに関わっている

とされている。このような多様な細胞集団の特徴を理解するた

めに、個々の細胞の状態を個別に解析する単一細胞解析が有効

である。当分野では、主にトランスクリプトームを中心にシン

グルセルシークエンス解析を実施し、がん細胞の多様性の理解

と、それぞれの集団に対する制御法の確立を目指す。

・がんゲノムロングリード解析
　がん細胞は、点変異、コピー数異常、染色体構造異常などさ

まざまなゲノム異常を有している。さらに近年、非コード領域

におけるゲノム変異についても注目されており、その複雑な全

体像はいまだ明らかでない。当分野では主に、ナノポアシーク

エンサーや合成ロングリードシークエンス技術を用いて、従来

のショートリード解析では不鮮明であったがんゲノムの構造や

フェーズ情報を詳細に解析する。さらに、多層オミクスシーク

エンス解析と組み合わせることで、検出されたゲノム異常がが

ん細胞の遺伝子発現・転写制御異常、および、表現型にどのよ

うに関与しているのか明らかにする。

　これらの解析より得られた成果についていち早く、企業との

連携により産業導出を図る。解析の初期段階から社会人学生、

将来企業等での応用研究を志向する学生を募集し、オンザジョ

ブトレーニングを通じて、現場で即戦力となる人材育成を行う

ことも当分野の使命とする。

参考論文

１.　実験医学別冊 NGSアプリケーション「RNA-seq実験ハン

ドブック」鈴木穣 編　羊土社

２.　実験医学 2018年１月号特集「どこでも誰でもより長く ナ

ノポアシークエンサーが研究の常識を変える！」荒川和晴 企

画　羊土社

３.　実験医学別冊 最強のステップUpシリーズ「シングルセル

解析プロトコール」菅野純夫 編　羊土社

４.　細胞工学別冊 次世代シークエンサー DRY解析教本 清水

厚志/坊農秀雅 監修　秀潤社
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メディカルサイエンス群・学内協力講座

分子医療科学講座
  （医科学研究所）
����������������������������

疾患遺伝子解析分野
教　授　俣野　哲朗�
　03−4582−2811
　matano@ims.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　微生物−宿主間相互作用、抗体、Ｔ細胞、ワク

チン開発、HIV

　近年のゲノム科学の進展により、多くの内因性の疾患とゲノ
ムとの関係が明らかになりつつある。一方、微生物感染症では、
外因性の微生物ゲノムと内因性の宿主ゲノムとの相互作用が疾
患の本質であり、より複雑な解析が必要となる。我々の研究室
では、個体レベルの微生物感染症におけるこのゲノム同士の相
互作用を、分子レベルで解明していくことを目標としている。
　当研究室では、代表的な慢性持続感染症を引き起こすHIVを
主対象とし、ヒトHIV感染症およびサルエイズモデルにて、そ
の感染免疫動態の解析を行っている。特にMHC遺伝子型情報
を整備した独自のアカゲサル群を用いたモデルを構築し、持続
感染成立機序およびその成立阻止に結びつく免疫機序の解明に
向けた研究を進めている。さらに、ワクチン開発研究を展開し、
国際エイズワクチン推進構想（IAVI）等との連携による国際
共同臨床試験推進にいたっている。これらの技術を活用して、
HTLV・デング熱等の他の感染症に対するワクチン開発研究も
開始している。
　一方、ヒトHIV感染症の解析では、国内機関と連携し、全国
レベルのHIV感染者の臨床ゲノム情報収集・データベース構築
を推進するとともに、ベトナム・ガーナとの共同研究を展開し
ている。これらにより、HIV感染病態に関与する宿主因子の同
定ならびにウイルスと宿主の攻防の結果生じるウイルスゲノム
の進化についての解析を進めている。

研究室ＨＰ：
http://square.umin.ac.jp/arc/
Matano_Research_Group_JP/Home.html

感染遺伝学分野
教　授　三宅　健介�
　03−5449−5294
　kmiyake@ims.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　免疫学、自然免疫、Toll-like receptor （TLR）、自

己免疫疾患、病態モデル

　免疫機構は、リンパ球を中心とした獲得免疫系と、樹状細胞
や貪食細胞を中心とした自然免疫系に大きく分けられる。自然
免疫系においては、病原体センサーと呼ばれる分子群によって
病原体が認識される。代表的な病原体センサーとして、Toll様
受容体（Toll-like receptor, TLR）があげられる。TLRは、病
原体由来の糖脂質や核酸に応答して、活性化シグナルを伝達し、
感染防御反応を誘導する。最近、TLRをはじめとする病原体
センサーは自己由来類似成分にも応答し、自己免疫疾患、アレ
ルギー、肥満、動脈硬化など、非感染性の炎症疾患にも関わっ
ていることが明らかになってきた。当分野では　TLRによる
病原体認識、活性制御機構の解明を目指し、活性制御の破綻が
いかなる病態を引き起こすのかについても解析を進める。これ
らの解析を通して、自然免疫系の分子基盤の解明に努める。
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メディカルサイエンス群・学内協力講座

分子医療科学講座
  （医科学研究所）
����������������������������

学生の募集をしません

ゲノム機能分野
准教授　米田　美佐子�
　03−5449−5498
　yone＠ims.u-tokyo.ac.jp
����������������������������

［キーワード］ウイルス学、エマージングウイルス、ワクチン
開発、動物実験、がん治療

　エマージングウイルス感染症が近年社会的に大きな問題と
なっているが、未知のウイルスが本来の宿主域を超えてヒトに
感染し病原性を発現する機構は、ウイルス学の本質的な命題で
ありながら未だに解明されていない。当研究室では、重篤なエ
マージングウイルス感染症の原因ウイルスを多く含むモノネガ
ウイルス目（マイナス鎖一本鎖RNAウイルス群）を中心に解
析を進めている。我々はゲノムを改変した感染性ウイルスを作
出する「リバースジェネティクス」を世界に先駆けて樹立し、
これを分子レベルから動物実験レベルで広く解析することに
よって、動物種を超えて感染する機序やウイルスの病原性発現
機構の解明を試みている。また、ウイルスが宿主細胞内で相互
作用する因子を網羅的に探索することで、宿主とウイルス間の
攻防について包括的な解析を行っている。これらの基礎研究は、
ウイルス感染症がもたらす様々な病原性の解明、延いては新た
な治療法の開発につながると期待される。
　また、モノネガウイルス目に含まれるモービリウイルス属（麻
疹ウイルス、イヌジステンパーウイルス等）は感染後の終生免
疫効果や細胞性免疫誘導能の高さから、優れたワクチンベク
ターとして応用可能である。当研究室ではリバースジェネティ
クスを用いたワクチン開発も精力的に行なっており、有効なワ
クチンの存在しないリーシュマニア症やニパウイルス感染症に
対する二価ワクチンを作製し、動物実験においてその有効性を
確認してきた。

　更に近年では、麻疹ウイルスが癌細胞に感染して殺傷する力
を応用し、リバースジェネティクス系を利用して、癌細胞に対
する感染・殺傷能力を保持したまま弱毒化した組換えウイルス
を作出することに成功した。動物実験系において、この組換え
ウイルスが様々な種類のがん細胞の増殖をほぼ完全に抑制する
ことを証明してきた。現在、有効な投与法や用量、有効性に関

図１　リバースジェネティクスを用いたリーシュマニア症に対する二価ワクチンの作製

する分子生物学的な裏づけを含め、この組換え麻疹ウイルスを
使った新たな癌治療法の開発に向けた橋渡し研究が進行中であ
る。

図２　腫瘍細胞移植マウス内の組換え麻疹ウイルスの増殖図

　ニパウイルスについては、1999年に初めて出現したバイオ
セーフティレベル４に分類される極めて致死率の高いエマージ
ングウイルスであり、自然宿主であるオオコウモリから動物や
ヒトへの感染が起こり東南アジアで大流行を起こした。現在で
も南アジア地域で頻繁に発生しているが、有効な予防法や治療
法が確立されていないため、当研究室ではワクチン開発や抗ウ
イルス薬を探索を行っている。

学生の募集をしません

分子発癌分野
教　授　井上　純一郎�
　03−5449−5275
　jun-i＠ims.u-tokyo.ac.jp
����������������������������

［キーワード］シグナル伝達、癌、骨代謝、免疫、NF-κB

　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、免疫成立、骨形成におけ
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、その成果をヒトの疾患の診断治療に役立てることを目標
としている。
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機能解析イン・シリコ分野
教　授　中井　謙太�
　03−5449−5131
　knakai@ims.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　ドライ研究室、バイオインフォマティクス、ゲ

ノム配列解析、転写制御領域、生命医学ビッグデータ

　分野名にあるin silicoとは、生物学でいうin vivo（生体内）

やin vitro（試験管内）とのアナロジーで、シリコンチップ内

という意味である。すなわち、当研究分野では、コンピュータ

を使って、ゲノム情報や遺伝子産物の機能解析を行うバイオイ

ンフォマティクスの研究を行っている。その中でも、「遺伝情

報の本体であるDNAの塩基配列にはどのように情報が書き込

まれているのだろう？」という素朴な疑問を大切にし、コン

ピュータを使って、ゲノム中に書き込まれた情報の解読、特に

遺伝子の発現制御を司る領域の情報解析、に取り組んできた。

また、遺伝子産物間の相互作用ネットワークの研究なども展開

している。従って、我々の研究室はもともと基礎研究志向であ

るが、最近では、DNAシークエンス決定技術が非常に発達し

たため、我々の研究がいろいろな場面で医科学に貢献できる場

が広がってきている。特に再生医療、免疫学、発生生物学など

の分野における最先端の研究者との共同研究を展開しているの

で、これらの分野に新しい角度から貢献してみたい学生にも魅

力のある研究室でありたいと考えている。コンピュータの素人

の参入も歓迎する。

研究室ホームページ　http://fais.hgc.jp/

細胞療法分野
准教授　合山　進�
　03−5449−5782
　goyama@ims.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　白血病、造血器腫瘍、造血幹細胞、エピジェネティ

クス、分子標的療法

　当研究室では、白血病や骨髄異形成症候群などの造血器腫瘍

の分子生物学について研究しています。特にエピジェ ネティ

クス関連分子や転写因子による造血幹細胞の分化、増殖の制御

機構、またその破綻が造血器腫瘍の発症を誘導する分子機構の

解明を目指しています。この分野は最近多くの造血器腫瘍でエ

ピジェネティクス関連分子の異常が見つかったこともあり、大

変注目されています。

　当研究室の北村俊雄教授が開発した効率の良いレトロウイル

スベクターによる遺伝子導入法および発現クローニング法は、

国内外の4,000近い研究室で使用されています。我々はこれら

の方法論を駆使して、患者さん由来の異常遺伝子をマウスに導

入することにより造血器腫瘍をマウス体内で再現し、発症機序

の研究を行っています。また今後は、ヒト臍帯血細胞や白血病

細胞を免疫不全マウスに移植するXenograftモデルも活用し、

より臨床応用を意識した研究を推進していきます。最終的な目

標は新たな分子治療法の開発であり、現在も転写因子の阻害剤

開発を米国のベンチャー企業と共同研究で行なっています。

　どうして？と思うことをつきつめて考える楽しみを共有しま

しょう。大学院を卒業したあとに海外に留学する人が多いのも

研究部の特徴です。詳しくは研究室のホームページ（http:// 

www.ims.u-tokyo.ac.jp/clinical_oncol/）を参考にしてください。
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感染制御分野
教　授　川口　寧�
　03−6409−2070
　ykawagu@ims.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　ウイルス、病原性、生体恒常性制御因子

　様々な感染症を引き起こすウイルスは、DNAまたはRNAの

いずれかを遺伝子として持ち、そのまわりをタンパク質の外殻

が囲んでいる極めて小さく、かつ、単純な構造をもつ粒子です。

この小さく・単純なウイルスがヒトや動物に感染すると複雑な

病気を引き起こします。そして、これらの病気の制圧は困難な

場合が多いのが現状です。私達の研究室では、DNAを遺伝子

として持つ代表的なウイルスであり、医学上重要なヘルペスウ

イルスをモデルとし、「ウイルスがどの様に増殖するか？」「ど

の様に宿主に病気を引き起こすか？」といったウイルス学の根

幹をなす命題に迫るべく、戦略的基礎研究を推進しています。

また、基礎研究で得られた知見を基に、ウイルス感染症の制圧

に直結する新しいワクチンの開発や抗ウイルス剤の開発に繋げ

る橋渡し研究も行っています。

　ヘルペスウイルスは宿主に潜伏感染と回帰発症（再発）を終

生繰り返します。宿主の一生において、ヘルペスウイルスが病

気を引き起こす期間は実は極めて短く、大部分の期間は病気を

引き起こさない潜伏感染として宿主と共存します。興味深いこ

とに、ヘルペスウイルスの潜伏感染が、宿主の細菌感染や癌に

対する抵抗性などを制御していることが近年明らかになってき

ました。つまり、ウイルスは宿主に病気を起こすという負の因

子であるだけでなく、宿主の生命活動に寄与する正の因子であ

るという新しい概念が生まれつつあります。私達の研究室で

は、ウイルスによる病原性発現機構の解析とその医療への応用

という伝統的なウイルス学を探求すると共に、ウイルスを生

体恒常性因子として捉え直し、その意義を解析するという次

世代ウイルス学にも挑戦しています。詳しくは、以下のホー

ムページを参照してください。（http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/

Kawaguchi-lab/KawaguchiLabTop.html）

学生の募集をしません

ウイルス感染分野
教　授　河岡　義裕�
　03−5449−5310
　kawaoka@ims.u-tokyo.ac.jp

准教授　今井　正樹�
　04−5449−5281
　mimai@ims.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　インフルエンザ、エボラウイルス、ワクチン、

抗ウイルス薬、システムズバイオロジー

　エボラウイルスに感染するとなぜ人は死ぬのか？鳥インフル

エンザウイルスはなぜ人にも感染できるのか？ウイルスにはま

だまだ多くの謎が隠されており、このような単純な疑問でさえ

も明確な答えは得られていません。

　私たちが研究対象とするのはインフルエンザウイルスとエボ

ラウイルスです。現在進行中の研究テーマは、ウイルス粒子形

成機構の解析、ウイルスタンパク質と細胞因子との相互作用・

機能解析、強毒ウイルスの病原性獲得機構の解析、動物種を越

える伝播機序の解明、流行ウイルスの性状解析、ウイルスの人

工合成法の開発、新規ワクチン開発など、分子・細胞レベルか

ら個体・集団レベルの解析まで、多岐にわたります。研究テー

マは個々人の興味に合わせて自ら決定し、主に分子生物学的・

生化学的・病理学的・形態学的手法を用いて研究を進めていき

ます。

　ウイルス学は、社会的に有用なだけでなく、サイエンスとし

ても未知の世界が広がる魅力的なフィールドです。興味のある

方は、ぜひ当研究室のホームページをご覧ください。

http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/virology/index.htm



13

メディカルサイエンス群・学内協力講座

感染症分野
教　授　四柳　宏�
　03−5449−5338
　yotsudid@ims.u-tokyo.ac.jp
　http://www.idimsut.jp/
����������������������������

［キーワード］　HIV感染症、ウイルス肝炎、ウイルス発癌、生

活習慣病

　我々の研究室は新しい陣容で出発したばかりである。

　研究室は日本のHIV研究の草分け的存在であり、これまでも

基礎研究・臨床研究で多くの成果を挙げてきた。HIV感染症は

治療の進歩により、後天性免疫不全症候群（AIDS）を発症し

て亡くなることは少なくなった。代わって問題になってきてい

るのは（１）免疫寛容状態に基づく悪性腫瘍の合併、（２）

HIVそのものを排除することが難しいこと、（３）健常人に比

べ加齢の進行が速く、生活習慣病を早期に合併すること、が挙

げられる。（１）と（３）に関しては大規模な臨床研究・基礎

研究が全国規模に開始されており、当研究室も研究の中核を

担っている。また、（２）に関しても現在研究を開始すべく準

備を進めている。将来的には基礎研究の成果を診療の場に還元

するトランスレーショナルリサーチを医科学研究所の他の研究

室とも連携しながら展開していく予定である。

　教室責任者の四柳は肝炎ウイルスに関しても基礎的な研究を

これまで行ってきた。HBV, HCVはHIVと共通点の多いウイル

スである。ウイルス肝炎の自然経過や発癌に関与するウイルス

側要因を解明してきた。今後はこうした研究を押し進める一方

で、医科学研究所の特長を生かし、肝炎に伴う様々な自己免疫

現象、肝炎と他の感染症との関連についても研究を展開する予

定である。

　慢性感染症は主な感染臓器だけではなく全身の臓器に影響を

及ぼす。そのような魅力が感じられる研究を学生諸君と一緒に

行っていきたいと思っている。

臨床ゲノム腫瘍学分野
教　授　古川　洋一�
　03−6409−2100
　furukawa@ims.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　がん、ゲノム、シグナル伝達、モデルマウス

　がん細胞は、ゲノムの変異や構造異常、エピゲノム異常など、

多くの異常をともなっている。これらの異常の一部は遺伝的（先

天的）なものであり、残りの大多数の異常は後天的に起こる。

どのような遺伝的要因が腫瘍の発生に関わっているのか、それ

らの要因がどのようにして腫瘍を発生させるのかを解明するこ

とは、がんの発生メカニズムの理解と予防法開発の上で重要で

ある。また、後天的に起こる異常の中には、腫瘍細胞の生存や

増殖、生物学的特性に関与する異常が含まれている。我々の研

究室では、がんのゲノム情報から腫瘍細胞の発生や進展、治療

に関与する情報を明らかにすることにより、新たな診断・治療

法の開発や、個別化医療の推進など、臨床応用を目指した研究

を展開している。具体的には、１） Wntシグナルの調節に関わっ

ている分子の同定と機能解析、２）治療薬開発を目指した新た

なアッセイ系の開発、３）次世代シークエンサーと人工知能を

用いた臨床シークエンス開発、４）新規発がんマウスモデルの

樹立と、発がんメカニズムの解析、などの研究を行っている。

詳細については臨床ゲノム腫瘍学分野ホームページを参照して

ください。



14

メディカルサイエンス群・学内協力講座

先端ゲノム医学分野
准教授　平田　喜裕�
　03−6409−2335
　yohirata@ims.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　消化器疾患、炎症、癌、幹細胞、微生物、モデ

ル動物

　私たちの研究室では、生体の遺伝情報を司るゲノムから病気

を発症する個体までを包括的に研究しています。対象は消化器

疾患で、胃炎、肝炎、大腸炎などの炎症性疾患と、胃癌、大腸癌、

肝臓癌、膵癌などの悪性腫瘍があります。患者さんから得られ

た知見をもとに遺伝子レベルで病気の発生の仕組みを調べ、動

物モデルで新規治療法や治療標的分子を探索しています。

　炎症性疾患の研究として、微生物との関連と免疫異常に対し

てアプローチしています。肝炎ウイルスやピロリ菌などの病原

体がどのようにヒトの細胞と相互作用をおこして臓器の炎症を

ひきおこすのか研究しています。また腸内細菌叢のバランス異

常が発生する機序や肝臓、大腸等の臓器への影響について、糞

便の解析やマウスモデルの検討を行っています。消化器癌の研

究としては、世界的規模の癌遺伝子研究によって明らかにされ

た遺伝子異常がどのように癌をひきおこすのか、臓器幹細胞の

役割などに注目して動物モデルやオルガノイド培養モデルを用

いて発癌メカニズムを解明し、新規治療法を開発しています。

　このように当研究室では、よくみられる病気の発生機序やそ

の治療法について、遺伝子、細胞、臓器、個体レベルで研究し、

世界につながる結果をだしていきます。とくに病態が観察でき

るマウスモデルは研究のイメージがつきやすく、個人の技量や

希望に応じた研究テーマと指導を提供します。興味のある学生

の応募を待っています。

詳しくは下記ホームページをご参照ください。

http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/dagm/japanese/home.html

分野紹介図１

先進病態モデル研究分野
教　授　山田　泰広�
　03−5449−5301
　yasu@ims.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　エピジェネィクス、がん、iPS細胞、ES細胞、

マウス、発生工学

　エピジェネティックスによる遺伝子発現調節機構（エピゲノ

ム制御）はiPS細胞樹立に代表されるような細胞運命転換や細

胞の老化、さらには再生過程にも中心的な役割を果たすことが

示されつつあります。我々は、マウス発生工学およびiPS細胞

技術を駆使して、一つの受精卵から始まる細胞の分化から、多

細胞からなる個体レベルでの恒常性維持、細胞老化にいたるま

で、様々な生命現象におけるエピゲノム制御の理解を目指して

います。

　一方で、がん細胞において、エピゲノム制御の異常が頻繁に

観察され、エピゲノム制御の変化が発がん過程にも関与してい

ることが明らかになりつつあります。我々は、遺伝子配列異常

を背景とするがん細胞において、遺伝子配列異常とは独立した

真の「エピゲノム制御異常」の解明を目指しています。さらに、

「細胞脱分化」に関わるエピゲノム制御と発がんとの関連を明

らかにします。真の「エピゲノム制御異常」とその意義を解明

することにより、新たな“エピジェネティックがん治療”開発

を目指しています。

研究室ホームページ：http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/

lab/experimentalmedicine/

ラボの所在地：白金　総合研究棟２階
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人癌病因遺伝子分野
教　授　村上　善則�
　03−5449−5260
　ymurakam@ims.u-tokyo.ac.jp
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［キーワード］　細胞接着、がんの浸潤・転移、がんと代謝、ゲ

ノム解析、がんの診断・治療法開

　人の癌は多段階を経て発生、進展し、悪性化する。この過程

で癌遺伝子、癌抑制遺伝子など発癌と進展の鍵になる分子群に

異常が生じ、さらにゲノム、エピゲノムの不安定性が加わり、

DNA異常が加速度的に蓄積して悪性形質が獲得される。我々

の研究室では、肺癌、消化器癌、泌尿器癌、成人Ｔ細胞白血病

（ATL）などを対象として、多段階発癌とゲノム不安定性の分

子機構を解明し、人の癌の予防、診断、治療に役立てる基礎研

究を行っている。特に癌の浸潤、転移、抗癌剤耐性に注目し、我々

が同定した免疫グロブリン・スーパーファミリー細胞接着分子

CADM1を中心として、細胞接着の破綻が癌を悪性化させる分

子機構の解明に取り組んでいる。また、癌細胞におけるゲノム

不安定性機構としてcopy number variation（CNV）の実体を

把握しようとしている、また、ATLや一部の癌を標的として、

癌の浸潤・転移抑制医薬品の開発の基礎研究を展開している。

さらに、タイ国東北部で肝吸虫感染により発生する胆道癌の分

子機構の解明と予防、診断マーカーの開発を目指した国際共同

研究を行っている。趣味と実益を兼ねて、研究生活をたっぷり

楽しめる元気な若手研究者を求めている。

http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/hitogan/index.html

学生の募集をしません

免疫病治療学分野
教　授　田中　廣壽�
　03−5449−5547、03−6409−2405
　hirotnk＠ims.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］グルココルチコイド、核内レセプター、転写、代

謝、骨格筋

　我々の研究室は、先端的基礎研究からその成果の臨床応用ま

で一貫して取り組み、日本発の画期的治療法を世界に向けて発

信しようとしている。とくに、核内レセプターをはじめとした

転写因子の機能と構造の解析から創薬などの臨床応用への展開

に関して成果をあげている。たとえば、骨格筋特異的グルココ

ルチコイドレセプター（GR）遺伝子破壊マウス（写真）の解析

から骨格筋萎縮の病態を解明し、グルココルチコイド誘発性筋

萎縮（ステロイド筋症）に対する新しい治療法として分岐鎖ア

ミノ酸大量療法を提案した。すでに東京大学医科学研究所附属

病院において医師主導臨床試験（phase I/II Clinical trial）を実

施し、ヒトにおけるその臨床効果を確認している。また、骨格

筋GRを起点としたエネルギー代謝制御における「骨格筋−肝−

脂肪連関」を発見し、骨格筋を標的とした抗生活習慣病治療法

開発へと応用展開している。さらに、心筋を標的とした難治性

心疾患の新規治療法開発なども開発中である。核内レセプター

を標的とした創薬理論を追求し、作用分離型薬剤開発の基盤構

築に関与するなど、製薬業界との産学連携も積極的に取り組ん

でいる。我々とともにベンチからベッドまでの真のトランスレー

ショナルリサーチを希求するチャレンジ精神旺盛な学生の参加

を歓迎する。
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疾患蛋白質工学分野
准教授　尾山　大明�
　03−5449−5469
　moyama@ims.u-tokyo.ac.jp
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［キーワード］　プロテオミクス、ネットワーク解析、癌、シグ

ナル伝達、翻訳制御

　次世代の生命科学研究における中核の一つとして注目されて

きたプロテオミクス研究は、超高感度ショットガン解析を可能

とする次世代型質量分析システムの登場により、数千のタンパ

ク質の動態を一度に俯瞰することができるようになってきてい

ます。当分野では、ゲノム科学の進展によって得られた大量の

ゲノム・トランスクリプトーム情報を基に、細胞内タンパク質

の全体像（プロテオーム）やそれらの翻訳後修飾の全体像（モ

ディフィコーム）の網羅的計測を通して、翻訳制御やシグナル

伝達をはじめとする生命システムの構築理論に迫ることを試み

ています。また、タンパク質安定同位体ラベル化技術を基盤と

した高精度相対定量プロテオーム解析技術を軸に、プロテオー

ムやモディフィコームに関する時空間動態解析を行う技術基盤

の確立を併せて推進しています。現在、リン酸化などの翻訳後

修飾によるタンパク質相互作用ネットワークの動的な制御機構

の解析に焦点を当て、医科学研究所内外の各種疾患解析をリー

ドするグループとの共同研究により、乳がん・脳腫瘍など疾患

ごとの相互作用ネットワークの特性をシステムレベルで記述

し、数理科学・統計科学的手法を用いて創薬ターゲットの探索

を理論的に行う情報解析基盤の構築を進めています。

　当研究室ではプロテオミクスを軸として分子生物学、分析化

学、情報科学などを組み合わせ、タンパク質が織り成す複雑な

生命現象をシステムとして理解し、制御することを目標として

います。詳しくはHP： http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/mpl/top.

htmlをご覧下さい。

高精度プロテオミクス解析技術による細胞内情報伝達系の大規模ネットワーク解析

腫瘍抑制分野
教　授　山梨　裕司�
　03−6409−2115
　yyamanas@ims.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　シグナル伝達、マウスモデル、遺伝子・分子標

的治療、がん・免疫、老化・神経筋疾患

　我々の研究グループでは生命活動を支えるシグナル伝達機構

の理解と、それに基づく難治性疾患の克服を目指しています。

それ故に、ある特定の疾患に拘泥することなく、真に新たな知

見を求めて、広く細胞機能を制御するシグナル伝達機構全般を

その研究課題としています。具体的には、細胞機能制御の破綻

として発症する癌、発生発達障害や免疫・神経筋疾患、加齢性

疾患等に重要なシグナル伝達機構に関して、未知のシグナル分

子やシグナル経路を同定し、生理学的もしくは病態生理学的な

視点から、それらの機能と作用機構の解明を進めています。ま

た、その成果として得られた知見については、動物モデルや臨

床検体を用いた研究を通じて臨床応用への展開を図っていま

す。実際、我々は神経筋シナプスに必須のDok-7シグナル経路

を発見し、その知見に基づく研究からDOK7型筋無力症と新た

な病原性自己抗体陽性の重症筋無力症を発見しています。さら

に、現在、これらの疾患に対する全く新しい治療法の基礎研究

を進めると共に、腫瘍悪性化機構などの研究を推進しています。

しかしながら、我々の第一義的な目標は真に新たな知見を得る

事にありますので、疾病にかかわる事象のみにとらわれること

なく、グループに属する各々が個々の課題の本質を捉えること

のできる研究グループとして発展・成長すべく、日々の努力を

続けています。

　より詳しい情報を御希望の場合は、ホームページを御覧下さ

い。

http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/genetics/html/home.htm
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幹細胞分子医学分野
教　授　岩間　厚志�
　03-6409-2180
　03aiwama@ims.u-tokyo.ac.jp
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［キーワード］　造血幹細胞、造血腫瘍、エイジング、エピジェ

ネティクス

　幹細胞は個体の発生・維持において基幹となる細胞です。ま

た、幹細胞制御機構の破綻が多くの疾患につながることも明ら

かになっています。本分野では、造血幹細胞研究から多様な生

命現象を解き明かすことが重要なテーマです。

【研究課題１】　幹細胞の自己複製機構：造血幹細胞の自己複製

のエピジェネティック制御の理解を通して、幹細胞の制御法の

開発を目指しています。

【研究課題２】　癌と加齢のエピジェネティクス：がんの発症に

関わるエピジェネティック制御機構の破綻は、がんの新しい治

療標的として注目されています。また、加齢に伴う幹細胞のエ

ピゲノム変化も、私たちの個体の加齢や疾患に関わることが明

らかになりつつあります。造血腫瘍や造血幹細胞のエイジング

をエピジェネティックな観点から研究し、新しい治療法の確立

を目指しています。

http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/molmed/

分子シグナル制御分野
教　授　武川　睦寛�
　03−6409−2156
　takekawa@ims.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　シグナル伝達、癌、非コードRNA、ストレス応答、

MAPキナーゼ

　当研究室では、分子生物学や生化学の研究手法を駆使し、細
胞運命（増殖、分化、死など）決定と疾患発症に重要なシグナ
ル伝達システムであるMAPキナーゼ（MAPK）カスケードの
研究を行っています。哺乳類細胞には、増殖因子によって活性
化され、主に細胞増殖に作用するERK経路と、様々な環境ス
トレス刺激（紫外線、放射線、活性酸素、高浸透圧、熱ショッ
クなど）によって活性化され、細胞周期停止／アポトーシスや
炎症を惹起するp38経路およびJNK経路という、少なくとも３
種類のMAPK経路が存在します。
　これら複数のMAPK経路が、刺激に応じて正しく制御され
ることで、人体の恒常性が維持されており、一方、その制御
異常が、癌、アレルギー・自己免疫疾患、糖尿病や神経変性
疾患などの疾病発症に繋がることが知られています。私達は、
MAPK経路の活性制御機構と生理機能、および疾病との関連
を分子レベルで解き明かし、さらにMAPK経路をターゲット
とした分子標的薬を開発して疾患治療に役立てることを目標に
研究を進めています。
　当研究室ではこれまでに、p38/JNK経路を制御する新たな
分子として、MTK1やPP2C等の蛋白質リン酸化/脱リン酸化酵
素、ストレス応答のメインスイッチとも考えられるGADD45関
連分子など、複数の遺伝子を同定し、その生理機能と疾患にお
ける制御異常を解明してきました。また、「ストレス顆粒」と
呼ばれるmRNA-蛋白質複合体による細胞死の制御、非コード
RNA（lncRNA、miRNAなど）による増殖・生存の調節など、
新たなシグナル伝達制御メカニズムを見出しており、癌や神経
変性疾患を始めとする疾病との関わりを明らかにすべく研究
を進めています。詳しくはHP： http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/
dcsmm/DCSMM/Top.htmlをご覧下さい。
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再生医学分野
教　授　谷口　英樹�
　03−5449−5697
　rtanigu@ims.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　再生医学、iPS細胞、オルガノイド、癌オルガノ

イド

　「再生医学（Regenerative Medicine）」は、急速に解明の進み

つつある発生生物学や幹細胞生物学の新知見を、臨床医学へ応

用することを目指す挑戦的な学問領域です。現在、末期臓器不

全症に対して臓器移植が有効な治療法として実施されています

が、年々増大する移植ニーズに比べて、ドナー臓器の供給量は

絶対的に不足しており、再生医療への期待が高まっています。

当研究室では、ヒトiPS細胞等の幹細胞を用いたヒト組織・臓器

の創出法・移植法を開発し、臓器移植の代替となる新たな治療

法を開発する研究を行っています。また、我々は、iPS細胞研究

において確立した様々な細胞操作技術をがん研究に応用し、癌

微小環境を伴うヒト難治癌組織（癌オルガノイド）を人為的に

再構成する手法を確立しています。この技術をもとに、癌の再

発や転移を抑制するための創薬開発に繋げる研究を展開してい

ます。

癌防御シグナル分野
准教授　西山　敦哉�
　03−5449−5731
　anishiya@ims.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　DNAメチル化、エピゲノム、ヒストン修飾、

DNA複製、老化

　当研究室では細胞増殖に伴うDNAメチル化維持機構、細胞

のがん化、老化を防御する分子機構の研究を行っています。

DNAメチル化は最もよく知られるエピジェネティクス修飾の

一つであり、転写制御、発生、分化、レトロトランスポゾンの

抑制、さらにゲノム安定性の維持など様々な現象において重

要な役割を果たしています。DNAメチル化パターンはゲノム

DNAの複製に伴い正確に娘DNAに伝達される必要があり、そ

の破綻はがんをはじめとした様々な疾患の原因となります。し

かし、DNA複製に伴いDNAメチル化パターンを複製する分子

機構の実体、そしてその破綻がどのような形でもたらされ、ど

のようにゲノムの不安定化や疾患を引き起こすのかは、ほとん

ど理解されていません。我々は、この重要な問題に対して、試

験管内で染色体複製を再現可能であるツメガエル卵抽出液由来

の無細胞系を用いて取り組んでおり、すでにDNAメチル化維

持に関わる新たな分子機構を複数見出しています。さらに、発

見した新しい分子メカニズムを手がかりに新規のDNAメチル

化酵素阻害剤の開発を目指します。

　また、当研究室では、がん化や老化を制御する分子基盤につ

いても、分子・細胞レベルの解析から個体レベルの分子ネット

ワークの理解まで幅広く解析を行っています。ともに研究生活

を楽しめる元気な若手研究者の参加を待っています。研究室の

情報については、ホームページを参考にして下さい。

http ://www. ims .u - tokyo .ac . jp/cancer -ce l l -b io logy/

hp2018/01index.html
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く、もっと多種多様な非コードRNAが存在していることが明

らかとなっています。1990年代以降になって次々と発見され

たmiRNA（microRNA） やsiRNA（small interfering RNA）、

piRNA（PIWI-interacting RNA）などの20〜30塩基の小分子

RNA（small RNA）は、自身と相補的なRNAを選択的に認識し、

その分解や翻訳抑制を引き起こすことで、遺伝子の発現を負に

制御しています。また近年、long non-coding RNA（lncRNA）

と呼ばれる長い非コードRNAが、核内でクロマチン動態や転

写のエピジェネティックな制御に関わるなど、多様な役割を果

たしていることが明らかになって来ています。これらの非コー

ドRNAは、遺伝子発現を緻密に制御することで、複雑で高次

な生命現象を支えていると考えられています。しかしこれらの

非コードRNAが、どのようにして生み出され、どのような原

理で機能しているのかについては、まだほとんどわかっていま

せん。私たちの研究室では、生化学、生物物理学、細胞生物学、

遺伝学などを組み合わせることにより、非コードRNAを中心

としたRNAワールドの不思議に挑戦しています。

http://www.iam.u-tokyo.ac.jp/tomari

細胞情報システム講座
  （定量生命科学研究所）
����������������������������

RNA機能研究分野
教　授　泊　幸秀�
　03−5841−7839
　tomari@iam.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　RNA、サイレンシング、生化学、生物物理学

　私たちのゲノムDNAにコードされた遺伝情報の多くは、転

写によってmRNA（messenger RNA）へと写し取られたのち

に、タンパク質へと翻訳されることで発現します。1958年にク

リックによって提唱されたこのセントラルドグマの概念は、生

命の根幹を成す基本原理として広く受け入れられてきました。

しかし現在では、この概念には数多くの例外が存在しているこ

とがわかっています。私たちの研究室ではそのような例外の代

表格である、非コードRNA（non-coding RNA; ncRNA）と呼

ばれる「タンパク質に翻訳されずにはたらくRNA」に注目し、

その機能と動作原理の解明を目指して研究を行っています。

　非コードRNAの代表例としては、分子生物学の黎明期に発

見 さ れ たrRNA（ribosomal RNA）、tRNA（transfer RNA）、

snRNA（small nuclear RNA）などがよく知られています。こ

れらのRNAは、mRNAの成熟やタンパク質への翻訳といっ

たセントラルドグマの基本過程に必須であることから、長年

にわたって詳細な解析が進められてきました。一方最近の研

究からは、細胞の中にはこれらの古典的なRNAだけではな

小さなRNAの一種であるsiRNA（くし）は、RISCと呼ばれるエフェク
ター複合体（お盆）を形成することにより、自身と相補的な配列を持つ
標的mRNA（組みひも）を切断（はさみ）し、その発現を抑制します。
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免疫・感染制御研究分野
教　授　新藏　礼子�
　03−5841−8488
　rshinkura@iam.u--tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　抗体、腸内細菌、体細胞突然変異、粘膜免疫

　免疫システムのなかでもＢリンパ球が産生する抗体に注目
して研究を進めています。抗原刺激を受けるとＢリンパ球は
activation-induced cytidine deaminase （AID）という酵素を発
現し、抗体の抗原結合力を変化させる体細胞突然変異とともに、
抗体の攻撃力を変えるクラススイッチが誘導されます。両者は
感染防御に重要な役割を担っておりともにAIDが必要で、AID
によるDNA切断が引き金となって抗体遺伝子に変異が導入さ
れます。DNA変異はゲノム安定性に対する大きな危険要素と
なり、これがうまくコントロールされないと細胞のがん化を引
き起こします。私たちは体細胞突然変異だけが特異的に障害さ
れるAID変異体を見つけ、これを手掛かりに体細胞突然変異の
分子メカニズムを明らかにします。同時に、新しい抗体を作る
メカニズムを探りながら、基礎研究の成果を病気の治療に役立
てることを目指します。

<主な研究テーマ>
１）腸管IgA抗体による腸内細菌制御機構の解明
　腸管のIgA抗体は多彩な腸内細菌叢の何を識別して制御する
のかを明らかにします。
２）体細胞突然変異機構の分子レベルでの解析
　遺伝子に能動的に変異を入れる機構がどのように制御される
のかを明らかにします。
３）IgAへ選択的にクラススイッチさせる誘導物質の探索
　アレルゲンに対してIgEではなくIgAを選択的に作れればア
レルギー反応のかわりに粘膜防御に役立つはず、というアイデ
アを応用へとつなげます。
ホームページアドレス
http://www.iam.u-tokyo.ac.jp/lab/shinkura/

　体細胞突然変異によってできる高親和性IgA抗体が腸内細菌
制御に重要である。

学生の募集をしません

超分子機能構造解析分野
准教授　深井　周也�
　03−5841−7807
　fukai@iam.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　タンパク質、構造解析、ユビキチン、神経科学、

シグナル伝達

　タンパク質や核酸などの生体高分子は一定の立体構造に折り

畳まって機能します。したがって、生体高分子がはたらくメカ

ニズムを解明するためには、立体構造を決定することが必要不

可欠です。X線結晶構造解析は、分解能の高さと解析可能な分

子量の点において強力な立体構造決定法です。当分野では、複

数の生体高分子が特異的に相互作用して形成される複合体のＸ

線結晶構造解析を行なうことによって、複合体が担う細胞内外

の分子シグナリングや反応の制御メカニズムを原子分解能レベ

ルで明らかにし、さらに、立体構造から予測される複合体の

形成原理と機能発現メカニズムを、変異体を用いたin vitroお

よびin vivoでの機能解析によって裏付ける研究を行っていま

す。研究室の情報については、当分野のホームページ （http://

www.iam.u-tokyo.ac.jp/srro/）を参考にして下さい。
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幹細胞制御研究分野
准教授　田中　稔�
　03−5841−7884
　tanaka@iam.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　幹細胞、肝臓、線維化、再生、細胞死

　成体の肝臓は生命を維持する上で必須の代謝器官であり、そ

の主要な機能を担う肝実質細胞（肝細胞）と肝非実質細胞（類

洞内皮細胞、肝星細胞、胆管上皮細胞、血液細胞など）から構

成されています。肝発生過程においては、肝細胞と胆管上皮細

胞は肝芽細胞と呼ばれる共通前駆細胞から分化してくることか

ら、肝芽細胞は胎児期の肝幹／前駆細胞（LPC）と考えられて

います。当研究室ではマウス胎仔肝臓を構成する各細胞種に対

するマーカー分子を多数同定し、フローサイトメトリー解析や

細胞培養、遺伝子改変マウスを利用することで、LPCの増殖お

よび分化に関わる細胞間相互作用を明らかにしてきました。一

方、成体肝臓においても重篤な肝障害時に出現するオーバル細

胞は肝再生に寄与するLPCであると考えられていましたが、そ

の実体については長い間不明でした。当研究室ではマウスの

LPCマーカー分子としてEpCAMとTROP2という２つの膜タン

パク質分子を同定し、セルソーターを用いた解析や細胞培養系

によりLPCの性状を明らかにしてきました。しかしながら、成

体肝臓におけるLPCの制御機構については不明な点も多く残さ

れています。本研究分野では、肝疾患時の再生過程における

LPCの制御機構を細胞間相互作用を中心に明らかにすることを

目指します。また、新たに同定したLPCマーカー分子の中には、

炎症や線維化に関わる分子や多くのヒト肝癌細胞株で発現して

いる分子も含まれることを見出しており、現在、LPCと肝線維

化や肝癌発症との関連についても検討を進めています。

　詳細については、以下のホームページをご覧下さい。

　http://ncgm-regenerative-medicine.org
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臨床医科学講座
  （東京都医学総合研究所）
����������������������������

臨床医科学分野
（東京都医学総合研究所）

教　授　田中　啓二�
　03−5316−3337
　tanaka-kj@igakuken.or.jp

����������������������������

［キーワード］　Protein Degradation, Proteasome, Ubiquitin, 

Autophagy, Mitophagy

　生体を構成する主要成分であり、生命現象を支える機能素子
であるタンパク質は、細胞内で絶えず合成と分解を繰り返して
おり、きわめて動的なリサイクルシステムを構成している。実
際、細胞内の全てのタンパク質は、千差万別の寿命をもってダ
イナミックに代謝回転（ターンオーバー）しており、生物はこ
の新陳代謝を通して良・不良を問わず不要なタンパク質をクリ
アランス（細胞内を浄化）するとともに、エントロピーの増大

（秩序から無秩序への劣化）を食い止め、生体の恒常性維持を
図っている。我々は生命科学史上最も巨大で複雑なタンパク質
分解装置であるプロテアソーム（真核生物のATP依存性プロ
テアーゼ複合体）とそのパートナーであるユビキチン（分解シ
グナルとして働く翻訳後修飾分子：2004年ノーベル賞）の動態
と作動機構について、分子から個体レベルまで多面的に研究を
進めている。このユビキチン・プロテアソームシステム（UPS）
は多様な生体反応を迅速に、順序立って不可逆的に進める手段
として様々な生命現象に不可欠な役割を果たすとともに、タン
パク質恒常性の維持に中心的な役割を果たしている。そのた
め、ストレスや遺伝子変異によるUPSの破綻は、神経変性疾患
や自己免疫疾患、がんなどの様々な疾病を引き起こすこと、さ
らには個体老化とも密接に関連することがわかってきた。これ
まで我々は、プロテアソームの分子基盤の確立や動作原理の解
明、ユビキチン修飾の構造多様性とその機能（ユビキチンコー
ド）、オートファジーによる不良ミトコンドリアの除去機構（マ
イトファジー）に関する研究において世界トップレベルの研究
を推進してきたが、いまだ未解決の課題が山積している。特に、
プロテアソームを取り囲む分子ネットワークとそのダイナミク
ス、細胞・組織間におけるプロテアソーム機能の差異、プロテ
アソーム機能低下が引き起こす病態、ユビキチンコードの全体
像、マイトファジーの詳細なメカニズムについてはほとんど分
かっていない（図１& 図２）。
　そこで現在、① プロテアソームによるストレス防御機構と
病態生理学的研究、② ユビキチンコードの包括的研究、③ マ
イトファジーの分子機構、などの重要課題にさまざまな最先端
技術を用いて取り組んでいる。本研究より得られる知見はその
学問的重要性のみならず、UPSを標的とした創薬および評価系
の大きな基盤となり生命医科学の発展へ大きく貢献することが
期待される。

研究テーマ
1　プロテアソームによるストレス防御機構と病態生理学
研究
　我々は、プロテアソームの細胞内局在や相互作用分子が様々
なストレスに応答してダイナミックに変動することを見出して
いる。タンパク質恒常性の視点からその生理的意義に迫ると同
時に、プロテアソーム変異マウスやプロテアソームGFPノック
インマウスを用い、プロテアソーム変異疾患や個体老化といっ

た病態生理学研究に展開している。
２　ユビキチンコードの包括的研究
　ユビキチンは多様な様式でタンパク質を修飾することで、プ
ロテアソーム分解だけではなく、シグナル伝達や膜タンパク質
の輸送、オートファジーなど様々な細胞機能を制御している。
しかし、個々のユビキチン修飾の機能情報（ユビキチンコード）
や個々の経路におけるデコーダー分子の使い分けはいまだ明確
ではない。そこでユビキチンに特化した最先端プロテオミクス
法を開発し、ユビキチンコードの作動機構に迫るとともに、新
規ユビキチンコードの探索と機能解析を実施している。
３　ユビキチンを介したミトコンドリア品質管理機構
　細胞小器官（オルガネラ）も細胞内で絶えずターンオーバー
しており、この過程においてもユビキチンが重要な役割を担っ
ている。我々はParkinとPINK1が低品質ミトコンドリアをユビ
キチン化して分解に導いていることを見出した。両者は遺伝性
パーキンソン病の原因遺伝子産物であり、Pink1はプロテイン
キナーゼ、Parkinは基質にユビキチンを付加するユビキチン連
結酵素（E3）である。我々はParkinとPINK1の機能解明に挑み、
Pink1が膜電位の低下したミトコンドリア上で自己リン酸化を
介して活性化すること、Pink1がユビキチンをリン酸化するこ
とでParkinを活性型に変換すること、ParkinとPink1の触媒す
るリン酸化ポリユビキチン鎖がミトコンドリア上のParkinの受
容体であり、異常ミトコンドリアのユビキチン化を一気に促進
すること、その下流で２種類のRab GTPaseが働くこと、など
を見出した。このように「ユビキチンを介したミトコンドリア
品質管理（マイトファジー）機構」の全貌は明らかになりつつ
あるが（図２）、細部には謎が残されているので、その機能解
析をさらに進めている。

図１　ユビキチン・プロテアソームシステム

図２　ユビキチンを介したミトコンドリアの品質管理の仕組み
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教　授　正井　久雄�
　03−5316−3220
　masai-hs@igakuken.or.jp
　http://www.igakuken.or.jp/genome/
����������������������������

［キーワード］　DNA複製、ゲノム安定性、クロマチン高次構造、

複製チェックポイント、グアニン4重鎖、RNA-DNAハイブリッ

ド、がん、制がん剤

　染色体DNA複製は、正確に、高速に、秩序正しく起こる。

この過程の異常は、がん細胞や老化細胞に見られるゲノムの

遺伝的不安定性（変異、染色体の欠損や再編成など）を引き

起こす。実際、最近の研究から、内的外的な原因による複製

障害に対する適切な細胞応答の破綻が、がん細胞の初期遺伝

的変化の主要な要因になっていることが示されている。また

複製制御に関与する因子が臓器、組織の発生・分化に直接的

に関与する可能性も示唆されている。さらに、グアニン４重

鎖構造、RNA-DNAハイブリッドを始めとする非B型DNA構

造が、複製制御を始め、多様な生物反応の種々の側面で鍵を

握る役割を果たしていることが明らかになってきた。私達は、

染色体複製制御の普遍的なメカニズムの解明を基盤に、ゲノ

ムDNA構築とその機能発現制御の新しい原理の解明を目指

す。具体的には大腸菌、分裂酵母、動物細胞、マウス個体な

ど 多 様 な 生

物を用いて、

次のような課

題にアプロー

チ す る。 １） 

ゲノム複製開

始の普遍的な

メカニズムの

解明。２） 複

製ストレスに

対する細胞応

答のメカニズ

ムの解明と、

その破綻と発

がん、疾患との関連。３）染色体高次構造の制御を介した複

製起点活性化の時空間プログラム制御の分子基盤の解明。４） 

ゲノムDNA上の非B型構造の多様な生物学的意義の解明。５） 

複製因子の変異による脳発生異常のメカニズムの解明。６） 複

製、細胞周期因子を標的とした新規な創薬戦略の開発。ゲノ

ム複製の研究から、ゲノムの新原理の解明に挑むチャレンジ

ングな研究に参画したい大学院生を募集する。

図2 グアニン４重鎖構造

研究テーマ
１　ゲノム複製の普遍的メカニズムの解明と複製システ

ムの進化

　大腸菌染色体の第二の複製系をモデルとして、大腸菌からヒ

トまで共通の複製開始の普遍的メカニズムの解明を目指す。さ

らに、複製システムの多様性と進化のプロセスを考察し、独自

のモデルを提示する。

２　複製ストレスに対する細胞応答機構の解明と発がん、

疾患への関与

　複製ストレスチェックポイントメディエーターClaspinとそ

の制御キナーゼCdc7による複製ストレス応答制御機構の解明。

さらに、Claspinが、栄養、温度、酸素など種々のストレス応

答を統合的に制御するメカニズムを解明する。

図1  Rif1は 遺伝子間領域に存在する G4構造に結合し、クロマチ
ンを束ね、核膜近傍に複製抑制ドメインを形成する。

３　複製の時空間プログラムや転写・修復の制御とクロ

マチン構造

　保存された核因子Rif1は染色体機能ドメインの制御を介して

複製タイミング制御に中心的な役割を果たす（図１）。また、

DNA損傷修復や転写の制御にも関与する。Rif1は、核膜近傍

で染色体の機能ドメインを形成することによりこれらの染色体

動態を制御する可能性を検証し、そのメカニズムを解明する。

４　ゲノムDNA上の非B型DNA構造の生物学的意義の解明

　1,3の研究ではグアニン４重鎖（図２）がこれらの制御に重

要な役割を果たす事が明らかとなってきた。細菌、酵母、動

物細胞など種々の生物種におけるグアニン４重鎖、RNA-DNA 

ハイブリッドなど非B型DNA構造の存在様式を解明し、その新

規機能の発見と、これら特殊形態を有する核酸によるゲノム機

能制御の新しい原理解明を目指す。
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５　複製因子の変異による脳発生異常のメカニズムの解明

　複製関連因子の変異が、小頭症などの疾患の原因となること

が知られている。私たちは、Cdc7の脳特異的ノックアウトが

脳形成の異常を誘導することを見出した。そこで、Cdc7キナー

ゼ、活性化サブユニットDbf4/ASK、Claspinなどの、脳を含む

種々の臓器・組織の発生における役割・個体レベルでの機能を、

遺伝子改変動物を用いて解明する。

６　複製、細胞周期因子と疾患の関連と、これらを標的

とした新規な創薬戦略の開発

　複製制御因子の変異がもたらす疾患の分子基盤の解析と、複

製因子、チェックポイント制御、細胞周期進行、グアニン４重

鎖構造などの特殊DNA構造を標的とする新規創薬戦略を開発

する。

研究室行事など

毎週月曜（第一以外）9：30 Journal Club, 毎月第一月9：30〜

17：00頃までProgress Report会議

（事前連絡の上いつでも見学にいらしてください）
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教　授　糸川　昌成�
　03−5316−3228
　itokawa-ms@igakuken.or.jp
　
����������������������������

［キーワード］　精神疾患、心、脳、分子生物学、ゲノム

　ヒトはなぜ心を病むのか。かつては、この答えを宗教や哲

学の領域が探究した。この問答に医学が参入するようになっ

て、まだ300年ほどしかたっていない。我々は、生物学の方

法と道具を用いて、脳と心が織りなすこの難問に挑んでいる。

　脳波や画像を含む身体的な検査で何も異常が見られないの

に、情動や思考に困難が生じる脳の疾病を機能性精神疾患と

いう。統合失調症は、気分障害と並ぶ代表的な機能性精神疾

患である。我々は、統合失調症の経験者の協力を得てゲノム

解析やメタボローム解析を行い、統合失調症の原因解明に取

り組んできた。当事者で多く見られるゲノム多型や代謝障害

を、培養細胞や動物モデルで再現し病態を科学的に再構築し

ている。また、特徴的なゲノム多型や遺伝子変異をもつ当事

者からiPS細胞を樹立して、神経系へ分化させ病態を解析して

いる。統合失調症は、どの民族でも100人に一人がかかる、比

較的頻度の高い疾患である。人類が進化の過程で、この病態

を淘汰せず一定頻度で経験し続けてきたのはなぜだろうか。

モデル動物や培養細胞で再構成された病態には、そうした観

点からも答えを見出そうとしている。

　統合失調症では、脳の高次機能である能動性の意識や自己

の同一性など、自我の機能にも困難を生じる。自我や自己意

識といった、かつて哲学や宗教が挑んだ領域に、ミクロのレ

ベルの生物学から解明に挑んでいる。（http://www.igakuken.

or.jp/schizo-dep/）

　参考：科学者が脳と心をつなぐとき（地域精神保健福祉機

構）、統合失調症が秘密の扉をあけるまで（星和書店）、臨床

家がなぜ研究をするのか（星和書店）

　平成23年４月より臨床研、神経研、精神研の３研究所が統

合され、東京都医学総合研究所にとして新たに発足し、下記

の場所の新研究棟で研究を行なっています。

所在地　〒156-8506 東京都世田谷区上北沢二丁目１番６号

電 話　03−5316−3100（代表）
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生命機能分子工学講座
  （産業技術総合研究所）
����������������������������

生命機能分子工学分野
（産業技術総合研究所）

教　授　本田　真也�
　029−862−6737
　s.honda@aist.go.jp

����������������������������

［キーワード］　タンパク質工学、進化分子工学、合成生物学、

バイオ医薬品、治療用タンパク質

　我が国の医薬品の輸入超過額は２兆円を超え、国民医療費の

多くが最終的に国外に流出しています。この医療経済の貿易不

均衡は喫緊の社会問題で、そのような支出は国内経済に還元さ

れ国民福祉の原資として循環するような社会環境を整えなけれ

ばなりません。このため「日の丸」印の医薬品の拡大、とりわ

けバイオ医薬品分野における創薬と生産の国産技術革新と内製

化が求められています。我々は、『知る生物学、操る生物学から、

創る生物学へ』をモットーに、バイオ医薬品の創薬・生産に資

するオリジナルな基盤技術の構築をめざし、関連するタンパク

質工学および合成生物学の研究を理論と実験の両面から進めて

います。

　具体的なテーマとしては、創薬関連として、低親和性ペプチ

ドを高親和性タンパク質に変身させる分子創製技術、医療用サ

イトカインの主鎖環状化による薬物動態向上、先回り進化によ

る薬剤耐性菌の耐性メカニズムの解明、ヒト膜タンパク質受容

体阻害剤スクリーニング技術、製造関連として、次世代抗体医

薬品向けのアフィニティリガンドの開発、製剤関連として、抗

体医薬品の凝集化反応の分子機構の解明と凝集化予測理論の構

築、品質管理関連として、物理化学的ストレスを受けた構造劣

化抗体を特異的に識別する化学プローブの開発、微量の構造劣

化抗体を検出する高感度分析装置の開発、タンパク質基盤科学

として、次世代シーケンサーとバイオインフォマティクス活用

によるスクリーニング確度の向上、自然言語構造を模した人工

タンパク質のデザイン、自然界に存在しない立体構造を形成す

る人工タンパク質のデザイン、などを行っています。これらを

通じて、生物システムの俯瞰的な理解と工学的価値のある産業

応用シーズの提供を目指しています。大学とは異なる雰囲気の

国立研究所の中で実用を意識した研究生活を経験してみたい人

の入学を歓迎します。詳細はホームページを参照ください（「東

大 本田研」で検索！）。

https：//unit.aist.go.jp/bmd/biomed-mcb/honda_lab/

教　授　宮崎　健太郎�
　029−861−6897
　miyazaki-kentaro@aist.go.jp
　
����������������������������

［キーワード］　進化分子工学、メタゲノミクス、リボソーム工学、

合成生物学、ゲノム工学、極限環境微生物

進化分子工学
〜進化によるものづくり・いきものづくり〜
　微生物は地球上のあらゆる環境に分布しています。遺伝子

の変異と機能選択（淘汰）という進化サイクルが、地球上の

隅々にまで生命を根付かせていきました。一見過酷な環境も

住人にとってはHome Sweet Home。生物が望むと望まざる

と身につけている「進化」という属性が、高度に洗練された

生物機能を実現します。膨大な試行錯誤の産物であるため、

「進化」は一見非合理的な方法であると考えられていますが、

成功に裏付けられた万能なものづくり技術です。人類はこれ

までにも「進化」を利用してきました。動植物の品種改良・

育種などがこれにあたります。当研究室では、この生物に備

わった進化能（Evolvability）に基づく生物機能（酵素・タン

パク質・システム・生物個体）の改変・改良　〜進化分子工

学〜　を行っています。

・メタゲノミクス：微生物の多様な環境適応戦術の理解、有

用遺伝子の探索

・進化分子工学：遺伝子・酵素・タンパク質・システム・生

物個体の機能改良

・リボソーム進化工学：リボソーム進化機構の解明、翻訳シ

ステムの改変、宿主機能の改良

・極限環境微生物：生物の不思議な世界を楽しむ、謎を解明

する、役立てる

・ゲノム進化工学：新規ゲノム編集技術の開発、宿主機能の

改良

詳細は、ホームページを参照ください。
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http://staff.aist.go.jp/miyazaki-kentaro/group/index.html 

教　授　大石　勝隆�
　029−861−6053
　k-ooishi@aist.go.jp
　
����������������������������

［キーワード］　時間生物学、体内時計、サーカディアンリズム、

時間栄養学、睡眠

　地球上のほとんどすべての生物には、地球の自転周期に一

致した約24時間周期の概日（サーカディアン）リズムを刻む

体内時計が存在している。哺乳類の時計遺伝子が初めて発見

されてから10年余りが経過し、体内時計のリズム発振機構が、

時計分子間の転写調節を中心としたフィードバックループモ

デルによって説明できるようになってきた。哺乳類における

体内時計の中枢は、脳内視床下部の視交叉上核に存在してい

るが、時計遺伝子の発現は肝臓や心臓、血球細胞に至るまで

ほぼ全身において認められ、培養細胞においても自律的なリ

ズムを刻む体内時計の存在が明らかとなっている。

　一方、体内時計は、睡眠障害やうつ病などの精神疾患や、

癌、糖尿病や肥満、高血圧といった生活習慣病の発症とも深

い関係にあることが明らかとなってきた。当研究室では、体

内時計のリズム発振機構の解明とともに、睡眠障害や生活習

慣病などの疾患発症と体内時計との関連について、時計遺伝

子を中心とした分子メカニズムの解明を目指した研究を行っ

ている。特に、睡眠障害に起因する様々な疾患の発症メカニ

ズムを解明する目的で、ヒトへの外挿が可能な遺伝子変異を

伴わないストレス性睡眠障害（不眠症）モデルマウスを開発

し、睡眠障害の発症メカニズムの解明とともに、睡眠障害性

の精神疾患や代謝性疾患の発症メカニズムの解明を目指して

いる。

准教授　野田　尚宏�
　029−861−6039
　noda-naohiro@aist.go.jp
　

����������������������������

［キーワード］　バイオ標準、生体分子解析技術、バイオ計測技術、

核酸関連酵素

　核酸、タンパク質などの生体分子を解析する新しい技術の

開発と応用を行っています。開発した技術について、企業と

の連携により実用化を目指すとともに、核酸標準物質の開発

や国際標準化技術への貢献を目指しています。研究開発、企

業連携による実用化、さらには国際標準化という幅広い活動

を行うことができる環境です。

バイオテクノロジー標準化推進に資する
生体分子解析技術開発　
　臨床検査機器の測定妥当性評価に資する核酸標準物質の開

発・評価技術を進めています。臨床検査の現場で利用される

生体分子解析技術では、核酸やタンパク質の濃度決定手法と

して吸光度測定法のような非SI単位トレーサブルな手法が用

いられています。そのような常識を打ち破るために、蛍光相

関分光法やデジタルPCR法等の分子数絶対定量手法の導入を

進め、SI単位トレーサブルな標準物質体系の構築の実現を目

指すとともに、核酸認証標準物質の開発・頒布に貢献してい

ます。さらに、バイオテクノロジーの国際的標準化を推進す

るため、ISO等においてバイオテクノロジーの国際標準化を

進めています。

核酸関連酵素を対象とした創薬スクリー
ニングプラットフォームの開発
　微生物、カビからほ乳類などの高等生物に至るまで核酸の

複製・結合・解離・切断・修復に関わる酵素群は生命の自己

増殖機能に必須の生体分子であることからその機能解明が重

要となっています。これらの核酸関連酵素の機能解明を成し

遂げる新しい技術開発とその応用を行っています。また、こ

れらの酵素は生命活動において必須であるから創薬のター

ゲット分子としても注目されています。我々はその中でも特

に微生物のプログラム細胞死を司っているToxin-Antitoxinシ

ステムに着目して、以下のような研究を行っています。１）

Toxin/Antitoxinタンパクの取得、２）活性評価・機能解析

技術開発、３）Toxin-Antitoxinシステム制御分子の探索、に

ついて取り組んでいます。
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RNAシステム生物学講座
  （理化学研究所）
����������������������������

RNAシステム生物学分野
准教授　岩崎信太郎�
　048−467−3613（内：5522）
　shintaro.iwasaki@riken.jp

����������������������������

［キーワード］　RNA、翻訳、リボソーム、次世代シーケンサー、

生化学、バイオインフォマティクス、リボソーム・プロファイ

リング

　1950年代にノーベル賞科学者であるフランシス クリックに

よって提唱されて以来、「DNAがRNAをつくり、RNAがタン

パク質をつくる」というルール、いわゆる「分子生物学のセン

トラルドグマ」は生命の最も基本的な原理だと考えられていま

す。私たちの研究室ではセントラルドグマの中心にある「翻

訳」という反応がどのように制御され、どのように生命をコン

トロールしているのか、を理解することを目指しています。そ

のために主に以下の２つの手法を組み合わせ、研究を行ってい

ます。

次世代シーケンサーを用いた網羅的解析
　近年のシーケンサーの発達によりRNAの配列と量を網羅的

に解析することができるようになりました。これを利用したリ

ボソーム・プロファイリングと呼ばれる技術を駆使し、どの

RNAのどのコドンがどの程度、リボソームによって解読され

ているかを網羅的に解析します。実際に、この手法により、こ

れまでの実験手法では理解することができなかった、翻訳の

様々なダイナミクスが明らかになりつつあります。

　また同時に、次世代シーケンサーによって翻訳を制御する

RNA結合タンパク質の特異性や作用機序の解明にも取り組ん

でいます。これらを組み合わせることで、RNA-RNA結合タン

パク質-翻訳の三者の関係を明らかにします。

古典的な生化学を用いた作用機序の解明
　翻訳は複雑で多段階の反応を経ます。またそれぞれの段階

で多様な調節を受けます。それらの詳細なメカニズムを明ら

かにするためには、反応をそれぞれの素過程に分解し解析す

る必要があります。私達は、古典的ですが非常に強力な生化

学的手法によって、RNA制御、翻訳制御の分子機構を解明し

ています。

　私達の研究室では以上のwetとdryの実験・解析を自身で行

い、両方のアプローチに精通した人材を育成することを目指し

ています。研究室見学はいつでもwelcomeです。一緒にRNA

と翻訳の謎に挑戦しましょう。
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がん分子標的治療学講座
  （がん研究会 がん化学療法センター）
����������������������������

がん分子標的治療学分野
����������������������������

　がん分子標的治療薬の臨床導入が進むにつれ、その有効性が

明らかになり、また副作用が比較的軽微であることから、がん

分子標的治療薬への期待はますます大きなものとなっていま

す。当研究分野では、新しいがん分子標的治療法の開発を目指

し、標的となりうるがん転移機構・薬剤耐性化機構（藤田担当）、

がん細胞の環境適応機構（冨田担当）、がん細胞のテロメア制

御機構、がん幹細胞（清宮担当）といった多岐にわたる基礎研

究を展開しています。そして、その成果を基盤とした創薬研究

に取り組んでいます。

����������������������������

教　授　藤田　直也�
　03−3570−0481
　naoya.fujita@jfcr.or.jp
　
����������������������������

［キーワード］　治療薬耐性、がん転移、がん幹細胞、がん進化、

がん免疫

　当研究室では、がん分子標的治療薬創製に向けた基礎研究・

創薬研究として、以下の３つのテーマを中心に研究しています。

１）我々は転移がん細胞表面に発現している血小板凝集促進因

子として、Podoplanin（別名Aggrus）を同定しました。この

転移促進分子Podoplaninの機能を阻害する中和抗体や低分子化

合物を創製し、転移阻害薬として臨床応用することを目指して

います。また、がん転移関連分子の探索と血小板より放出され

る増殖因子によるがん転移促進機構を解析しています。２）現

在臨床で広く用いられているがん分子標的治療薬は劇的な奏功

率を示すものがあり、がん医療に大きな革新をもたらしていま

す。しかし、これら薬剤に対し著効を示した症例でも１年以内

に耐性が生じてしまいます。我々はこの獲得耐性の分子機構を

臨床検体を用いて次世代シーケンサーと細胞生物学を駆使した

解析を行い、より有効ながん分子標的治療薬の創製を目指して

います。３）幹細胞様形質を持ったがん細胞（がん幹細胞）が、

がんの転移・薬剤耐性に関与していることが示唆されています。

我々はがん幹細胞の同定と共にがん幹細胞を標的にした治療法

開発を行なっています。

（http://www.jfcr.or.jp/chemotherapy/department/fundamental/）

教　授　冨田　章弘�
　03−3570−0514
　akihiro.tomida@jfcr.or.jp
　
����������������������������

［キーワード］　がん微小環境、創薬、がん代謝、小胞体ストレ

ス応答、オートファジー

　当研究室では、がんに特徴的にみられる生体内での増殖環

境�微小環境�に着目し、がん微小環境選択的な分子標的治療

法の開発研究に取り組んでいます。生体内においてがん細胞は、

低酸素やグルコース欠乏といった劣悪な微小環境で生き延びる

ため、正常細胞とは異なる代謝機構を備えるとともに、環境ス

トレスに対して適応応答し、自らを保護しています。そこで本

研究室では、遺伝子発現解析技術を応用し、低酸素やグルコー

ス欠乏などに対する適応応答を中心に、生体内における増殖環

境へのがん細胞の適応応答の解析を行っています。そして、微

小環境におけるがん細胞の適応応答を制御しがん細胞を選択的

に死滅させる、新しい分子標的治療法の開発を目指して研究を

進めています。とりわけ、UPRと呼ばれるストレス応答、低

酸素応答、糖代謝制御、翻訳制御、オートファジー、エピジェ

ネティック制御などに興味をもって研究を進めています。一方

で、臨床検体等での遺伝子発現解析を通じた、薬剤の有効性診

断や治療抵抗性がんに対する新たな分子標的探索の研究にも取

り組んでいます。

（http://www.jfcr.or.jp/chemotherapy/department/genome/）

准教授　清宮　啓之�
　03−3570−0466
　hseimiya@jfcr.or.jp
　

����������������������������

［キーワード］　分子標的、創薬、テロメア、グアニン４重鎖、

がん幹細胞

　当研究室は、がん細胞の普遍的性質である「不老不死性」お

よびがんの起源となる「がん幹細胞」に焦点をあて、その機構

解明と創薬応用を目指した基礎研究を推進しています。

　１）細胞老化の時限装置として働く染色体末端構造、テロメ

アに着目しています。テロメア合成酵素テロメラーゼの阻害剤

や、グアニン４重鎖（G-quadruplex）リガンドなど、がん細胞

のテロメア再生機構を破綻させる化合物の同定・創製を起点に、

新たながん分子標的治療法の開発を目指しています。

　２）テロメラーゼの機能を促進するポリ（ADP-リボシル）

化酵素、タンキラーゼに関する基礎研究を進めています。タン

キラーゼは発がんや幹細胞制御に寄与するWnt/β-カテニンシ
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グナルの促進因子でもあり、革新的制がん創薬シーズとして、

阻害剤開発とその臨床応用を目指した治療研究を進めていま

す。

　３）がん細胞集団の中でも特に腫瘍源性が高く、薬剤耐性や

再発の原因となるがん幹細胞が近年注目されています。我々は、

機能ゲノミクスや網羅的遺伝子発現解析により、がん幹細胞の

治療標的となる分子を追究しています。

（https://www.jfcr .or . jp/chemotherapy/department/

molecular_biotherapy/index.html）





医療イノベーションコース
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　医療におけるイノベーションは、ライフサイエンス
における基礎研究の成果が実際に医療の現場で活用さ
れてかつそれらの有効性や安全性が再評価されるまで
の全ての活動を含んでいる。研究の現場では常に新し
い研究成果が発生し、これらを他の科学技術の成果と
融合させて新たな医療のソリューションとして社会に
提供しようとする試み全体を我々は「医療イノベー
ション」と捉えており、その活動のデザインのために
は、生命倫理/医療倫理、知的財産、産学連携、技術
標準、規制、ビジネス、科学技術政策、医療政策、社
会情勢などを俯瞰的に捉える視点の育成が重要であ
る。基礎研究者と謂えども医療・ライフサイエンス分
野の研究者は、先端科学の成果を医療や産業へ展開す
るために必要となる社会の仕組みとその課題を理解し
ていることが求められており、医療イノベーション
コースでは、教育と研究の両面から、医療イノベーショ
ンに貢献する人材の育成に取り組んでいる。

<教育カリキュラム>
　医療イノベーションコースでは、メディカル情報生
命専攻の大学院生を中心とする生命系の大学院生を対
象とし、研究者が研究活動を実施していくために必須
となる知識を講義・演習群として提供している。特
にライフサイエンス系の研究者が研究を始めるに際し
て、㈰研究倫理と医療倫理の基礎的な知識（研究倫理
/医療倫理）、㈪知的財産に関する基礎的な知識（バイ
オ知財法概論）、㈫医療イノベーションの全体像、産
学連携、企業の活動等をフレームワーク思考で分析で
きること（医療イノベーション特論I）、㈬医科学に関
連する政策に関する知識（医科学と公共政策特論㈵）
は、将来アカデミックで活動するか企業や公的機関で
活動するかに関わらず必須の知識・スキルであり、「教
育コース」としての医療イノベーションコースはこの
ためのカリキュラムを編成している。

　発展的なカリキュラムとしては、実際に特許クレー
ムを書いてみる演習（バイオ知財実践演習）、自らが
関心のある研究分野を俯瞰するためのビブリオメトリ
クス（膨大な論文のデータマイニング）（医療イノベー
ション俯瞰演習）、医科学に関連する政策（発展編）（医
科学と公共政策特論㈼）、企業における研究開発のイ
メージを醸成するとともにベンチャー企業設立の疑似
体験を行う「研究開発の現場を知る」講義と「スター
トアップ企業のデザイン」演習（医療イノベーション
特論㈼）を設定している。

<社会科学としての研究活動>
　医療イノベーションコースの研究室に所属する大学
院生は、医療イノベーションについての「社会科学的
な研究」を実施している。自然科学と社会科学の融合
領域における研究となるため、理系文系を問わず、ま
た経験を問わず、幅広いバックグランドの学生の参加
を期待しているが、特に自然科学系のバックグラント
を持った修士卒の学生が社会科学分野に参入する際の
導入教育に力を入れており、「社会科学的に考えると
はどういうことか」について、最初の半年間に基礎的
なトレーニングを実施している。
　現在、医療イノベーションコースは、基幹教員１名、
連携教員３名で構成されており、詳しい研究内容につ
いては各研究室の活動内容を参照されたいが、社会科
学分野の特徴として、研究テーマ設定やアプローチの
自由度が高く多様であり、かつ社会人学生も多く在籍
していることがあげられる。医療やライフサイエンス
で起きている社会的な課題を「研究テーマ」に変換し、
社会科学的なアプローチで検証していくという研究活
動の中では、社会人としての知識や経験が研究にも生
かされており、特に「社会人コース」としての枠は設
けていないが、働きながら大学院生としても研究にコ
ミットできるよう運営上の配慮がなされている。

医療イノベーションコースの紹介
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医療イノベーションコース

バイオイノベーション政策分野
准教授　加納　信吾�
　04−7136−3715
　kano@edu.k.u-tokyo.ac.jp
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［キーワード］　イノベーション政策、知的財産、技術標準、レギュ

レーション

　当研究室では、ライフサイエンス・医療におけるイノベー

ションに関する社会科学的な研究を実施し発信していくことに

あり、学生の研究テーマは全てこの範疇に入るものを対象とし

ている。

　ライフサイエンス分野の知的財産を産業振興に生かす取組み

については、基礎研究と応用展開とで異なるプレーヤーをつな

ぐナショナル・イノベーション・システムの価値連鎖をどのよ

うに設計するかというシステム設計の問題として捉えられ、経

験論的なケーススタディを超えて、研究成果を産業に結びつけ

るための有効な知財戦略、技術移転システム、トランスレー

ショナル・リサーチ、レギュレーションのデザイン、企業戦略、

科学技術政策に関する新たなフレームワークの構築が求められ

ている。こうした問題意識に基づいて当研究室では、そもそも

産業のなかでどのようなイノベーションが起きているか、イノ

ベーションそのものをどのように測定するかという一義的な問

題に立ち戻り取り組んでいる。更にはイノベーション活動を

担った組織や制度との関係、イノベーターとレギュレーターの

相互作用、イノベーターとユーザーの相互作用を明らかにして

いくことがこれからのイノベーション政策立案や企業戦略立案

に重要であると考えている。

　具体的には以下の３つの領域で研究を行っている。テーマ設定

は学生の自主性に基づいており、学生が持つ「漠然とした問題意

識」を研究として成立させるための「Research Question」に

再構築する作業は時間をかけて慎重に行い、併せて設定された

テーマに即した新たな検証方法の開発にも取り組んでいる。テー

マの詳細な具体例は、研究室のホームページを参照されたい。

（１）ライフサイエンス分野の知識マネジメントに関する研究

　ライフサイエンス分野における知財戦略・企業戦略や科学技

術政策を議論するための基礎となる知識マネジメントに関する

研究に取り組んでいる。特に医薬品分野においては、製品と特

許の関係（Product-Patent Linkage）が他分野よりも明確であ

り、特許戦略と薬事戦略の組合せによる医薬品のライフサイク

ルマネジメント（LCM）については実証分析を重ねてきたが、

遺伝子組換え種子などの他分野・他産業における知識サイクル

との比較により、企業の知識マネジメントと科学技術政策や規

制政策との相互作用をモデル化して分析するなど分析結果の一

般化にも努めている。

　ここでの問題意識は、研究成果の利用のための「知識マネジ

メントサイクル」の全体像を明らかにすることにある。研究成

果がうまく活用されていない、あるいは独占的に利用されてい

るという問題は、特許による知識の権利化という制度のみの問

題ではなく、知識（研究成果）を利用するための社会システム

全体のデザイン問題であると捉えて研究を行っている。

（２）先端医療におけるイノベーションの測定

　先端医療分野におけるイノベーションの実態を把握すること

目的とした研究領域である。特許戦略、産学連携、企業戦略の

実証分析の手段として、特許DB・文献DBを用いたパテントメ

トリクス、ビブリオメトリクスの他、特定の技術・製品・企業

に焦点をあてて、研究開発活動の測定方法の開発を通じて、イ

ノベーション創出活動を実証的に分析していくことを目指し

ている。社会科学においてもデータの取得と解析においては

データサイエンスで用いられる各種手法の導入が進んできてお

り、当研究室においても研究の効率化と分析対象の拡大のため

にデータサイエンティストとの共同研究や情報交換を行ってい

る。先端医療で発生するビッグデータは、論文、特許、各種デー

タベース等の研究データのみならず、ルール（規制やガイドラ

イン）、医療製品を審査・承認するプロセスで発生する文書、

リアルワールドデータまでが含まれる。データアクセスは改善

されてきているものの、分析フレームワークや解析モデルの開

発が遅れており（つまりどう解析することが必要なインテリ

ジェンスをもたらすのかについての試行錯誤が不足している）、

オーソドックスな測定とユニークな測定の組合せにより、デー

タオリエンテッドなイノベーションの測定に取り組んでいる。

（３）ナショナル・イノベーション・システムに関する研究

　ナショナル・イノベーション・システムとしての我が国の制

度・組織、産学連携、レギュレーション、技術標準、科学技術

政策に関する研究を行っている。

　新しく発生してきた科学技術に対して、技術標準や薬事規制

は適時に整備されていく必要があるが、そのタイミングの遅れ

は実用化への阻害要因となり、産業競争力にも直結している。

当研究室では、この問題を「イノベーション政策としてのレギュ

レーション・システム」と捉え、定義が混乱しているレギュラ

トリーサイエンスを「レギュレーションのトータルな政策プロ

セス」として再定義し、イノベーションとレギュレーションの

相互作用を解析している。具体的には、技術予測活動と薬事ガ

イドライン・技術標準の整備の関係、技術標準・ガイドライン

の組成プロセス、技術標準と薬事規制の関係性、医療における

レギュラトリーパスの選択問題、日米欧３極で規制が異なって

いる再生医療、診断薬、医療機器における規制の国際比較、ルー

ル組成を担う媒介組織等の研究に取り組んでいるが、「レギュ

レーションのイノベーション」は我が国にとって急務である。

　産学連携については、大学からの特許出願、技術移転を解析

するためのモデルの構築とその適用、大学からの技術移転等を

扱っているが、2004年の大学特許システムの変更前後の変化と

その後の推移を観測し、産学連携システムの更なる改革に向け

提案を行っている。
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医療イノベーションコース・学内協力講座

公共政策研究分野
教　授　武藤　香織�
　03−6409−2079
　pubpoli@ims.u-tokyo.ac.jp

准教授　井上　悠輔�
　03−6409−2079
　pubpoli@ims.u-tokyo.ac.jp
����������������������������

［キーワード］　生命倫理、研究倫理、医事法、公共政策、医療

社会学

　この研究室では、様々な医科学領域の基礎研究から臨床試験、

さらにその成果が中長期的に社会にもたらしうる影響を研究し

ています。科学技術政策のみならず、医療政策、福祉政策、労

働政策、家族政策など他の政策領域との関連を重視し、それら

に立脚した提言を専門家、市民、患者、国などにおこなってき

ました。

　研究テーマとしては、現代社会の中で生命科学・医学が直面

する問題を幅広く扱っています。具体的には、①ヒト受精卵へ

のゲノム編集や人�動物キメラ研究、ブレイン・マシン・イン

ターフェースなど、生命倫理上の課題を含む研究課題、②医療

を支援する人工知能（コグニティブコンピューティング）の活

用や大規模なゲノムデータの共有、遺伝情報に基づく差別、遺

伝子検査ビジネスの台頭など、データと人の関係性とその変容

に関する研究課題、③臨床試験、倫理審査委員会など研究参加

者保護に関する研究課題、④ブレインバンクやバイオバンクな

ど、ヒトの体の一部を研究に用いることに関する研究課題など

に取り組んできました。研究手法としては、歴史資料や行政資

料、ガイドラインなどを用いた政策過程分析、量的・質的な調

査（質問紙調査やインタビュー、フィールドワークなど）など

が中心です。

　生命や身体、健康についての倫理、政策上の課題を学問的に

探究したいという方であれば、理系・文系を問いません。詳し

くはhttp://www.pubpoli-imsut.jp/まで。

先端医療開発推進分野
准教授　野島　正寛�
　03−6409−2340
　nojima@ims.u-tokyo.ac.jp

����������������������������

［キーワード］　生物統計、医学研究デザイン、ビッグデータ、

臨床試験、臨床疫学、エピジェネティクス、バイオインフォマティ

クス、DNAメチル化、機械学習、社会医学

　本研究室の研究活動：　臨床試験や臨床疫学研究における研

究デザインおよび統計解析を担当し、共同研究の形で数多くの

論文報告を行っています。交絡や変数間の相関を考慮した解析、

統計的予測モデルの作成などを行い、擬似相関を見抜き真の関

連を発見すること、医学や社会に役立つ統計モデルを作成する

ことを常に心がけております。また、環境疫学研究やオミクス

データを利用した疫学研究にも携わっており、生物統計学で利

用される基本的な解析手法に加え、LASSOやRandom Forest

等の機械学習的手法を利用した解析も取り入れています。これ

により、簡便さを保ちつつも従来の手法と比べ高精度な予測が

可能となりました。多種多様な環境汚染物質や血中の代謝産物

などから、特定の疾患に対し将来の発症予測などを試みていま

す。

　研究のもう一つの柱として、エピジェネティクス、特に

DNAメチル化について大規模データを利用した検討も行って

います。近年の研究では、DNAメチル化のマイクロアレイデー

タと遺伝子発現アレイデータ、miRNA（マイクロRNA）の発

現データ等を統合し、遺伝子発現制御を統計モデルで表現する

ことで、癌組織におけるエピジェネティクス変化とその意義に

ついて報告しました（Nojima et.al, Mol Cancer 2016）。さらに、

看護学分野など、質問紙調査をベースとした社会医学的研究に

携わることも増えてきています。できるだけ平易なモデルを利

用することで共同研究者や論文の読み手の理解しやすい検討を

行い、「統計」を軸として、新たな医療開発の推進に力を入れ

ています。
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　情報生命科学とは、生命科学と情報科学が融合して
生まれた最先端の学問分野です。当専攻では、生命を
システムとして理解するための幅広い研究を展開する
とともに、この新しい分野の将来を担う人材の育成を
行っています。

　バイオインフォマティクスは今や、生命現象を解き
明かすために本質的に欠かせない学問として広く認知
されています。ゲノム配列はもちろんのこと、遺伝子
発現、分子間相互作用、生体分子構造、生体内パスウェ
イ、遺伝子ネットワーク、細胞ネットワーク、生態系
構造といった様々なデータを情報科学的な手法や考え
方を用いて解析し、新たな生命現象の理解や発見に繋
げていくことは、今日の生命科学における世界的な潮
流となっています。

　この潮流を作り出す大きな力となっているのが、網
羅的に生命科学データの計測を行うゲノミクス、プロ
テオミクス、トランスクリプトミクス、メタボロミク
ス、エピゲノミクス、メタゲノミクスなどの分野の総
称であるオーミクスの革新的な発展です。さらに、生
命の構成要素と生命現象のダイナミックな振る舞いと
を、数理モデルと定量的な実験によって結びつけるシ
ステム生物学は近年大きな注目を集め続けています。

　これらの学問分野はそれぞれが密接に関わり合って
おり、切り離せるものではありません。「情報生命科
学（情報科学的なものの見方で生命科学を行う）」と
いう言葉を考案したのはこのためです。情報生命科学
群では、生命現象をシステム的に理解するための情報
技術や実験技術を開発でき、かつ、それらの技術を駆
使して新たな生命科学の地平を切り拓くことのできる
人材を育成することを目指しています。

　カリキュラムは、情報系・生物系に限らず、物理系・
化学系・数理系・計測系など、どのようなバックグラ
ウンドの学生が入学しても情報生命科学を基礎から学
べるように配慮してあります。情報生命科学群の構成
は、基幹講座に加えて、東京大学の分子細胞生物学研
究所、産業技術総合研究所、理化学研究所に所属する
協力講座、そして理学系研究科生物科学専攻の兼担教
員による研究室などから成ります。これにメディカル
サイエンス群、イノベーション政策研究講座の教員陣
が加わることにより、情報系から生命系まで幅広い講
義をバランス良く受講することができます。なお、情
報生命科学群の前身である旧情報生命科学専攻は、文
部科学省が世界トップレベルの教育・研究機関に与え
るCOE（Center Of Excellence）プログラムにおいて、
バイオインフォマティクスの卓越した研究教育機関と
して２回連続して選ばれています（2004〜2008年度の
21世紀COEとして「言語から読み解くゲノムと生命
システム」。2009〜2013年度のグローバルCOEとして

「ゲノム情報ビッグバンから読み解く生命圏」）。

　21世紀に入り、情報生命科学は、生命のふるまいや
進化の謎を解くことに留まらず、応用を目指した生命
科学においても中心的な研究手段となっています。個
別化医療を目指した医学的な応用は言うまでもなく、
例えば、ヒトの腸内や地球の特殊環境下で生息する微
生物のゲノムが数多く読まれ、健康・地球環境・エネ
ルギー問題をも解決する手段として、様々な可能性が
広がり続けています。

　新しい発想や才能を秘めた学生の参加を心から歓迎
します。

情報生命科学群のめざすもの
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大規模オーミクス解析分野
教　授　森下　真一�
　moris@edu.k.u-tokyo.ac.jp
　http://mlab.cb.k.u-tokyo.ac.jp/
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［キーワード］　DNA、オーミクス、１分子・１細胞計測、アル
ゴリズム、並列計算、機械学習

　DNAとオーミクス周辺の生命科学の研究課題に取り組んで
います。生命科学は、情報学・数学・１分子計測技術の魅力的
な実験場です。これらの学問を積極的に取り入れています。以
下、研究テーマを紹介します。

DNAとオーミクス周辺の生命科学の研究課題
現在の研究課題
・セントロメア配列の解明と、セントロメアDNAメチル化
・ヒトおよび霊長類ゲノム上の繰返し配列（LINE，LTR等）

のDNAメチル化解析
・ヒト腸内細菌叢の全ゲノム、全メチル化、全プラスミド・

ファージの解析
・DNA３次元構造の予測（Hi-Cデータを利用　イメージング

技術を検討中）
・DNA３次元構造とDNAメチル化の変化が制御する発生関連

遺伝子の転写
・東大病院にて約５千人の個人ゲノムを解読し、脳疾患および

癌に関連する遺伝子変異を多数報告
・大規模構造変異を収集し、それらが生む新しい遺伝子転写制

御を解析
過去報告した研究結果
・線虫ゲノムのtrans-splicing構造の解明［Genome Res. 2013］
・DNAメチル化が影響する新たな遺伝的多様性［Genome Res. 

2012］
・クロマチン構造が影響する新たな遺伝的多様性［Science 

2009］（図１）
・モデル生物ゲノム解読：メダカ［Nature 2007］，カイコ［2008］
・脊椎動物の全ゲノム重複（大野の仮説）の立証［Genome 

Res 2007］
・出芽酵母遺伝子破壊株の１細胞画像解析［PNAS 2005］
　現在、各種DNAシーケンサー（第三世代・長鎖型PacBio 
Sequel, Oxford nanopore, 10X Chromiumおよび次世代・短鎖
型Illumina HiSeq）を利用し、研究室内で独力でDNAデータを
収集してます。特に、数万塩基の長いDNA断片を解読できる
長鎖型は、新しい研究結果をえるのに役立っています。

図１ クロマチン構造と遺伝的多様性は相関する 
（出典　Sasaki et al. Science, 323（5912）：401-404, 2009

１分子・１細胞計測技術の開拓
　新しい１分子・１細胞計測技術が、研究課題の分析に必要と
なことが多いです。たとえばPacific Biosciences社の１分子計
測技術Zero-Mode Waveguide（ZMW）はDNAメチル化難読
領域の解明に役立つため、同社と共同研究してます［Bioinfo. 
2016］。
・ZMWの１分子計測ノイズを最適化アルゴリズムおよび機械

学習により除去し、CpGメチル化難読領域を観測する技術を
研究開発しました（図２）。これまで観測が困難なゲノムセ
ントロメア領域や繰返し配列（Alu，LINE，LTR）のCpG
メチル化、相同染色体間のアレル特異的メチル化の測定が可
能になりました。

・微生物以外の多細胞生物（線虫、ヒト等）で、ZMWを用い
て６mA，４mCを精度良く観測する技術

・１分子レベルでのDNA３次元構造予測と空洞推定
・１細胞の顕微鏡画像を解析する技術［PNAS 2005］

情報学・数学からのアプローチ
　情報学と数学の実験場として、生命科学は魅力的です。これ
までに応用を試した例を挙げます。
・最適化アルゴリズム　計算量理論　計算下界　グラフ理論
・並列計算　データベース技術
・機械学習　Clustering, AdaBoost, Support Vector Machine, 

Association Rules
・述語論理　自動証明技術（resolution, unification等）型理論
・計算幾何学　代数幾何学
　特に最適化アルゴリズム、並列計算、機械学習は、これまで
の研究発表に役立ちました。定理の証明を理解し、アルゴリズ
ムを実装することが大事です。生命科学で新しい結果が出た場
合は科学系の雑誌に報告し、一方、コンピュータ・サイエンス
として価値がある場合にはACM，IEEE 等の雑誌に報告して
きました。

大学院生の研究テーマ選び
　自分が興味をもった研究でないと長続きしないので、研究課
題の選択は各自に委ねています。ただ新しい課題でないと困る
し、インパクトもほしいので、研究室全体で議論します。研究
室に無いデータ、サンプル、装置が必要なとき共同研究します。
ほとんどの大学院生が、学内の研究室、理研、スタンフォード
大学、ワシントン大学等の海外の大学と共同研究してます。英
語でメールすることから始めて、国際会議に参加し、共同研究
先に訪問・滞在し、実践的な英語力を高めています。

図２ １分子計測のノイズを除きCpGメチル化を高精度で観測する
最適化アルゴリズムと機械学習の例 

（出典　Suzuki et al. Bioinformatics, 32（19）：2911-2919, 2016）
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ゲノム情報解析分野
教　授　浅井　潔�
　asai@edu.k.u-tokyo.ac.jp
　http://asailab.cb.k.u-tokyo.ac.jp/
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［キーワード］　確率モデル、ゲノム情報、RNA情報、RNA２次

構造、配列設計、秘匿計算

　当研究室では、情報学の立場から生命を理解するための研究

をおこなっています。その基盤として、確率的な枠組みを中心

とした数理的な理論を重視しており、新しいアルゴリズム・ソ

フトウェアの開発とその応用に取り組んでいます。

□ゲノム情報解析
　ゲノム塩基配列は、単なる文字列ではなく、その背後には物

質としての構造があり、複雑な生命現象のメカニズムが隠れて

います。「見る」ことができる文字列の背後に、「意味」が隠さ

れているのです。ゲノム配列は、我々が手にすることができる

生命情報の中で最も精度の高いデータですから、ゲノム配列に

隠された「意味」を見出す研究は極めて重要なのです。浅井研

では、新型の高速シークエンサーの巨大配列データから、確率

的な基盤に基づいた信頼できる情報を効率的に抽出するための

手法を研究しています。

□RNAインフォマティクス
　RNA干渉やマイクロRNAによる翻訳抑制の発見以降、ゲ

ノムから転写されるがタンパク質には翻訳されず、RNAとし

て機能を発揮する非コードRNAが、様々な細胞内の現象に重

要な役割を担っていることが明らかとなりました。細胞内の

RNAの機能は、RNAが形成する２次構造と密接な関わりがあ

るため、塩基配列からRNA２次構造を高精度に予測すること

が重要です。我々は、信頼性の高いRNA２次構造予測ソフト

ウェアCentroidFoldをはじめ、RNA配列・構造の情報解析で

世界をリードする理論・ソフトウェアを数多く生み出してして

きました（http://www.ncrna.org）。RNAの構造は室温でも熱

揺らぎにより変化しており、最も安定な２次構造ですら存在確

率は極めて小さいので、RNA２次構造の確率分布を様々な角

度から解析する手法を研究しています。

　近年、ゲノムDNAの修飾が細胞分化などに重要な役割を果

たすことが明らかになりましたが、RNAでも転写後の修飾が

構造や機能に大きな役割を果たしています。現状では困難な、

修飾を受けたRNAの構造予測を可能とするため、分子動力学

計算と実験を組合せ、修飾塩基を含むRNAの構造予測用パラ

メータの決定に取り組んでいます。その結果は、RNA情報解

析のツール群に組み込んでRNA修飾の役割の解明に役立てた

いと考えています。

　RNA情報解析は近年に進歩したため、大規模なゲノム情報

解析には、最新のRNA情報解析技術を駆使することによって

解決しそうな研究テーマが数多く残されています。

□ゲノム配列設計
　微生物に目的物質を効率的に産させることを目的として、

人工的なゲノム配列を設計する研究も行っています。AMED

プロジェクトでは、抗体を微生物に生産させるためのDNA

配列設計技術の研究を行ってきました。NEDOプロジェクト

ではDNA配列の膨大な組み合わせを実験で生成し、機械学習

などの人工知能技術と組み合わせて、有用物質の生産に最適

なDNA配列を探索する技術に取り組んでいます。これらの

DNA配列設計では、遺伝子群のmRNAへの転写効率とともに、

mRNAの翻訳効率も目的とする物質の生産が向上するように

最適化しなければなりません。配列情報解析技術、RNA情報

解析技術をさらに発展させるだけでなく、翻訳効率とRNAの

構造の関係など、研究課題も豊富です。

□秘匿化計算技術
　個人ゲノムの塩基配列情報など膨大なデータからは、機械学

習など最先端の人工知能技術を駆使して、価値のある情報を得

ることが期待できます。そこで、個人情報や知財情報などの秘

匿すべき情報を漏えいすることなく、安全に解析する技術とし

て、データを暗号化したまま処理する秘匿化計算技術が注目さ

れています。CRESTのプロジェクトでは、多様なアプリケー

ションを秘匿化情報処理として社会実装することを可能とする

「汎用秘匿化依頼計算技術」の研究を行っています。

□主な研究プロジェクト
ゲノム解析：新学術領域研究「先進ゲノム支援」

RNA：科研費基盤A「エピトランスクリプトーム基盤技術」

配列設計：CREST「ゲノム合成」

配列設計：NEDO「スマートセル」

配列設計：AMED「高性能な国産細胞株の構築」 

秘匿計算：CREST「人工知能」

□研究環境
　当研究室では、学生の自主性を尊重し、学生自身が興味を持

つテーマを掘り下げ、研究室内外のメンバーとの議論を通じて

研究を進めていく方式を取っています。数理的な理論や、プロ

グラミング技術を習得しながら、学生自身の興味と資質に応じ

で研究を進めていくことができます。生物学の知識の乏しい学

生でも、研究テーマが見つけられるように配慮しています。

　研究活動では、（国研）産業技術総合研究所の臨海副都心セ

ンター（お台場）にある人工知能研究センター（AIRC）と共

同研究を行なっています。 
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生命システム観測分野
教　授　鈴木　穣�
　ysuzuki@edu.k.u-tokyo.ac.jp
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［キーワード］　ゲノム、トランスクリプトーム、エピゲノム、
がんゲノム、ゲノム創薬

　当研究室では、ヒトゲノム配列に生じた多型、突然変異がど
のような生物学的意義を持って、最終的に疾患の病因として寄
与するのか、エピゲノム、トランスクリプトームといった様々
なオミクス階層について、実験的、情報学的手法を駆使し多角
的に解析を進めている。
　近年の次世代シークエンサー技術の進展により、ヒトの全ゲ
ノムあるいは全エキソーム解析（後述）から疾患関連遺伝子を
同定、あるいは診断に応用しようという試みが急速に加速して
いる。しかし見出された変異がどのような分子機序を持って疾
患に寄与しているのか、その生物学的意義は必ずしも明らかで
はない。一方で、圧倒的なシークエンス産生能を背景に、
DNAのメチル化部位、あるいは特定の修飾を受けたヒストン
部位および種々の転写因子に結合するゲノム部位を解析するい
わゆるエピゲノム解析、あるいは転写産物を解析するトランス
クリプトーム解析も広く行われている。当研究室では以下に示
す応用途について、多階層から得られたオーミクスデータの統
合を行うことで、疾患と関連付けられたゲノム変異の生物学的
意義の解明を試みている。また同時に、次世代シークエンス技
術、シングルセル解析技術、１分子シークエンス技術等の新技
術を基盤に、現在、計測することができないオミクス階層につ
いて新解析技術の開発を行い、国内有数のシークエンス拠点と
して全国の研究者に提供している。

１．がんゲノム解析
　当研究室では多くの病院、臨床研究機関と連携して、肺がん、
大腸がん、食道がんをはじめとして多くのがん種について、ゲ
ノムに生じる体細胞突然変異の同定を行ってきた。その結果、
p53、KRAS、EGFR遺伝子等の代表的な遺伝子を例外に、多
くのがん症例においてそれぞれに共通する変異遺伝子はまれで
あることが明らかになった。症例間相互の共通項の比較が困難
であるために、発がんの主たる駆動力になる「ドライバー変異」

と、がんにおけるゲノムの不安定化の結果生じる機能的に中立
な「パッセンジャー変異」から区別するのは依然として困難で
ある。特に遺伝子発現制御に異常をきたす変異については、重
要性が指摘されつつもその同定から検証にいたる方法論に定式
がない。当研究室では、培養がん細胞株をモデルにゲノム変異、
エピゲノム変異、トランスクリプトーム変異を相互に対応させ
て計測する系を構築、その相互依存性を検証することで、これ
らの問題解明に取り組んでいる。また、それらががんの転移、
薬剤耐性の獲得といったがんの再発時にどのように改変される
のかについてのデータ収集、データベースの公開を進めている。

２．汎遺伝子発現制御についての計測技術開発と
　モデル化
　近年のトランスクリプトーム研究から、遺伝子発現は転写開
始段階だけでなく、RNAの伸長、移送、分解の各段階において、
精密に制御されていることが明らかになっている。当研究室で
は、最新のオミクス計測技術を基盤にこれらの制御要素の各段
階において対応する新技術を開発、得られたデータを解析する
ことでそのモデル化を行っている。例えば、ゲノム塩基の置換
がどのようにプロモーター活性に影響を及ぼすか、人為的に変
異を導入したDNA配列を飽和規模で配列-活性相関を測定する
実験系を開発し、機械学習等の手法を用いてデータ解析を行う
ことで予測モデルの構築を行っている。最終的には、遺伝子発
現量を規定する要素としてのクロマチン構造、mRNA分解速
度等についてもモデルに取り込み、汎発現制御機構についての
モデル化を目指す。これにより臨床検体において見出されるゲ
ノム多型・変異について、モデルの演繹から生物学的意義を推
定することが可能になると考えている。

３. 野外株を用いた感染症ゲノム解析
　感染症ゲノム解析の分野において、野外株感染時のヒト免疫
細胞の応答は、研究室環境でモデル化したものと大きく異なる。
本研究室はインドネシアに野外活動拠点を持ち、特にマラリア原
虫感染時の寄生虫-宿主応答を中心に多階層オミクス解析を行っ
ている。同一環境の中で相互に相克する生物種間での遺伝子発
現プログラムの相互干渉を明らかにしようという試みである。

参考文献
次世代シークエンス目的別アドバンストリファレンス：秀潤
社.：菅野純夫、鈴木穣
RNA-Seg実験ハンドブック：羊土社：鈴木穣
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［キーワード］　機械学習、人工知能、バイオインフォマティクス

　本研究室では、大量かつ多様なデータから、信頼できる知識

を高速に発見するための数理手法に関する研究を行う。データ

中心科学の拠点として、生物学、化学、薬学、エネルギー・環

境など、どのような科学分野からのデータでも、その本質を素

早く見抜き、高度なアルゴリズムを駆使して、重要な知見を発

見することができる人材の育成を目指す。

組合せ効果の多重検定法
　自然科学で得られるデータ量は増加の一途をたどり、これら

を有効に解析できる方法が望まれている。しかし、従来の統計

検定手法では観測できる対象が増えれば増えるほど、発見の基

準を厳しくしなくてはならない。特に、複合的な組み合せ因子

に対して極めて保守的な検定値（Ｐ値）を出すことが多く、有

意義な実験結果が不当に低く評価されることがあった。本研究

室では、超高速アルゴリズムの技法を用いて、従来法より、格

段に精度の高いＰ値を算出する新手法LAMP（Limitless Arity 

Multiple-testing Procedure）を開発した［1］。転写因子の組み

合わせ効果の研究をはじめ、複数の遺伝子が原因となっている

疾患の同定や多数の部位が関わる脳の高次機能の解明など、複

合要因に起因する現象の解明が加速されることが期待される。

分子・物質の自動設計技術の開発

　核酸・タンパク質などの生体高分子や、物質・材料研究にお

ける金属・セラミック・ナノ粒子など、望みの機能を持つ分子

を設計することは、科学的・産業的に大きな意義を持つ。津田

教授は、理化学研究所革新知能統合研究センター分子情報科学

チーム長を兼任しており、機械学習技術による分子・物質の自

動設計の研究を行っている。ここでは、ベイズ最適化などの機

械学習技術を用いて、物理シミュレーションや、合成実験の計

図１ LAMP による多重検定

図２ 機械学習による分子・物質の自動設計

画を行うことによって、新規分子・物質開発の効率を向上させ

ることを目的としている。本研究室では、実験科学者が簡単に

使うことができるベイズ最適化パッケージCOMBO［3］を開

発するなど、自動設計手法の普及に努めている。

機械学習・データマイニングの基礎研究

　本研究室では、生命科学での応用に向けて、高速な機械学習・

データマイニングの基礎研究も行っている。例えば、分子構造

などグラフ構造を持つデータから、毒性などの性質を予測し、

同時に、重要な役割を持つ部分構造を特定するアルゴリズム

gBoostの開発を行った［2］。また、対象データから高速に類

似ペアを発見するアルゴリズムにも力を入れている。これらの

手法は、ゲノム・エピゲノム・代謝物データなど、マルチ・オ

ミックスデータの解析に利用できると考えられる。

参考文献

［1］　A. Terada, M. Okada-Hatakeyama, K. Tsuda* and J. 

Sese*： Statistical significance of combinatorial regulations, 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America, 110（32）： 12996-13001, 2013.

［2］　H. Saigo, S. Nowozin, T. Kadowaki, T. Kudo, and K. 

Tsuda. gBoost： A mathematical programming approach 

to graph classification and regression. Machine Learning, 

75： 69-89, 2009.

［3］　T. Ueno, T.D. Rhone, Z. Hou, T. Mizoguchi and K. Tsuda, 

COMBO： An Efficient Bayesian Optimization Library for 

Materials Science, Materials Discovery, 4： 18-21, 2016. 

図３ GBOOST［2］によって発見された部分グラフ特徴
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［キーワード］　sequence algorithms、probabilistic models、
genome evolution、genome regulation、repeats

　本研究室は、東京大学柏キャンパス、及び、東京お台場の産

総研臨海副都心センターを拠点とする。

　我々の研究目的は、隠れマルコフモデルのような統計モデル

に加え、Enhanced suffix arrayや、動的計画法のような計算手

法を駆使して、ゲノム配列に隠された機能や、進化に関する情

報を発見することである。比較ゲノムという方法論を用いれば、

遺伝子などの由来を知ることができ、その機能に関しても知見

を得ることができる。また、共進化を発見することにより、複

数の遺伝子座の相互作用を明らかにすることができる。

　最近は、進化や疾病におけるゲノムの再構成に注目している。

再構成されたorthologousな領域を、統計的に厳密に検出する

手法［1］を開発した。これにより、ゲノムや遺伝子がどのよ

うに進化したかを理解できる。

　ゲノム中の「簡単」な配列は、極めて高速に進化し、表現系

や、疾病（ハンチントン病など）に関連している。我々は、こ

のような配列を検出できるtantanという手法［2］を開発し、他

の手法よりも検出性能が優れていることを示した。

　遺伝子発現を制御するプロモータ配列や、DNAモチーフに

関しても、長期にわたって研究を行っている［3］。この研究の

狙いは、CpG islandのようなゲノム上の特徴的な配列の機能と

進化を理解することにある。究極的には、遺伝子発現を司る

DNAコードの理解を目指す。

　このようなメインストリームの研究に加えて、奇妙に見える

現象にも興味がある。例えば、80%がＡかＴであるマラリアゲ

図１ ヒトゲノムの複雑な再構成と、切断点における短い相同配列

Fig .2 ゲノム中における「簡単」な配列の例

図３ プロモータ属性の間の直接的相関（実線）と逆相関（点線）［3］

ノム、微生物メタゲノムにおけるフレームシフト、解明されて

いない進化的に保存された配列、trans-splicingなどである。

共同研究

　我々は、多数の研究機関と共同研究を行っている：NCBI 

（USA）, 早稲田大学, University of Paris VI （France）, Leiden 

University （Netherlands）など。大規模な国際コンソーシアム

FANTOM projectにも参加している［4］。本研究室の学生は、

このような共同研究に参加することができる。また、柏やお台

場の他研究室との交流も積極的に行う。 

研究環境

　本研究室では、各メンバーが、自分のアイデアを追求するこ

とを奨励する。同時に、他の研究室と合同で議論や輪講を行う。

学生は世界中から受け入れる。それにより、日本語や英語を学

ぶ機会が生まれ、豊かな異文化を体験することができる。

参考文献

［1］　Split-alignment of genomes finds orthologies more 

accurately. MC Frith & R Kawaguchi, Genome Biol. 2015.

［2］　A new repeat-masking method enables specific detection 

of homologous sequences. MC Frith, Nucleic Acids Res. 

2011.

［3］　Explaining the correlations among properties of 

mammalian promoters. MC Frith, Nucleic Acids Res. 2014.

［4］　A promoter- level mammalian expression atlas . 

FANTOM Consortium, Nature 2014.
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［キーワード］　バイオインフォマティクス、生物情報学、人工知
能、機械学習、生命科学

　木立研究室では、人工知能（AI）・機械学習などの高度な情
報技術を用い、爆発的に増え続ける生物データを計算機で解析
し生物学的発見を行う、バイオインフォマティクス（生物情報
学）研究を行なっています。また、このような解析で必要とな
る、計算機上の生物モデルの構築にも力を入れています。
　1990年代に初めて生物の全ゲノムが解読されてから、これま
で微生物からヒトまで数千の生物種についてゲノムの解読が行
われました。大規模なデータ計測の対象は、ゲノム配列にとど
まらず、RNA、タンパク質、代謝物質、DNAの化学修飾、細
胞動画像、など、生命活動を構成するさまざまな要素へ広がっ
ています。しかし、これらの大量データの包括的な解析は始まっ
たばかりで、まだまだ多くの課題が残されています。
　私たちは、人工知能・機械学習技術を用いて、生命の高度な
数理モデルを構築することにより、統合されたシステムとして
の生命の深い理解や、生命を細胞レベルで自在に制御する技術
につなげることを目指しています。

一細胞解像度の遺伝子発現データから細胞分化進行度
を推定　

　シーケンシング技術の進歩により、様々な条件下で細胞がど
のような遺伝子を活性化するか、を網羅的に計測できるように
なっています。特に最近ではー細胞RNA-seq法により、数万の
細胞の一つ一つについてRNA活性プロファイルを測定するこ
とが可能になりました。私たちは、まず、オルンスタイン・ウー
レンベック過程と呼ばれる確率過程で細胞の内部状態をモデリ
ングし、その未知パラメータを機械学習により最適化する手法
を開発しました。次に、刺激を与えられた細胞の分化過程のー
細胞RNA-seqデータにこの手法を適用し、各細胞の分化進行度
を推定する新しい技術を開発しました。

植物生長データからマクロな環境要因とミクロな細胞
状態との相関をモデリング

　上述のように、現在、主に次世代シーケンサー技術により細
胞レベルのデータが爆発的に蓄積しています。しかし、これら
のミクロスコピックなデータから、生体組織の特性や個体の行
動など、生物のマクロスコピックな性質を予測することは現時
点ではほとんどできていないのが現状です。一方、一般に植物
は、動かないため動画による形態計測が比較的容易で、また遺
伝子発現データと外部環境（気温、雨量、日射量等）との相関
が見やすいなど、数理モデリングがしやすい特徴を備えていま
す。そこで私たちは、制御工学の分野で発展し飛行機自動制御
やカーナビで用いられている、カルマン・フィルターの理論を、
現代のデータサイエンスの時代に適した形へと刷新し、イネな

どの植物のミクロの細胞状態とマクロの環境要因とを機械学習
により関係づける手法の開発を行っています。

がんゲノムの進化モデリングによる、がん進行履歴の
推測

　がんは、細胞が無制限に増殖する病気であり、DNAへの変
異の蓄積がおもな要因です。多くのがん種では、細胞分裂のた
びに、ゲノム中にさまざまな塩基変異を蓄積します。この、が
んゲノムの変化の過程は、生物種分化の際のゲノム進化と似て
おり、進化学や遺伝学の手法を用いて、がんの進行過程を調べ
ることができます。私たちは、集団遺伝学で使われるライト・
フィッシャーモデルや合祖理論を用いて、がんゲノムのシーケ
ンシングデータから、がんの増殖過程を推定する手法の開発を
進めています。また、推定された、がん組織の定量的なデータ
からがんが転移・再発する確率を予測する手法、の開発を目指
しています。

RNA構造の情報解析とエピ・トランスクリプトーム
の解明

　DNAがもつ遺伝情報は、DNAからメッセンジャーRNAが転
写され、さらにタンパク質へと翻訳されて、実際の生理的機能
を発揮します。この反応過程は定常的ではなく、あらゆるステッ
プで反応を促進したり遅らせたりする制御機構が働き、外部環
境変化や刺激への柔軟な細胞応答が可能となっています。特に
最近では、メッセンジャーRNAがタンパク質に翻訳される過
程に働く様々な制御因子（RNA結合タンパク質の結合状態、
RNAの化学修飾位置、RNAの二次構造）の測定が行われるよ
うになり、翻訳制御の総体（エピ・トランスクリプトーム）を
解明する研究が重要となっています。私たちは、確率文脈自由
文法（SCFG）とよばれる情報科学理論に基づくRNA二次構造
モデルと、次世代シーケンサーからのデータを組み合わせるこ
とにより、RNAの化学修飾による二次構造変化や、RNA結合
タンパク質が結合しやすい二次構造モチーフは何か、などを推
定する手法を開発しています。（図１）

研究体制
　当研究室は、実験設備を持たないドライ系の研究室であるた
め、自前で生物実験を行うことはなく、公開データ及び共同研
究先の実験データを用いて、計算機を使った研究を行うことに
なります。

図１　RNAのアクセシビリティを計算するツールRaccesによるゲ
ノムスケールの配列解析。RaccessはRNA転写物の全ての領
域について、その領域が二次構造を形成しない露出した領域で
あるかどうかを確率値として与えます。
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［キーワード］　ゲノムインフォマティクス、ゲノムアセンブリ、

ハイパフォーマンスサイエンス、並列分散プログラミング

　1990年にスタートした国際ヒトゲノム計画では、ヒトゲノ

ム１人分のゲノム配列を解読するために13年間の歳月と3000

億円の費用を要したが、2014年１月に Illumina 社が発表した

最新のDNA配列シークエンサーHiSeq X Tenは、たった１日

と約10万円でヒトゲノム一人分のゲノム配列を解読できる。

技術革新により毎年数分の１ずつになっていたDNA配列決定

のコストは、この20年の間に300万分の１になってしまった。

例えるならば、江戸時代に伊能忠敬が徒歩で日本地図を作成

した20年後に衛星画像を利用したGoogle Mapが登場するよう

なものである。

　また、HiSeq X Ten は何億円もする大型機械であり大きな

資本のある限られた企業や学術研究機関でなければ利用は難し

かった。しかし、2016年10月に Oxford Nanopore 社が発表し

た USB 型 DNA シークエンサーの驚くべき改良版は１台約10

万円から購入でき、扱いも簡単で個人でも普通に利用できる。

Oxford Nanopore社は近い将来に１回のシークエンシングコス

トが数千円レベルのスマートフォン接続型 DNA シークエン

サー SmidgIONを売り出すと言う。1997年にカメラ付き携帯電

話の話をすれば一笑に付されただろうが今はカメラが付いてい

ない携帯電話の方が珍しい。20年後には DNA 配列シークエン

サーが日常生活に当たり前のように溶け込み、感染症の診断は

スマートホンでシークエンスし、クラウドで解析、というのが

普通になっていても驚かない。

　20年後にはDNA配列シークエンサーをどのように利用して

いるだろうか。遺伝するあらゆる形質からゲノム配列上の機能

領域がどんどん同定され、頻度の高い遺伝病はあらかた原因が

判明していることだろう。ゲノム配列のどのような変異がガン

の原因となっているのかもあらかた分かるに違いない。現在は

「かぜ（上気道炎）」として一緒くたにされている様々なウィル

ス・細菌感染も、個人所有の携帯電話でDNA/RNA配列を解

読することで病名が細分化され適切な治療ができるようになっ

ているだろう。病原体が特定されれば広域抗生物質は要らない

し耐性菌の心配も減る。寿司屋でネタが代用魚だと疑ったらそ

の場でシークエンシングして確かめられる、なんて話も夢では

無い。

　しかし、このような便利な未来を実現するためには DNA 

シークエンシング技術だけではなく情報解析技術でも革命レベ

ルの技術向上が必要である。新しい観測テクノロジーの時代に

は新しい情報解析技術の開発が必要なのである。

新しい観測技術から新しい解析技術を作る

　DNA の観測技術が発達したのであれば、DNA の情報を

軸にしてあらゆる生命の情報を整理・分析できるようにした

いと考えるのはとても普通の発想だろう。我々の研究室では 

PacBio/Oxford NanoporeなどのDNAシークエンサーや10X 

Genomicsなどの一細胞解析機など、次々にあらわれる新しい

観測技術から得られるデータを解析する新しい情報技術を研究

している。

　ゲノム配列を解読する（ゲノムアセンブリ）、遺伝子配列を

解読する（トランスクリプトームアセンブリ）、種や個体間の

ゲノム比較を行う（比較ゲノム・グラフゲノム）、機能や原因

を推定する（関連解析）、といった基礎的ではあるが従来はデー

タ量が少なく大規模には解析できていなかった重要で面白い生

物学的問題に対する情報解析技術を、現代の大量観測技術に対

応していち早くスケールアップし、観測技術から科学的知見ま

でを短時間で繋げるためのアルゴリズム・ソフトウェアを我々

は開発している。別の言い方をすると「自分で１つの科学的発

見をするより、数万人の研究を加速する道具を作る方が科学に

貢献していてスゴい！」と考えている。

大規模観測データ解析ためのプライベートクラウドミ
ドルウェアの開発・研究

　データ量の増加にともなって、アルゴリズム開発やプログラ

ミングのコストはそれ以上に大きく増加している。観測技術の

急激な進歩は、従来型の並列分散計算やアルゴリズム研究には

なかった新たな問題を浮き彫りにした。従来の並列分散計算は

計算機を高効率利用することを目標としていた。速く計算でき

ることが尊いのである。しかし、３ヶ月毎に新しい観測技術が

発表される激動の時代には、何年も掛けてソフトウエアを練る

ことは完全に無駄であり、速く計算するために研究者の時間を

無尽蔵に注ぎ込むことをやむなしと考える従来型の研究は役に

立たないことが多いのだ。自然科学の発見には二度目はない。

多くのプログラミングののちに「速く」ではなく、短いプログ

ラミングで「早く」計算することが必要である。

　我々は、このような生命科学の問題に対処するため、大量の

計算資源をある程度無駄に使いつつ、計算効率至上主義のハイ

パフォーマンスコンピューティングから科学的知見のアウト

プット至上主義の「ハイパフォーマンスサイエンス」を目標と

した、研究者に便利な並列計算ミドルウェアやコンテナエンジ

ンの開発を行い、大量の情報処理を行う生命科学研究に応用し

ていく。

研究体制など
　研究は、なるべく実験を行っている他研究室と共同して進め

るようにし、最新の観測技術を用いた最新のデータを解析でき

るエキサイティングな環境を目指している。他研究室とは独立

のテーマも希望に応じて用意している。
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［キーワード］　システム生物学、トランスオミクス、代謝制御、

糖尿病

　私たちの研究室では生命現象を制御するシグナル伝達経路
を、細胞外環境の情報を伝達するための「通信路」とみなしそ
の特性を理解することを目的としています。特に、分子の活性
化などの時間パターンに情報を埋め込む「時間情報コーディン
グ」の概念を世界に先駆けて提唱しています。シグナル伝達経
路は複雑な相互作用により成り立っているため、従来のように
個々の分子を生命現象に関連づけるだけでは十分に理解できま
せん。そこで、私たちはシミュレーションモデル構築と細胞内
の分子ダイナミクス計測を密接にフィードバックさせることに
より、シグナル伝達経路の振る舞いを予測できるモデルの構築
を行っています（図１）。さらに、複雑なモデルをシンプルに
してシグナル伝達の振る舞いの本質を抽出します。このように
ヒトを含む哺乳類を中心としたシグナル伝達機構のシステム生
物学が私たちの研究テーマです。

１. シグナル伝達機構の情報コーディング
　インスリン作用：インスリンは血糖を下げる唯一のホルモン
で、生体のホメオスタシスを制御しています。血中のインスリ
ンは複数の時間パターンからなり、その生理学意義も報告され
ていますが、その作用の分子メカニズムは不明です。「時間情
報コーディング」の概念から、これらの時間パターンに複数の
情報がコードされ、情報依存的に標的臓器の応答を個別に制御
している可能性が考えられます。我々は、インスリンの時間パ
ターンに埋め込まれた複数の情報が、一旦、AKTの時間パター
ンに多重にコードされ、下流の分子を個別に制御できることを
明らかにしました（図２）。将来的には動物を用いた実験を行い、
生体内における「時間情報コーディング」の実証とメカニズム
の解明を目指しています。また、時間情報コーディングはイン

図１ システム生物学の解析の流れ

図２ インスリンの波形の違いにより異なる分子を制御

スリンに限らず広くシグナル伝達経路一般に認められる特性で
あることを見出しています。

　細胞運命決定機構：PC12細胞では成長因子の刺激に応じ
てERKが活性化し、増殖または神経分化が誘導されますが、
ERK活性化が一過的な場合には増殖が、持続的な場合には分化
が誘導されます。つまりERK活性化の時間パターンにより細胞
の運命が決定されます。私たちは刺激の増加速度と最終濃度が
それぞれ一過性あるいは持続性ERKの活性化を制御しているこ
とをシミュレーションから予測して実験により実証しました。
現在、ERKやc-FOSなどの分子の活性化などを一細胞レベルで
の分布データをもとに、シグナル伝達経路がどの程度正確に情
報が伝達できるかを情報理論の観点から解析しています。

　２. トランスオミクス：私たちは個別の研究によるボトム
アップアプローチの限界を克服するため、複数階層を網羅的に
測定し、多階層にまたがる大規模ネットワークを同定するトッ
プダウンアプローチである「トランスオミクス解析」の手法を
確立しました。現在までに、インスリン作用を題材に、メタボ
ロームやリン酸化プロテオームの共同実験を行い、多階層にま
たがる代謝調節経路をデータドリブンに同定しました（図３）。
これによりインスリン作用の経路の全体像が初めて明らかにな
りました。この手法により、さまざまな生命現象のネットワー
クの全貌を明らかにすることができます。

人材の多様性が創造性のカギ
　システム生物学には生命科学や物理、工学、情報、数学など
の基本的な知識も必要です。私たちの研究室ではさまざまな
backgroundの人が参加しており一つのラボで異分野融合を目
指しています。

図３ インスリン作用のトランスオミクス経路



48

情報生命科学群・学内協力講座

生物情報科学分野
准教授　程　久美子�
　ktei@bs.s.u-tokyo.ac.jp
　http://ui-tei.rnai.jp/

����������������������������

［キーワード］　genome in fo rmat ion ,  miRNA,  s iRNA, 
thermodynamics, epitranscriptome

さまざまな環境要因がRNAを介して遺伝情報を制御
する
　私たちの体は細胞という生命の最も基本的な構成単位からな
りたっています。細胞内ではゲノムを構成するDNAからRNA
が転写され、RNAからタンパク質が翻訳されるといった、セン
トラルドグマと呼ばれるゲノムの遺伝情報を読み解く流れが存
在し、それによって生命体が機能します。しかし、ゲノムプロ
ジェクトがすすみ、ゲノム情報のもつ全体像が明らかになるに
つれて、生命機能はゲノムだけで決まってくるのではなく、環
境に由来する要因も重要であることが明らかになってきまし
た。すなわち、複雑で高次な生命現象や加齢に伴う遺伝子発現
の変動は、光、重力、放射線や温度、さらには微生物の感染や
ストレスといった環境要因が大きな影響をもたらすのです。近
年、RNAに関する研究が急速に進展し、RNA は単なる遺伝情
報の仲介役ではなく、その柔軟な性質を利用して配列や構造に
依存した多様な機能を示すこと明らかになってきました。この
ようなRNAはノンコーディングRNAと呼ばれ、これまで研究
対象となっていたRNA群とは異なるものと位置づけられていま
す。また、RNAは様々な化学修飾によってエピトランスクリプ
トームという新しい遺伝子発現調節の過程を構築する分子とし
ても注目されています。私たちは環境の影響をうまく伝える新
しい遺伝子制御の機構についてRNAを中心に研究しています。

小さなRNAのゲノムワイドな遺伝子発現制御
　ノンコーディングRNAの中には約20塩基ほどの小さな
RNAから数10キロ塩基におよぶ長いRNAまであり、それぞ
れ多種多様な生命現象に関わっています。microRNAやsmall 

interfering RNA（siRNA）という約20塩基のRNAは、短いな
がらも相補的な塩基配列をもつメッセンジャーRNA群を識別
し、一気に抑制するというグローバルな働きをもっています。
われわれは、マイクロアレイなどの細胞・分子生物学的実験と
情報科学的解析を組み合わせることにより、ヒトでは2,000種
にもおよぶmicroRNAの配列やそれらのもつ熱力学的性質に依
存して、ゲノムワイドな遺伝子サイレンシングが起こることを
明らかにし、そのような遺伝子制御は生物の体温の影響を受け
ることを見出しました。

自然免疫応答とRNAサイレンシング
　RNAウイルスが感染するとヒトを始めとする哺乳類では自
然免疫応答と呼ばれる生体防御機構が駆動します。そのため、
内在的なRNAサイレンシングのメカニズムは何らかの影響を
うける可能性が考えられますが、その機構については不明でし
た。われわれは、TRBPというRNAサイレンシングに関わる
RNA結合タンパク質がウイルス感染時には自然免疫応答機構
にも関わり、両経路のバランスを調節する可能性を見出しまし
た。環境要因の１つとして、特に哺乳動物特異的な免疫応答系
との関連を明らかにしていきます。

エピトランスクリプトーム
　古くはトランスファーRNAやリボソームRNAなどで見出さ
れた、メチル化や脱アミノ化などのRNAの化学修飾がノンコー
ディングRNAにも多く存在し、遺伝子発現調節機構に大きな
影響を与えていることが明らかになってきました。われわれは、
RNA結合タンパク質の免疫沈降実験や大規模シークエンスに
よる網羅的な解析により、ADARというRNA脱アミノ化酵素
がmicroRNAのアデノシンを脱アミノ化することで、遺伝子発
現をゲノムワイドに変換することを明らかにしています。さら
に、核酸の構造学的シミュレーションをコンピューテーショナ
ルに行うことで、microRNAの化学修飾がもたらすエピトラン
スクリプトームにおける調節機構を解明しようとしています。

RNA干渉法とCRISPR法の技術開発
　siRNAによるRNAサイレンシングはRNA干渉と呼ば　す。
我々は、目的以外の遺伝子には影響を与えず、目的の１遺伝子

のみを特異的に抑制するRNA干渉
法の構築に成功しています。RNA
干渉法は現代の分子生物学では欠
かせないツールであると共に、そ
の臨床応用にも大きな期待がもた
れています。近年、CRISPRシス
テムというゲノム編集技術が開発
されました。CIRSPRシステムは、
まだ標的特異性や効率などのさ
まざまな問題点が残されているた
め、それらの作用機構解明から技
術開発を行い、両者の長所・短所
を組み合わせることで、目的に合
わせた効率的な遺伝子解析技術を
構築します。
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［キーワード］　バイオインフォマティクス、ゲノム進化、生態系、

メタゲノム、動物行動

生命現象を俯瞰的な視点から捉えなおす

　私たちの研究室では、生命現象を俯瞰的な視点から捉えなお

すことを目指し、自由な発想に基づいた分野横断的な研究を旨

として、幅広いテーマの研究を進めています。

　バイオインフォマティクスの発展とライフサイエンス分野に

おける技術革新により、これまでは得ることすら想像できな

かった規模の様々なデータを解析できる時代が到来しました。

数億年スケールの遥かな時間を越え、生命の過去の歴史を現在

に伝える「ゲノムデータ」。遺伝子発現、調節、そして相互作

用など、ゲノム配列が機能するメカニズムを語る種々の「オー

ミクスデータ」。生物学者がこれまでに蓄えてきた膨大な知識

を、コンピュータが理解できる形式で表現した「パスウェイ・

ネットワークデータ」。生物の表現型、行動や社会性を定量的

に解析することを可能にする「画像・動画・バイオロギングデー

タ」。そして、環境と生命の複雑な相互作用ネットワークを描

き出す「メタゲノム・生態系・環境DNAデータ」。

　時には新しいデータを自ら取得しつつ、これらのデータを新

たな視点や手法によって解析することで、生命システムの成り

立ちやその進化学的・生態学的背景に関する新しい概念、仮説、

法則性を導いていくことが、私たちの目標です。

研究アプローチと主な研究テーマ

　動物、植物、微生物、ウイルスなどあらゆる系統群の生命知

識・データを対象に、新しい情報・数理解析手法の開発や高性

能なコンピュータを用いたデータ解析を行うバイオインフォマ

ティクス研究と、バイオインフォマティクス研究に加えてゲノ

ム・オーミクスデータや表現型データなどを取得するための生

物学実験を行うハイブリッド研究の双方のアプローチを用いま

す。以下のテーマのほか、個々の自由な発想に基づいた幅広い

研究を推進しています。

１．ゲノムと生命システムの進化

２．オーミクスデータにひそむ法則性の抽出

３．メタゲノム・環境DNA解析

４．動画データやバイオロギングデータを用いた生物行動解析

５．生命知識処理

　具体的な研究テーマについては、研究室見学時に説明を行っ

ています。研究室見学や質問は随時受け入れていますので、希

望する方はまずは岩崎までメールにてご連絡ください。また、

岩崎が参加する本専攻などの大学院入試説明会が本郷キャンパ

スで開催される場合には、原則として説明会後に研究室見学を

受け入れていますので、直接声をかけてください。

教育・研究方針

　私たちの研究室では、生命科学と情報科学の双方の専門性に

基づいて新しい概念や仮説を構築・検証し、大学・研究機関・

民間企業等で先頭に立って活躍していく研究者の育成を重視し

ています。そこで、既存の学問分野をまたぐ幅広い視点を踏ま

えた研究に挑戦したい方、特に、自分自身のユニークなアイデ

アに基づいて新たな領域を開拓することを強く志す方を歓迎し

ます。そのために、研究テーマの決定にあたっては、幅広い研

究対象やアイデアを受け入れ、研究計画を共に議論し、個々の

自主性を発揮して研究を推進する方針をとっています。

研究室所在地

東京都文京区弥生2-11-16

東京大学本郷地区キャンパス（浅野キャンパス）理学部３号館

（東京メトロ千代田線 根津駅より徒歩約６分）



50

情報生命科学群・学内協力講座

生物情報科学分野
教　授　角田�達彦�
　tsunoda@bs.s.u-tokyo.ac.jp
　

����������������������������

［キーワード］　ゲノム医科学、トランスオミクス、プレシジョ
ン医療、がん免疫

　本研究室では、生体分子の膨大なデータを解析して、がんな
どの病気の克服を目指し、それらの病気に対する免疫などの生
体現象を理解する研究を行います。近未来の医療として、患者
さん一人ひとりに合わせた種類と量の治療や、病気の予防が期
待されます。そのため、医療機関などで蓄積されるゲノム・オ
ミックスデータ、画像データ、臨床情報など、生命・医科学の
ビッグデータからデータマイニングを行い、がんや生活習慣病
などの病気の原因を発見します。そして、臓器・組織の多階層
生化学ネットワークの再構築をすることで、疾患メカニズムを
全体のシステムとして理解します。例えば、がんと、免疫など
のがんの微小環境との関係をひもとくことで、個人ごとに治療
の奏効や副作用、耐性獲得を予測します。このように、最先端
の観測技術と数理科学と計算科学を駆使した、生命医科学研究
を行います。

がん免疫研究
　私たちは最近、肝がんの患者300人からのがん細胞の全ゲノ
ム配列を解析し、新たな変異をもつクラスタを発見しました 
[1]。このクラスタの患者さんは、手術後にがんの再発が起こり
にくく、良好な経過をたどります。その後、それぞれのクラス
タを詳細に解析すると、がん細胞の集団的特性や、免疫などの
微小環境との関係が、それぞれ異なることがわかってきました。
がん細胞は実は私たち自身の細胞が変化したもので、非自己で
すので免疫が排除するわけですが、がん細胞もまた巧みに変化
して、さらに逃げます。つまり、がんの個性と、微小環境の相
性や治療の内容で、その後の挙動に違いが生まれます。このよ
うな違いをうむメカニズムを理解するとともに、治療効果予測
モデルを作り、患者に合わせた治療を行うプレシジョン医療を
目指します。

トランスオミクス研究
　上記のがん細胞と免疫などの微小環境の相互作用を理解す
るには、がんのゲノムのみならず、エピゲノムや、環境も含め
た形の遺伝子発現などを合わせた、オミクス解析が大変有効で
あることがわかってきました。そして、がんだけでなく、その

図１　肝がんのゲノム変異による分類と予後（左）、がん免疫研究に
よる治療予測（右）

他の生活習慣病にもこの方法が使えます。例えば、最近私たち
は、ぜん息の全世界の国際共同プロジェクトに参画し、ヒトゲ
ノム全染色体上での、ぜん息に関わる遺伝子を多く発見しまし
た [2]。その遺伝子たちの機能を推定するため、エピゲノムや
遺伝子発現（eQTL）を考慮すると、ほとんどが免疫に関わる
遺伝子であることがわかりました。もう一つの研究では、アル
ツハイマー病の原因を探るため、認知症患者のゲノムデータと
アルツハイマーのモデルマウスの遺伝子発現データを統合し
て解析すると、新たに2つの遺伝子が候補として見つかりまし
た [3]。このように、トランスオミクス研究により、生体や病
気の描像がより理解しやすくなります。今後は、ネットワーク・
システム解析によって、より詳細なメカニズムを理解していき
ます。

機械学習・深層学習による解析方法論
　人工知能の根幹となる方法に機械学習や深層学習がありま
すが、それらが、画像のみならず、ゲノムやオミクスのデータ
を解析する能力を極める研究をします。応用例は、病理画像や
生体イメージングなどの画像データの解析、オミクスデータの
解析、それらの統合の解析です。一例として、オミクスなどの
非画像データを、画像データに変換して深層学習へ持ち込み、
深層学習の能力を最大限引き出す研究を行ってきました。

いろいろな人が集まって研究しています
　私たちの研究室は、東大以外にも、東京医科歯科大学、理研
にもあり、また多くの連携研究をしています。そのため、生命
情報研究者以外にも、臨床医や、遺伝学、シークエンス解析、ネッ
トワーク解析、数学が好きな研究者など、また、外国人研究者
も多く、お互いにさまざまな考え方を出しあって日々研究して
います。

参考文献
[1] Fujimoto A, Tsunoda T, et al. Whole genome mutational 

landscape and characterization of non-coding and structural 
mutations in liver cancer. Nature Genetics, 48, 500-509 (2016).

[2] Demenais F, Tsunoda T, et al. Multiancestry association 
study identifies new asthma risk loci that colocalize with 
immune-cell enhancer marks. Nature Genetics, 50, 42-53 
(2018).

[3] Yamaguchi-Kabata Y, (,,,) Tsunoda T.  Integrated analysis of 
human genetic association study and mouse transcriptome 
suggests LBH and SHF genes as novel susceptible genes for 
amyloid-β accumulation in Alzheimer’s disease.  Human 
Genetics, 137, 521-533 (2018).

図２ ぜん息の国際共同研究による発見（左）、アルツハイマートラ
ンスオミクス研究（右）



51

情報生命科学群・学外協力講座

分子機能情報学分野
（産業技術総合研究所）

教　授　富井　健太郎�
　k-tomii@aist.go.jp
　http://cbrc3.cbrc.jp/~tomii/lab/index.html 
����������������������������

［キーワード］　タンパク質立体構造予測、構造比較、機能推定、

創薬、配列情報解析

　生体高分子の配列、構造、機能に関する多様かつ膨大な観測

データが急激に蓄積されてきている。当研究室では、こうした

データを利用した新たな生物学的知識の獲得に向けた新規解析

手法の開発や、それらを応用した研究を行っている。研究分野

としては、以下に紹介する計算構造生物学や配列情報解析分野

の研究が主体であるが、これらに限らず国内外の大学、研究機

関の計算機・実験双方の研究者と共同で幅広い分野の研究を実

施している。

タンパク質とタンパク質複合体の立体構造予測

　アミノ酸配列情報を利用したタンパク質立体構造予測に向

け、高感度かつ高精度な類似性検索法の一つであるプロファイ

ル比較法の開発を行っている（http://forteprtl.cbrc.jp/forte/）

（図１）［1］。これまでに光架橋実験の結果との組み合わせによ

るTOM複合体の構造と輸送機構に関するモデル提案［2］や、

国際的な立体構造予測実験等に応用されている［3］。

高速・高精度のタンパク質基質結合部位の比較

　タンパク質立体構造情報からの機能予測や創薬研究への応

用を目指し、基質結合部位の網羅的比較を可能にする高速比

較手法を津田研究室と共同開発し、その比較結果をまとめた

データベースPoSSuMを公開している（http://possum.cbrc.jp/

PoSSuM/）［4］。また、結合部位のより簡潔な表現によっても、

高精度比較が可能となることを示している［5］。

タンパク質の分子進化と設計

　タンパク質の構造構築原理や分子進化の機構の解明に向け、

従来の実測データを統合した新たな高感度アミノ酸置換行列

MIQSを構築した［6］。国内外の配列比較ツールでの利用が進

んでいる。また、プロファイル比較法を応用した単独で安定に

存在し得るペプチドの探索も本田研究室と共同で行っている

［7］。

研究体制、注意点など

　研究室は産業技術総合研究所臨海副都心センター（お台場）

内にあり、学生の研究活動も主に同センターで行われる。

参考文献
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for protein fold recognition. Bioinformatics （2004）.

２．T. Shiota et al., Molecular architecture of the active 

mitochondrial protein gate. Science （2015）.

３．T. Nakamura et al., Template-based quaternary structure 

prediction of proteins using enhanced profile-profile 

alignments. Proteins. （2017）.

４．J. Ito et al., PoSSuM v.2.0： data update and a new 

function for investigating ligand analogs and target pro- 

teinsofsmall-moleculedrugs. NAR （2015）.

５．T. Nakamura et al., Protein ligand-binding sitecompari- 

son by a reduced vector representation derived from 

multidimensional scaling of generalized description of 

binding sites. Methods （2016）.

６．K. Tomii et al., Systematic Exploration of an Efficient 

Amino Acid Substitution Matrix： MIQS. Methods in 
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図１ プロファイル比較法FORTEの概念図
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［キーワード］　蛋白質立体構造モデリング、タンパク質リガンド

ドッキング、創薬インフォマティクス、分子動力学計算

　新薬開発の標的となる受容体タンパク質の立体構造・相互

作用情報に基づいて医薬品設計を行うStructure-Based Drug 

Design（以下SBDD）が構造ゲノミクスの進展により改めて注

目されてきている。計算機的手法による従来のSBDDでは、標

的タンパク質の高精度な立体構造座標が必要で、さらに化合物

とのドッキング計算では、効果的な構造探索や相互作用エネル

ギー値の精度が求められている。しかし、既存の医薬品の標的

タンパク質ファミリーの１つと知られているF-protein Coupled 

Receptor（以下GPCR）などは、結晶構造が皆無に近いという

現状があり、計算機的手法による分下モデリング技術に期待が

高まっている。またGPCRと並ぶ代表的な標的タンパク質であ

るTyrosine Kinaseファミリーについても、結晶構造が比較的

多く存在するものの、化合物結合前後では構造変化が生じてい

ることがあり、SBDDに対応した適切な構造への最適化と評価

が必要とされている。

　このような背景の中、私たちは標的タンパク質の分子モデリ

ング法の開発と化合物とのドッキング計算、そしてバーチャル

スクリーニングへの展開を目指して研究を行っている。

１. 標的タンパク質の分子モデリング

　GPCRファミリーとTyrosine Kinaseファミリーについて、

比較モデリング法と分子動力学計算法を中心に、標的タンパク

質構造ごとに特化した分子モデリングを行っている。例えば、

GPCRは７本の膜貫通ヘリックスを持つ標的タンパク質である

図１ ヒスタミンH２受容体（ヒト）の分子モデリング：膜面（緑）
から水平方向に投影。

が、ヘリックス間の安定に存在するために必要なアミノ酸残基

と、化合物を受容するために必要なアミノ酸残基を配列解析か

ら推定し、その結果を立体構造予測に反映させる戦略をとって

いる。分子モデリング実施例には、ヒスタミン受容体（図１）

などが挙げられる。

２. 化合物との複合体モデリング

　タンパク質と化合物間のドッキング計算法には、これまで多

くの先行研究が報告され、利用可能なソフトウェアも提供され

ている。しかし、ドッキング計算の精度がタンパク質や化合物

の種類に依存するなど、化合物結合候補構造探索と結合評価関

数改善への課題が残っている。我々は、標的タンパク質立体構

造を構築後、代表的な化合物（阻害物等）を活性化部位に対し

てドッキング計算し、化合物結合状態を評価する方法（CoLBA

法）を開発している。CoLBA法とは、ドッキング計算によっ

て得られた候補構造を相互作用エネルギーだけで一意に決定せ

ず、複数の化合物間の結果を利用して、標的タンパク質との原

子間接触プロファイルを相互比較しながらコンセンサスのある

結合状態を決定するという特徴を持つ化合物結合予測法であ

る。これにより相互作用エネルギーのみに依存しない、柔軟で

かつ直感的なスクリーニングが実現しつつある（図２）。

３. バーチャルスクリーニング

　標的タンパク質の分子モデリングおよび化合物とのドッキン

グ計算から得られた標的タンパク質ー化合物複合体モデルをも

とにバーチャルスクリーニングを行う。バーチャルスクリーニ

ングでは、標的タンパク質に対する基地の活性化化合物群とラ

ンダム化合物ライブラリから選択された非活性化合物群を用い

てヒット率をシミュレーションし評価を行う。この評価の結果

を標的タンパク質の分子モデリングやドッキング計算過程に

フィードバックし標的タンパク質−化合物複合体モデルを最適

化する。さらに、共同研究等が可能であれば、実際に数百万件

の化合物ライブラリから複合体モデルに基づいて化合物を選定

し、生理活性を評価することも視野に入れている。

図２ CoLBA法によって選択されたヒスタミンH１受容体に対する
３種類の阻害剤の結合モデル。
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［キーワード］　タンパク質設計、タンパク質立体構造予測、Ｘ
線初期位相、クライオ電子顕微鏡構造精密化、計算的薬剤設計

　タンパク質の複雑な生物学的機能は同様に緻密な三次元構造
によって決定される。正確に折りたたまれた天然構造は細胞中
におけるタンパク質の適切な機能実現にとって不可欠である。
天然構造からの小さな歪みがタンパク質の機能不全を起こし疾
患を生ずる。我々はその構造を計算機で研究することによって
タンパク質の機能を理解しようと試みている。我々の研究の関
心は以下の分野である。
　・タンパク質の折りたたみと設計
　・Ｘ線結晶構造の位相問題
　・スキャフォールドを基にしたドラッグデザイン

１．タンパク質の折りたたみと設計

　タンパク質の折りたたみの原理、特にエネルギー論、を理解
することで、その塩基配列からタンパク質の立体構造を予測す
ることができる。 我々はアミノ酸の選好性を環境変数の連続
関数として表示する連続的３Dプロファイル法を提案している。
フーリエ級数として表現されたこの残基選好性の連続的表示
は、離散的な環境クラスに遭遇すると、わずかに異なる環境で
の残基選好性の急激な変化を回避する。プロファイルスコアの
関数形を定義することによって、原子構造がよりタンパク質の
側鎖に適合する残基環境を作るように順応する原子精密化の特
性を描く道を開いた。我々はこのアプローチで構造精密化、ま
たはab initio構造予測を探求している。
　タンパク質設計によって、我々は自然ではまだ観測されてい
ないタンパク質の世界の広大な領域を探求することができる。
我々は計算機によるタンパク質設計によって、単量体Ｌ型タン
パク質を安定二量体に変換した。また、計算機によってＬ型タ
ンパク質の新しい骨格立体構造の再設計をした。我々はタンパ
ク質設計の原理を新型構造、新しい生物学的機能、または効果
的な治療学に応用することに関心を持っている。

２．Ｘ線結晶構造の位相問題

　我々はＸ線結晶構造の位相問題を解決するために新しい計算
手法を開発している。我々は電子密度の同時分布とその勾配を
電子密度修正法の制約として使用して、タンパク質の位相改良
の新しい手法を開発した。これはSQUASHというプログラム
パッケージに組み込まれている。この手法とその後継である
DMはＸ線結晶構造の世界で広く使用されてきた。我々はタン

パク質の位相改良のため、正確な電子密度分布、溶媒平滑性、
電子密度の正確な局所形状、同一分子、それらの制約を一つの
手順にまとめた。電子密度におけるこれらの制約は連立非線形
方程式を解くことによって同時に満たされる。我々は新しい制
約を探求し、位相問題の解決に使用する。

３. スキャフォールドを基にしたドラッグデザイン

　我々はスキャフォールドを基にしたドラッグデザインのパラ
ダイムを開発した。これは、新たなスキャフォールドの発見
や小分子阻害剤の設計のために、化合物の低親和性スクリー
ニングからスタートし、高スループット共結晶構造解析とコ
ンピュータ解析を行う反復的アプローチを取り込んだものであ
る。このスキャフォールドを基にしたドラッグデザインのアプ
ローチを使用して、多くの新しいスキャフォールドが発見され、
それをキナーゼや核内ホルモン受容体やホスホジエストラーゼ
等のいくつかのタンパク質ファミリーの強力かつ選択的な阻害
剤の開発のための基礎として使用した。
　これら阻害剤の数個は現在メラノーマや糖尿病のような様々
な病気の治療のため臨床実験されている。我々はさらにこの手
法を改良し、様々な創薬標的の新しい阻害剤を同定するのに利
用していく。
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情報生命科学群・学外協力講座

がんメディカルインフォマティクス分野
（国立がん研究センター東病院）

准教授　山下　理宇�
　04-7134-8786
　https://www.ncc.go.jp/jp/
　epoc/division/translational_informatics/kashiwa/
　members/020/index.html 

����������������������������

［キーワード］　バイオインフォマティクス、転写制御、翻訳制御、
マイクロバイオーム、多層オミクス解析、がんゲノム

　がんの治療開発を進めるためには、臨床試験などで得られる
質の担保された臨床情報が必要です。これに加えて、そのメカ
ニズムや薬の効果を調べるためには、患者検体や動物・細胞モ
デル試料を用いたゲノム、トランスクリプトームなどの多層オ
ミクス解析のデータを欠かすこともできません。また、ヒトに
存在する細菌を網羅的に調べたマイクロバイオーム情報も蓄積
してきており、がんとの関連が着目されています。そして、こ
のような解析技術が生み出すデータ量は日に日に多くなってき
ました。これらを統合して新知識を導き出すことは、既存の医
学・生物学の知識だけではなく、どうやってデータを整理する
のか・そのデータからどのように情報を抽出するのかといった
バイオインフォマティクスと呼ばれる情報科学的な知識が不可
欠です。現在、特にnon-coding RNA、マイクロバイオーム、が
んゲノム等に対して、効率の良いデータ処理のパイプラインを
設計するだけでなく、データを見やすくまとめたデータベース
としてのウェブサーバの構築、状況に応じて情報抽出方法を最
適化する技術などを用いて医学・生物学の有益な情報を抽出し
ようとしています。がんメディカルインフォマティクス講座は、
国立がん研究センターに集積する貴重な臨床多層オミクスデー
タを最大限活用し、医学・生物学・情報学を組み合わせること
で、がん研究に貢献する「トランスレーショナルインフォマティ
クス」による新たな発見を目指しています。
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　近年次世代シーケンサーに代表されるハイスルー

プット機器解析の発達により急速に集積する医療ゲノ

ム関連バイオビッグデータを活用した高度データ解析

を必要とする課題に即応できる人材は、アカデミアの

みならず、関連産業分野の企業でも不足しており、課

題解決能力の備わる高度な人材の発掘・育成や、企業

研究者の再教育を促進する仕組みを創出することは我

が国の喫緊の課題となっています。

　DSTEP （Data Scientist Training/Education 

Program） は、メディカル情報生命専攻及び先端生命

科学専攻の博士学生を対象としたプログラムです。製

薬、バイオインフォマティックス、バイオテクノロジー

関連企業の協力のもと、学内運営機関として設置され

た社会連携講座が主体となって、東京大学の教育の独

立性を担保しつつも企業ニーズに直結するバイオイン

フォマティクス上の実践的な問題設定について、その

問題解決に即戦力となる人材の育成を目的としていま

す。

　博士課程入学後の選抜試験を得て、プログラム受講

者が選抜されます。プログラム科目では、学外機関や

関連企業人も講師として参加し、人材ネットワーク形

成の促進や、最新の企業ニーズを把握する場が提供さ

れます。また専攻連携教員が所属する学外研究組織や、

コンソーシアムに参加する関連企業との連携により、

実践的なOn the Job Trainingを経験することが期待

されます。

DSTEP（Data Scientist Training/Education Program）
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（科目の内容・特色）

１．「バイオ機能情報解析学」：

　多階層でのオーミクス情報を解読する手法を概説。本講義で

は、各解析手法の理論的背景やその応用例について最新の知見

交え詳説する。また、これらの解析手法の適用限界についても

議論し、いかにして最新の次世代シークエンス解析技術がゲノ

ム機能情報として取得され、解析が行われているのか、その実

践例について個別に詳解する。

２．「創薬データサイエンス概論」：

　これまでの薬剤開発の戦略は、近年の分子生物学の発展と共

に大きく変貌してきている。がん等の疾患を中心に実践的課題

を例として、これまでの創薬方法がどのように変化しているの

か、さらには最近の新薬開発の基本的な概念と創薬の実際を紹

介すると共に、その課題を明らかにする。

３．「バイオデータプログラミング演習Ⅰ」：

　本演習では学生が過去に躓いたポイントを調べ、必要な基礎

知識を大量に補った独自のオンラインプログラミング学習教材

を作成した。生物学・医科学のプログラミングに必要な概念を

ゼロから広く浅く学び、研究に必要な高度なプログラミングを

将来的に独学できるような「基礎体力」を養う。

４．「バイオデータプログラミング演習Ⅱ」：

　初級〜中級レベル以上のプログラミングスキルを前提とし、

データサイエンス（シングルセル解析、ロングリード解析、が

んゲノム解析等）に特に必要なプログラミングの技術やソフト

ウェアエンジニアリングについて実践演習する。中規模以上の

生命科学・医科学の解析ソフトウェア開発やチームでの情報

解析を進める力を養う。「バイオデータプログラミング演習 I」

が既習であることが望ましい。

５．「創薬データサイエンス演習」：

　ハイスループットスクリーニング、立体構造科学とインフォ

マティクススクリーニング、治験の実際について、本学の有す

る実験施設を活用して演習形式で実験手技を習得する。

６．「データサイエンス実践演習Ⅰ〜Ⅲ」：

　Ⅰ〜Ⅲは、履修開始一年次から三年次までの各年度の必修科

目として設定され、提案課題の採用のための評価（Ⅰ）や進捗

度合い（Ⅱ , Ⅲ）を筆記試験、口頭試問としてそれぞれ合否判

定する（Qualifying Examination（QE）として機能する）。

（プログラムコア科目）

科　目　名 単位

1 バイオ機能情報解析学 1

2 創薬データサイエンス概論 1

3 バイオデータプログラミング演習Ⅰ 1

4 バイオデータプログラミング演習Ⅱ 1

5 創薬データサイエンス演習 1

6 データサイエンス実践演習Ⅰ 1

7 データサイエンス実践演習Ⅱ 1

8 データサイエンス実践演習Ⅲ 1

連携企業

アジレント・テクノロジー株式会社

アメリエフ株式会社

小野薬品工業株式会社

Genomedia 株式会社

協和発酵キリン株式会社

株式会社ダイナコム

中外製薬株式会社

ビッツ株式会社

富士フイルム株式会社

フリューダイム株式会社

合同会社みらか中央研究所

株式会社　羊土社
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メディカル情報生命専攻教員一覧

講　　座　　名 教　授 准教授・講師

メ
　
　
デ
　
　
ィ
　
　
カ
　
　
ル
　
　
サ
　
　
イ
　
　
エ
　
　
ン
　
　
ス
　
　
群

基  

幹  

講  

座

メディカルサイエンス講座
分子医科学分野 富田　野乃
生命分子遺伝学分野 伊藤　耕一
ゲノムシステム医療科学分野 渡邊　　学
病態医療科学分野
/ウイルス発癌分野

内丸　　薫 佐藤　　均
中野　和民

クリニカルシークエンス分野 松田　浩一
RNA生物学分野 富田　耕造
複雑形質ゲノム解析分野 着任予定

携
講
座

社
会
連 メディカル情報データサイエンス分野 鈴木　絢子

学
　
　
内
　
　
協
　
　
力
　
　
講
　
　
座 

分子医療科学講座（医科学研究所）
ゲノム機能分野 米田美佐子
疾患遺伝子解析分野 俣野　哲朗
感染遺伝学分野 三宅　健介
分子発癌分野 井上純一郎
機能解析イン・シリコ分野 中井　謙太
細胞療法分野 合山　　進
感染制御分野 川口　　寧
ウイルス感染分野 河岡　義裕 今井　正樹
感染症分野 四柳　　宏
臨床ゲノム腫瘍学分野 古川　洋一
先端ゲノム医学分野 平田　喜裕
先進病態モデル研究分野 山田　泰広
人癌病因遺伝子分野 村上　善則
免疫病治療学分野 田中　廣壽
疾患蛋白質工学分野 尾山　大明
腫瘍抑制分野 山梨　裕司
分子シグナル制御分野 武川　睦寛
臓器細胞工学分野 田原　秀晃 内田　宏昭
幹細胞分子医学分野 岩間　厚志
再生医学分野 谷口　英樹
癌防御シグナル分野 西山　敦哉
ワクチン科学分野 着任予定

細胞情報システム講座
（定量生命科学研究所）

RNA機能研究分野 泊　　幸秀
免疫・感染制御分野 新藏　礼子
超分子機能構造解析分野 深井　周也
幹細胞制御研究分野 田中　　稔

学
　
　
外
　
　
協
　
　
力
　
　
講
　
　
座 

臨床医科学講座（東京都医学総合研究所）
　　臨床医科学分野

田中　啓二
正井　久雄
糸川　昌成

生命機能分子工学講座
（産業技術総合研究所）
　　生命機能分子工学分野

本田　真也
宮崎健太郎
大石　勝隆

野田　尚宏
感染制御分子機能解析講座
（理化学研究所）
　　感染制御分子機能解析分野

間　　陽子

RNAシステム生物学講座
（理化学研究所）
　　RNAシステム生物学分野

岩崎信太郎

がん分子標的治療学講座
（がん研究会　がん化学療法センター）
　　がん分子標的治療学分野

藤田　直也
冨田　章弘

清宮　啓之
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講　　座　　名 教　授 准教授・講師
医
療
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス

基
幹
講
座

イノベーション政策研究講座
バイオイノベーション政策分野 加納　信吾

学
内
協
力
講
座

（医科学研究所）
公共政策研究分野 武藤　香織 井上　悠輔
先端医療開発推進分野 野島　正寛

情
　
　
報
　
　
生
　
　
命
　
　
科
　
　
学
　
　
群

基  

幹  

講  

座

情報生命科学講座
大規模オーミクス解析分野 森下　真一
ゲノム情報解析分野 浅井　　潔
生命システム観測分野 鈴木　　穣
大規模知識発見分野 津田　宏治
高機能解析システム分野 笠原　雅弘
生命ネットワーク解析分野 木立　尚孝
大規模バイオ情報解析分野 マーティン　フリス

学
内
協
力
講
座

生物情報科学講座
（理学系研究科生物科学専攻）
　　生物情報科学分野

角田　達彦
黒田　真也

程　久美子
岩崎　　渉

生物機能情報講座
（定量生命科学研究所）
　　生物機能情報分野　

着任予定

学
外
協
力
講
座

分子機能情報学講座
（産業技術総合研究所）
　　分子機能情報学分野

富井健太郎
広川　貴次

着任予定
システム情報生物学講座
（理化学研究所）
　　システム情報生物学分野

ケム　ツアン

がんメディカルインフォマティクス講座
（がん研究センター）
　　がんメディカルインフォマティクス分野

山下　理宇

ライフサイエンス統合データベース講座
（ライフサイエンス統合データベースセンター）
　　ライフサイエンス総合データベース分野

五斗　　進



61

入 学 志 願 者 案 内（修士）　

出願資格
・本研究科募集要項を参照のこと。入学志願者は、出願資格を有する者であれば、その専攻分野及び資格取得

年次を問わない。

提出書類
・志願者は「調査票（修士）」に必要事項を記入し、願書と共に提出すること。
・その他の各種証明書等の提出については、本研究科募集要項及び本入試案内書に添付されているチェックシー

トを参照のこと。

募集人数及び配属研究分野
・募集人数は53名である（うち、医療イノベーションコース若干名）。
・メディカルサイエンス群、情報生命科学群、及び、医療イノベーションコース、の中から志望する群/コース

を１つ選び、その中で配属を希望する分野を「調査票（修士）」に記入すること。
・メディカルサイエンス群の志願者は少なくとも第２志望分野、最大第３志望分野まで、情報生命科学群の志

願者は少なくとも第２志望分野、最大第５志望分野まで、医療イノベーションコースの志願者は第１志望分
野のみ、調査票（修士）に記入すること。

・メディカルサイエンス群、情報生命科学群、及び、医療イノベーションコースのそれぞれをまたいで分野を
希望することはできない。

・特定の分野に志望が集中する場合には、希望の分野に配属されないことがある。配属研究分野については、
口述試験において再度、意思確認を行う。

選抜方法
　メディカル情報生命専攻では、一般入試の設問は日英２ヶ国語のどちらかを選ぶことができ、解答は日英２ヶ
国語のどちらでもできる。なお、外国人等特別選考は本専攻では実施しない。

【一般入試】
筆記試験（外国語、専門科目）及び口述試験により選抜する。
　筆記試験

【外国語（英語）】
全員が必ずTOEFL-ITPを受験する。スコアシートは提出できないので注意すること（本研究科募集要項外
国語試験タイプE1に相当）。

【専門科目】
メディカルサイエンス群、情報生命科学群を志望する者は、生命科学、情報科学、及びその関連分野から出
題される計12問の中から４題を選択して解答する。医療イノベーションコースを志望する者は、知的財産、
生命倫理、医療統計及びその関連分野から出題される計６問の中から２題に解答する。出願時に志望調査票
で申告した通りの１種類のみの言語の問題冊子を用意する。解答は英語か日本語で記入する。

　口述試験
筆記試験の合格者のみに対して行う。専門分野も含めた基礎学力、研究意欲を総合的に試問する。
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試験日程
　柏キャンパスにおいて以下の日程で実施する。会場等の詳細は受験票発送時（７月下旬頃）に通知する。

　2019年８月６日㈫　　  9：30 - 11：30　専門科目
　　　　　　　　　　　12：30 - 14：50　外国語（英語）（TOEFL-ITP）　　
　2019年８月７日㈬　　13：00 - 　　　　口述試験（医療イノベーションコース）
　2019年８月８日㈭　　10：00 - 　　　　口述試験（医療イノベーションコース以外）

＊口述試験は、筆記試験において一定の水準に達した者のみに対して行う。

合格者の発表及び入学手続
・第１次試験（筆記試験）：2019年８月７日㈬正午に新領域教務係（柏キャンパス新領域基盤棟１階エントランス）

及び専攻のホームページの２カ所に掲示する。
・第２次試験（口述試験）：本研究科募集要項「10. 合格者の発表及び入学手続」及び別表２のＡ-12, Ａ-13, 

Ａ-14, Ａ-15を参照のこと。

その他
・９月入学：既卒者及び2019年９月までの卒業見込者で９月入学を希望する者は、志望調査票に記入すること。

この場合、2019年９月末までに卒業できなければ、試験に合格しても入学できず、４月入学に変更すること
もできない。ただし、2019年９月20日から30日までに研究科修士課程募集要項「２. 出願資格」のいずれかに
該当する見込みの者（卒業見込み等）は、出願資格を認める場合があるので、事前に本研究科教務係まで問
い合わせること。

・過去問：メディカル情報生命専攻の専門科目の問題は、専攻ホームページ（http://www.cbms.k.u-tokyo.
ac.jp/）で入手可能である。

・その他：詳細については本研究科募集要項及び専攻ホームページ（http://www.cbms.k.u-tokyo.ac.jp/）を参
照のこと。

※個人情報について：出願に当たって知り得た氏名、住所その他の個人情報については、入学者選抜（出願処
理、選抜実施）、合格発表、入学手続業務にのみ利用する。また、同個人情報は、入学者のみ、教務関係（学籍、
修学等）、学生支援関係（健康管理、就職支援、授業料免除・奨学金申請、図書館の利用等）、授業料徴収に関す
る業務に利用する。また、入学者選抜に用いた試験成績は、今後の本学の入試及び教育の改善に向けた検討のた
めに利用することがある。

　　東京大学大学院新領域創成科学研究科　教務係　問合せ先
　　住所：〒277-8561　千葉県柏市柏の葉５丁目１番５号
　　TEL：04-7136-4092
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入 学 志 願 者 案 内（博士）

出願資格
・本研究科募集要項を参照のこと。入学志願者は、出願資格を有する者であれば、その専攻分野及び資格取得

年次を問わない。
・医歯学・獣医学・薬学系の６年制学部卒業、卒業見込みの者、その他資格審査が必要となる者（本研究科募

集要項「２. 出願資格」⑴一般入試⑥〜⑧の該当者）は、博士後期課程学生募集要項に従い、個別の入学資格
審査を行うので、詳細は事前に問い合わせること。また、Ｂ日程で出願することはできないので留意すること。

・本専攻以外の修士課程を修了、修了見込みの者で情報生命科学群を志望する者は、Ｂ日程で出願することは
できないので留意すること。

提出書類
・志願者は「調査票（博士）」に必要事項を記入し、願書と共に提出すること。
・その他、各種証明書等の提出については、本研究科募集要項及び本入試案内書に添付されているチェックシー

トを参照のこと。

募集人数及び配属研究分野
・募集人数は24名である（うち、医療イノベーションコース若干名）。
・配属を希望する分野を「調査票（博士）」に記入すること。
・出願の前に必ず志望する研究分野の教員に連絡をとること。ただし事前相談ができなかった場合でも出願を

妨げるものではない。

選抜方法
　メディカル情報生命専攻では、一般入試及び医歯学・獣医学・薬学系の６年制学部卒業、卒業見込みの者向け
の入試の設問は日英２ヶ国語のどちらかを選ぶことができ、解答は日英２ヶ国語のどちらでもできる。なお、
外国人等特別選考は本専攻では実施しない。

筆記試験（外国語、専門科目）及び修士論文の発表を含む口述試験により選抜する（別添表１を参照）。
＊本学の修士課程を修了、修了見込みの者は、筆記試験（外国語、専門科目）の試験科目を省略する。ただし、

本専攻以外の修士課程を修了、修了見込みの者で情報生命科学群を志望する者は、筆記試験（外国語、専門科目）
の試験科目は省略されない。

筆記試験
　外国語（英語）

①TOEFL-ITPを受験、②TOEFLのスコアシートを提出、③TOEICのスコアシートを提出。
【Ａ日程】：①〜③のうち１つ以上を選択する（本研究科募集要項外国語試験タイプE3に相当）。ただし、メ
ディカルサイエンス群及び医療イノベーションコースを志望する場合には“③TOEICのスコアシートを提
出”を選ぶことはできない（本研究科募集要項外国語試験タイプE4に相当）ので留意すること。

【Ｂ日程】：②のみ選択可（本研究科募集要項外国語試験タイプE8に相当）。
外国語試験の選択について調査票（博士）に記入すること。スコアシートの提出方法は研究科募集要項に従
うこと（試験当日の追加提出など、提出期日を過ぎたものは一切認めない。）。

　専門試験
　　【専門科目Ａ】

医歯学・獣医学・薬学系の６年制学部卒業、卒業見込みの者でメディカルサイエンス群もしくは情報生命科
学群を志望する者、資格審査を要した者及び、本専攻以外の修士課程を修了、修了見込みの者で情報生命科
学群を志望する者のみ。



64

生命科学、情報科学、及びその関連分野から計12問出題。その中から４題を選択して解答する。出願時に
志望調査票で申告した希望者には英語版を用意する。解答は英語か日本語で記入する。

【専門科目Ｂ】
医歯学・獣医学・薬学系の６年制学部卒業、卒業見込みの者、資格審査を要した者で、医療イノベーションコー
スを志望する者のみ。
知的財産、生命倫理、医療統計及びその関連分野から計６問出題。その中から２題を選択して解答する。
出願時に志望調査票で申告した希望者には英語版を用意する。解答は英語か日本語で記入する。

　口述試験
　　筆記試験の合格者のみに対して行う。専門分野も含めた基礎学力、研究意欲を総合的に試問する。

試験日程
　柏キャンパスにおいて以下の日程で実施する。尚、口述試験を実施するキャンパスは変更する可能性がある。
会場等の詳細は受験票発送時に通知する。

〔入試日程Ａ〕
　2019年８月６日㈫ 　　 9：30 - 11：30　専門科目（ＡもしくはＢ）
　　　　　　　　　　　12：30 - 14：50　外国語（英語）（TOEFL-ITP）
　2019年８月７日㈬　　13：00 - 　　　　 口述試験 （医療イノベーションコースのみ）
　2019年８月８日㈭　　13：00 - 　　　 　口述試験 （※１、※２、※３の対象者）
　2020年２月上旬（予定）　　口述試験（※４の対象者）

〔入試日程Ｂ〕
　2020年２月上旬（予定）（※５、※６）

＊調査票で「外国語の選択」においてTOEFL-ITPを選択しなかった者は、外国語（英語）（TOEFL-ITP）の試
験を受ける必要はない。

＊口述試験は、筆記試験の合格者のみに対して行う。
※１：メディカルサイエンス群、医療イノベーションコースを志望する者で入試日程Ａで受験し既卒者及び

2019年９月までの卒業見込者で2019年９月入学を希望する者は、志望調査票に記入すること。既卒者（４月
入学希望者を含む）及び秋入学希望者の口述試験は、2019年８月に実施する。

※２：情報生命科学群を志望する者の口述試験は、本専攻の未卒者を除き、既卒・未卒及び希望する入学時期
に関係なく2019年８月に実施する。

※３：外国人学生の場合等、専攻が特に認めた場合には、2019年10月以降の卒業見込者でも８月に口述試験を
実施する場合がある。

※４：メディカルサイエンス群を志望する者で2020年３月修士修了予定者、６年制学部卒業予定者、及び、情
報生命科学群を志望する者で本専攻の2020年３月修士修了予定者の口述試験は、2020年２月上旬に実施する。

※５：入試日程Ｂの日程については、受験票発送時に通知する。
※６：メディカルサイエンス群、医療イノベーションコースを志望する者で入試日程Ｂで受験し、2020年９月

入学を希望する者は志望調査票に記入すること。

合格者の発表及び入学手続
・Ａ日程　第１次試験 （筆記試験）：2020年８月７日㈬正午に新領域教務係（柏キャンパス新領域基盤棟１階エ

ントランス）及び専攻ホームページの２カ所に掲示する。
・Ａ日程　第２次試験（口述試験）：本研究科募集要項「10. 合格者の発表及び入学手続」及び別表２のＡ-9, 

Ａ-10, Ａ-13, Ａ-14を参照のこと。
・Ｂ日程：本研究科募集要項「10. 合格者の発表及び入学手続き」及び別表２のＢ-8, Ｂ-9, Ｂ-12, Ｂ-13を参照

のこと。
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その他
・入試日程Ａで2019年９月入学希望者の留意事項：2019年９月までの修士学位取得見込者で2019年９月入学

を希望する者は、調査票（博士）に記入することにより、第２次試験（口述試験）を2019年８月に行うこと
ができるが、2019年９月末までに卒業できなければ、試験に合格しても入学できず、４月入学に変更するこ
ともできない。ただし、2019年９月20日から30日までに研究科博士課程募集要項「2.出願資格」のいずれかに
該当する見込みの者（卒業見込み等）は、出願資格を認める場合があるので、事前に本研究科教務係まで問
い合わせること。

・入試日程Ｂで2020年９月入学希望者の留意事項：2020年３月までの修士学位取得見込者で2020年９月入学
を希望する者は、調査票（博士）の該当欄にその旨記載すること。

・その他：詳細については本研究科募集要項及び専攻ホームページ（http://www.cbms.k.u-tokyo.ac.jp/）を参
照のこと。

※個人情報について：出願に当たって知り得た氏名、住所その他の個人情報については、入学者選抜（出願処理、
選抜実施）、合格発表、入学手続業務にのみ利用する。また、同個人情報は、入学者のみ、教務関係（学籍、修学等）、
学生支援関係（健康管理、就職支援、授業料免除・奨学金申請、図書館の利用等）、授業料徴収に関する業務に
利用する。また、入学者選抜に用いた試験成績は、今後の本学の入試及び教育の改善に向けた検討のために利
用することがある。

表１：各群・コースの日程別試験科目一覧

　〇メディカルサイエンス群博士課程の試験科目
Ａ日程

区分 学内本専攻 学内他専攻 他大学修士 ６年制 他資格審査
英語 − − ITP/スコア ITP/スコア ITP/スコア

専門試験 − − − 専門試験A 専門試験A

口述試験 既卒者８月
未卒者２月

既卒者８月
未卒者２月

既卒者８月
未卒者２月 

既卒者８月
未卒者２月 ８月

Ｂ日程
区分 学内本専攻 学内他専攻 他大学修士 ６年制 他資格審査
英語 − − スコアのみ

専門試験 − − − 募集せず 募集せず
口述試験 ２月 ２月 ２月

　〇情報生命科学群博士課程の試験科目
Ａ日程

区分 学内本専攻 学内他専攻 他大学修士 ６年制 他資格審査
英語 − ITP/スコア ITP/スコア ITP/スコア ITP/スコア

専門試験 − 専門試験A 専門試験A 専門試験A 専門試験A

口述試験 既卒者８月
未卒者２月 ８月 ８月 ８月 ８月

Ｂ日程
区分 学内本専攻 学内他専攻 他大学修士 ６年制 他資格審査
英語 −

専門試験 − 募集せず 募集せず 募集せず 募集せず
口述試験 ２月
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　〇医療イノベーションコース博士課程の試験科目
Ａ日程

区分 学内本専攻 学内他専攻 他大学修士 ６年制 他資格審査
英語 − − ITP/スコア ITP/スコア ITP/スコア

専門試験 − − − 専門試験Ｂ 専門試験Ｂ

口述試験 既卒者８月
未卒者２月

既卒者８月
未卒者２月

既卒者８月
未卒者２月

既卒者８月
未卒者２月 ８月

Ｂ日程
区分 学内本専攻 学内他専攻 他大学修士 ６年制 他資格審査
英語 − − スコア

専門試験 − − − 募集せず 募集せず
口述試験 ２月 ２月 ２月

※上記表におけるＡ日程における既卒者には、９月修了予定修士学生を含む。
※英語の「スコア」は、スコアシート提出の略。
※他資格審査は、本研究科募集要項「２. 出願資格」⑴一般入試⑥〜⑧の該当者

　東京大学大学院新領域創成科学研究科　教務係　問合せ先
　住所：〒277-8561　千葉県柏市柏の葉５丁目１番５号
　TEL：04-7136-4092
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入 学 試 験 受 験 者 心 得（修士・博士）

1.　試験日時
　この入試案内書に記載の「試験日程」を参照すること。

2.　試 験 場
　東京大学柏キャンパス新領域総合研究棟（筆記試験）、生命棟（口述試験）（千葉県柏市柏の葉５−１−５）

・JR常磐線柏駅西口から東武バス「国立がん研究センター（柏の葉公園経由）」行き、約25分（「東大前」
下車徒歩約３分）

・つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅から東武バス「流山おおたかの森駅東口」行き、又は、「江戸川
台駅」行き、約13分（「東大前」下車徒歩約３分）無料シャトルバスを運行する予定で、詳細は受験票発
送時に案内する。

・東武野田線江戸川台駅よりタクシー約５分
　  （地図参照）

⑴　各自が受験すべき試験室については、各試験室の前に掲示する。
⑵　受験者は試験開始15分前までに所定の試験場に入場すること。定刻に遅れた場合は、各試験監督者に申

し出ること。

3.　携 行 品
⑴　受験票
⑵　黒色鉛筆（又は黒色シャープペンシル）・消しゴム・鉛筆削り（卓上式は不可）を必ず持参すること。時

計（時計機能だけのもの）も許可する。

4. 試験時の留意事項
⑴　専門科目試験開始後１時間以内は、退室を許さない。外国語（TOEFL-ITP）試験時間中の退室は、原則

として許さない。
⑵　試験時間中の一時退室は、原則として許さない。
⑶　受験中、受験票を常に机上に置くこと。
⑷　受験中、携帯電話等の電源は切っておくこと。時計として使用することはできない。
⑸　解答用紙ごとに受験番号を記入すること。氏名を書いてはならない。
⑹　解答は、それぞれ所定の用紙に記入すること。
⑺　解答用紙には、解答不能の場合にも受験番号を記入すること。
⑻　問題の内容に関しては、質問を許さない。
⑼　解答用紙、問題冊子は、持ち帰ってはならない。
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 チェックシート （修 士 課 程 用）  
このシートは、提出書類に添付して送付すること。

□ 入学願書

□ 写真票Ａ、写真票Ｂ、受験票

□ 検定料  30,000円
＊支払い方法は募集要項を参照のこと。

＊外国人出願者のうち、日本政府（文部科学省）奨学金留学生は不要。ただし、本学に在学中（研

究生を含む）の者以外は、日本政府（文部科学省）奨学金留学生である証明書を提出すること。

□ 返信用封筒
＊本研究科所定のもの（420円切手を貼ること）。

□ あて名ラベル

□ 志望調査票
＊本入試案内書に添付されている用紙に記入したもの。

□ 出身大学（大学院）の卒業（修了）証明書
＊出願時に大学（大学院）を卒業（修了）している者

＊中国の大学（大学院）を卒業（修了）した場合は、上記以外に ｢教育部学位与研究生教育発展中

心（CDGDC）」（http://www.cdgdc.edu.cn/）が発行する、学位の「認証報告」を提出すること。

ただし、認証報告の提出期限は入学手続きまでとする。

□ 出身大学（大学院）の卒業（修了）見込証明書
＊外国人のみ（日本人の場合必要なし）。

□ 出身大学の成績証明書
＊ 情報生命科学群は、全ての出願者が対象。

＊メディカルサイエンス群、医療イノベーションコースは、外国人のみ。

＊学部（教養課程を含む）の成績を証明するもの。

＊提出する証明書が、英語（又は日本語）以外の言語で記載されている場合は、出身学校や大使館

等の公的機関で翻訳証明を受けた「英語訳（又は日本語訳）−翻訳証明付のもの」を併せて提出

すること。

□ 学業・職務両立計画書
＊企業・官公庁・団体等に在職する者で、在職身分のまま在学を希望する者。

□ 住民票
＊現に日本国に在住している外国人のみ（本研究科に在籍している者は不要）。
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 チ ェ ッ ク シ ー ト （ 博 士 課 程 用 ）  
このシートは、提出書類に添付して送付すること。

□ 入学願書
□ 写真票Ａ、写真票Ｂ、受験票
□ 検定料  30,000円

＊支払い方法は募集要項を参照のこと。
＊本学において平成31（2019）年３月（平成30（2018）年９月入学の場合は平成30（2018）年９月）

までに修士の学位を得る見込みの者は不要。
＊外国人出願者のうち、日本政府（文部科学省）奨学金留学生は不要。ただし、本学に在学中（研

究生を含む）の者以外は、日本政府（文部科学省）奨学金留学生である証明書を提出すること。
□ 返信用封筒

＊本研究科所定のもの（420円切手を貼ること）。
□ あて名ラベル
□ 志望調査票

＊本入試案内書に添付されている用紙に記入したもの。
□ TOEFLまたはTOEICスコアシート（希望者のみ）
□ 出身大学院の修了証明書

＊出願時に大学院を修了している者。
＊本研究科修士課程修了者は不要。
＊中国の大学院を修了した場合は、上記以外に「教育部学位与研究生教育発展中心（CDGDC）」が

発行する、学位の「認証報告」を提出すること。ただし、認証報告の提出期限は、入学手続きま
でとする。

※「教育部学位与研究生教育発展中心（CDGDC）」(http://www.cdgdc.edu.cn/)

□ 出身大学院の修了見込証明書
＊外国人のみ（日本人の場合必要なし）。

□ 出身大学の卒業証明書
＊外国人のみ（日本人の場合必要なし）。
＊中国の大学を卒業した場合は、上記以外に「教育部学位与研究生教育発展中心（CDGDC）」が発

行する、学位の「認証報告」を提出すること。
□ 出身大学、大学院の成績証明書

＊本研究科修士課程を修了・修了見込の者は不要。
＊学部（教養課程を含む）及び修士課程（博士前期課程）の成績を証明するもの。
＊提出する証明書が、英語（又は日本語）以外の言語で記載されている場合は、出身学校や大使館

等の公的機関で翻訳証明を受けた「英語訳（又は日本語訳）−翻訳証明付のもの」を併せて提出
すること。

□ 学業・職務両立計画書
＊企業・官公庁・団体等に在職する者で、在職身分のまま在学を希望する者。

□ 住民票
＊現に日本国に在住している外国人のみ（本研究科に在籍している者は不要）。
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調　査　票（修士）
志願者は、願書と同時に必ず提出のこと。

東京大学大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻

ふ　り　が　な

氏　　　名
受験番号

（記入不要）

出身大学
大学

学科・専攻
学部・研究科

年卒業・修了／見込

連
　
絡
　
先

自宅または下宿の
住所と電話番号

〒

電話：
（携帯電話が利用可能な場合の電話番号： ）

所属研究室と
電話番号

　　　　　　　　　大学 研究室
電話：　　　　　　　　　　　　内線

【2019年９月入学】（入試日程Ａで有資格者のみ)
  ａ. ９月入学を希望する ｂ. 希望しない（４月を希望する）

【専門科目問題冊子の言語】
（試験の回答はどちらの言語でも構わない。）
  ａ. 英語 ｂ. 日本語

【大学院入学の動機】

修

切
　
　
取
　
　
線



74

【志望する研究分野名】
＊メディカルサイエンス群、情報生命科学群、および、医療イノベーションコース、の

中から志望する群/コースを１つ選び、その中で配属を希望する分野を希望順に［　］
内に数字で記入する。

＊メディカルサイエンス群の志願者は少なくとも第２志望分野、最大第３志望分野まで、
情報生命科学群の志願者は少なくとも第２志望分野、最大第５志望分野まで、医療イ
ノベーションコースの志願者は第１志望分野のみ、記入すること。

＊メディカルサイエンス群、情報生命科学群、および、医療イノベーションコースのそ
れぞれをまたいで分野を希望することはできない。

＊リストにない分野は2020年度は学生を募集しない。

メディカルサイエンス群
基幹講座
［　］分子医科学分野（富田野） ［　］生命分子遺伝学分野（伊藤耕）
［　］RNA生物学分野（富田耕） ［　］クリニカルシークエンス分野（松田）
［　］病態医療科学分野/ウイルス発癌分野（内丸・中野）
［　］複雑形質ゲノム解析分野（着任予定）
学内協力講座
［　］疾患遺伝子解析分野（俣野） ［　］感染遺伝学分野（三宅）
［　］機能解析イン・シリコ分野（中井） ［　］細胞療法分野（合山）
［　］感染制御分野（川口） ［　］人癌病因遺伝子分野（村上善）
［　］RNA機能研究分野（泊） ［　］免疫・感染制御分野（新藏）
［　］感染症分野（四柳） ［　］臨床ゲノム腫瘍学分野（古川）
［　］疾患蛋白質工学分野（尾山） ［　］先端ゲノム医学分野（平田）
［　］先進病態モデル研究分野（山田） ［　］腫瘍抑制分野（山梨）
［　］幹細胞制御研究分野（田中稔） ［　］分子シグナル制御分野（武川）
［　］幹細胞分子医学分野（岩間） ［　］再生医学分野（谷口）
［　］癌防御シグナル分野（西山） ［　］ワクチン科学分野（着任予定）
学外協力講座
［　］臨床医科学分野（田中啓） ［　］生命機能分子工学分野（本田）
［　］臨床医科学分野（正井） ［　］生命機能分子工学分野（宮崎）
［　］臨床医科学分野（糸川） ［　］生命機能分子工学分野（大石）
［　］がん分子標的治療学分野（藤田） ［　］生命機能分子工学分野（野田）
［　］がん分子標的治療学分野（冨田） ［　］RNAシステム生物学分野（岩崎信）
［　］がん分子標的治療学分野（清宮）

情報生命科学群
基幹講座
［　］大規模オーミクス解析分野（森下） ［　］ゲノム情報解析分野（浅井）
［　］生命システム観測分野（鈴木穣） ［　］大規模知識発見分野（津田）
［　］高機能解析システム分野（笠原） ［　］生命ネットワーク解析分野（木立）
［　］大規模バイオ情報解析分野（フリス）
学内協力講座
［　］生物情報科学分野（角田） ［　］生物情報科学分野（程）
［　］生物情報科学分野（岩崎渉） ［　］生物情報科学分野（黒田）
［　］生物機能情報分野（着任予定）
学外協力講座
［　］分子機能情報学分野（富井） ［　］分子機能情報学分野（広川）
［　］分子機能情報学分野（着任予定） ［　］システム情報生物学分野（ツアン） 
［　］がんメディカルインフォマティクス分野（山下）
［　］ライフサイエンス統合データベース分野（五斗）

医療イノベーションコース
基幹講座
［　］バイオイノベーション政策分野（加納）
学内協力講座
［　］公共政策研究分野（武藤・井上） ［　］先端医療開発推進分野（野島）
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調　査　票（博士）
志願者は、願書と同時に必ず提出のこと。

東京大学大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻

ふ　り　が　な

氏　　　名
受験番号

（記入不要）

出身大学
大学

学科・専攻
学部・研究科

年卒業・修了／見込

連
　
絡
　
先

自宅または下宿の
住所と電話番号

〒

電話：
（携帯電話が利用可能な場合の電話番号： ）

所属研究室と
電話番号

　　　　　　　　　大学 研究室
電話：　　　　　　　　　　　　内線

（６年制学部卒業・卒業見込みの者のみ）
　ａ. 医学部　　　　ｂ. 歯学部　　　　ｃ. 獣医学部　　　　ｄ. 薬学部

【入試日程Ａ（2019年８月試験）2019年９月入学】（有資格者のみ）
  ａ. ９月入学を希望する ｂ. 希望しない（４月入学）

【入試日程Ｂ（2020年２月試験）2020年９月入学】
  ａ. ９月入学を希望する ｂ. 希望しない（４月入学）

【専門科目問題冊子の言語】
（試験の回答はどちらの言語でも構わない。）
  ａ. 英語 ｂ. 日本語

 【外国語（英語）の選択】（入試日程Ａ出願者記入欄）
（複数選択可。ただしメディカルサイエンス群及び医療イノベーションコースを志望する場合には“ｃ. 

TOEICのスコアシートを提出”を選ぶことはできない。）

  ａ. TOEFL-ITPを受験 ｂ. TOEFLスコアシートを提出
  ｃ. TOEICスコアシートを提出

【大学院入学の動機】
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【志望する研究分野名】
＊配属を希望する研究分野１つを選び、［　］内に○印を記入する。
＊志願者は、出願の前に必ず志望する研究分野の教員に連絡をとること。ただし、事前

相談ができなかった場合でも出願を妨げるものではない。
＊リストにない分野は2020年度は学生を募集しない。

メディカルサイエンス群
基幹講座
［　］分子医科学分野（富田野） ［　］生命分子遺伝学分野（伊藤耕）
［　］RNA生物学分野（富田耕） ［　］クリニカルシークエンス分野（松田）
［　］病態医療科学分野/ウイルス発癌分野（内丸・中野）［　］メディカル情報データサイエンス分野（鈴木絢）
［　］複雑形質ゲノム解析分野（着任予定）
学内協力講座
［　］疾患遺伝子解析分野（俣野） ［　］感染遺伝学分野（三宅）
［　］機能解析イン・シリコ分野（中井） ［　］細胞療法分野（合山）
［　］感染制御分野（川口） ［　］人癌病因遺伝子分野（村上善）
［　］RNA機能研究分野（泊） ［　］免疫・感染制御分野（新藏）
［　］感染症分野（四柳） ［　］臨床ゲノム腫瘍学分野（古川）
［　］疾患蛋白質工学分野（尾山） ［　］先端ゲノム医学分野（平田）
［　］先進病態モデル研究分野（山田） ［　］腫瘍抑制分野（山梨）
［　］幹細胞制御研究分野（田中稔） ［　］分子シグナル制御分野（武川） 
［　］幹細胞分子医学分野（岩間） ［　］再生医学分野（谷口）
［　］癌防御シグナル分野（西山） ［　］ワクチン科学分野（着任予定）
学外協力講座
［　］臨床医科学分野（田中啓） ［　］生命機能分子工学分野（本田）
［　］臨床医科学分野（正井） ［　］生命機能分子工学分野（宮崎）
［　］臨床医科学分野（糸川） ［　］生命機能分子工学分野（大石）
［　］がん分子標的治療学分野（藤田） ［　］生命機能分子工学分野（野田）
［　］がん分子標的治療学分野（冨田） ［　］RNAシステム生物学分野（岩崎信）
［　］がん分子標的治療学分野（清宮）

情報生命科学群
基幹講座
［　］大規模オーミクス解析分野（森下） ［　］ゲノム情報解析分野（浅井）
［　］生命システム観測分野（鈴木穣） ［　］大規模知識発見分野（津田）
［　］高機能解析システム分野（笠原） ［　］生命ネットワーク解析分野（木立）
［　］大規模バイオ情報解析分野（フリス）
学内協力講座
［　］生物情報科学分野（角田） ［　］生物情報科学分野（程）
［　］生物情報科学分野（岩崎渉） ［　］生物情報科学分野（黒田）
［　］生物機能情報分野（着任予定）
学外協力講座
［　］分子機能情報学分野（富井） ［　］分子機能情報学分野（広川）
［　］分子機能情報学分野（着任予定） ［　］システム情報生物学分野（ツアン） 
［　］がんメディカルインフォマティクス分野（山下）
［　］ライフサイエンス統合データベース分野（五斗）

医療イノベーションコース
基幹講座
［　］バイオイノベーション政策分野（加納）
学内協力講座
［　］公共政策研究分野（武藤・井上） ［　］先端医療開発推進分野（野島）
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試験会場

東京大学　柏キャンパスアクセスマップ

東京大学　柏キャンパス案内図

◆所在地
　千葉県柏市柏の葉 5-1-5

◆交通案内
最寄りの駅
・柏駅（JR常磐線，地下鉄千代田線）
・江戸川台駅（東武野田線）
・柏の葉キャンパス駅（つくばエクス

プレス）
柏近傍からの交通アクセス
・柏駅西口から東武バス「国立がん研

究センター（柏の葉公園経由）」行
で約25分（東大前下車徒歩約３分）

・東武野田線江戸川台駅よりタクシー
で約５分

・つくばエクスプレス柏の葉キャンパ
ス駅より徒歩30分，又は東武バス「流
山おおたかの森駅東口行き」又は「江
戸川台駅行き」で約13分（東大前下
車徒歩約３分）

　試験当日は，柏の葉キャンパス駅か
ら無料シャトルバスを運行予定（詳細
は受験票発送時に案内する）
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