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ゴルジ体は，ホルモンや抗体などの分泌タンパク質の合成と成熟化に重要な働きを持つ細
胞小器官である。近年，細胞の増殖調節や癌化の防止などにも重要な機能を持つことが明
らかになってきている。ゴルジ体の機能に必須であるゴルジ体へのタンパク質の局在化や
ゴルジ体の構造維持の分子機構には多くの謎が残されている。発生細胞生物学研究室では，
5 回膜貫通タンパク質群（YIPF）がこの謎を解く鍵となると考え，その機能解析を進め
ている。ヒト YIPF は局在の異なる 3 種の複合体に分類できる（図左）。薬剤 BFA はそ
の添加と除去により可逆的にゴルジ体の解体分散と再構成を誘導することが知られてい
る。HeLa 細胞で YIPF1 あるいは YIPF2 をノックダウンし YIPF6 のみを残すと，BFA
除去後のゴルジ体の再構築が顕著に阻害され，また糖鎖の合成も阻害される（図右）。こ
のことから，YIPF1, YIPF2 と YIPF6 の複合体形成がゴルジ体の再構築に重要な機能を
果 た し て い る こ と が 明 ら か に な っ た。（Soonthornsit, et al. (2017). Exp. Cell Res. 353, 
100‒108. から）
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巻 頭 言 

総合生命科学部長 

寺地 徹 

京都には珍しい地震や集中豪雨など自然災害が続いた後の、厳しい夏となってしまいましたが、ここに

平成29年度の総合生命科学部年報（第８号）をお届けいたします。はやいもので、昨年４月に私が学部長

へ就任して以来、すでに１年と数ヶ月がたちました。新学部「生命科学部」への改組を平成31年4月に控え、

何かと慌ただしい１年でしたが、教員の教育・研究活動について自己評価を行うとともに、お互いの研究

活動に関する情報交換を促進するため「年報」を作成するという、学部設立時以来の伝統を絶やすことな

く実現できたことを、まずは喜びたいと思います。	 

周知のように生命科学の分野は研究のスピードが速く、実験で得られたデータの多くはすぐに古ぼけた

ものとなってしまいます。その意味でアップツーデートとはいえない「年報」にどれだけの価値があるの

かという議論は当然あることでしょう。しかしこの「年報」には、それぞれの研究室を主催する教員や、

日々実験に勤しむ研究員、そこで学ぶ大学院生や学部生など研究室を構成する人々が、この１年間、それ

ぞれの困難な状況に立ち向かいながら、研究に奮闘努力した足跡が刻まれています。また第８号ともなる

と、それぞれの研究室の歴史を紐解く資料としての価値も生まれてきます。第１号から通して読んで頂く

と、各研究室、各学科、ひいては総合生命科学部全体の変遷や進化の軌跡が認められることでしょう。	 

ところで本学部は平成22年の設立時より、初代学部長の永田和宏教授、二代目学部長の黒坂光教授のも

と、学部の目標に「より良い教育はより良い研究から」をかかげ、世界と闘える本物の研究を志向してき

ました。幸い研究環境にも恵まれ、中規模私大の理系学部としては、誇れる成果を挙げてきたと自負して

います。研究活動の活発さは、科研費を含めた外部資金の獲得実績、一流国際専門誌への論文掲載数や国

内外における学会発表の状況などに端的に現れています。本学部の研究は、それぞれの分野で高い評価を

得ていますが、とりわけタンパク質科学に関しては、初代学部長が所長を務めるタンパク質動態研究所を

中心に国際的な水準の研究を継続しており、研究所と本学部の「生命活動の根幹をなすタンパク質研究の

世界的拠点の形成と推進」という提案が、平成29年度の文科省の私立大学研究ブランディング事業へ採択

されたというのもうなずけます。これからも、‘タンパク質科学なら京都産業大学’を合言葉に、この事業

を通じて大学の知名度をさらにあげたいと思っています。	 

教育面では、平成28年４月の生命科学研究科博士後期課程の開設を経て、生命科学系の教育・研究機関

として万全の体制を築くことができました。学部生に加えて前期・後期課程の大学院生が、セールスポイ

ントの１つである徹底した少人数教育を享受し得る環境のもと、本学部の様々な活動を支えています。	 

このように本学の生命科学の教育・研究は、全国の私立大学に先駆け、平成の幕開けとともに開設され

た工学部生物工学科時代から、現在の総合生命科学部を経て、大きく発展してきました。しかしこの分野

は、ときに我々の予想を超えて大きく展開します。と同時に、この分野の研究成果が社会の基盤として取

り込まれるペースも早まってきています。そこで我々は、時代の要請に迅速に対応するため、「医療・健康」、

「食料・資源」、「環境・生態」に代表される生命科学の３つの領域に含まれる課題を、実験科学、あるい

は実験科学に社会科学を加えたアプローチで解決することをめざす、新学部を設置することになりました。

総合生命科学部は、学年の進行とともに新学部へと置き換わっていきますが、新学部の土台として活動は

まだ継続されます。むしろ今まで以上に、全構成員が力を合わせ、教育・研究の理想を求めて邁進する必

要があります。新学部「生命科学部」に期待していただくとともに、総合生命科学部への、より一層のご

理解とご支援をお願い申し上げます。	 
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総合生命科学学部教員研究室一覧
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役　職　名　等 氏　　名

教学センター総合生命科学部事務長 井　上　朋　広

教学センター事務長補佐（総合生命科学部事務室）(3月まで） 中　上　ゆかり

教学センター事務長補佐（総合生命科学部事務室）(4月から） 渕　　　三佐子

教学センター課員　　（総合生命科学部事務室） 木　津　夏月美

教学センター課員　　（総合生命科学部事務室） 岡　田　　　賢

教学センター契約職員（総合生命科学部事務室） 角　　　理恵子

教学センター契約職員（総合生命科学部事務室） 石　野　	 	 　都

教学センター契約職員（総合生命科学部事務室） 有　麻　智　絵

教学センター契約職員（総合生命科学部事務室） 石	 	 井　典	 	 子

教学センター嘱託職員（化学物質等管理担当） 川	 	 原　瑞	 	 穂

教学センター特定職員（総合生命科学部事務室）（6月まで） 古　家　美貴子

教学センター特定職員（総合生命科学部事務室）（7月から） 佐　伯　美　夏

教学センター特定職員（ＲＩ業務担当） 碇　山　菜々子

教学センター嘱託職員（日本科学未来館・実験室事務補助） 伊　藤　君　枝

教学センター嘱託職員（実験補助員）（3月まで） 重　吉　瑛　里

教学センター嘱託職員（実験補助員）（3月まで） 栗　本　倫　世

教学センター嘱託職員（実験補助員）（3月まで） 西　田　真佐子

教学センター嘱託職員（実験補助員） 上ノ山　華　織

教学センター嘱託職員（実験補助員）（3月まで） 村　木　直　子

教学センター嘱託職員（実験補助員） 早　瀬　麻　耶

教学センター嘱託職員（実験補助員） 渡　邉　晴　代

教学センター嘱託職員（実験補助員） 古	 	 賀　由希恵

教学センター嘱託職員（実験補助員）（3月まで） 荒	 	 井　華菜香

教学センター嘱託職員（実験補助員） 森	 	 見　友	 	 貴

教学センター嘱託職員（実験補助員）（4月から） 内　海　陽　子

教学センター嘱託職員（実験補助員）	 (4月から） 福　永　明日美

教学センター特定職員（実験補助員）	 (5月から７月まで） 村　田　真智子

委　員　会　等　名　称 委員氏名

交通対策委員会 千　葉　志　信

省エネルギー推進委員会 山　岸　　　博

自己点検・評価運営委員会（総合生命科学部） 中　村　暢　宏

自己点検・評価運営委員会（生命科学・工学研究科） 中　田　　　博

ダイバーシティ推進委員会 瀬　尾　美　鈴

学部　ＦＤ／ＳＤ推進ワーキンググループ 浜　　　千　尋

大学院　ＦＤ／ＳＤ推進ワーキンググループ 浜　　　千　尋

教務委員会 木　村　成　介

障がい学生支援委員 川　根　公　樹

大学院委員会 遠　藤　斗志也

学生部委員会（兼・奨学生選考委員会） 村　田　英　雄

学生寮教育スタッフ 前　田　秋　彦

入学試験委員会 板　野　直　樹

入試制度検討委員会 板　野　直　樹

進路・就職支援センター運営委員会
加　藤　啓　子
河　邊　　　昭

図書館委員会 竹　内　　　実

学術リポジトリ運営委員会 竹　内　　　実

国際交流推進委員会 棚　橋　靖　行

情報基盤運営委員会
板　野　直　樹
高　橋　純　一

ネットワークセキュリティ委員会
板　野　直　樹
高　橋　純　一

人権センター運営委員会 西　野　佳　以

人権委員会 津　下　英　明

人権センター窓口相談員
板　野　直　樹
高　橋　純　一

論集編集系列委員会
浜　　　千　尋
高　桑　弘　樹

社会連携推進委員会 横　山　　　謙

全学共通カリキュラム推進委員会 浜　　　千　尋

人間科学教育カリキュラム部会 浜　　　千　尋

教職課程教育センター運営委員会
白　鳥　秀　卓
中　田　　　博

教育支援研究開発センター運営委員会 浜　　　千　尋

ＧＳＣ（グローバルサイエンスコース）ワーキンググループ 木　村　成　介

留学アドバイザー 野　村　哲　郎

総合生命科学部事務室スタッフ名簿

全学委員会等委員名簿
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生命システム学科
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生命システム学科

【研究】

本学科は専任教員（教授 ，准教授２） 名を擁する．

研究の特色は，多種多様な生命の営みを，分子レベルの生命現象と細胞・組織・個体の各

レベルの生命現象とが縦横に結びついた統合システム（生命システム）の働きとしてとらえ，研

究している点である．各教員の研究テーマは，下図に示すように，分子・細胞レベルでは遺伝

子の転写・翻訳，タンパク質・複合糖質等の合成・成熟・品質管理，それらの輸送・運搬，そし

て，ゴルジ体構造の維持，ミトコンドリア形成と生体エネルギー産生，リン酸化や糖鎖付加など

の翻訳後修飾，細胞膜受容体や細胞外マトリックスを介する細胞内外のシグナル伝達など，

多岐にわたる．また，より高次（組織・個体レベル）の生命現象も，受精，発生，神経など多様

である．さらには，癌をはじめとするいくつかの疾病を，機能分子の異常による生命システムの

破綻ととらえた研究も行なっている．

【教育】

別表（次ページ）は，専任教員が担当する授業科目のリストである．１学年の学生定員が

名である本学科は，入学から卒業まで徹底した少人数教育を実践している．特に１年春学期

のフレッシャーズセミナーと３年秋学期以降の基礎および応用特別研究では，教員１名あたり

細胞外マト リ ッ クス

（ 板野： 癌微小環境形成の分子機構と癌幹細胞制御）

核

成長因子など

P

P

（ 瀬尾： 癌細胞と神経細胞におけるシグナル伝達）

ムチン

（ 中田： 腫瘍細胞の悪性化と免疫能の低下）

各種
受容
体／
接着
分子

シグナル伝達

細胞膜 （ 佐藤： 卵細胞と癌細胞におけるシグナル伝達）

空砲・ リ ソソーム

（ 中村： ゴルジ体の形成と機能）

（ 横山： 空胞系プロト ンポンプの分子機構）

ミ ト コンド リア

（ 遠藤： タンパク質の輸送、 構造）

小胞体

（ 千葉： リボソーム上での合成途上ペプチド のはたらき）

（ 永田： タンパク質の品質管理機構とオルガネラ恒常性）

神経シナプス

（ 浜： シナプス形成と細胞外マト リ ッ クス）

糖鎖

（ 黒坂： 神経細胞の糖鎖の合成と機能）

遺伝子発現

（ 近藤： 核の中で働く 転写因子による発生の調節）

死 （ 川根： 細胞死の機構）

ゴルジ体

7



の指導学生数は４〜５名である．

カリキュラム全体の構成は次の通りである．初年次から２年次にかけて生物学と化学の基礎

を講義科目（生物学通論、化学通論）と実験科目（化学実験、生物学実験）で学ぶ．１年次秋

学期から２年次にかけて、知識の定着と思考力を高めるために双方向的な演習科目に取り組

む。そして，２年次までに生物化学，分子生物学，細胞生物学，生物学・化学実験などの基礎

専門科目を，その後，より専門性の高い諸科目（遺伝子工学、発生生物学，神経生物学，免

疫学，薬理学など），応用的な実験科目（生命システム実習）などを学び，３年次秋学期から研

究室に分属して卒業研究に取り組む．また，専門科目としての英語（生命システム英語講読）

や演習にも多くの時間を割いている．進路支援としては，大学院生命科学研究科への進学を

強く推奨する一方で，学部・大学院の卒業・修了後の就職も見据えたキャリア形成支援を進路

センターとの連携により実施している． 年度は第５期生（平成 ・西暦 年度入学生）

の卒業年度であった．

科目名 配当学年 担当教員

フレッシャーズセミナー
板野、遠藤、川根、黒坂、近藤、佐藤、瀬尾、千葉、中田、

中村、永田、浜、横山

生物学通論Ａ、Ｂ 川根

化学通論Ａ、Ｂ 横山

物質生物化学 黒坂、浜

分子生物学 瀬尾、千葉

遺伝子工学 千葉

代謝生物化学 遠藤、中田

細胞生物学 中村、永田

発生生物学 近藤、佐藤

バイオ解析科学 板野

タンパク質科学 永田、横山

免疫学 中田

神経生物学 浜、黒坂

腫瘍細胞生物学 佐藤、瀬尾

再生医科学 川根、近藤

薬理学 板野、（非常勤講師）

生命科学演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 川根、板野、黒坂、横山、千葉、中村

生命システム英語講読Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 近藤、佐藤、遠藤、瀬尾、中田、千葉、浜

生物学実験 板野、佐藤、中村、浜

生命システム実習Ⅰ、Ⅱ
板野、遠藤、川根、黒坂、近藤、佐藤、瀬尾、千葉、中田、

中村、永田、浜、横山

基礎特別研究
板野、遠藤、川根、黒坂、近藤、佐藤、瀬尾、千葉、中田、

中村、永田、浜、横山

応用特別研究
板野、遠藤、川根、黒坂、近藤、佐藤、瀬尾、千葉、中田、

中村、永田、浜、横山

（注：化学実験は非常勤講師によって行われている。）
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生命資源環境学科
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生命資源環境学科

【研究】

生命資源環境学科では、様々な生命現象を生物と環境との相互作用の視点か

ら探求しており、研究成果を生物資源の効果的な活用に結びつけることをめざ

している。当学科で行われる研究の多くは、遺伝、進化、生態、植物生理、環

境応答、共生など、生物を理解するうえでの本質的な部分にウェイトを置いて

いる。図に示したように研究対象は、実験用のモデル生物から作物までを含む

高等植物、ミツバチなどの昆虫、牛や馬などの家畜と多岐にわたり、適宜、集

団、個体、細胞及び分子レベルの研究が、実験的あるいは理論的方法で実施さ

れている。つまり、ミクロからマクロな視点を備えた生物学を教育・研究の根

本に据えている。一方、近い将来人類が直面するであろう、資源の枯渇と地球

環境の悪化という大きな問題の解決方法を探る応用的な基礎研究も推進されて

いる。その領域では、植物・動物の品種改良、集団遺伝学、バイオインフォマ

ティクス、生体分子機能学などの研究が進められている。これらの研究では、

新たな生命資源の開発と既存の資源の有効利用の方策を探ることで、将来の食、

医療、環境への貢献をめざす。
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【教育】

別表は、生命資源環境学科の主に専任教員が担当する授業科目のリストであ

る。全体的なカリキュラムの構成は、入学後に生物学、化学の基礎を学んだ後、

１、２年次で基礎専門科目、その後に専門性のより高い科目を履修できるよう

になっている。学科定員 名に対して、 名の専任教員が教育にあたっており、

総合生命科学部の他の学科と同様、徹底した少人数教育が実施されている。学

生は３年の秋セメスターの基礎特別研究から研究室へ分属し、最終年度には、

応用特別研究で本格的な卒業研究に取り組む。卒業研究は、教員１名が、学生

３〜５名の卒業研究を指導している。卒業研究の総括として、卒業研究発表会

を生命資源環境学科独自の取り組みとして実施している。卒業後は、大学院進

学あるいは食品、製薬、バイオ関連企業、公務員などへ就職している。

下線は非常勤講師

科目名 配当学年 担当教員

生命資源環境学概論 金子、高橋、野村

基礎環境学 本橋

生物学通論 木村、寺地

生物学通論 河邊、高橋

化学通論 本橋

化学通論 津下

基礎コンピュータ演習 野村、森

応用コンピュータ演習 金子、川邉

生物学実験 木村、高橋、本橋、桶川、坂本

生物数学 野村

生物統計学 河邊

生物学演習 奥山

化学演習 森本

基礎遺伝学 寺地

基礎生態学 木村、高橋

科学英語Ⅰ 山岸、坂本

科学英語Ⅱ 河邊、吉田

化学実験 津下、老田、安井、吉田

生命資源環境学実験・演習Ⅰ 金子、河邊、津下、寺地、野村、坂本、川邉、吉田、中村、泉川

植物生理学 本橋

生体分子構造学 津下

動物育種学 野村

バイオインフォマティクス入門 金子

植物栽培繁殖学 山岸

栽培植物起源学 山岸

科学英語Ⅲ 金子、桶川

生命資源環境学実験・演習Ⅱ 木村、高橋、本橋、山岸、桶川、川邉、坂本、藤原

基礎特別研究 木村、高橋、本橋、山岸、金子、河邊、津下、寺地、野村

植物育種学 山岸

集団遺伝学 河邊

植物分子遺伝学 寺地

生命情報科学 金子

環境応答学 木村

保全遺伝学 野村

分子生態学 高橋

生体分子機能学 津下

応用特別研究 ・ 木村、高橋、本橋、山岸、金子、河邊、津下、寺地、野村
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【教育】

別表は、生命資源環境学科の主に専任教員が担当する授業科目のリストであ

る。全体的なカリキュラムの構成は、入学後に生物学、化学の基礎を学んだ後、

１、２年次で基礎専門科目、その後に専門性のより高い科目を履修できるよう

になっている。学科定員 名に対して、 名の専任教員が教育にあたっており、

総合生命科学部の他の学科と同様、徹底した少人数教育が実施されている。学

生は３年の秋セメスターの基礎特別研究から研究室へ分属し、最終年度には、

応用特別研究で本格的な卒業研究に取り組む。卒業研究は、教員１名が、学生

３〜５名の卒業研究を指導している。卒業研究の総括として、卒業研究発表会

を生命資源環境学科独自の取り組みとして実施している。卒業後は、大学院進

学あるいは食品、製薬、バイオ関連企業、公務員などへ就職している。

下線は非常勤講師

科目名 配当学年 担当教員

生命資源環境学概論 金子、高橋、野村

基礎環境学 本橋

生物学通論 木村、寺地

生物学通論 河邊、高橋

化学通論 本橋

化学通論 津下

基礎コンピュータ演習 野村、森

応用コンピュータ演習 金子、川邉

生物学実験 木村、高橋、本橋、桶川、坂本

生物数学 野村

生物統計学 河邊

生物学演習 奥山

化学演習 森本

基礎遺伝学 寺地

基礎生態学 木村、高橋

科学英語Ⅰ 山岸、坂本

科学英語Ⅱ 河邊、吉田

化学実験 津下、老田、安井、吉田

生命資源環境学実験・演習Ⅰ 金子、河邊、津下、寺地、野村、坂本、川邉、吉田、中村、泉川

植物生理学 本橋

生体分子構造学 津下

動物育種学 野村

バイオインフォマティクス入門 金子

植物栽培繁殖学 山岸

栽培植物起源学 山岸

科学英語Ⅲ 金子、桶川

生命資源環境学実験・演習Ⅱ 木村、高橋、本橋、山岸、桶川、川邉、坂本、藤原

基礎特別研究 木村、高橋、本橋、山岸、金子、河邊、津下、寺地、野村

植物育種学 山岸

集団遺伝学 河邊

植物分子遺伝学 寺地

生命情報科学 金子

環境応答学 木村

保全遺伝学 野村

分子生態学 高橋

生体分子機能学 津下

応用特別研究 ・ 木村、高橋、本橋、山岸、金子、河邊、津下、寺地、野村
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准教授 高橋 純一

動物分子生態学研究室  

Laboratory of Animal Molecular Ecology 

Associate Prof. Jun-ichi Takahashi, Ph. D. 

 

 

１．研究概要 

 昆虫や動物を研究対象として、動物の社会における

社会性進化、植物との共進化、種分化のメカニズムの解

明を目的に分子生態学的研究を行っている。さらにミツ

バチやマルハナバチの農業利用を目的とした応用生態

学的研究、絶滅が危惧されている昆虫・動物類の保護を

目的とした保全遺伝学的研究を行っている。 
 

 

２．本年度の研究成果 

 
国内のセイヨウミツバチから初めて確認されたノゼマ病

Nosema apis の浸潤調査と感染起源の推定（近野真央） 
対単細胞真核生

物の 1 種である微

胞子虫は、昆虫類、

鳥類および哺乳類

等 に広 く寄 生 する

が、そのうち 1 部の

種では病原性を持

つことが知られてい

る。セイヨウミツバチ

に病原性を示す微

胞子虫症（ノゼマ病）は、Nosema apis と Nosema ceranae
の 2 種が報告されている。ノゼマ病は重症化するとミツバ

チ群の壊滅を引き起こすため家畜伝染病予防法の届出

伝染病に指定されている。国内では、1958 年に初めてノ

ゼマ病態の発生が報告されているが、種の特定には至

っていない。2000 年に入ってから、セイヨウミツバチにお

けるノゼマの浸潤調査により N. ceranae の感染が確認さ

れたが、重症化するといわれている 2 種の重複感染は確

認されなかった。しかし、2006 年以降からミツバチの不足

問題の発生とともにノゼマ病の疑い例が全国各地で報

告されるようになったが、現在までノゼマの浸潤状況、侵

入経路および種類については不明のままである。 
セイヨウミツバチは、農作物のポリネーターとして重要

な役割を担っているため、ノゼマ病によるミツバチの減少

は、農業生産に多大な影響を及ぼすとことが懸念される。

そこで本研究では、ノゼマ病の感染拡大を抑制するため、

国内 23 地域で飼養されているセイヨウミツバチを対象と

し、LAMP 法と顕微鏡観察により 2 種の浸潤状況を調査

した。その結果、LAMP 法により 7 地域で 2 種の重複感

染が、3 地域で N. ceranae、1 地域で N. apis の単独感染

が確認され、単独よりも 2 種の重複感染が多いことがわ

かった。また、国内ではセイヨウミツバチから初めて N. 
apis の感染が確認された。顕微鏡による外部形態の観

察では、2 種を識別することはできなかった。これらの結

果から、2006 年以降は全国的に重症化しやすい 2 種の

ノゼマの重複感染が拡大している可能性が示唆された。

さらに陽性となった 2 種の検体については、分子系統お

よびハプロタイプネットワークの解析によりノゼマの侵入

起源についても推定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハチミツに含まれる植物 DNA からミツバチの蜜源植物種

の同定（中川郁美） 
植物と送粉共生

関係にあるミツバチ

は、花 粉 を運 ぶ代

わりに炭 水化物源

として花蜜からハチ

ミツを生 産 し、タン

パク質源として花粉

を利用している。ミ

ツバチはハチミツや

花 粉 を 保 存 食 とし

て巣の中にも貯蔵しているが、このハチミツを古来より人

が貴重な炭水化物源および甘味料として利用しており、

現在も天然の甘味料や健康食品となっている。食品とし

てハチミツは、さまざまな植物種の花蜜からつくられる百

花ハチミツと、レンゲやアカシアなど特定の植物種の名

前をつけた単花ハチミツに分類される。単花ハチミツは、

セイヨウミツバチの生態的特性である特定の花を集中的

に訪花する性質を利用して生産されるハチミツである。し

かし、これまで単花ハチミツの統一的な基準はなく、味、

色、香、開花状況等の情報をもとに生産者が経験則で
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動物生命医科学科
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動物生命医科学科

 
【研究】 

動物生命医科学科では、動物の遺伝子から個体を対象として、病気の解明のためのモデ

ル動物の開発、感染症の解明、実験医学の応用による食品・製薬における安全性確保など

に役立つ研究を行っている。研究は図に示すような内容で、種々のテーマについて幅広く

展開している。具体的には、インフルエンザなどのウイルス、細菌と感染症について分子

レベルでの解明、神経疾患やストレスの影響の解明、免疫系、消化管運動の分子機構の解

明について、分子レベルから個体レベルまで研究を進めている。そして、人類の生命と健

康に役立つ生命医学への応用を目指して、国内外の研究者と密接に連携しながら、国内有

数の実験施設のもとで研究を進めている。また、京都府、京都市、大阪府立大学との学術

交流協定を結び、特に感染症を中心とする研究を積極的に進め、グローカルからグローバ

ルまでの研究を展開している。 
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【教育】 

下表は、動物生命医科学科の教員が担当する授業科目である。本学科は、定員 35 名に対

して 10 名の教員が講義・実習を担当し、入学から卒業まで徹底した少数精鋭教育を実施し

ている。特に、学科の特性上、実習に重点をおき、１年生から実習を始め、学年が進むに

つれてより専門的で高度な実習を行っている。３、４年生の基礎、応用特別研究では、教

員１名に３～４名の学生を対象として細やかで行き届いた指導を行っている。また、特筆

すべき教育として、鳥取大学、岐阜大学との連携教育を行っている。カリキュラム編成は、

初年度は生物学、化学通論、生化学実習などの基礎を学んだのち、２年生から解剖学、生

理学、微生物学、薬理・免疫毒性学実習などの基礎専門科目を学ぶ。その後、より専門性

の高い、衛生学、動物感染症学などを学ぶ。３年生の秋学期から各研究室に分属し、基礎

特別研究を学習する。４年生からより専門性の高い応用特別研究に取り組む。また、３年

生の秋学期には実験動物一級技術者資格試験を受験することができ、平成 29 年度は９名の

合格者を輩出した。大学院への進学も多く、社会の安全・安心に貢献する、動物に関連し

た高度研究技術者、研究者や食の安全に貢献する専門知識や技術を兼ね備えた人材を育成

している。 
 

 

科目 対象学年 担当教員

　動物医科学概論 　加藤・齋藤・染谷・高桑・竹内・棚橋・西野・前田・村田・白鳥
　生物学通論Ａ 　西野
　生命倫理 　前田・村田
　化学通論Ａ 　棚橋
　化学通論Ｂ   加藤
　生物学通論Ｂ 　村田・白鳥
　生化学実習 　染谷・西野
　動物遺伝学/実験動物遺伝学 　加藤
　動物実験遺伝学実習/生物学実習 　加藤・齋藤・高桑・前田・村田・白鳥
　微生物学Ⅰ 　染谷
　生理学 　齋藤
　解剖学 　加藤
　解剖学実習　生理学実習/解剖生理学実習 　加藤・齋藤
　科学英語Ⅰ 　染谷
　薬理学・毒性学 　棚橋
　基礎病理学/免疫病理学 　竹内
　公衆衛生学 　前田
　科学英語Ⅱ 　高桑
　実験動物学・毒性学実習/薬理・免疫毒性学実習 　竹内・棚橋
  実験動物医学   白鳥
　食品栄養衛生学 　村田
　動物感染症予防学実習/微生物・公衆衛生学実習 　高桑・前田・村田
　実験動物学実習 　白鳥
　動物と法・経営概論 　竹内ほか
　科学英語Ⅲ 　齋藤・村田・竹内・西野・前田
　動物感染症学 　高桑
　基礎特別研究 　加藤・齋藤・染谷・高桑・竹内・棚橋・西野・前田・村田・白鳥
　応用特別研究１・２ 　加藤・齋藤・染谷・高桑・竹内・棚橋・西野・前田・村田・白鳥
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2017年
総合生命科学部
研究トピックス
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研究トピックス（２）：その他の大学ホームページ（HP）に掲載されたトピックス

HP掲載月 関係学科 関係者 トピック内容

1 学部全体
加藤 啓子教授、佐藤 賢一教授、村田 英雄教授、千葉 志
信准教授、Seunghyung Lee, Ph.D.（イ スンヒョン教授）

京都産業大学総合生命科学部が韓国・江原国立大学と学術交流 大学間の教育プログ
ラム、共同研究の可能性を探りインターンシップ生を受け入れ

1 生命資源環境
若宮 健さん（生命科学研究科 博士前期課程・1年次）が対馬学フォーラムで研究奨励賞
を受賞

1 動物生命医科 難関!実験動物一級技術者の資格認定試験に総合生命科学部の学生15名が合格!!

2 動物生命医科
JSTオープンオープンイノベーションフェアWEST2017に本学から総合生命科学部　動物
生命医科学科 加藤 啓子 教授が「うつ、不安症、統合失調症モデルマウスを用いた診断
薬開発の提案」をテーマにブースを出展しました

2 大学全体
安藤 紘基（理学部研究員）、天野 瑠美（生命科学研究科
博士後期課程・1年次）、上垣 日育（生命科学研究科博士
前期課程・2年次）

平成29年度採用分日本学術振興会特別研究員に3名採用決定!

2 生命資源環境

Toniti W（京都産業大学）, Yoshida T（京都産業大学）,
Tsurumura T（京都産業大学）, Irikura D　（堀場製作所）,
Monma C（東京都健康安全研究センター）, Kamata Y（岩
手大学）, Tsuge H（京都産業大学）

工学研究科 Toniti Waraphanさんと総合生命科学部 津下 英明 教授らの研究グループが
新しく見つかったウェルシュ菌食中毒に関わる毒素の構造と機能を解明
本研究成果は、2017年2月15日付で、国際誌であるPLOS ONE（online版）に掲載されまし
た
掲載論文
Crystal structure and structure-based mutagenesis of actin-specific ADP-ribosylating
toxin CPILE-a as novel enterotoxin
 PLoS One. (2017) 12(2):e0171278. doi: 10.1371/journal.pone.0171278.

2 生命資源環境 総合生命科学部 生命資源環境学科で卒業研究発表会を開催しました

3 学部全体
瀬尾　美鈴教授（総合生命科学部・ダイバー推進室副室
長）、黒坂　光学部長（総合生命科学部）

女性研究者によるポスター発表「生命科学分野で輝く女性研究者」を実施しました

3 生命システム

スントンスィット ジーラワット（京都産業大学・マヒドン大
学）、酒井 法子（金沢大学）、佐々木 優里花（京都産業大
学）、渡邊 亮太（京都産業大学）、大迫 志帆（京都産業大
学）、中村 暢宏（京都産業大学）

卒業生、在学生を含む総合生命科学部 中村 暢宏 教授らの研究グループがゴルジ体の
形を整えて正常な糖タンパク質合成をサポートするタンパク質を発見
本研究成果は、2017年3月9日付けで国際誌であるExperimental Cell Research（on line
版）に掲載されました
掲載論文
YIPF1, YIPF2, and YIPF6 are medial-/trans-Golgi and trans-Golgi network-localized Yip
domain family proteins, which play a role in the Golgi reassembly and glycan synthesis

3 生命資源環境

生命科学研究科 高橋 稜一さんの特定外来種ツマアカスズメバチに関する研究が複数
の学会誌に掲載されました。
掲載一覧
T. Takeuchi, R. Takahashi, T. Kiyoshi, M. Nakamura, Y. N. Minoshima, J. Takahashi (2017)
The origin and genetic diversity of the yellow-legged hornet, Vespa velutina introduced
in Japan. Insectes Sociuax First Online: 16 February 2017 doi:10.1007/s00040-017-
0545-z
SPRINGER NATURE
Ryoichi Takahashi, Hisashi Okuyama, Takuya Kiyoshi, Jun-ichi Takahashi (2017)
Complete mitochondrial DNA sequence of the invasive hornet Vespa velutina (Insecta,
Hymenoptera) found in Japan. Mitochondrial DNA Part B 2:143-144.
Taylor and Francis Online
高橋 稜一・高橋 純一（2016） ツマアカスズメバチの生態と農業被害　植物防疫　第70巻
第7号35-38
一般社団法人 日本植物防疫協会

4 生命資源環境
植村 香織 研究員（寺地研究室所属）が日本育種学会優秀発表賞を受賞

4

曽我直樹+(早稲田大学)、木村和哉(早稲田大学)、木下一
彦(早稲田大学)、吉田賢右(京都産業大学)、鈴木俊治
*+(早稲田大学、京都産業大学)
(*責任著者) (+現東京大学)

京都産業大学シニアリサーチフェローらが細胞の効率100%のATP合成を証明
この成果は、米国科学誌『Proceedings of the National Academy of Sciences of the
UnitedStates of America（ PNAS）』に掲載されます。
・掲載論文
Perfect chemomechanical coupling of FoF1-ATP synthase.（ FoF1-ATP 合成酵素におけ
るエネルギー共役の完全性）

4 生命システム
日本人初の快挙！タンパク質動態研究所 永田 和宏 所長がThe Protein Society“Hans
Neurath Award”を受賞

4 動物生命医科
学術研究振興資金（若手研究者奨励金）に総合生命科学部 藤田 明子 研究助教の研究
課題が採択

5 学部全体 平成29年度 総合生命科学部奨励金授与式を挙行しました
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5 学部全体 佐藤　賢一　教授（総合生命科学部） 新しい学びの手法『ハテナソン』質問・課題を発見し言語化する授業を開講

5 生命システム

近藤　寿人教授（総合生命科学部）、飯田　英明（大学院
生、現研究員）、重信　秀治特任准教授（基礎生物学研究
所）、山口　勝司主任技術員（基礎生物学研究所）、松田
一成氏（大阪大学）、三上　智之氏（大阪大学大学院生、
現社会人）、Munazah　Andrabi氏（大阪大学　研究院、現
Manchester大）、沖　真弥助教（九州大学）、Jermy
B.Boss教授(Emory University School of Medecine)

総合生命科学部 近藤 寿人 教授らが多能性幹細胞について、転写因子ZIC2を中心とし
た定説を覆す新しい制御機構を発見。iPS細胞をはじめとした多能性幹細胞の研究の新
展開を期待
発表論文
ChIP-seq analysis of genomic binding regions of five major transcription factors
highlights a central role for ZIC2 in the mouse epiblast stem cell gene regulatory
network
 (5種類の主要な転写因子に関するゲノム上の結合領域の解析から、マウスエピブラスト
幹細胞ではZIC2が遺伝子発現制御の主役であることが明らかになった)

英国発行の国際科学雑誌　Development 114巻11号1948-1958（5月30日正午[英国時
間]刊行）に掲載

7 生命システム
第36回日本糖質学会年会において、総合生命科学部 泉川 友美 研究助教が平成29年
度（第20回）日本糖質学会奨励賞を受賞しました。

8 生命システム
総合生命科学部 永田 和宏 教授が国際組織「The Protein Society」から、2017年度
“Hans Neurath Award(ハンス・ノイラート科学賞)”を受賞

9 生命資源環境

植物ゲノム科学研究センター塚谷真衣研究員、総合生命科学部寺地徹教授を含む国際
共同研究グループが、西アフリカの主要作物でヤムイモの一種である「ギニアヤム」のゲ
ノム解読に世界で初めて成功
本研究成果は、2017年9月19日付で、国際科学雑誌BMC Biology（online版）に掲載され
ました。
掲載論文
Tamiru, M., Natsume, S., Takagi, H., White, B., Yaegashi, H., Shimizu, M., et al. (2017).
Genome sequencing of the staple food crop white Guinea yam enables the development
of a molecular marker for sex determination (journal article). BMC Biology, 15(1), 86.
doi:10.1186/s12915-017-0419-x.

10 生命システム 総合生命科学部 遠藤 斗志也 教授が平成29年度「科研費」審査委員表彰者に選出

11 生命資源環境
総合生命科学部 池松 朱夏 研究員（木村研究室）が国際学会Taiwan-Japan Plant
Biology 2017でポスター賞を受賞

11 生命システム
Y. Chadani, T. Niwa, T. Izumi, N. Sugata,A. Nagao, T.
Suzuki, S. Chiba, K. Ito* and H. Taguchi*。

タンパク質動態研究所の千葉 志信准教授、伊藤 維昭シニアリサーチフェローらの研究
グループが「リボソームがタンパク質を作る時に、自身（リボソーム）の構造不安定化のリ
スクを負うこと」を発見！
本研究成果は11月2日付けの米国の学術誌「Molecular Cell」電子版に掲載されました。
 論文タイトル：Intrinsic ribosome destabilization underliestranslation and provides an
organism with a strategy of environmentalsensing（和訳：内発的なリボソームの不安定化
が遺伝情報の翻訳過程に付随し、環境応答戦略に利用される）。

11 大学全体 文部科学省「私立大学研究ブランディング事業」に本学の提案事業が選定されました！

12 生命資源環境
Kaoru Yoshiyama, Kaori Kaminoyama, Tomoaki Sakamoto,
Seisuke Kimura

生態進化発生学研究センターの木村成介教授（総合生命科学部）と愿山郁研究員らのグ
ループが植物のゲノムが傷ついた際に活性化される、SOG1を介した転写ネットワークの
制御メカニズムを解明．
本研究成果は12月6日付けのAmerican Society of Plant Biologistsの米国学術である
THE PLANT CELL（online版）に掲載されました。
掲載論文
Increased Phosphorylation of Ser-Gln Sites on SUPPRESSOR OF GAMMA RESPONSE
1 Strengthens the DNA Damage Response in Arabidopsis thaliana
（シロイヌナズナSOG1のセリン－グルタミン部位でのリン酸化が増えるとDNA損傷応答が
強くなる）

12 生命システム
京都産業大学 総合生命科学部 永田和宏教授（タンパク質動態研究所所長）が「第40回
現代短歌大賞」受賞！

12 生命システム
京都産業大学 総合生命科学部の遠藤斗志也 教授と河野慎 研究員らの研究グループ
が小胞体とミトコンドリア間のコンタクト部位をつくるERMES複合体の構成因子の立体構
造と脂質輸送メカニズムを解明
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総合生命科学部関連校舎等
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