
　音楽や言語など、
音は私たちの生活
に様々な彩りを与
える。一方で自分
の生存とは無関係
な音は、背景音と
して無視すること
ができる。このよう
に，動物の脳は，感

覚器によって受容された音がその個体にとって意味を持つか否かを
瞬時に判別できるのである。しかし，どのような神経回路がどのように
動作してそのような判断を導いているのか，その神経機構には多くの
謎が残されている。私たちは，小さな脳を持ち，神経機能を制御できる
実験ツールが整備されたモデル生物であるショウジョウバエを用いて，
個体にとって重要な音とそれ以外の雑音を弁別する神経回路基盤の
解明に取り組んでいる。ショウジョウバエの雄は求愛時に，種に固有
の音パターンを持つ「求愛歌」と呼ばれる羽音を奏でる。このような特

徴的な音がショウジョウバエの脳でどのようにして解読され
るのかを理解する目的で，私たちは現在，神経解剖学，生理
学，行動実験を組み合わせた解析を進めている。また、求愛
行動を制御する
神経機構一般
についても研究
を開始し、ショウ
ジョウバエ近縁
種間での比較や、
蚊を用いた解析
も行なっている。
このような昆虫
を用いた研究か
ら，私たち哺乳
類にも共通する，
脳の動作原理を
解明したい。

カリキュラム

研究テーマ

３年生前半までは、本学科教員による分子遺伝学、生物物理学、生命化学、発生学、脳科学などの講義と、
他大学教員による集中講義、加えて、論文の輪読や発表などの演習が行われます。
また、午後は、各分野に関する基礎実習が行われます。
3年生後半から４年生の１年半は、いずれかの研究室に配属され、卒業研究を行います。

分子神経生物学
　ヒトを含む動物
は、外部環境から
の刺激に的確に
応答し、記憶や学
習を伴って行動
を制御することは
自己の生存や種
の保存のために
必要不可欠です。

この機能がどのように神経系によって成し遂げられているかを解明するた
めには、単純かつ本質的な性質を持った神経回路を用いて研究を行うこ
とが全容解明への となります。そこで当研究室では、少数の神経細胞よ
り成り立つ神経回路を持ち、それらの接続関係が完全に明らかとなって
いる線虫（Caenorhabditiselegans:C. elegans）を用いて、記憶・学習や
報酬を伴う行動である温度走性行動に着目しています。線虫のモデル生
物としての優れた性質を活かし、行動（個体レベル）、神経ネットワーク
（回路レベル）、ニューロン（細胞レベル）、遺伝子（分子レベル）という4

脳回路構造学

つの階層を統合して神経系機能を理解することを目指してお
り、遺伝学、分子生物学、ライブイメージング、数理モデリング
など、手段を選ばずシステム的な観点から研究を進めています。
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研究テーマ

発生成長制御学

 分泌型のペプチドホルモンをはじめとする細胞間シグナル分子と、細
胞膜貫通型の受容体タンパク質を介した細胞間情報伝達機構は、多
細胞生物の秩序あるかたちづくりや環境応答を支える重要なしくみの
ひとつです。特定の受容体に結合する特定のシグナル分子はリガンドと
呼ばれますが、複雑なシグナリングカスケードの最上位に位置するリガ
ンド－受容体ペアを見つけ出すことは、現代の植物科学に残された最
重要課題のひとつです。私たちはこれまでに根の形成に必要なペプチ
ドホルモンRGF、窒素吸収を長距離制御するCEP、根の拡散障壁であ
るカスパリー線の形成に必要なCIFなどを発見してきました。またペプ
チドホルモン研究から派生して、分泌型ペプチドにみられる硫酸化や

糖鎖付加などの翻訳後修飾に
関わる酵素群の同定や機能解
析、さらに篩管内を長距離移行
する非分泌型ポリペプチド群に
ついての研究も行っています。今
後も新しい細胞間シグナルの探
索や受容体の同定を基軸として、
それらの背後に隠されている生
命現象を分子レベルで解き明か
していきたいと考えています。

細胞間シグナル

　生き物が子孫をつなげる手段である「生殖」の現象を探求しています。
「どのようにして性が決まるのか」、「どのようにして性が転換するのか」、性決
定・性転換の分子機構に焦点をあて、小型魚類を用いて研究を行っていま
す。その結果、性は、雌をもたらそうとする仕組みと雄をもたらそうとする仕
組みとの間の綱引きで決まり、この綱引きは決着した（性が決まった）と思わ
れる後でも続いていることが明らかになりました。そのため綱引きの力関係
が崩れると性が転換します。綱引きは、雌への性分化をもたらす生殖幹細
胞（卵と精子の元の細胞）からのシグナルと、雄への性分化をもたらす体細
胞からのシグナルとの間で行われ、性を決める究極の分子機構の解明が待
たれます。また卵と精子の元の細胞は同じですが、どうして雌では卵が、雄で
は精子ができるのか、その根本問題の解明にも取り組んでいます。

生殖生物学

性分化中のメダカの生殖腺。大きな細胞が卵や精
子の元となる生殖細胞。生殖幹細胞の増殖が卵
巣形成に必須。雄（XY）でも生殖細胞が増えると
卵巣が作られる。

細胞内ダイナミクス

分裂期スピンドル

　細胞内のダイナミックな現象の理解を目標としている研究室です。
現在最も注目しているのは微小管細胞骨格で、微小管がどのようにし
て生成され、動的性質を獲得し、さらに、細胞分裂装置・スピンドルな
どの高次構造を形成するのかを解明したいと思っています。そのため
に、動物培養細胞、酵母およびヒメツリガネゴケを材料に、高解像度の
生細胞イメージング、生化学および遺伝学的解析を組み合わせて、分
裂制御タンパク質の機能解析を行っています。また、細胞間接着の解
離機構や細胞自死の細胞断片化機構などについて生物毒素等を用
いてその分子機構も研究しています。

根の形成に必要なペプチドホルモンRGFの遺
伝子発現、ペプチド分布、およびその制御下
にある転写因子PLTの発現パターン

　生物の発生と成長はさ
まざまなレベルの制御シス
テムにより調節されている。
私たちは、その調節のしく
みの普遍性と多様性の理
解をめざし、多様な生物
を用い以下の広範な研究
に取り組んでいる。①モデ
ル植物シロイヌナズナとヒ
メツリガネゴケを用いた、

植物の形態形成・細胞増殖に関与するオルガネラ機能の分子生物
学・細胞生物学的研究。②主にショウジョウバエを実験動物として用
いた、生体防御、組織の成長の制御、幹細胞の維持などの個体の発
生、維持にかかわるメカニズムの研究。③ショウジョウバエを用いたミ
トコンドリアの特殊化が発生過程において細胞の分化や機能を調節
する機構の遺伝学的研究。

（左上）シロイヌナズナ、（右上）葉肉細胞葉緑体
（左下）ショウジョウバエの巨大精子（緑）と巨大ミトコン
ドリア（赤）、（右下）抗菌物質と同時に緑色蛍光タンパ
ク質を作る遺伝子改変ショウジョウバエ
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　個体の一生を通じ
て営まれる細胞の分
裂・分化において、細
胞の形態的・力学的
表現型（形状・剛
性・張力・運動性な
ど）の主要な決定因
子となるのが細胞骨
格系です。細胞骨格
蛋白質の代表格で

あるチューブリンやアクチンが細胞質内に連続的なネットワークを
形成するのに対し、セプチンは不連続なクラスターとして散在する
点でユニークであり、解明すべき謎が多く残されています。これまで

細胞制御学

シナプス分子・形態の電子顕微鏡解析から遺伝子改変マウスの認知・行動解析まで

分子修飾制御学
たタンパク質分解機構に注目し研究を進めています。特に最近では、
ユビキチン-プロテアソーム系で分解されるタンパク質を新たに次 と々
見つけており、その分解の仕組みと生理的意義の解明を目指して研究
を行っています。その結果、細胞内のオルガネラの動態、代謝、飢餓応
答、ストレス耐性をはじめとする様 な々過程においてユビキチン-プロテ
アソーム系が果たす新しい働きが見えてきています。研究材料は、真核
細胞のモデルとして出芽酵母を主に用いており、分子レベルおよび細
胞レベルでの解析を中心として研究を行っています。
　細胞膜は脂質二重層構造を基本としますが、その内層と外層で脂
質の組成や役割が大きく異なります。その様な非対称性は細胞の生
存に必須であり、その異常は多くの疾患とも関わっています。最近、脂
質非対称性の維持・調節にユビキチン修飾が深く関わることが明らか
になりました。そこで、ユビキチン修飾を通した生体膜の恒常性維持機
構にも注目して研究しています。

の研究で、セプチンが細胞分裂以外にも神経突起形成、シナプス伝
達、ニューロン・グリア間相互作用などを介して記憶・運動など行動
レベルの形質や精神・神経疾患の病態生理に関与することがわかっ
てきました。そこで、セプチンやその関連因子を欠損（または過剰発現）
する遺伝子改変マウスやツメガエル胚の多角的な解析を通じて、高
等動物の行動や疾患のメカニズムを解明していくことを私たちの
研究テーマとしています。

染色体生物学
　真核細胞が次世代にそのゲノムを継承するとき、細胞は必ずゲノム
のコピーを2つの娘細胞に均等に分配しなければなりません。この分配
機構の破綻は、癌をはじめ、様々な疾患の原因になると考えられていま
す。ゲノムの分配を正確に行うために、細胞は「細胞周期」の時間軸
に沿って染色体の形態をダイナミックに変化させ、ゲノムの複製・接着・
凝縮・分配を巧妙な分子ネットワークに基づいて遂行していきますが、
その分子メカニズムは、未だにその一端が解明されているに過ぎませ
ん。また生物は、進化の過程で、生存環境に適した細胞分裂様式を
確立するため、染色体分配の戦略を変化させてきました。進化に伴っ
て染色体分配の分子ネットワークがどのような変遷をとげ、現在に至る
のか、この変化を理解することで生物界における生存戦略を読み解く
ことができます。
　当研究室では、染色体という構造がいかに構築され、分配されるの
か、そして細胞周期を通じて染色体構造をダイナミックに変化させる分
子ネットワークは何かを、哺乳動物、アフリカツメガエル卵、昆虫の細胞
を用いた細胞生物学・生化学的手法および一分子解析により明らか
にすることを目指しています。さらにそれら分子ネットワークの進化の理
解にも取り組んでいます。

分裂期染色体と
接着因子コヒーシン

　私たちの体
の中でタンパ
ク質は必要な
ときに合成さ
れ、その役目
を終えると分
解されていま
す。従来タン
パク質はその

合成過程で厳密にコントロールされ、分解過程は細胞内で不要にな
ったものの単なるゴミ処理機構と考えられていました。しかしながら近
年の研究により、実はタンパク質分解もさまざまな生体機能を積極的
にコントロールする制御系であることが明らかになり、非常に関心を集
めています。私たちは、この中でもユビキチン-プロテアソーム系を介し
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　多細胞生物は、１個の受精卵から決まった形・大きさの組織を構築
し、またその恒常性を維持します。近年、組織の構築過程やその恒常性
維持に、細胞同士がお互いに協調する、あるいは競合する現象が重要
な役割を果たしていることが分かってきました。当研究グループでは、生
体レベルでの解析に効果的なショウジョウバエをモデル生物として用
い、細胞間コミュニケーションがいかにして正常な組織構築を実現し、恒
常性を維持するのか、その分子機構と役割を明らかにすることを目指し
ます。さらには、正常な状態の破綻によって引き起こされる「がんの発生・
進行」機構についても同様に、細胞間コミュニケーションに着目して解析
を進めます。
　一方で、個体レベルでの恒常性を維持する仕組みも解析します。蚊
の食物である花の蜜と血液は、摂取されるとそれぞれが異なる器官へ
と到達します。食物の種類に応じたこのようなシステムが、どのようにして
細胞集団の恒常性を維持しながら実行されているのか解析を進めて
いきます。また、蚊の食物が体内で選別される生理的意義について理

解することを目指します。
　これらの解析を通して、細胞間コミュニケーションを介して成立する多
細胞生命システムの動作原理の理解に迫ります。

　細胞はタンパク質やRNAなど生体高分子複合体からなる分子装
置の集まりです。これら分子装置のほとんどは、結合・解離が巧みに
調節された複合体であるところに生理的意義があります。すなわちど
のような生命現象であれ、その分子機構をつきつめていくと、問題の
核心は分子間相互作用とその制御にあることがはっきりしてくるので
す。相互作用を理解するには、複合体の立体構造を原子レベルで
解き、構造情報に基づいて機能発現のメカニズムを推論・検証して
いくのが正攻法です。われわれはこのような認識のもとに、細胞生物
学・生理学における重要な問題をとりあげ、特に中心的役割を担う複
合体の構造解析を重視し、構造的基盤を明らかにしたうえで機能発
現メカニズムの核心を深く理解しようとする学問、すなわち生物学的
問題意識のはっきりした構造生物学を推進するべく研究を進めてい

ます。具体的には、真核細胞内の高分子動態制御機構（核・細胞質
間輸送や細胞骨格の制御など）や、筋収縮のカルシウム制御機構の
問題などに取り
組んでいます
が、さらに研究
室メンバー各自
の自由な発想
のもとに新規課
題を立ち上げ
ることも奨励し
ています。

　生命の発生から死
に至るまでの現象を
定量的に理解するこ
と、であり、特に、病原
体感染や遺伝子異
常により誘導される恒
常性の変容や破綻
が引き起こす表現型

とその制御・操作に関連した研究に注力している。さらに、生
体内では、細胞内での遺伝子発現の制御からそれぞれのタ
ンパク質が機能し、細胞としての特徴を生み出す。そして、細
胞間で相互作用し合いながらシステムとして機能する細胞
群となり、生体内の組織を維持する。私たちは、これらの過程
の時間変化を統合的に記述するための研究も精力的に推
進している。この様に、様 な々生命現象のエンジンになってい
る『増殖・分化・感染・変異・進化・適応する要素』が組み合わ
さって創発するシステムの定量的分析を可能にするユニーク
で汎用性の高いアプローチを開発し、個別の生命現象に対
する理解を深める国内ではじめての異分野融合生物学の
研究拠点である。

異分野融合生物学

異分野のクロスオーバーを前提とした生物学研究

遺伝学

研究テーマ

超分子構造学

核外輸送複合体の結晶構造
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生体機序論

植物生理学

（左）フロリゲンFTによる気孔開口促進。明視野。（右）FT-GFPの蛍光像。

細胞生物学

　生物は生体内のプログラムや外部からの刺激を受けた後、その情報
を細胞内部に伝達し、細胞および個体レベルでの変化を誘導すること
で、細胞の増殖や個体発生・再生などのさまざまな生命現象を制御して
います。そのような情報を伝達する機構を情報伝達機構と呼びますが、
その多くは線虫からヒトまで共通して存在することがわか
ってきています。本研究グループは、生命現象が情報伝達
機構によりどのように制御されているかについて、線虫およ
び培養細胞をモデルとした解析を行っています。線虫をモ
デルとした研究では、切断を受けた神経を再生させる情
報伝達機構について精力的に研究を進めています。これ
までに、細胞外で働く神経再生誘導因子、そのシグナルを
認識する受容体、受容体からの情報を内部情報に変換
して増幅させる因子、核内で遺伝子発現を誘導する転写
因子など、数多くのシグナル伝達因子が軸索再生を制御
することを明らかにしてきました。また培養細胞を用いた研
究では、細胞増殖や細胞内輸送に関わる情報伝達因子

の生体内での機能や制御メカニズム、上流および下流の情報伝達ネッ
トワーク等について解明を進めています。これらの研究を進めることによ
り、それぞれの生命現象の制御機構を明らかにすると同時に、将来的
な創薬・医療の礎となる成果を得ることを目指しています。

　生命が誕生してから現在に至るまでには、いくつかの進化上のジャ
ンプがありました。その中でも重要なものとして、「真核細胞の多細胞
化」があげられます。真核生物の多細胞化では、細胞そのものが機
能特化（分化）し、これら分化した細胞が集合して、組織を作り、さらに
様々なタイプの組織が組み合わさって、より大型で複雑な多細胞生命
体が生まれました。この多細胞化に必須だったのが、個々の細胞同士
を結び付ける細胞接着機能の獲得でした。このような細胞接着には
おおまかにいって二種類あります。一つは細胞と細胞を直接結び付け
る細胞－細胞間の接着、もう一つは細胞を細胞外の基質（コラーゲン
やラミニンなど）に結び付ける細胞－基質間接着です。細胞生物学グ
ループでは、細胞－細胞間の接着装置アドヘレンスジャンクションと細
胞－基質間の接着装置ヘミデスモソームについて、分子および細胞レ
ベルで研究を行っています。特に、表皮組織の分化・形成・維持にお
ける、これら接着装置とその構成タンパク質の役割について注目し、
解析をおこなっています。

　土に根を伸ばし固定的な生活を営む植物は、変転する周囲の環境
（光、水分、栄養、温度等）を鋭敏に感知し的確に応答して成長していま
す。このような環境変化に対する植物の応答機構や成長メカニズムの解
明は、植物生理学や農学の分野において極めて重要な研究課題となっ
ています。
　植物の表皮に存在する気孔は、周囲の環境変化に応答して孔辺細
胞の容積を制御することによって開閉を行い、光合成に必要な二酸化
炭素取り込み、蒸散や酸素の放出など植物と大気間のガス交換を調節
しています。私たちは、環境応答のモデル材料として気孔孔辺細胞に着
目し、青色光による気孔開口や植物ホルモン・アブシジン酸による気孔閉
鎖、気孔開口のキーエンザイムである細胞膜プロトンポンプの活性制御
機構等について、生理・生化学・細胞生物学・化学生物学・分子遺伝子
的手法を駆使して解析を進めています。また、昼夜や季節に依存した環
境変化に適応するために獲得されてきた植物の体内時計の分子機構

を、分子生物学、情報科学や化学生物学の融合的な解析手法によって
進めています。このような研究を通して、植物における環境応答や体内
時計に関わるシグナル伝達機構を明らかにしていきたいと考えています。

再生中の神経軸策
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　海には多様な生物種が生息し、その中には細胞レベルで陸上生
物とは大きく異なる特徴を有するものも多くいます。たとえば細胞分
裂はすべての生物にとって基盤的な活動ですが、このプロセスにお
いてですら海藻では「常識外れ」の様式が存在することが示唆され
ています。これらを理解する上で、陸上生物のモデル細胞種を用い
た研究で得られた知見をそのまま当てはめることはできないはずで
す。また、実際の海藻細胞内での動態や、あるいは独自の様式を司
る遺伝子（タンパク質）についての知見は多くありません。細胞骨格、
染色体の動態観察や必要遺伝子の同定を通じて海藻の一見独自
の細胞分裂の仕組みを明らかにすることを当面の目標としています。

研究テーマ

菅島臨海実験所（鳥羽・菅島）

多細胞秩序（遺伝子実験施設）

実験所前で採取された海藻

器官機能学

　脊椎動物において、受精卵から複雑な構造と機能を有する器官が形成
する過程は、正確に制御されている。私達の研究室では、ゼブラフィッシュ

やメダカ等の小型魚類を用いて、大きく二つの研究テーマで、脊椎動物の
器官形成および機能を制御する分子メカニズムの解析を行っている。一つ
は、動物の複雑な行動を制御する神経回路に関する研究である。発生過
程において、神経組織では前後軸に沿って個 の々神経領域が決定され、そ
の領域で神経幹細胞または神経前駆細胞が産生られる。ニューロンは、こ
れらの細胞から産生され、細胞移動しながら神経突起を伸長し神経回路
を形成する。本研究室では、神経回路のモデルとして、小脳に焦点を当て
研究を進めている。小脳神経回路形成の分子メカニズムを理解するととも
に、運動学習や恐怖応答学習等の高次機能における小脳神経回路の役
割の解明を目指している。もう一つのテーマとして、神経堤細胞の分化機
構の解析を行っている。神経堤細胞は、脊椎動物初期胚の背側に形成さ
れる幹細胞であるが、色素細胞を含む種 の々細胞種に分化しながら移動
し、機能を発揮する。神経堤細胞から多様な細胞へ分化過程を制御する
遺伝子カスケードの解明を行っている。

　多細胞生物の個体内では多種多様な多くの細胞が互いに連絡を
取り合い協調して活動しています。その結果、多細胞の集合体である
個体の形が巧みに作られたり、環境の変化に個体として柔軟に対応し

たりすることができます。私たちの研究室
では、それら細胞群の秩序がいかに作ら
れ維持されるのかに興味を持ち、そのため
に作動する仕組みの解明を目指していま
す。とりわけ、芽生えた場所の変わりゆく環
境の中で柔軟に生き抜くための様々な戦
略を進化の中で獲得してきた植物を題材
に、多細胞秩序のために細胞間で伝達さ
れる様々な情報の分子実体の追求や、そ
の情報伝達の仕組みの解明に取り組んで
います。また、それら情報分子群の働きの
人為的な改変も進めています。さらに、人

工化合物を活用して多細胞秩序の新制御点を発掘する試みも行って
います。

正常なシロイヌナズナ（左）と、細胞間の協調に異常を持
つ個体の例（右）。この例では、多細胞間での秩序が崩
れたために急速に老化し朽ち果てていく。
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イネキシン6ギャップ結合チャネルの原子構造

ンサーを活用し
て、ゲノム、トランス
クリプトーム、リボ
ソームプロファイリ
ング、ChIP解析を
行うことで、様々な
生命現象を物質
（核酸、タンパク
質）の変化としてと
らえる研究を進め
ています。

　免疫系はホ乳動物を始めとした生物に広く保存されている感染防
御応答システムであり、植物は固着の生活を営むが故に、極めて高度
に発達した制御機能を保有しています。私たちは、主にモデル植物で
あるシロイヌナズナを材料とし、特に植物ホルモンが誘導する免疫応
答システムの解明を試みています。免疫系は、UV、高温等の非生物学
的ストレスや昆虫等の生物学的ストレス、更には生長制御系と相互作
用することにより最適化されますが、その分子機構の大部分は明らか
になっていません。順逆遺伝学的手法に加え、トランスクリプトーム解
析、独自に開発したタンパク質合成技術や生化学的アプローチにより
重要制御因子を網羅的に同定し、機能解析を進めています。
　また、上記研究テーマに加え、古細菌等を材料とし、次世代シーケ

　当研究グループは細胞膜や細胞内膜を介したシグナル伝達機構が
担う生命現象の理解を目標として、膜タンパク質の構造と機能の研究
を行っています。チャネルを中心にイオンポンプやGPCRなどの膜タン
パク質を対象とし、これらは神経伝達や細胞間連絡、膜を介したイオ
ン輸送を担うことで、様々な生命現象や組織恒常性の維持に関わって
います。膜タンパク質は創薬標的分子としても大きな割合を占め、その
構造情報は新規創薬に向けた化合物設計にも応用できることから、構
造に基づく創薬基盤技術開発も目指しています。具体的な研究手法
はクライオ電子顕微鏡、X線結晶構造解析が主な構造解析法で、中で
もクライオ電子顕微鏡は結晶化を必要としない構造解析手法として

近年目覚ましい発展を遂げてい
ます。当研究グループではクライ
オ電子顕微鏡用の試料調製の
最適化に力を入れ、ハイクオリテ
ィな電子顕微鏡データから創薬
標的として重要な膜タンパク質
の立体構造研究を行うとともに、
膜を介した情報伝達の分子機
構解明を目的とする構造生理学
の研究・教育を行っています。

細胞生理学

　私たちの研究室は、「蛋白質・ペプチドのNMR立体構造に基づいた
創薬」を行うチームと「立体構造を高度に制御したオリゴ核酸を利
用した創薬」を行うチームが、緊密な連携を保ちながら、研究教育
を進めています。
　NMR（核磁気共鳴法）は、小さな蛋白質ドメインと低分子（医薬品・
ペプチド）の相互作用解析や医薬品のスクリーニングに向いています。
その特徴を利用して、SGDD（蛋白質の立体構造の情報に基づいた
合理的創薬）の研究を行います。題材としては、ヒトの組織の上皮の

バリア機能を司るタイトジャンクションの制御を行う低分子の創出や、
Wntシグナル伝達系阻害剤の開発を行っています。一方で、核酸は
低分子創薬を補う次世代医薬素材として期待されています。しかし
実際に臨床応用できるのは様々な機能を増強した人工核酸です。また、
核酸医薬品の実用化には、その体内動態の改善が急務です。核酸グル
ープでは、分子の構造制御を基盤とした高機能な人工核酸の設計と
合成、その機能解析を通して、日本発の核酸医薬の創出を目指し
ます。

構造分子薬理学

植物分子シグナル学（遺伝子実験施設）

　大多数の卒業生は、より
高度の研究を行うため、本学
および他大学の大学院に進
学しています。また、就職先と
しては、製薬･食品会社が多
く、教職、金融、官公庁などに
就職する学生もいます。

生命理学科
卒業生の進路

2016年度

2017年度

2016年度～
2020年度
生命理学科

（数字は人数）

卒業生の
進路状況

就職 企業
就職 教員
就職 公務員
進学
他 11 433

5 1 148

2018年度 1 3456

2019年度 47 223

2020年度 40 219
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