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医学物理学（榮 武二）
Medical Physics (SAKAE Takeji)
tsakae@md.tsukuba.ac.jp
http://www.pmrc.tsukuba.ac.jp/

医学物理学とは、医療が適切に行われるように、臨床医学の物理的・
技術的問題を分析し、新たな技術開発に取り組む学問です。当グル
ープは、臨床医学に役立つ基礎研究を行っています。また、筑波大
学では陽子線治療施設（陽子線医学利用研究センター）を有しており、
治療を安全に遂行するための装置の整備なども行っています。テー
マの一部を紹介します（詳細はHP参照）。テーマ：放射線治療の高
精度化および安全性向上のための研究、加速器を使った新しい放射
線治療技術の開発、新たな放射線測定技術に関する研究、放射線治
療の新たな品質管理に関する研究、体内の線量分布を正確に評価す
るための技術開発　など。

Medical physics is the scholarship of analyzing the physical and technical problems 
in a clinical medicine, and develops new various technologies for useful to medicine. 
Our group is performing basic research which is useful for clinical medicine. More-
over, University of Tsukuba has an proton therapy institution (Proton Medical Research 
Center : PMRC), and we are also performing the quality control for carrying out 
radiotherapy safely. Several themes are introduced. Theme : Research to improve the 
safety and high-precision in radiotherapy, Development of new radiotherapy tech-
niques using accelerator, Research on the new technology of a radiation measure-
ment (dosimetry), New technique for quality control in radiotherapy, Development of a 
new calculation method to estimate the patient dose distribution.

分子遺伝疫学研究室（土屋 尚之）
Molecular and Genetic Epidemiology (TSUCHIYA Naoyuki)
tsuchiya@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/community-med/publicmd/GE/CCP004.html

複数の遺伝要因と環境要因が複雑に発症や病態にからみあう多因子
疾患において、疾患に本質的に関与する分子経路を解明するうえで、
ヒトゲノム解析は有力なアプローチです。　当研究室では、全身性
自己免疫疾患である全身性エリテマトーデス(SLE)、全身性強皮症、
関節リウマチやANCA関連血管炎に関連するゲノム多様性を解明す
ることにより、病因の本質にせまり、創薬や個別化医療の実現に貢
献することを目的に研究を進めています。　また、マラリア、デン
グ熱の重症化と関連するゲノム多様性の解明や、多因子疾患関連研
究に必要な遺伝統計学的手法の研究も進めています。　学生さんに
は、このような研究に参加し、ヒトゲノム多様性から疾患を考える

視点を身につけて頂ければ幸いです。
Human genome analysis provides a powerful approach to identify causally involved 
molecular pathways in complex diseases, where highly complicated network of ge-
netic and environmental factors plays a role.    Our laboratory is interested in human 
genome diversity associated with systemic autoimmune diseases such as systemic 
lupus erythematosus, systemic sclerosis, rheumatoid arthritis and ANCA-associated 
vasculitis. Identification of disease-associated polymorphisms will provide us with in-
sight into the pathogenesis of such intractable complex diseases, as well as valuable 
information eventually useful for drug discovery and personalized medicine.    We are 
also interested in human genome diversity associated with clinical course of malaria 
and Dengue fever, as well as development of statistical genetics approaches in the 
association study of complex diseases. 

再生幹細胞生物学（大根田 修）
Regenerative Medicine and Stem Cell Biology (OHNEDA Osamu)
oohneda@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/stemcell/

われわれのグループでは、がん・難治性疾患に対する細胞治療の研
究開発を大きな研究目標に設定し、以下の研究を行っている．１）
多能性を有する胎生幹細胞を用いた効率の良い分化誘導法の研究開
発、２）様々なヒト組織由来幹細胞から細胞治療に有用な機能性細
胞を単離・同定する研究、３）癌細胞の特性を探るとともに癌に対
する幹細胞治療法開発を行う研究、４）幹細胞の分化・増殖に関連
性の深い低酸素ストレス応答の分子機構を解明する研究、の4つに
焦点を当て研究を進めている．ヒト幹細胞の性質を分子細胞レベル
で解析し、加えて遺伝子改変マウスおよび動物疾患モデルを作製し、
in vivoでの幹細胞機能解析を行っている．

Our research group is focusing on to develop useful therapy for cancers and 
intractable diseases using human stem cells.  We isolate human stem cells and 
study their functional mechanisms in vitro and by using animal model of human 
diseases and gene knockout or knockdown mice. 
Especially we are studying the following 4 themes: 1) to analyze the 
differentiation mechanism of human embryonic stem cells, 2) to isolate and 
study functional human tissue stem cells, 3) to isolate and characterize primary 
cancer cells to develop useful stem cell therapy, and 4) to study how hypoxic 
stress effects on stem cell proliferation and differentiation.

実験動物学（八神 健一）
Laboratory Animal Science (YAGAMI Ken-ichi)
kenyagam@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/basic-med/yagami/index.html

実験動物は医学・生命科学領域で広く利用され、ヒト疾患の病態や
発症メカニズムの解明、治療法等の開発に必須な生物遺伝資源（バ
イオリソース）です。私たちは、生命科学動物資源センターにおいて、
疾患モデル動物の開発、疾患原因遺伝子の探索、実験動物の品質管
理に関する技術開発を進めています。
具体的には、遺伝子改変マウスやミュータントマウスの病態特性を
解析し、疾患モデル動物の開発や生活習慣病や脳梁欠損症の関連遺
伝子の探索を進めています。また、実験動物に感染するパルボウイ
ルス等の病原性発現機構の解明や診断技術の開発研究を行っていま
す。さらに、遺伝子改変や再生医療研究に有用なマウス幹細胞の開

発にも取り組んでいます。
Laboratory animals are essential and important bio-resources to investigate bio-med-
ical sciences. We develop animal models for human diseases with generation and 
evaluation of genetic engineered mice, genetic mapping of metabolic syndrome or 
agenesis of the corpus callosum (ACC) candidate genes and development of mouse 
embryonic stem (ES) cell lines from inbred mice and rats and .  We also investigate 
pathogenic mechanisms in viral infection of laboratory animals, especially in parvo-
virus and Norovirus infections, and develop diagnostic techniques for microbiologic 
monitoring in laboratory mice and rats.

遺伝医学（有波 忠雄）
Medical Genetics (ARINAMI Tadao)
tarinami@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/basic-med/m-genetics/

ゲノム解析より疾患にアプローチしている。また、個別化医療や遺
伝診療に資するゲノム情報解析もあわせて行なっている。疾患ゲノ
ム解析では統合失調症を中心とした精神疾患と気管支喘息、花粉症
を中心としたアレルギー疾患を対象としている。これらの疾患はこ
れまでは少数の遺伝子変異では明快な結果が得られなかったが、今
後、次世代シークエンサーによる解析から膨大なゲノム情報が得ら
れるのでそれを用いて患者にとって有意義な情報を提供することを
目指している。ヒトでの解析が中心であり、スタートであるが、疾
患の理解や個別化医療の治療法の探索に細胞や動物を用いての研究
も実施している。

Genome research aimed at understanding molecular genetics and pathophysiol-
ogy of psychiatric disorders including schizophrenia and allergic diseases includ-
ing bronchial asthma and pollinosis.  To address these, genome-wide association 
studies, exome and whole genome sequencing, transcriptome and protemics studies 
are employed. Our research is mainly based on data in human, however, in vitro and 
animal studies are also carried out to explore the mechanisms of genotype-phenotype 
relations and better treatment and personalized medicine.

免疫制御医学（渋谷 彰）
Immunology (SHIBUYA Akira)
ashibuya@md.tsukuba.ac.jp
http://immunologylab-tsukuba.org/

高等動物であるヒトは病原微生物に対する生体防御機構としてきわ
めて精緻に統合された免疫システムを築き上げてきました。 しかし、
インフルエンザや結核などを例にとるまでもなく、感染症は現代に
いたってもなお人類にとっての最大の脅威です。一方で、免疫シス
テムの異常は自己免疫病、アレルギーといったきわめて今日的な難
治疾患の本質的病因ともなっています。また癌や移植臓器拒絶など
も免疫システムに直接関わっている課題です。これらの病態や疾患
の克服をめざした人為的免疫制御法の開発は、免疫システムの基本
原理を明らかにしていくことから始まります。
 本研究室ではアレルギー、自己免疫病、がん、感染症などの難治性

疾患の発症メカニズムに関与する新しい免疫受容体分子を世界に先駆けて発見してきまし
た。これらの革新的な知見をもとに、難治性疾患に対する分子標的療法の基盤開発に挑戦
します。
The immune system is crucial to human survival. In the absence of a working immune 
system, even minor infections can take hold and prove fatal. We are under constant 
threat of infectious diseases that are hard to cure. The immune system is also involved 
in the pathogenesis of autoimmune diseases, allergy, cancer, and transplantation. It is 
therefore important to understand and regulate the immune system.
In our laboratory, we identified for the first time over the world several novel immu-
noreceptors, which are involved in the development of allergy, cancer, infectious 
diseases or autoimmune diseases. Our goal is to develop therapies targeting novel 
molecules that we identified for these intractable diseases.

分子神経生物学グループ（桝 正幸）
Molecular Neurobiology (MASU Masayuki)
mmasu@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/duo/molneurobiol/

私たちは、神経回路を作り出す分子メカニズムを明らかにする事を
目的として研究を行っています。脳機能は、胎児期につくられる神
経回路の上に成り立っていますが、どの様にして複雑な神経ネット
ワークが形成されるかについては未だ良く分かっていません。私た
ちは、神経細胞の分化、神経軸索のガイダンス、特異的なシナプス
形成から神経機能獲得に至るプロセスを制御する分子・遺伝子の機
能解析を進めています。主に遺伝子改変マウスを用いて、分子生物学、
生化学、神経発生学、神経解剖学、各種イメージング手法を駆使し、
神経系の成り立ちと働きを支える分子の機能を明らかにしようとし
ています。

Our main research focus is to study the molecular mechanisms that regulate the neu-
ral circuit formation and higher brain functions. Our brain activities are totally based 
on the complex neuronal networks that are formed during development, but how they 
are formed remains unknown. Using the integrative approaches including molecular 
biology, biochemistry, neuroanatomy, and developmental biology, we have been in-
vestigating how the complex brain network is formed in the developing brain and how 
the mature brain functions are acquired and regulated. We are particularly interested 
in the molecules that play a role in neural differentiation, cell migration, axon guid-
ance, and synaptogenesis. 

生理化学（金保 安則）
Physiological Chemistry (KANAHO Yasunori)
ykanaho@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/basic-med/biochem/kanaholab/index.html

当研究室では、細胞膜のリン脂質を代謝する酵素とそれを活性化す
る低分子量G蛋白質のArf6が制御するシグナル伝達機構の生理機能
と病態との関連について、分子レベル、細胞レベル、個体レベルで
解析を進めている。最近我々は、遺伝子改変マウスを作製してそれ
を解析することにより、Arf6は腫瘍血管新生を促進して、腫瘍の増
大を促進することを見いだした。このことは、Arf6を介するシグナ
ル伝達系を阻害する化合物は新規の抗がん剤となりうることを示唆
している。また、リン脂質代謝酵素のホスホリパーゼDは、腫瘍の
抑制に重要な役割を果たしていることも明らかにしている。現在は、
その詳細なメカニズムを解析中である。

We have been investigating physiological and pathological functions of cellular 
signaling mediated by lipid-metabolizing enzymes and their activity-regulating small 
GTPase Arf6 at molecular, cellular and whole animal levels. We have recently found 
that deletion of Arf6 from vascular endothelial cells inhibited the tumor angiogenesis 
and tumor growth, demonstrating that Arf6 plays an important role in tumor angiogen-
esis and thereby in tumor growth, suggesting that Arf6 is a potential target to develop 
an anti-cancer drug. We also found that the lipid-metabolizing enzyme phospholipase 
D plays a crucial role in suppression of tumor growth. Now we are analyzing its mo-
lecular mechanisms in my laboratory.

我々の研究の目的は、ウイルスの複製と病原性発現の分子メカニズム
を明らかにし、得られた情報を基盤に新たなウイルス疾患の制御方法
を開発することです。研究を、原子、分子、細胞、個体の各レベルで
すすめ、これらの過程に関わるウイルス由来因子と宿主細胞由来因子
を同定し、それらの機能と機能構造を明らかにします。実際、インフ
ルエンザウイルスのRNAポリメラーゼの構造を決定し、複製機構の解
明に役立てるとともに、その構造をもとに新たな抗インフルエンザウ
イルス薬の開発もすすめています。一方、宿主因子については、その
本来の生理機能を解明することも重要です。その一環として、また再
生医学の基礎として、ウイルス研究から見つけたクロマチン構造変換

に関わる因子を中心に、遺伝子発現のリプログラミング研究を進めています。
The research aim of this group is to understand the molecular mechanism of replica-
tion and pathogenicity of animal viruses such as influenza viruses, measles virus, 
adenovirus, etc.  The structure and function of virus-encoded factors and host cell-
derived factors involved in the above processes are being studied at the atomic, mo-
lecular, cellular, and body levels.  Based on the obtained information, we are develop-
ing novel strategies for the control of virus diseases.  In addition, we are particularly 
interested in clarifying the physiological function of host factors as well as their roles 
in infection.  On this line, as a basis of regenerative medicine, we are studying the 
molecular mechanism of genetic re-programming, since factors identified in our virus 
research have been found to be involved in this process.

分子ウイルス学（永田 恭介）
Molecular Virology (NAGATA Kyosuke)
knagata@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/basic-med/infectionbiology/virology/

生殖生化学（岡村 直道）
Reproductive Biochemistry (OKAMURA Naomichi)
naooka@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/basic-med/biochem/reproductive_biochem/index.html

種に特徴的な遺伝形質は、「生殖」によって継代的に伝達されてい
る。生殖は、非常に複雑で多様な生物現象が、種固有の一定の秩序・
様式に従って進行して初めて成立するものである。生殖生化学グル
ープは哺乳動物に共通した生殖様式を明らかにすることを目指して、
次の二つを柱として研究を進めている。
（１）精子形成と精子の機能的成熟を担う分子群の解析：精巣で形成
された未熟精子が受精能を獲得する分子メカニズムを解明する。
（２）乳腺の形態形成と乳汁分泌の制御機構の解明：乳腺で産生され
るモノアミンの新たな生理作用の解析を切り口として、本能として
の子育てのメカニズムの理解に繋げる。

In the reproductive processes of mammals, precisely regulated mechanisms have 
been evolved for the maintenance of the germ line. In order to understand the mam-
malian reproductive system, we focus on the following two major subjects.
1) Molecular mechanisms involved in the acquisition of the fertilizing ability of sperm: 
identification of proteins expressed at the specific stages of spermatogenesis and 
analysis of signal transduction underlying the functional sperm maturation especially 
in “capacitation”.
2) Molecular mechanisms of mammogenesis and milkstasis: analysis of novel func-
tions of monoamines produced in mammary gland in the regulation of lactation.

遺伝情報学（漆原秀子）
Genome Informatics (URUSHIHARA Hideko)
hideko@biol.tsukuba.ac.jp
http://nenkin.gene.tsukuba.ac.jp/

真核微生物の細胞性粘菌を材料とし、ゲノム解析と遺伝子操作を基
本としたアプローチで発生分化に関する研究を進めています。細
胞性粘菌の標準株Dictyostelium discoideumはモデル生物として
Legionella菌など病原菌の感染や創薬などの研究にも利用されてい
ます。具体的な研究テーマは以下の通りです。
・多細胞体制構築原理の解明に向けた比較ゲノム解析（細胞分化す
る標準的な種と細胞分化しない種のゲノム比較を行っています）
・有性生殖における細胞間相互作用に関する研究（哺乳類や植物の
受精と類似した分子が働いており、有性生殖のプロトタイプと位置
付けられています）

・走化性シグナル伝達機構の解析（白血球の炎症部への移動のモデルになります）
We use cellular slime molds as research materials to study the basic mechanisms of 
development and cell differentiation. The standard strain of Dictyostelium discoideum 
is widely used as a model organism. It is also used for studies on infection mecha-
nism of pathogenic bacteria, drug discovery etc.. 
Our research projects include the followings:
Comparative genomics of the slime mold species with or without cell differentiation 
ability. (Genome sequencing and analyses are being done)
Studies on the molecular mechanisms sexual cell interactions (Used as a prototype 
for sexual reproduction system)
Analysis of signaling pathways during chemotaxis (A model system for leukocyte 
movement to the inflammation site)

放射線生物学（坪井 康次）
Radiobiology (TSUBOI Koji)
tsuboi-k@md.tsukuba.ac.jp
http://www.md.tsukuba.ac.jp/basic-med/radiation/

放射線生物学研究グループでは、本学の特徴を生かして、がんに対
する放射線治療、特に陽子線治療の安全性と有効性をより向上する
ための生物学的基礎研究を行なっています。陽子線やX線が様々な
組織や細胞に及ぼす生物学的影響やそのメカニズムを解明し、広く
臨床へも波及効果のある研究を展開することを目指しており、①X
線と陽子線照射によるDNA損傷と修復メカニズムの研究、②放射線
とがん微小環境における腫瘍免疫反応の研究、③X線マイクロビー
ムの治療効果の研究、④放射線防護の研究、を主たる研究テーマと
しています。

The radiation biology research group is actively doing biological research on radio-
therapy of malignant tumors, especially aimed at improving the safety and efficacy of 
proton beam radiotherapy. The following are the main research interests of our group; 
proton beam induced DNA damage and repair, radiation induced tumor immunologi-
cal reactions, biological effects of x-ray micro beams and radiation protection.   
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