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講義目的及び到達目標 Course Objectives（講義目的）： Basic research in industry requires various factors, i
ncluding originality, commercial impact and feasibility. In this lecture, students should 
understand the advanced knowledge of drug discovery through learning advanced kno
wledge of cell biology such as “life of protein” and how to apply patents. Official lan
guage of this lecture is Japanese and English.（企業における創薬研究には、研究の独
創性や商業的インパクト、実現可能性などさまざまな要素が必要である。この講義で
は、「タンパク質の一生」という創薬研究に必須の最先端の細胞生物学的知識を修得
しつつ、特許の申請など企業での創薬研究の実践論を学ぶ。この講義は、日本語と英
語で行われる。）
Aim（到達目標）：教科書に記載されていない最先端の細胞生物学に関する知識を修得
するとともに、特許申請の概略など創薬研究の実際を学修する。

講義内容・授業計画 Course Description（内容）: Though it is important to learn the function and structure
of proteins, it is essential to understand the mechanisms how proteins are born, recruit
ed to their positions, and then die. Nascent proteins have to be correctly folded with th
e assistance of molecular chaperones, and malfolded proteins are degraded by the prot
easome and the autophagy. Correctly folded proteins have to be transported to approp
riate subcellular location. Finally, proteins are degraded and recycled into amino acids. 
Life of proteins is much similar to that of mankind, and disease (malfolding) of proteins
is closely related to human diseases. In this lecture, 'Life of Proteins' is explained in det
ail.（タンパク質の機能や構造を理解しただけでは、タンパク質を理解したとは言えな
い。この講義では、タンパク質が誕生し、職場に輸送され、やがて死を迎えるまでの
一連の過程「タンパク質の一生」について解説する）

Lecture Plan（講義計画）:
(1) Research in industry ‒ advance（企業における基礎研究（発展論））
Lecture 1: overview（概論）
(2) Molecular Chaperones and diseases（分子シャペロンと疾患）
Lecture 1: Trigger factor and NAC
Lecture 2: HSP70-HSP40-GrpE
Lecture 3: HSP60-HSP10 and CCT
Lecture 4: HSP90, HSP104 and small HSPs
Lecture 5: HSF and heat shock response
(3) Degradation of proteins and diseases（タンパク質分解と疾患）
Lecture 6: Proteasome（プロテアソーム）
Lecture 7: Ubiquitin（ユビキチン）
Lecture 8: Autophagy（オートファジー）
Lecture 9: Lysosome（リソソーム）
Lecture 10: Other proteases（その他のプロテアーゼ）
(4) Subcellular localization of proteins and diseases（タンパク質の細胞内局在化疾患）
Lecture 11: Nuclear proteins�（核タンパク質）
Lecture 12: Mitochondrial proteins（ミトコンドリアタンパク質）
Proteins in the chloroplast（葉緑体タンパク質）
Lecture 13: Proteins in the endoplasmic reticulum�（小胞体タンパク質）
Lecture 14 : Proteins in the Golgi apparatus（ゴルジ体タンパク質）
Lecture 15: Lysosomal proteins（リソソームタンパク質）
Peroxisomal proteins（ペルオキシソームタンパク質）
(5) Cancer and anti-cancer drugs（がんと抗がん剤）

テキスト Text: Essential Cell Biology
「Essential細胞生物学」第4版）�南江堂



参考文献 Reference: Molecular Biology of the Cell
「細胞の分子生物学」第6版�ニュートンプレス社
細胞の中の分子生物学�最新・生命科学入門 (ブルーバックス)
イラスト薬理学（羊土社）
イラスト生理学（羊土社）

成績評価の基準・方法
Units are awarded to students who understand basics of “Life of Protein”.
「タンパク質の一生」を理解し、解説できるものに単位を授与する。
Students are graded according to their comprehension.
理解度に応じてSからCまで成績を与える。

Grading: Examination 100% Attendance 0%
定期試験をもとに成績を評価する
（定期試験の解答は、英語でも日本語でも可）
講義目的・到達目標に記載する能力（知識・技能、思考力、判断力、表現力等）の到
達度に応じてSからCまで成績を与える。

履修上の注意・履修要件 Prerequisites: Students are expected to posses a basic proficiency in general biochemis
try, molecular biology and cell biology. （基礎的な生物学の講義を履修していることが
望ましい。英語能力は不問。）
原則対面で実施する予定ですが、新型コロナウィルスの感染状況に �よっては、WEBE
X等のオンライン手段を使用する可能性があります。 履修者は、自宅等でオンライン
授業の受講ができる通信環境（PC・ タブレット等の端末やWi－Fi環境）を整えること
。

実践的教育 厚生労働省と製薬会社４社（住友製薬、持田製薬、ＪＴ、林原）が合同で設立した株
式会社ＨＳＰ研究所にて主任研究員・副主任研究員として６年間創薬基礎研究に従事
し、特許申請を行った実務家教員である担当教員が、具体的な事例を取り上げて企業
における研究の実際を述べるとともに、基礎研究遂行の戦略立案方法や研究の遂行に
必須な学識をより具体的に論究することから、実践的教育に該当する。

備考 BYO (Please bring your own dictionary).（辞書持参が望ましい）


