
慶應義塾大学　矢上キャンパス

Yagami Campus

本プログラムの一翼を担う大学院理工学研究科があり、生命科学と
工学が融合した視点からヒト代謝システム生物学にアプローチして
います。特に分子・細胞生物学と計算機科学を中心とした「ポスト
ゲノム」研究においては、生命現象をシステムとして理解すること
を目的とし、計算機シミュレーション技術、「バイオインフォマティ
クス」的な解析方法などの要素技術の開発とその具体的な問題への
適用を進めており、新しい生命科学に対する高度な教育を提供して
います。
生命科学の研究に必要な装置として、DNAシーケンサ、セルソータ、
蛍光イメージアナライザ、細胞インジェクション用マニュピュレー
タ、共焦点レーザ顕微鏡などが、生命情報学科の研究室にあります。
さらに、無菌培養室、RI 施設、各種電子顕微鏡、原子間力顕微鏡、
NMRなどを中央試験所に備えています。

Graduate School of Science and Technology, which has played 
a part of this center, is located in this campus. Laboratories of 
Department of Biosciences and Informatics have many types of 
equipment necessary for research such as DNA sequencer, cell 
sorter, fluorescence image analyzer, cell injection manipulator, 
confocal laser microscope. Furthermore, Central Service Facilities 
for Research includes Clean Room, Radio Isotope Room, various 
electron microscopes, atomic force microscope, and NMR. 

施設紹介

慶應義塾大学　信濃町キャンパス

Shinanomachi Campus

本拠点形成の中心となる大学院医学研究科があり、生命科学研究を
推進していくために設置されたリサーチパークは、RI 実験センター、
動物実験センター、中央機器管理部門などの充実した研究設備と共
同利用施設を有しており、本プログラムを構成する多くの研究室も
集結しています。平成 20 年度に設置した生命情報学センターがヒ
トゲノム科学研究・教育およびがん生体材料等の網羅的解析を支援
する一方、平成 22 年度には臨床遺伝学センターを設置し、患者由
来細胞から樹立した iPS 細胞の代謝特性や網羅的分子プロファイリ
ング研究・教育を支援する体制を整備しました。

Graduate School of Medicine, which has formed the core of this 
center, is located in this campus. Research Park established in order 
to promote life sciences research has excellent research facilities 
and collaborative research resources such as RI Laboratory, 
Laboratory Animal Center, and Core Instrumentation Facility. It has 
also gathered a number of laboratories that make up the program.
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慶應義塾大学　湘南藤沢キャンパス（SFC）

Shounan Fujisawa Campus

本プログラムの一翼を担う大学院政策・メディア研究科があり、そ
の付属研究所である SFC 研究所のシステムバイオロジー・ラボで
は、遺伝情報をコンピュータで比較・解析して、遺伝子の暗号文を
解き明かすことを目的とした、ゲノム配列情報のコンピュータ解析
や、細胞生物学の知識をもとに、コンピュータ上に細胞を再構築し、
遺伝子操作や薬物添加の反応を予測するためのバーチャルな実験を
行うことを目的とした細胞内代謝のコンピュータシミュレーション
「E-CELL」の研究を行っています。他にも赤血球、大腸菌、心筋細胞、
神経細胞といった細胞のシミュレーションや、稲の代謝、糖尿病の
研究を行っています。

Graduate School of Media and Governance, which has played a 
part of this center, is located in this campus. The Keio Research 
Institute at SFC as an affiliate institute provides a laboratory 
system including Systems Biology laboratory where carries out 
computer analyses of the genome sequence information aimed at 
decoding of genes as well as researches on ‘E-CELL’ as a form of 
computer simulation in which virtual experiments are performed for 
predictions by using cells reconstructed in computers on the basis 
of knowledge of cell biology.

慶應義塾大学　鶴岡タウンキャンパス

Tsuruoka Town Campus

キャンパス内に設置された先端生命科学研究所は、本プログラムに
おける代謝ネットワーク解析クラスタを担う中心拠点であり、IT を
駆使した総合システムバイオロジーのパイオニアとして世界中から
注目されています。最先端のバイオテクノロジーを用いて生体や微
生物の細胞活動を網羅的に計測・分析し、コンピュータで解析・シュ
ミレーションして医療や食品発酵などの分野に応用しています。
キャピラリ電気泳動装置、質量分析計、DNAシークエンサーやバイ
オリアクターなどの最新鋭の実験・測定機器を備え、最先端研究を
行うことができます。

The Institute for Advanced Biosciences (IAB) in this campus, which 
has formed the core of Cluster for Metabolomic Networks, is an 
academic research institute pioneering the new life science field of 
"Systems Biology". 
State-of-the-art experimental and computational facilities, including 
capillary electrophoresis apparatus, mass spectrometer, DNA 
sequencer and bioreactor, are located in this campus.

Global COE Program
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