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九州大学理学部 化学科のご案内
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●福岡空港 →（地下鉄空港線）→地下鉄姪浜駅（JR筑肥線へ乗換）→
　九大学研都市駅→昭和バス→九大ビッグオレンジ 又は 九大理学部停留所
　※西唐津行き、筑前前原行きに乗車した場合は、姪浜駅での乗り換えは不要
●福岡空港 →（地下鉄空港線）→博多駅→西鉄バス→
　九大ビッグオレンジ 又は 九大理学部停留所

●JR博多駅→（地下鉄空港線）→地下鉄姪浜駅（あとは空路と同じ）
●JR博多駅→西鉄バス→九大ビッグオレンジ 又は 九大理学部停留所

●西鉄福岡（天神）駅→（地下鉄空港線）→地下鉄姪浜駅（あとは空路と同じ）
●西鉄福岡（天神）駅→西鉄バス→九大ビッグオレンジ 又は 九大理学部停留所

●天神バスセンター→（地下鉄空港線）→地下鉄姪浜駅（あとは空路と同じ）
●天神バスセンター→西鉄バス→九大ビッグオレンジ 又は 九大理学部停留所

お車でお越しの皆様へ
一時入構に際しては入構料(300円)をいただいております。
ビッグオレンジ前にある守衛所にて、所定の手続きをお願いします。
なお、タクシーで来学された方はそのまま入構できます。

〒819-0395 福岡市西区元岡744
【TEL】092-802-4125  【FAX】092-802-4126 

【電子メール】    kagaku@sci.kyushu-u.ac.jp
【ホームページ】 http://www.scc.kyushu-u.ac.jp

理学部化学科

六本松

箱崎九大前



　化学は多様な広がりと裾野を持った学問です。こ
れから先、重要になる資源、エネルギー、環境、機能
性材料、ナノテクノロジー、創薬など、様々な分野で化
学を学んだ人が活躍しています。化学を学ぶことが
できるのは理学部以外にも工学部、薬学部、農学
部、共創学部など色々な学部学科があります。これ
らを基礎と応用という見方で考えるのはあまり適切
ではありません。大学ではどの学部でも基礎研究を
行っています。関連している他の学術分野との関わ
り方や、目的、立場の違いと考えると良いでしょう。
　理学部化学科は化学の中心にバランス良く位置
しています。しかし純粋化学しか扱っていないわけ
ではありません。真理探究型の研究から、新物質の
合成、物質の持つ新しい機能の開発まで様々な研
究が行われています。化学を道具として、様々な分野
に研究領域を広げており、出身者が専門家として活
躍できる領域が非常に広いのも特徴です。物理学
に近い分野、生物学に近い分野、工学に近い分野、
どこにでも進出できるチャンスがあるのが理学部の
利点です。中学校・高等学校教員（理科）の免許資
格が取得できるのも理学部化学科の特徴です。
　私も理学部化学科の出身ですが、今の研究室を
一緒に運営してきた先生方は工学部、農学部、薬
学部の出身です。元の専門は有機化学分野です
が、物理化学や化学工学に近い分野にも研究領域

を拡げ、機械工学や酒類醸造学などの研究者と
ボーダーレスに共同研究を行っています。
　化学の良いところは、比較的簡単に実験でき、す
ぐに自分のアイディアが試せることです。世界中の研
究者がターゲットとしているような挑戦的な課題も
ありますが、誰も気が付かなかったアイディア、誰も試
みていない新手法の開発なども行えます。自分が世
界で初めて合成した化合物、初めて進行した反応、
初めて得られた測定結果、初めて得られた知見な
ど、学部４年生で研究生活を始めると、努力次第で
次 と々成果が得られます。
　化学に興味があるけどどこの学部にしようか迷っ
ている人、物理や数学が得意な人、生物学を分子
の側面から追求したい人など、皆さんの活躍の場と
して是非、九州大学理学部化学科に来てください。

高校生のみなさんへ

徳永　信
化学科長

1995年名古屋大学大学院
博士課程修了、博士（理学）。
ハーバード大学、理化学研究
所、北海道大学を経て2006
年から九州大学教授。専門
は有機化学、触媒化学

　現在の科学技術は、自然を原子･分子のレベルで
理解するところから始まりました。さまざまな先端技術
に自然科学の知識がいかされていますが、それらは全
て先達の素朴な疑問や小さな発見から始まった自然
研究の成果なのです。自然には未発見の事象や、発見
されていてもその本質が解明されていない現象がたく
さん残されています。将来、私たちの生活を大きく変
える重要な発見もあるかもしれません。ひょっとした
ら、あなたがそんな発見をするかもしれないのです。
　青く輝く“水惑星”、緑あふれる大地、そこに住む私
たちにとって、今、環境問題の克服は重要な課題と
なっています。人類は産業革命以来これまで快適な
生活を求めて科学技術を発展させてきましたが、それ
にともなう自然の破壊にあまり注意を払ってきません
でした。しかし、私たちは、今後自然との調和をはかり
ながら生活していかなければなりません。そのために
も、複雑多様な自然の仕組みを充分に理解する必要

があります。
　例年、化学科卒業生の8～9割が大学院に進学しま
す。大学院には、従来の教育課程に加えて新しい教育
プログラムが設けられています。先端学際科学者の育
成を目的としたフロントリサーチャー育成プログラム
は、科学全体を俯瞰でき、未来に向けた新しい科学
を開拓する研究者の養成を目指しています。また、高
度理学専門家の育成を目指したアドバンストサイエン
ティスト育成プログラムは、卒業後に社会とのつながり
を指向する学生のためのプログラムです。これらのプ
ログラムと従来の教育課程を組み合わせることによ
り、科学全般に対する幅広い教養と化学に関する高
度な専門知識を兼ね備えた人材を育成します。
　自然を理解し、また自然と調和した科学技術の基
礎となる原理の理解を目ざして、大学院進学を視野に
入れながら、私たちとともに化学の最先端で活躍して
みませんか。

ご挨拶 Greeting

Contents

　理学部化学科ではアドミッションオフィス（AO）方式の入試を実施しています（定員8名）。AO方式は旺盛な探究心と

自然科学者の素養を持ち、化学を専門とする研究者や上級技術者をめざす、意欲ある学生を受け入れるための選抜

方式です。一般入試を免除し、書類選考、大学入試センター試験、面接によって基礎学力、自然科学への素養や適性、

論理的思考能力などを総合的に評価します。

　選抜方法の詳細は、ウェブサイト(https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/admission/faculty/selection/)の「2020年度入学

者選抜概要」（7月末頃公表）および学生募集要項（一般入試および国際理学コースについては「2020年度学生募集要項一

般入試（前期日程・後期日程）」（12月中旬頃公表）、AO入試については「2020年度学生募集要項AO入試II」（8月上旬頃公

表））をご覧ください。

アドミッションオフィス方式入学制度

　平成３０年４月から化学科でも国際理学コースがはじまりました。理学の専門教育に加え、理学の分野で使える英語力の強

化、学際性を養うことを目指したコースです（p.8およびウェブサイト(https://www.sci.kyushu-u.ac.jp/admission/kokusai.html)

を参照してください）。国際理学コースの入学者選抜は、一般入試（前期日程）を利用して行います。一般入試（前期日

程）の化学科の合格者で本コースへの入学を希望する者の中から成績上位者（最大２名）を選抜します。

国際理学コース

高校生のみなさんへ2
Chemi-Cafe 20193
TOPICS5
化学科での教育・カリキュラム8
学生生活9
化学科の研究室11

　・有機・生物化学講座

12 　・無機・分析化学講座
13 　・物理化学講座
14

　・複合領域化学講座15

進路・就職17
先生からのメッセージ16

卒業生からのメッセージ18

化学科のすすめ

メタンハイドレート
水分子が作る正十二面体と十四面体
構造の隙間にメタンが入っている

チャンネルタンパク質（6BX4.pdb）
ホスファチジルコリンの二分子膜に、
フッ化物イオンを輸送する6BX4.pdb
が埋め込まれている様子

T-705（ファビピラビル）
エボラ出血熱の薬としての可能性が
期待されている抗インフルエンザ剤

＜表紙を飾る分子の図について＞
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後列左から、瓜田敦哉さん（生体情報化学研究室）、深井雅輝さん（生物有機化学研究室）、渡邊光さん（生体分析化学研究室）、米本純太さん（分散系物理化学研究室）
前列左から、上田友香さん（ソフト界面化学研究室）、徳永信教授（触媒有機化学研究室）、外山小夏さん（錯体物性化学研究室）

―学科長と化学を語る―

2019
ケミ・カフェ

もあり、研究室を決める際は、生物系や有機
系とも悩みました。錯体物性化学研究室を
選んだ一番の決め手は、無機だけでなく有
機や生物をする人もいて、いろんなことがで
きる点です。私の研究は、多孔性の配位高分
子を合成し、その中にいろいろなゲストを吸
着させて、物性を変化させていくというもの
です。大変ですけど、楽しさも感じています。

終わりのない、研究
答えのないものに挑む、  
化学の面白さ

司会：ところで、徳永先生の大学院生時代
はいかがでしたか？
徳永：僕は名古屋大学大学院で、2001年に
ノーベル化学賞を受賞された野依先生のも
とで過ごしました。先生のノーベル賞の研究
にも直接関わっていました。昔と今とでは環
境も違いますが、なかなか厳しい研究室で
したね。毎日一生懸命、実験していました。
ちょうど世界でも競い合っていたテーマでし
たので、毎日よい結果を出そうと必死でした。
僕らの時代から見ると、今は学生を取り巻く
環境もずいぶん変わったと感じます。九大で
は修士で卒業して就職する人が多く、修士ま
でにいい研究ができるかどうかが、求められ
ます。学部の時は、ある意味、答えのある基
礎を勉強しますが、院生になると答えがない
ものを対象に勉強するので、その途端、化学
の面白さに目覚める人が多いのも頷けます。
やはり、化学の研究というのは、とてもクリエ
イティブな世界だとあらためて思いますね。
司会：そうですね。研究に終わりはないので
すね。

高校生の皆さんへ

司会：最後に、これから受験する高校生に
向けて、メッセージをお願いします。まずは徳
永先生から、どうぞ。
徳永：僕はもともと有機化学が専門ですが、
九大に赴任してからは、自発的に研究の幅
を広げてきました。今回の座談会では、生物
や物理に近い研究をしている人もいますが、
一方で化学科には、ここでしか扱わないよう
な有機化学や無機化学などの分野もありま

す。私は化学科の特徴は、こうした基礎を幅
広く学べることだと思っています。基礎をしっ
かり学んだうえでそれぞれの研究に進むの
で、物理に近いことも、生物に近いことでも、
ちゃんと良い成果が出せるのです。おそらく
医学部に進んだ人は、このような構造式など
の化学を覚える余裕はないでしょう。ですの
で、化学科の皆さんは、どこへ行っても応用
ができて攻めてゆける。化学科とは、そうした
将来、有望などんな分野にも進出することの
できる基礎を教えてくれる学科ですので、高
校生の皆さんにも、ぜひ興味を持っていただ
きたいと思います。

渡邊：徳永先生と同意見です。化学科には
物理や生物、化学などいろんな要素が含ま
れていて、化学から物理や生物にも行ける
し、生物が得意な人でも化学へ行けるという
特徴があると思います。いろんなことが学べ
るお得な学科です。
瓜田：僕自身、これまで進路を決める時は、
興味ある分野を選んできました。その意味で
は、国語でも社会でも興味のある学科を持
つことが、勉強を続ける原動力になると思い
ます。受験生の皆さんは、将来のことなどあま
り難しく考えずに、自分の興味あることを高校
時代に見つけてほしいと思います。
深井：僕も大学で化学を学び始めた時、化
学は物理や生物と関わりが深い分野だな、
と思いました。化学を入口にいろんな分野を
見ることができるし、いろんな分野を見ること
で逆に化学を考えることができます。理系全
般が好きな子なら、化学科を目指して後悔は
ないと思います。

外山：私が化学科に決めたのはセンター試
験が終わってからだったので、今の時期は、
受験生の皆さんはまだ迷っていてもいいと

思います。そうやって悩んでも頑張るうちに、
どこに行きたいか見えてくると思うので、今は
幅広くいろんな勉強をして、やりたいことを見
つけてほしい、と思います。それから、高校の
化学は暗記が多くて面白くないと思っている
人も多いかと思いますが、大学の化学は本
質が学べて、高校で暗記したことの理由が
わかったり、面白いこともまた新たにでてくる
と思います。私は化学科に入ってよかったと
思うので、ぜひ頑張ってほしいです。
上田：私は高校時代、化学に苦手意識があ
りましたが、それでも大学で化学科を選び、
勉強するうちに面白いと思うこともたくさん見
つかって、今は化学科を選んで本当によ
かったと思っています。なので、高校生の皆さ
んにも、現状の得意、不得意に縛られず、自
分が面白いと思うことを大学で勉強してほし
いと思います。
米本：僕が高校の時に化学が好きになった
理由の一つに、高校の化学の先生との出会
いがありました。その先生から教えて貰った
ことで、化学について知る機会があったこと
は幸運でした。高校生の時は、まだ将来のイ
メージが描けない人も多いと思うのですが、
まずはいろんな人に会って、話してみるのも
方法だと思います。そうした中で、自ずと自分
の興味のあることが絞れてくるのだと思いま
す。

徳永：ここにいる皆さんは、大学の化学科で
3年までみっちり授業を受け、その後、研究室
に入って、今ようやく化学の面白さを実感して
いるころではないでしょうか。化学科というの
は、とにかく楽しい場所です。幸い、九大には
やりたいことを思いっきりできる環境が整っ
ていますので、ぜひのぞいてみてください。
司会：本日は、貴重なお話をありがとうござ
いました。

物理学科か、化学科か？
はたまた薬学部か、理学部か？
たくさん悩んで化学を選んだ、
先輩たち

司会：今日はよろしくお願いします。
はじめに、徳永先生が化学科を選ばれた経
緯から教えてください。
徳永：私は当初、物理学科志望で名古屋大
学理学部へ進み、２年生で学科を決める
際、化学科を選びました。大学の物理学科は
真理探究型という印象ですが、化学科の場
合、真理を極めるだけではなく、もっと幅広い
懐の広さを感じ、そこに面白さを覚えました。
司会：皆さんはどうですか？
米本：僕は高校の時から、とても化学が好き
でした。九大を受験したのは、九州を出たく
なかったから。大学ではちゃんと勉強したい
と思いました。
瓜田：僕も高校の時から化学が好きでした。
一年目は他の大学の薬学部を受験し、一浪
して九大に入りました。

深井：僕も最初は薬学部の創薬科学を目
指していました。薬剤師になりたいというより、

薬の合成に興味があり、有機化学をやろうと
思いました。
外山：実を言うと、私も薬学部か理学部か
で迷ったのです。ただ九大の理学部では教
職を取れるのが魅力で、進学を決めました。
徳永：なるほど。中学校と高等学校教員の
免許資格が取得できるのも、理学部化学科
の特徴ですからね。
上田：私は物理学科か化学科かで悩みまし
た。高校の時は物理が得意で、暗記の多い
化学は苦手だったのですが、化学の方が深
く勉強すれば面白そうだな、と。
渡邊：僕は当初、医学部を目指していました
が、最終的に化学科を選びました。徳永先生
もおっしゃったように、化学科の分野は多岐
にわたります。化学の視点から医療に貢献で
きないか、と考えたのも化学科を選んだ理由
の一つです。

多岐にわたる研究内容も、
化学科の魅力

司会：皆さんが今、取り組んでいる研究は？
研究室を選んだ理由は何ですか？
渡邊：僕は生体分析化学研究室で、生体膜
の研究をしています。医学に関係するので興
味を抱きました。
瓜田：僕は、化学というより生物寄りの研究
を生体情報化学研究室でしています。大学
に入るまでは化学と物理しか勉強しません
でしたが、自分の体にもっとも直結する生物
に関心を持つようになりました。今は、酵母を
モデルに、遺伝子を操作することで酵母にど

のような影響が出るのかを調べています。
徳永：うちの触媒有機化学研究室でも色々
なことに取り組んでいます。化学工場で使う
新しい反応や触媒の開発のほかに、酵素や
微生物でしかできなかった反応を人工的に
行う研究、リチウムイオン電池の電解液がど
んな反応で劣化するか調べる研究、また、古
くなってへんな匂いが出てしまったお酒をよ
みがえらせる研究などです。
深井：僕が所属する生物有機化学研究室
では、天然物の合成を行っています。教科書
に載っている反応を実際に実験することで、
こういう形になるんだ、と毎回びっくりしてい
ます。高校の化学は、暗記とかテストのためだ
けの勉強でしたが、大学では実験を通して、
なぜこうなるのか、その理由が見えてくるの
です。こういった点で実験を面白く感じていま
す。 

徳永：そうですよね。深井さんの所属する大
石先生の研究室では、たいへん複雑な化合
物をつくられていますからね。
深井：はい。今のところ12段階の反応を行っ
て、化合物を作っています。
外山：私は当初、薬学系を目指していたこと
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トピック

TOPIC2 小さな違いで大きな影響

　女性ホルモン・エストロゲンは、細胞の核の中にある
「核内受容体」に結合します。ヒトには48種類もの核内
受容体があります。エストロゲンが結合する核内受容体
は、エストロゲン受容体です。そして、男性ホルモン・アン
ドロゲンが結合する受容体は、アンドロゲン受容体とい
います。エストロゲンやアンドロゲンは、ステロイド骨格を
もつ化合物です。そのため、これらが結合する核内受容
体はステロイドホルモン受容体スーパーファミリーとよば
れます。ヒトに存在する48種類の核内受容体は、それぞ
れが色々な遺伝子の転写を調節しています。

　このような核内受容体に結合し、足りなくなったホル
モンを補って体の機能を調節したり、癌の進行を抑え
たりできる、さまざまな薬が利用されています。例えば、
エストロゲン受容体などに結合するタモキシフェンは、
古くから用いられている乳癌の治療薬です。一方で、私
たちが暮らす環境中には、たくさんの化学物質が放出
されています。これらのなかには、核内受容体に結合
し、本来のホルモン作用を邪魔するものもあります。こ
れらを有害環境化学物質といいます。「環境ホルモン」
とよばれることもあります。そして、環境ホルモンとして知
られる化合物のなかに、ビスフェノールＡがあります。ビ
スフェノールＡはプラスチック原料として用いられる工
業原料です。一方で、微量の暴露で、実験動物の生殖
系や脳神経系に悪影響をおよぼすことが知られていま
す。しかし、その原因は今でも不明のままです。

　こうしたなか、構造機能生化学研究室（松島綾美准
教授）では、ビスフェノールＡが、エストロゲン関連受容
体γ型に、あたかも生来のホルモンであるかのように
非常に強く結合することを見出しました。エストロゲン関
連受容体γ型は、ステロイドホルモン受容体スーパー
ファミリーに属する核内受容体であり、エストロゲン受容
体と名前はよく似ていますが、全く別の核内受容体で
す。さらに、エストロゲン関連受容体γ型とビスフェノー
ルＡの結晶構造解析により、これらの結合構造も明ら
かにしました（図１）。そのほかにも、ビスフェノールＡの
代わりに用いられるビスフェノールＡＦが、エストロゲン
受容体α型とβ型に結合し、α型を活性化するが、β
型を抑制するという面白い発見もしました。このように、
核内受容体に関する研究を一生懸命に進めています。

　

性ホルモンは
核内受容体にくっつく

女

害環境化学物質は
核内受容体の邪魔をする

有

スフェノールＡが結合する
核内受容体の発見

ビ

トピック

TOPIC1 環境科学の最前線

　2011年3月、福島第一原子力発電所で起きた事故
により、セシウムをはじめ様々な放射性物質が環境中に
放出され深刻な環境汚染を引き起こし、今もまだ立ち
入り禁止区域が残っています。さらに、メルトダウンが起
きた原子炉内の状況は今でも放射線量が高く立ち入
ることが出来ないため、溶け落ちた核燃料等（デブリと
いいます）の化学的性質は充分には分かっていませ
ん。数十年かかると言われる廃炉の過程で、我々は最
も困難なデブリの取り出しに直面しているのです。

　このような背景の中、福島第一原発周辺～東京都
を含む関東地方まで、原発から運ばれたセシウムの中
に高濃度に放射性セシウムを含む微粒子（CsMPと呼
んでいます）が含まれていたことが分かってきました。
CsMPは2μmと小さいながら、単位重量当たりの放射
能は~1011ベクレル/gと非常に高い特徴があります（１ベ
クレルは１秒間に１回原子核が壊れて放射線がでるこ
とを意味します）。（図１）

無機反応化学研究室（宇都宮聡准教授）では、電子
顕微鏡などを用いて、CsMPがセシウム、ケイ素、亜鉛、
鉄が主成分のガラス質の粒子であり、核分裂でできた
多様な元素で構成されるナノ粒子の内包物を含んで
いることを明らかにしてきました。これは、事故当時の炉
内の化学反応を記録した重要な情報です。
　また吸引すると肺胞深部にとどく可能性がある
CsMPが環境中にどれほど存在しているかを定量する
方法の開発にも成功しました。この定量方法により、除

染や土壌処理を行う際に不安視されていたCsMPの
存在量が分かるため、安全性の向上に大きく貢献した
と考えています。

　最近我々は、最先端の原子分解能をもつ電子顕微
鏡を用いてCsMPの内部からウランを検出し、原子ス
ケールでその結晶構造同定、化学分析に初めて成功し
ました。分析の結果、ウランは酸化物として鉄酸化物に
包まれた状態（図3a）、または燃料を覆う被覆管の主
成分であるジルコニウムと共融混合物（U,Zr）O2の状
態で存在していること（図3b）が明らかになりました。ウ
ランは核燃料の成分です。この精密分析によって、放射
線量が高いため近づくことが出来ない、原子炉内に残
されたデブリの性状を一部示すことに成功しました。
　我々は福島に限らず、環境問題の理解・解決に貢献
する最先端研究を実施しています。

 

ランの発見ウ

島第一原発原子力災害福

シウム含有微粒子の拡散セ

【図１】 CsMPの電子顕微鏡像

【図3】 ウラン粒子の原子分解能電子顕微鏡像

【図2】 CsMPの空間分布図と放射性プルームの軌跡

【図１】 エストロゲン関連受容体γ型とビスフェノールＡの結合構造。
ビスフェノールＡがすっぽりと包み込まれるように結合することがわか
ります。これは、世界初の環境ホルモンと受容体の結合構造です。
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　風邪や花粉症などで鼻が利かないとき、味覚もいつ
もより鈍ったように感じた経験はないでしょうか。香りは、
おいしさの決め手となる要素のひとつといえます。香料も
化学物質であり、それらを駆使して思い通りの香りを作
り、加えることもできます。しかし、私たちの研究では引き
算の美学、つまり不要なもの（好ましくない香り）を除くこ
とで好ましい香りを際立たせ、食品（特に、日本酒）のお
いしさを蘇らせます。例えば日本酒のリンゴやバナナに
似た果物のような好ましい香りは、エステルが主体です
が、室温以上で数週間ほど置くと、好ましくない香りのす
る硫黄化合物が生成してしまうことがあります。この硫黄
化合物だけを除くと、また元通りのおいしい日本酒にす
ることができ、品質保持などに役立ちます。

　そこで、好ましくない香りを除くために、吸着という現
象を利用します。吸着する物質を吸着剤、吸着される
物質を吸着質とよび、ここでは、固相の金ナノ粒子が
吸着剤、液相の日本酒に溶解している硫黄化合物が
吸着質です。より多くの硫黄化合物を吸着するには、
金ナノ粒子の単位重量あたりの表面積を大きくするこ
とが重要です。では、表面積を大きくするにはどうした
らよいでしょうか。それは、金ナノ粒子の粒子径をでき
るだけ小さくすることです（図1）。しかし、直径が数ナ

ノメートルにまで小さくなった物質は、表面エネルギー
が大きく、これが吸着の駆動力となる一方で、凝集と
いってお互いが集まろうとしてしまいます。金ナノ粒子
の凝集を防ぐために、金ナノ粒子と同様にエステルを
吸着しないシリカに微小なまま固定化する方法を考
案しました。

　シリカに金ナノ粒子を固定化するには、まず金化合
物の水溶液を作ります。既存の方法では、塩化物イオ
ンの影響で凝集が促進されたり、Au(OH)4‒イオンが
シリカと反発して固定化できなかったりしてしまいまし
た。水溶性で塩化物イオンを含まず、シリカと親和性の
高い化合物として、アミノ酸のひとつβアラニンを配位
子とした金錯体を新たに合成し、これを用いると直径
が3nm以下の金ナノ粒子を固定化することができまし
た（図2上）。そして、X線回折、X線吸収分光、197Auメ
スバウアー分光、熱重量・示差熱分析などの様々な分
析法や計算科学を用いて、金‒βアラニン錯体の構
造を推定しました（図2下）。
　このように、新しい物質を作り、その構造や性質を
詳しく調べること、そして社会に役立てることを目指し
て研究をしています。

　九州大学理学部化学科は全国でも有数の規模を誇っ
ており、11ページに述べられているように、化学に関連す
るほとんどすべての分野をカバーする研究室がそろって
います。
　化学科では設立以来、化学研究者、化学技術者のよう
な高度な化学的知識や思考を活かせる職業に携わり、
日本の中核的･指導的役割を担う人材の育成を目指して
います。そのためには、化学に関する幅広い基礎知識を
体得するだけではなく、自然科学一般の原理や現象に
対する理解力･洞察力を養わなくてはなりません。化学科
では、各種の分野を専門とする教員から、化学の幅広い
知識を直接学ぶことができます。また、自然科学の原理･
現象に対する理解力･洞察力を養うには、マンツーマン
の指導をとおし、国際的に通用する最先端の研究を体
験する必要があります。本化学科では幅広い分野の研

究室が揃っているので、自分が興味のある分野の研究
室で最先端の研究を体験することが可能です。
　高校生や一般の方でも、現在進行している研究の内
容を、色々な行事に参加することにより深く知ることがで
きます。毎年夏休みに開催される「九州大学オープン
キャンパス」では研究室が公開されます。また、年2回開
催される「特別談話会」も一般公開されています。化学
科のホームページにおいても、各研究室の研究概要が公
開されています。ぜひ一度、覗いてみてください。

化学科での教育

　１年生では基幹教育科目を中心に履修し、専門分野
を学ぶための基礎学力を養います。それと同時に、幅広
い学問に接して高い教養を身につけ、人間としての視野
を広げます。2年生からは専攻教育科目を中心に履修
し、化学のあらゆる分野の基礎を本格的に学びます。さ
らに、国際理学コース（p.2参照）では国際性を育む英語
による少人数教育や学際性を養うための専門教育を受
けることができます。
　4年生になると研究室に配属され、化学の最先端の研
究を肌で感じながら、与えられた研究課題を中心に研究

の進め方を学びます。最後に1年間の研究成果を口頭で
発表し、これに合格すると学士(理学)の学位が授与され
ます。さらに、より専門的なことや最先端の化学を学んだ
り、本格的に研究を続けたい場合は大学院に進学しま
す。本学科では、フロントリサーチャー育成プログラム、ア
ドバンストサイエンティスト育成プログラム、博士課程教
育リーディングプログラムなどの大学院生をサポートする
プログラムも充実しています。

大
学
入
試

入
　  

　
学

卒
　  

　
業 修士号取

得
博士号取

得

フロントリ
サーチャ

ー育成プ
ログラム

（5年一
貫）

アドバンス
トサイエ

ンティスト

育成プロ
グラム

（
学
士
号
取
得
）

大学院
修士課程
（2年）

大学院
博士後期課程

（3年）

基幹教育科目
（1年生～2年生）

卒業研究
（4年生）

業
績
報
告
会

基礎科学・数学
外国語・文学歴史
政治経済の講義
化学・情報処理

スポーツの基本的な実習

専攻教育科目
（1年生～3年生）

分析化学・無機化学
有機化学・生物化学
量子化学・物理化学
各分野の講義・実験

●九州大学オープンキャンパス（理学部他）　
　2019年8月4日（日）
●特別談話会（前期）　　　　　
　2019年8月7日（水）

EDUCATION

カリキュラム CURRICULUM

トピック

TOPIC3 ナノテクでおいしく

りの引き算香

しい金錯体の合成と分析新

ナノ粒子による吸着金

【図1】 種々の粒子径（3 nm, 7 nm, 30 nm）の金ナノ粒子上への吸
着量時間変化

【図2】 シリカ担持金ナノ粒子（上）と金‒ βアラニン錯体の構造（下）
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　入学式、オリエンテーション、上級生との新入生歓迎コンパ
などで大学生活が始まります。
　勉学の第一歩は基幹教育から始まります。ここで、化学を学
ぶために必要な数学、物理学や外国語などの基礎学力を養い
ます。また、文科系分野の科目も開講されており、これらを学
ぶことで、人間や社会についてのしっかりとした理解をもてるよう
に大学生としての教養を深めます。大学では、自主的に問題を
提起し、探究し、解決していくことが重要です。この時期を漠然
とすごすのではなく、自主的に目標を立てて活動することが次
の飛躍につながります。

　2年生からは専攻教育が中心となり、専門的な化学を学びま
す。午前中は講義、午後は月曜日から金曜日まで実験がありま
す。3年生の後期まで続く講義、実験は化学科の教員全員に
よって行われます。私たちの化学科は全国でも有数の規模にあ
り、したがって講義内容も広く、化学のほとんど全ての分野を網
羅しています。学生実験では、研究に対する心構えと基礎的技
術を具体的に学びます。

　必要単位を修得し4年生に進級すると、いずれかの研究室
に配属され、指導教員のもとで卒業研究に取り組みます。研究
を進めるにあたっては、その目的を十分理解し、外国語の参考
文献を読みこなし、的確な実験計画を立てることが大切です。
実験結果を自分自身で整理し、その意味するところを教員や
先輩と議論できるようになると、研究者としての自信がわいてき
ます。研究室では、毎週交代で研究報告がなされ、4年生が報
告することもしばしばです。緊張はしますが、自分の考えを理
解してもらうよい機会であり、発表の準備にも熱が入ります。学
年末には化学科全員の前で研究成果を発表する業績報告会
があります。これに合格すると新しい学士（理学）の誕生です。

　卒業してそのまま就職する人もいますが、多くの人は卒業後
に大学院修士課程に進学します。なお、3年生までの専門科目
の成績が特別に優秀な学生を対象にして、4年生を経ずに大学
院修士課程に進学できる飛び級制度もあります。修士課程の
講義では、より高度で研究に直結した最新情報が扱われま
す。これをどの程度自分のものにできるかが、大学院修了後に
研究者として成功するかどうかの鍵になります。大学院生になる
と、研究成果を国内外の学会で発表するようになります。さらに
博士課程では、研究者としての独自性、すなわち独自の考えに

基づいた新規な研究テーマの設定が求められます。もちろん、研
究成果は学会や専門誌に発表することになりますから、その準
備に忙しくなります。原則的に修士課程は2年間、博士課程は3
年間で論文をまとめて提出し、論文講演会での審査を受け、試
験に合格すると、修士（理学）と博士（理学）の学位がそれぞれ
授与されます。

　このように、九州大学理学部化学科では充実した教育プログ
ラムを用意しています。多くの研究室がそれぞれの専門分野で独
立に活動している一方で、化学科全体のソフトボール大会や講
演会などの行事を通して、学科が一丸となって学生生活を支援
しています。

学生生活 CAMPUS LIFE

62名62名 19名

講義・学生実験

IFE
AMPUSC
L学生生活

　なお、理学部は平成27年秋に箱崎キャンパスから伊都キャン
パスへの移転が完了しました。
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アンフィジノール３ 吸入麻酔薬 局所麻酔薬 

　九州大学理学部化学科は、昭和14年（1939年）の理学
部創立時に三つの研究室でスタートしました。その後、だんだ
ん規模が大きくなり、現在では15の研究室で構成されてい
ます。15の研究室のうち、無機化合物や金属錯体を研究対
象とする「無機・分析化学」の研究室が五つ、分子や分子集
合体の構造と挙動を詳しく解析する「物理化学」の研究室が
三つ、有機化合物や生体内の化学反応を研究対象とする
「有機・生物化学」の研究室が三つ、科学の様々な分野を
融合した「複合領域化学」の研究室が四つあります。これら
の研究室では、化学の新しい領域を切り開く革新的な研究
が行われています。次ページより、各研究室で行われている
研究の内容を紹介します。

化学科の研究室 RESEARCH

分散系物理化学研究室
量子化学研究室
構造化学研究室

物理化学講座物理化学講座

錯体化学研究室
錯体物性化学研究室
生体分析化学研究室
分光分析化学研究室
無機反応化学研究室

無機・分析化学講座無機・分析化学講座

有機・生物化学講座有機・生物化学講座

生体情報化学研究室
生物有機化学研究室
構造機能生化学研究室

複合領域化学講座複合領域化学講座

理論化学研究室
触媒有機化学研究室
分子触媒化学研究室
量子生物化学研究室

無機・分析化学講座

光合成は地上のあらゆる生命活動を担う重要な役割を果たしています。

中でも水からの電子の引き抜きとそれに基づく高エネルギー物質の生成が

重要であり、これらの反応を効率良く促進する触媒開発が人類の未来を

切り拓くとすら言われています。当研究室では、太陽光を用いた水からの

水素ガスと酸素ガスの発生反応を中心とした人工光合成システムの開発を

試みています。

■ 分子性触媒を用いた人工光合成システムの構築

■ メゾサイズ機能空間
生体分子を組込んだ金属錯体と脂質二重層小胞体（リポソーム）を複合化して、メゾサイズ

（5-100 nm;1 nmは1 mの10億分の1）の高機能な空間を創出する。

生体系には金属酵素など様々な金属錯体が存在しており、
これらは生命の根幹に関わる重要な役割を担っています。
当研究室では、金属イオンと有機配位子の組織化がもたらす
機能や物性に焦点を絞り研究を行っています。金属原子間の
相互作用と化学反応性の相関、水からの光水素発生機能を
備えた光分子デバイス、及び酸素発生触媒が研究対象です。
実用可能な機能性金属錯体の開発を目指し、新規錯体の
合成、構造解析、及び機能評価を進めています。

錯体化学研究室

化学はその名の通り物質の変化を扱う学問です。しかし実際にその
変化が起こっている状態を実時間で観測することは現在でも困難で
す。しかしもし、このようなことが可能になれば、化学反応や機能性物
質の理解が飛躍的に深まり、その設計が容易になることが期待され
ます。そこで当研究室では、基礎あるいは応用面で重要な物質系を
対象に、その動的過程を観測可能な超高速分光分析装置を開発し、
様 な々物質の変化する過程を詳細に解明する研究を行っています。

分光分析化学研究室

金属錯体は、無機化合物の元素と電子状態の多様性と、有機化合物
の優れた分子性・設計性を兼ね備えた化合物です。当研究室では、
金属錯体の電子構造や空間配列を制御し、さらに脂質二分子膜等と
複合化して特異なメゾサイズ機能空間を構築し、有機材料や無機材
料単独では実現できない新しい機能・物性の発現を目指しています。

錯体物性化学研究室
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生体膜は内部器官と外界を仕切る単なる壁でなく、受容体を介
した情報伝達など様々な生理的機能をもっています。特に、薬剤
の多くが膜タンパク質を標的にしていることや、生体膜が種々の
病気にも関与することから、生体膜解析の重要性が増していま
す。私たちは、最先端の分析化学手法を用いて生体膜を研究し、
生体膜そのものを理解するとともに、生体膜に作用する薬や生体
膜が関与する病気の機構解明を目標にしています。

生体分析化学研究室

脂質膜系の構造および相互作用に対して、種々の分析

手法でアプローチしています。



物理化学講座物理化学講座

水の中における金属イオンは、“裸”のイオンではなく水分子によって取り囲まれた

“クラスター”として振る舞っています。

■ 金属イオンの水和

イオンの水和は身の回りでいつも起こっている化学
現象です。イオンと水との相互作用は古くから研究
されていますが、現在でも未解明な点が多く残って
います。私達は、分光実験と理論計算を用いること
により、イオンを取り囲む溶媒分子のミクロ構造やイ
オン－溶媒分子間の相互作用を分子レベルで解明
することを目指して研究しています。

構造化学研究室構造化学研究室

わずか数個から百個程度の原子や分子が集合した
極微小な粒子を「クラスター」と呼んでいます。携帯電話
の中のICチップなど、最先端の微細加工の大きさは
1ナノメートル（100万分の1ミリメートル）程度ですが、
これらはさらに小さな物質です。原子一つの違いで
クラスターの物理的・化学的性質が劇的に変わることに
注目し、希少元素の代替となる新物質の探索など、
究極のナノ物質科学の開拓に取り組んでいます。

量子化学研究室

質量分析法で原子数(サイズ)が決まったクラスターを作り、レーザーなど最先端の実験

技術を使った世界に一つの手作りの装置で、サイズ特有の構造や性質を探究します。

■ 究極の微小物質「クラスター」

量子化学研究室

（a）ゲルは高分子を架

橋した網目状の物質で

保水することができる。

(b)体温付近で透明な

ゲルを形成する高分子。

（c）体温付近で透明な

ゲルを用いた代用水晶

体と豚水晶体との比

較。レンズ効果が確認

できる。

ゲルは体の中の至る所に存在して、私たちの生命活動の維持に重要
な役割を果たしています。例えば、水晶体など視覚を司る目の組織、
さらに衝撃吸収や潤滑を担う粘弾性体である関節軟骨もゲルです。
生体機能は、これらの生体ゲルが、体内の環境変化に応答してその
性質を変化させることで発現しています。私たちはこの“ゲル”という
物質を通して、生命機能の原理に近づこうと研究を進めています。さ
らに生体を手本とし、その機能を代替したり模倣したりする材料・シ
ステムを、ゲルを使って人工的に設計・構築することを試みています。

分散系物理化学研究室分散系物理化学研究室 a b

c

有機・生物化学講座

様々な分子構造をもった天然有機化合物が、特定のタンパク質や生体膜

に作用して強い生物活性を発現します。

■ 天然有機化合物の３次元構造

天然有機化合物の中には、特定のタンパク質や生体膜に
作用して強力な生物活性を示す物質が存在することが知
られています。天然からは極微量しか得られない天然有
機化合物の構造解明および全合成を行うとともに、生物
活性を発現する原理を明らかにすることによって、新しい
薬剤の設計・合成を行う研究に取り組んでいます。

生物有機化学研究室

生命の基本単位である細胞は、その遺伝子に蓄えら
れた情報を基に、非常に複雑で多様な化学反応を
操縦・操作し、自己を複製したり独自の機能を発揮し
ます。当研究室では、この細胞の神業を生体膜の構
築という面から研究しています。

生体情報化学研究室

細胞内には生体膜で区画化された多様なコンパートメントが存在し（図A）、生体膜上で細胞の生命活動維持

に必要な様々な化学反応が進行します。したがって、生体膜の構築・維持機構を明らかにすることは、細胞の神

秘を解き明かすための非常に重要な基礎研究です。図Bには、生体膜の基本構造が模式的に示されています。

福島第一原発から環境中に放出され

た核燃料由来ウラン酸化物。左上図：

U-Zr酸化物固溶体ナノ粒子の電子顕

微鏡像と元素マップ。左下図：Fe酸化

物ナノ粒子とそれに含有されたU酸化

物ナノ粒子の電子顕微鏡像。右図はそ

れを拡大した高分解能原子像。鉄原子

の配列とウラン原子の配列が連なって

いることが分かります。

当グループでは環境問題への科学的貢献を目標
としています。世界最先端の原子分解能顕微鏡
技術と先進的なバルク分析法を駆使して、環境
中における有害元素や放射性核種の挙動を原
子、分子レベルで明らかにしていきます。そのた
めにフィールド調査、室内実験も行い、マクロな
自然現象を俯瞰しながら環境問題の本質的な
解明を目指しています。

無機反応化学研究室

細胞の表面、内部、核内など、様々なところにたくさんの「受容体」があります。そし
て、特異的に結合するホルモンなどの「リガンド」が、それらの受容体を介した情報
伝達を制御しています。私たちは、特に細胞核内で遺伝子転写を制御する核内受
容体、痛みや鎮痛に関わる神経ペプチドとその受容体について、受容体／リガンド
の分子認識および活性化機構解明など、受容体化学の研究を行っています。

構造機能生化学研究室

脳神経系や生殖系に悪影響をおよぼすと報告されている内分泌撹乱物質・ビスフェノールＡに、非常に強く結合する

核内受容体ERRγを発見し、その結合構造を世界で初めて解明しました。

■ ビスフェノールＡと核内受容体ERRγの結合体のX線結晶構造解析
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触媒は医薬品などのファインケミカル合成から、石油化学
におけるバルクケミカル合成など、あらゆる場面で利用さ
れています。私たちは、金属錯体や有機分子などの均一
系触媒や酸化物担持ナノ粒子などの固体触媒を用いた
反応開発を行っています。また、ナノ粒子を用いた脱硫手
法による香りの制御やリチウムイオン電池の中で生じる有
機反応解析など、触媒化学の学問の枠を超えた研究に
も積極的に取り組んでいます。

触媒有機化学研究室

生体での化学反応の主役は、蛋白質等の生体高
分子です。しかし、その主役達は「適切な溶媒」と
いう重要な脇役があってはじめて本来の機能を
発揮できます。例えば胃の中のペプシンという蛋
白質は酸性の胃液中でこそ酵素として働きます。
そうした脇役＝溶媒たちの作る魅力的なサイドス
トーリーを理論的側面から発掘することが本研
究室の目標です。

量子生物化学研究室

巨大分子の間にはしばしば、排除体積効果による引力～浸透圧の様な引力が働きま

す。真空中では全く働かないこうしたエントロピー駆動の力は、巨大分子の組み合わせ

や溶媒の種類によっては、非常に強くなります。

■ 真空中の2つの巨大分子と溶媒中の2つの巨大分子

この描像から、 溶媒が大きな役割を果たすこの描像へ

複合領域化学講座

分子のように小さな世界では、第一原理に基
づいた基礎方程式を具体的に書くことができ
ます。また、実際にこの方程式をよい精度で
数値的に解くこともできます。理論化学研究
室では、これらの方程式の解法を探り、化学
反応をはじめ、化学現象の多様な世界を理
論的に明らかにしようとしています。

理論化学研究室

分子中の電子は、原子の束縛を離れ、分子全

体に広がった軌道に入っています。

この軌道を求めることによって、分子の性質

や化学反応などを理解することができます。

■ 分子軌道

エネルギーの山が高いために

反応物が山を越えられない

（反応しない）場合でも（青）、パラジウム（Pd）という遷移金属の錯体を加えれば山は低くな

り、反応物はPdと一緒に簡単に山を越す（反応する）ことができます（赤）。私たちの大きな

テーマの1つは、遷移金属の力を借りることにより新しい反応を開発することです。

■ 有機合成反応の進行と
エネルギーとの関係

有機化合物は現代の快適な生活を支える重
要な化合物です。その有機化合物を作り出
す技術が有機合成です。私たちは、パラジウ
ムやルテニウムなどの遷移金属が有機化合
物に示す多彩な反応性を利用し、これまでに
ない新しい有機合成反応の開発を目指して
います。

分子触媒化学研究室

大谷　亮
（錯体物性化学研究室・准教授）

高校の教科書に掲載されている分子の構造や反応式は一体誰がどうやって確
かめたのだろうと思ったことはありませんか？大学で学ぶことでそれらの謎が
次 と々明らかになっていきます。それと同時に未だ分からない問題も次 と々出て
来ます。そのような問題に果敢に挑戦し、くじけそうになっても諦めずに答えを見
つけることが研究です。世界最先端の研究ができる化学科で皆さんをお待ちし
ています。 “研究”は裏切りません！

堀尾　琢哉
（量子化学研究室・准教授）

未だ世の中に存在していない物質を作ることができるのが化学です。誰も見たこ
とのないものを見て、誰も知らないことを知る。予想外のことに驚き、ワクワクす
る。ロマンを求めて、日々楽しく研究しています。

合成化学は人類が必要としているモノ（薬、液晶、触媒、その他何でも）を作り出
せる、唯一無二の学問です。作りたい（例えば癌に効くと思うオリジナルの）構造
を決め、それを作るには何と何を反応させればよいかを考え、考えた多工程のレ
シピに従い自らの手で分子を組み上げ、そして望む性質（癌に効く）が得られた
かを検証する。誰も答えを知らないことをやる研究の楽しさを是非本学科で体
験し、モノづくりのプロになって下さい。

身の回りで「なぜ」そうなるか知りたいことはありませんか？誰も知らないことを
「発見」してみたくはないですか？新しい「物」を作り出してみたくはないですか？ 
本学科には理論から実験からといろんな研究室が集まっています。広く深く知り、
これらにチャレンジしてみませんか？

渡邉　祥弘
（理論化学研究室・助教）

恩田　健
（分光分析化学研究室・教授）

普段、皆さんは意識していないかも知れませんが、身の回りのものは全て原子、
分子からできています。化学科では、我々の日常感覚とは異なるミクロの世界の
法則を学びます。それにより、原子や分子を見たり、測ったり、作ったりすることが
できるようになります。卒業する頃には世の中の見方が大きく変わると思います。

鳥飼　浩平
（生物有機化学研究室・助教）

先生からのメッセージ MESSAGE
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卒業生からのメッセージ MESSAGES進路・就職 PLACEMENT

学部卒業生の約78％が大学院修士課程に進学し、さらに約13％が博士課程に進学しています。また、修士課程や博士課
程修了後、民間企業の研究所や官公庁に就職する割合も高くなっています。卒業生の進路の内訳については、男女学生
間に差はありません。

平成26年度　化学科卒業

理学府 化学専攻 博士後期課程3年

稲田 壮峰

　ここまでパンフレットを読んでくださりありがとうございます。ここを読
んでいるということは、きっと化学に少しでも興味があるのだと思いま
す。では、なぜ「理学部の」化学なのでしょうか。実際、工学部でも農学
部でも薬学部でも化学の研究は行われていますし、工農薬の方が実
社会に貢献できるという印象は確かにあります。皆さんも頭の片隅で
はそう考えているのではないでしょうか。
　理学部の化学とは何か。私は以前、「理学は真理を探究する学問
だ」と聞いたことがあります。ある現象がどのように生まれるのかを明ら
かにする、その知見をベースに新たな現象を作り出す－要は、「０から
１を生む」ことが理学の研究です。あらゆる現象の“なぜ”を解明する場
であるため、その研究は実生活に直接影響しないかもしれません。し
かし、その知見は工農薬の研究の糧となり、彼らによってその１が何十
倍、何百倍...と膨らむことで、人類社会の幸福へと繋がっていきます。
つまり、理学部化学科は「化学社会の“１”を構築する」ことが可能なグ
ループだと私は考えます。かく言う私は、生体膜の謎を解き明かすため
の分析法を新たに開発しています。“１”を生み出すことは決して簡単な
ことではありませんが、生み出した時の喜びは計り知れません。
　皆さんも、自分がやりたい研究を通して、人類社会の根元でウェーブ
を起こしてみませんか？九大理学部化学科は熱意に溢れた皆さんを
お待ちしています。

日本製鉄株式会社　名古屋製鉄所　品質管理部
技術系総合職

岩切 あやの

　私は現在鉄鋼メーカーで働いています。鉄鋼業と化学は直接結び付き
にくい印象を持たれるかもしれませんが、化学科で過ごした6年間は技術
者としての基礎を築く貴重な時間でした。
　高校生の時、化粧品や薬の製造に漠然と興味があり化学科に進学しま
した。今思えば、高校までの化学は、物質の特性や化学反応を暗記すると
いう要素が強く、記憶力に頼った表面的な理解に過ぎなかったと思いま
す。一方大学では、分子や原子の挙動について原理原則を理解し、物理
法則や生体反応との密接な関わりを学び、学問としての化学がより広く深く
面白くなりました。更に、実験を通じて、学んだことを自分の目で確かめた
り、得られた結果を整理し考察を加えて人に伝えたりする実践的なスキル
も身に付きました。研究室に所属してからは、教科書に答えのない事を自
分で発見していくという研究の醍醐味に触れ、これまで学んできたことを
手段として実際の課題を解決していくという経験ができました。教授陣や
友人と活発に議論しながら研究に取り組んだ経験は、化学以外のフィール
ドで働く今でも役に立っています。
　九州大学理学部化学科は、ノーベル賞も身近に感じるような一流の教
授陣が教鞭をとり、企業や政府、他大学との連携も活発です。社会人にな
った今でも、OB同士の繋がりは広く様々な場面で自分の身を助けてくれる
と感じています。この環境を大いに活用しご自身の未来を切り開いていっ
て欲しいと思います。

平成22年度　化学科卒業

平成１9年度　化学科卒業

北海道大学大学院 理学研究院 化学部門
助教

吉田 将己

　こんにちは。私も今から15年ほど前にはみなさんと同じように、この
パンフレットを読みながらまだ見ぬ化学科での大学生活に期待と不
安を膨らませていました。気がつけば時間が経つのは早いもので、九
州大学で化学を学んだのち、現在は九州から遠く離れた北海道で教
員として働いています。
　私は現在、有機ELや蛍光染料などに使われる「光る分子」を合成
し、その性質を解明する研究に取り組んでいます。このような研究をす
るためには、分子を作るだけでも性質を測るだけでもなく、幅広い分
野にまたがった知識が必要になります。九州大学の理学部化学科で
は、無機化学・有機化学・物理化学・生物化学という幅広い領域の
化学をまんべんなく学ぶことができるので、この時の経験が現在研究
を進める上で大きな糧になっていると感じています。また、研究室に配
属されてからは世界の第一線で活躍されている先生方から、世界を
相手に研究を進めるためにしっかり鍛えていただきました。化学科で
は学生に対するサポートも手厚く、成果によっては国際学会での研究
発表もできるのも私にとって大きな魅力の一つでした。
　私自身、高校時代はまだ漠然と「化学は面白いな」としか思ってお
らず自分の将来像を描けていたわけではなかったのですが、化学科
で世界トップの先生方や高い目標を持つ友人たちと出会えたことで、
未熟ながらも研究者としての一歩を踏み出すことができました。みなさ
んも化学科に入って化学の面白さを追究してみませんか？

イーピーエス株式会社
医薬品安全性情報管理職

當銘 萌子

　私は現在、医薬品開発受託機関（CRO）にて、安全性情報職に就いて
います。具体的には、医療機関や患者さんから収集したくすりの副作用情
報について、評価や規制当局への報告を行っています。こうして蓄積され
た情報をもとに、添付文書（くすりの投与で起こりうる副作用等が記載され
た文書）が改訂されることもあり、くすりの適正使用や安全対策に繋がる、
やりがいのある仕事だと感じます。
　高校の頃、化学は化学反応の暗記という印象が強く、決して好きな科
目、得意科目ではありませんでした。しかし大学では、なぜこんな反応が起
きるのか、その理由から勉強できたことで、化学の印象が大きく変わり、化
学反応を面白いと感じるようになりました。特に生体内での化学反応に興
味を持ち、生物化学の研究室に所属しました。実験はうまくいかないことも
多く、地道な試行錯誤の繰り返しでしたが、先生方の手厚いサポートと切
磋琢磨できる友人たちの存在は研究の大きな支えとなり、今となっては大
変貴重で充実した時間だったと感じます。
　九州大学化学科は、有機化学、無機化学、生物化学、物理化学、量子
化学、分析化学と、幅広く化学を学ぶことができることが大きな特徴だと思
います。そのため、将来の具体的な目標がまだ見つかっていない方でも、入
学後にいろいろな選択肢を残しておくことができます。皆さんもぜひ、九州
大学で、高校とは一味違う化学に触れていただき、ご自身の可能性を広げ
てみてください。

平成24年度　化学科卒業

大学法人・学校法人
・北海道大学
・筑波大学
・金沢大学
・新潟大学
・東京理科大学
・東京工業大学
・東北大学
・愛知教育大学
・京都大学
・大阪大学
・九州大学
・福岡大学
・山口大学
・佐賀大学
・福岡女子大学
・京都工芸繊維大学
（他）

公立・私立
高校・中学校教員

その他研究機関
・国立環境研究所
・産業技術総合研究所
・分子科学研究所
・物質・材料研究機構
・化学物質評価
研究機構
・日本原子力研究
開発機構
・材料科学技術
振興財団
・先端医療振興財団
・化血研
・福岡県工業技術
センター
・九州環境管理協会
（他）

化学系

■ 主な就職先

旭化成
味の素
アドバンテック
荒川化学工業
出光興産
宇部興産
AGC
花王
関西ペイント
協和キリン
クラシエフーズ
クラレ
三洋化成工業
JX金属
資生堂
昭和電工
信越化学工業
住友化学
積水化学工業
ダイセル
大日本印刷
帝人
東ソー

TOTO
東レ
東洋インキSC
東洋紡
トクヤマ
日亜化学工業
日揮触媒化成
日本触媒
日本製鉄
日本ゼオン
日本たばこ産業
日本ロレアル
日立化成
富士フイルム
ブリヂストン
丸善石油化学
三井化学
三菱ガス化学
三菱ケミカル
森永乳業
ユニチカ
（他）

アステラス製薬
アスビオファーマ
イーライリリー
エーザイ
大塚製薬
小野薬品工業
杏林製薬
小林製薬
再春館製薬所
沢井製薬
CSLベーリング
塩野義製薬
白鳥製薬
ゼリア新薬工業
大鵬薬品工業
武田薬品工業
田辺三菱製薬
中外製薬
東洋新薬
ネオス
ファイザー
（他）

麻生情報システム
NECソリューションイノベータ
NTT西日本
九電ビジネスソリューションズ
KDDI
ジャステック
セイコーエプソン
日本IBM
日立ソフトウェア
（他）

九州電力
京セラ
ソニー
ダイキン工業
TDK
東芝
ニコン
日本分光
浜松ホトニクス
日立製作所
富士通
堀場製作所
（他）

財務省
農水省
防衛省
国税庁
特許庁
福岡県
長崎県
佐賀県
熊本県
鹿児島県
愛媛県
福岡市
北九州市
広島市
久留米市
長崎市
糸島市
大牟田市
宇美町
山口県庁
（他）

製薬系

進学
78%

進学
13%

情報系 官公庁研究・教育系

電気・機械系

※進学率は平成29年度卒業・修了生の実績。
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