
学士取得者（令和 3 年 3 月現在、116 名） 
 
（令和 2 年度） 
〇川田淑詩：キイロショウジョウバエ腸管の囲食膜構成タンパク質の代謝調節への寄与 卒

業後の進路：修士課程進学 
〇清本真伍：β-1,3-D-グルカンを認識するセリンプロテアーゼ前駆体の機能解析 卒業後の

進路：修士課程進学 
〇濵田尚輝：ショウジョウバエレクチンの腸管免疫および腸内細菌への寄与 卒業後の進

路：修士課程進学 
〇山本裕貴：カブトガニ体液凝固因子 Prochelicerase G における各ドメインの発現条件検討 

卒業後の進路：修士課程進学 
〇高野真実：ショウジョウバエの HMG オルソログである Dorsal switch protein (Dsp1)の発現解

析 卒業後の進路：企業就職 
 
（令和元年度） 
〇在田 愛菜：カブトガニ C 因子の N-結合型糖鎖修飾部位変異体を用いた機能解析. 卒業後

の進路：修士課程進学 
〇石原 友心：細胞膜を用いたカブトガニ C 因子 (proC) とリン脂質との相互作用. 卒業後

の進路：修士課程進学 
〇小城 真菜：黄色ショウジョウバエのフィブリノーゲン様タンパク質の腸管免疫への寄与.  
卒業後の進路：修士課程進学 
〇住田 一将：無細胞タンパク質合成系を用いたトランスグルタミナーゼ A の S-パルミトイ

ル化責任酵素の解析. 卒業後の進路：修士課程進学 
〇塚崎 元康：人工膜小胞を用いたカブトガニ C 因子 (proC) とリン脂質の相互作用. 卒業

後の進路：修士課程進学 
 
（平成 30 年度） 
〇淺野 椋平：カブトガニ C 因子の LPS 結合ドメインの変異体を用いた機能解析. 卒業後の

進路：修士課程進学 
〇田浦 智裕：トランスグルタミナーゼの S-パルミトイル化を触媒する脂質転移酵素の同定． 

修士課程進学 
〇竹下 侃樹：米国産カブトガニ由来 Serpin のクローニングと組換え体を用いた機能解析. 
卒業後の進路：修士課程進学 
〇鳴海 佳輔：ショウジョウバエに見出されたフィブリノーゲン様タンパク質の機能解析. 
卒業後の進路：修士課程進学 
〇木下 大輔：ミトコンドリアの NLRP3 インフラマソームへの関与. 卒業後の進路：修士

課程進学 
〇吉中 崇裕：GST ファミリーKappa クラスに属するタンパク質 DsBA-L のミトコンドリア



内における局在の解析. 卒業後の進路：修士課程進学 
 
（平成 29 年度） 
〇新 智輝：トランスグルタミナーゼ-A を修飾する S-パルミトイル化酵素の同定. 卒業後の

進路：京都大学修士課程進学 
〇中村 剣矢：カスパーゼ-4/-5/-11 のリポ多糖依存的なオリゴマー化の解析. 卒業後の進

路：修士課程進学 
〇松尾 尚輝：機能未知のミトコンドリア局在型タンパク質における自然免疫への関与. 卒

業後の進路：修士課程進学 
〇宮崎 勝駿：トランスグルタミナーゼ-A（TG-A）をモデルとした脂質修飾タンパク質の輸

送と分泌機構の解明. 卒業後の進路：修士課程進学 
〇山下 啓介：ELISA を用いたカブトガニ凝固因子に対する LPS 結合実験. 卒業後の進路：

修士課程進学 
 
（平成 28 年度） 
〇池田 友斗：カブトガニ体液凝固タンパク質コアギュローゲンの発現系の構築と機能解析. 
卒業後の進路：修士課程進学 
〇川崎 大地：トランスグルタミナーゼの多胞体エンドソーム（MVBs）とエキソソームを介

した分泌機構. 卒業後の進路：修士課程進学 
〇須田 慶樹：ミトコンドリアタンパク質 Slp2 の精製. 卒業後の進路：修士課程進学 
〇福田 裕子：アメリカ産カブトガニの体液凝固系におけるセリンプロテアーゼ前駆体の機

能解析. 卒業後の進路：修士課程進学 
 
（平成 27 年度） 
〇大石 耀：ストレス応答におけるミトコンドリアタンパク質の働き. 
〇垣添 裕哉：ミトコンドリアタンパク質（PHB1、PHB2）の複合体形成の解析. 
〇董 暁晴： Identification of S-palmitoylation and analysis of localization and secretion of 
Drosophila transglutaminase. 
〇中山 貴博：トランスグルタミナーゼの受ける脂質修飾の生理的意義. 
〇深江 由望：ハエ腸管の囲食膜構成タンパク質の生体防御における重要性. 
 
（平成 26 年度） 
〇石野 詩織：大腸菌によるミトコンドリア・メタロプロテアーゼ発現の条件検討. 
〇高橋 俊成：カブトガニ体液凝固系のクリップドメインを有するセリンプロテアーゼ前駆

体の機能解析. 
〇羽田野 仁喜：ドロソクリスタリンのトランスグルタミナーゼによる架橋反応機構とトラ

ンスグルタミナーゼの脂質修飾化の発見.  
〇吉田 邦嵩：ハエ腸管における囲食膜構成タンパク質の機能解析. 
 



（平成 25 年度） 
〇石野 洋子：ショウジョウバエトランスグルタミナーゼの２種類のアイソフォームの役割.  
〇平川 直樹：組換え体を用いたカブトガニ体液凝固に関わるプロテアーゼ前駆体の機能解

析. 
〇古川 諒：黄色ショウジョウバエのミトコンドリア局在型 E3 リガーゼ Mul1 の機能解析. 
 
（平成 24 年度） 
〇槇 光輝：腸管上皮から分泌される抗菌ペプチドの量的変動による腸内細菌叢への影響. 
〇百間谷 茉依：組換えタンパク質によるカブトガニ体液凝固カスケードの再構成. 
〇吉住 拓馬：A 型インフルエンザウィルス（H1N1）由来の非構造タンパク質 PB1-F2 の構

造機能解析. 
 
（平成 23 年度） 
〇池田 駿典：リポ多糖感受性プロテアーゼ前駆体の自己活性化機構の解明.  
〇北崎 一樹：カブトガニ血漿中の補体Ｂ因子およびレクチン類の補体活性化に関わる分子

間相互作用.  
 
（平成 22 年度） 
〇久保山 美彩：ミトコンドリア輸送に関わる GTPase タンパク質の機能解析. 
〇志賀 貴史：β-1,3-D-グルカン認識タンパク質 Factor G のキシラナーゼ Z 様モジュールによ

る真菌凝集メカニズムの解明. 
〇藤川 匠：キイロショウジョウバエの腸管細菌叢を制御する分子機構の解明. 
〇吉原 豊貴：カブトガニ補体系の開始因子の探索.  
 
（平成 21 年度） 
〇岡村 和幸：無脊椎動物のトランスグルタミナーゼ研究の現状. 
〇木場 健吾：キイロショウジョウバエ外皮タンパク質 CG3244-PA および Cpr97Eb の発現・

機能解析. 
〇尊田 勝正：ミトコンドリア GTPase タンパク質の構造と機能に関する考察. 
〇高城 真希：抗リポ多糖因子のリポ多糖との共結晶構造解明に向けた組み換えタンパク質

の調製. 
〇山本 恭平：大腸菌を用いたカブトガニ補体 B2 因子の組み換えタンパク質の調製. 
 
（平成 20 年度） 
〇植田 祐生：カブトガニ外皮タンパク質 Caraxin-1 のキチン結合ドメインの発現と精製. 
〇浦川 哲生：哺乳類のミトコンドリア外膜上における分裂アセンブリーの相互作用解析. 
〇小林 雄毅：カブトガニ Factor C の LPS 結合ドメインを含む２種のフラグメントの発現系

構築. 



〇田川 圭介：カブトガニ血漿中の補体活性の長期保存法の確立 
〇宮地 隆太：無菌バエ（Germ-free fly）の作製と病原体関分子パターン（PAMPs）によるト

ランスグルタミナーゼの発現誘導の解析. 
 
（平成 19 年度） 
〇長谷山 卓也：ミトコンドリアタンパク質 Mitofusin2/GTPase ドメイン領域の発現系構築. 
〇酒匂 幸：Drosophila トランスグルタミナーゼの RNAi による機能解明. 
〇柴田 桂太朗：キネシン頭部の密度を低下させた再構成キネシン繊維上での微小管の回転

運動. 
〇田籠 種己：MDCK 細胞の M 期振り落とし法による同調の試みと MDCK 細胞の浮遊培養

におけるメチルセルロースの効果. 
〇波多江 祐二：アノイーキスと浮遊細胞密度. 
〇枌 誠次郎：ミトコンドリアの移動に関わるミトコンドリアタンパク質 Gem1p の発現系構

築. 
〇安川 開：ミトコンドリア膜上におけるタンパク質 MAVS の会合体形成に関する研究. 
 
（平成 18 年度） 
〇大和田 修平：グラム陰性菌を認識するカブトガニ抗菌ペプチドビッグディフェンシング

N 末端ドメインの発現、精製および機能解析. 
〇久原 健嗣：RNA ウイルスからの自然免疫に働くミトコンドリアタンパク質 MAVS の発現

系構築. 
〇陶山 晴香：カブトガニ外骨格タンパク質 craxun-1 のホモポリマー化における α へリック

スの重要性と TGase による Lys 架橋部位の決定. 
〇関原 早苗：組み換え Factor C のグラム陰性菌認識に関する機構解析.  
〇高原 修作：カブトガニ補体系の活性化機構の解析.  
 
（平成 17 年度） 
〇岩永 賢三：アノイーキスと細胞間相互作用. 
〇北林 裕貴：カブトガニ Factor C の LCCL ドメインの発現と精製. 
〇柴田 俊生：カブトガニ顆粒細胞の開口放出に関する G タンパク質と PLC-βのクローニン

グ. 
〇西本 久雄：カブトガニ外骨格タンパク質 acidic DE29 の発現、精製、および機能解析.  
〇平田 大悟：キメラキネシンを用いて作成した再構成キネシン上での微小管滑り運動.  
〇福岡 貴彰：カブトガニの補体因子 TtC2/Bf、TtC3 のクローニング TtC3 およびの精製と機

能解析. 
 
（平成 16 年度） 
〇橋井 智之：カブトガニの Keratin 類似タンパク質の機能解析.  



〇早阪 誠：カブトガニ顆粒細胞の大顆粒成分 L1 と L4 の構造機能解析.  
〇宮代 大輔：向きをそろえて直線状に並んだ多数の kinesin 上で微小管が行う滑り運動の揺

らぎ解析によって示された kinesin 分子間の相関.  
〇吉田 亮子：カブトガニ外骨格タンパク質のキチン結合ドメインの発現と機能解析.  
 
（平成 15 年度） 
〇伊地 朝彦：カブトガニ外骨格タンパク質 neutral CB-2、acidic CB-DE26 及び acidic CB-Sh
の構造解析.  
〇梅木 さやか：細胞周期とアノイーキス.  
〇尾﨑 彩：抗菌ペプチドタキプレシンはリポ多糖刺激に対する顆粒細胞の分泌反応を増幅

する. 
〇高尾 大輔：Re-constructed Long Thick Filaments with Myosins from Bivalves and Vertebrates 
Skeletal Muscles for Fluctuation Analysis.  
 
（平成 14 年度） 
〇飯島 学：カブトガニ外骨格タンパク質 CB-2、CB-6、および CB-7 の構造解析. 
〇今福 千明：脊髄由来細胞増殖抑制因子による MDCK 細胞のアノイーキスの抑制  
〇田場 登志希：分子モーター：一次元滑り運動トラックの作成.  
〇松田 泰幸：カブトガニ生体防御反応における顆粒細胞トランスグルタミナーゼの機能.  
〇元山 清仁：カブトガニ顆粒細胞表面に存在する factor C 様抗原の機能解析. 
 
（平成 13 年度） 
〇野田 直樹：巨大ミオシン繊維上でのアクチンの滑り運動揺らぎ解析.  
〇脇本 淳一郎：カブトガニ抗菌ペプチドタキスタチン C の塩基配列決定と発現の組織特異

性. 
〇八木 雅治：「細胞増殖抑制因子」Balb3T3 細胞に及ぼす作用. 
〇原田 綾：「細胞増殖抑制因子の研究」細胞増殖抑制因子が L929 細胞に及ぼす影響. 
 
（平成 12 年度） 
〇有木 茂：カブトガニ顆粒細胞の LPS 刺激を伝達する G-蛋白質共役型受容体のクローニン

グ（その１）.  
〇橋本 倫徳：カブトガニ顆粒細胞の LPS 刺激を伝達する G-蛋白質共役型受容体のクローニ

ング（その２）. 
〇山野 雄一郎：カブトガニ外骨格を構成するキチン結合タンパク質群の二次元電気泳動に

よる分析と一次構造の解析. 
〇井手 由喜子：分子モーターの向きをそろえる貝・平滑筋 catchin/myosin 共重合体の作成 
〇佐藤 健太郎：細胞増殖抑制因子に関する研究「MDCK 細胞の S 期開始に対する影響」. 
〇藤井 智子：「細胞増殖抑制因子の研究」高濃度の因子は MDCK 細胞にアポトーシスをお



こさせるか. 
〇前田 梨恵：「細胞増殖抑制因子の研究」因子作用と細胞周期との関係 G1/S 期で同調さ

せた場合. 
 
（平成 11 年度） 
〇三島 千恵美：カブトガニ Toll-like receptor の大腸菌を用いた発現.  
〇乙顔 歩：細胞増殖抑制因子とポリアミンとの培養細胞へ及ぼす作用の違い タイムラプ

ス顕微鏡を用いた研究. 
〇高田 聡：天然ミオシンフィラメント上でのアクチンフィラメントの滑り運動の揺らぎ解

析と Catchin フィラメントの再構成. 
 
（平成 10 年度） 
〇津田 良子：カブトガニ血漿の異物認識レクチンと哺乳類フィブリノーゲン類似タンパク

質の意外な構造類似性：タキレクチン-5B を中心に（その１）.  
〇郡 久美子：カブトガニ血漿の異物認識レクチンと哺乳類フィブリノーゲン類似タンパク

質の意外な構造類似性：タキレクチン-5B を中心に（その２）.  
〇今井 寛：細胞増殖抑制因子の培養細胞へ与える作用 タイムラプス顕微鏡を用いた研究. 
〇古賀 庸介：脊髄由来の細胞増殖抑制因子が CHO 細胞に及ぼす作用. 
〇前田 有希子：超長ミオシン繊維の貝平滑筋ミオシンからの再構成. 
 
（平成 9 年度） 
〇表迫 美雪：カブトガニ血球の抗真菌活性を有するキチン結合タンパク質（Tachystatin B）
の精製と一次構造解析.  
〇浦川 朋代：微小管分子モーター(NCD)変異体の発現、精製の試み. 
〇神谷 力：タンパク質分子モーター(キネシン)の Walking-model:コンピューター・シュミレ

ーション. 
〇川原 江里子：ブタ脊髄由来の接着性細胞(MDCK)増殖抑制因子の精製. 
〇三浦 清武：豚脊髄由来の細胞接着抑制因子が MDCK 細胞に及ぼす作用. 
 
（平成 8 年度） 
〇極檀 聡太郎：カブトガニ Plasma 中に存在する N-アセチル基認識タンパク質（N-acetyl 
group recognizing protein; NARP）の精製と特性.  
〇畑田 素樹：カブトガニ血球から見い出した新規レクチン Tachylectin-4 の精製とその特性. 
〇山田 美香：Tachylectin-1 の各種糖および LPS に対する結合特異性. 
〇尾崎 司：カブトガニ血漿中に存在する 3種類のC反応性タンパク質(CRP-1, CRP-2, CRP-3)
の精製と性質. 
〇澤村 章子：ブタ脊髄由来の細胞増殖抑制因子の精製とその性質. 
〇豊田 将史：貝ミオシン巨大繊維に沿った in vitro アクチン滑り運動の揺らぎ解析. 
 


