
修士取得者（令和 3年 3月現在、66名） 

 

（令和 2年度） 

〇浅野椋平：人工膜小胞を用いたカブトガニ Prochelicerase C 変異体と LPS の結合解析. 

〇木下大輔：原虫由来のタンパク質と宿主ミトコンドリアとの相互作用解析. 

〇田浦智裕：ショウジョウバエの Imd経路タンパク質の N-ミリストイル化解析. 

〇竹下侃樹：カブトガニ凝固因子 prochelicerase B のヒスチジンループ欠失の凝固カスケード

反応における意義について. 

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免疫応答への

関与. 

〇吉中崇裕：Prohibitin-CLPB複合体の抗ウィルス自然免疫機能の解析. 

 

（令和元年度） 

〇中村 剣矢：黄色ショウジョウバエ HMGB1様タンパク質 Drosophila Switch Protein 1 (Dsp1)

の細胞外分泌機構の解明 

〇松尾 尚輝： 

〇宮崎 勝駿：エクソソームを介して分泌される脂質修飾タンパク質の同定.  

〇山下 啓介：Roles of the clip domains of coagulation factors in horseshoe crabs. 

 

（平成 30年度） 

〇池田 友斗：カブトガニ体液凝固系におけるセリンプロテアーゼ前駆体の C因子と B因子

のリポ多糖依存的相互作用. 

〇川崎  大地：The molecular mechanism for intracellular sorting of transglutaminase into 

multivesicular bodies. 

〇福田 裕子：カブトガニの体液凝固系における B因子の活性化機序. 

 

（平成 29年度） 

〇董 暁晴：Functional analysis of ceramidase an small GTPases in Drosophila exosomes. 

〇深江 由望：Functional analysis of a peritrophic matrix protein, Peritriphin-15b.  

 

（平成 28年度） 

〇羽田野 仁喜：Transglutaminase is secreted through an unconventional secretory pathway upon 

bacterial infection.  

〇高橋 俊成：Roles of Clip domains of protease zymogens in the horseshoe crab coagulation 

cascade. 

〇古川 諒：ミトコンドリアタンパク質 Prohibitin 2 の構造機能解析. 

 

（平成 27年度） 



〇平川直樹：カブトガニ体液凝固因子 factor C の自己触媒的活性化における分子間相互作用

の重要性. 

 

（平成 26年度） 

○百間谷 茉依：トランスグルタミナーゼを介したショウジョウバエ腸内細菌叢の調節機構. 

○槇 光輝：NF-κB 様転写因子 Relish の架橋部位の同定及びハエ腸管囲食膜タンパク質の架

橋反応と生体防御における役割. 

吉住拓馬：A型インフルエンザウイルスタンパク質 PB1-F2のミトコンドリア局在化機構と形

態への影響の解析. 

 

（平成 25年度） 

○北崎 一樹：感染微生物の分泌プロテアーゼに対するショウジョウバエ囲食膜の生体防御

機構. 

○池田 駿典：カブトガニ体液凝固セリンプロテアーゼ前駆体の活性化メカニズムの解明.  

 

（平成 24年度） 

○志賀 貴史：リポ多糖感受性セリンプロテアーゼ前駆体の自己触媒的活性化メカニズムの

解明. 

○藤川 匠：トランスグルタミナーゼによる囲食膜タンパク質ドロソクリスタリン高分子化

と生体防御機構の解明. 

○吉原 豊貴：感染微生物認識における血漿レクチンと補体因子の機能解明. 

○久保山 美彩：ウィルス免疫関連タンパク質群の細胞局在性に関する解析. 

 

（平成 23年度） 

○Nasir K Bashiruddin: Analysis of the effects of RLR pathway stimuli on MAVS dimerization. 

○髙城 真希：抗リポ多糖因子の組換えタンパク質の調製と機能解析. 

 

（平成 22年度） 

○植田 祐生：Factor G Utilizes a Carbohydrate-binding Cleft that is Conserved Between Horseshoe 

Crab and Bacteria for the Recognition of β-1,3-D-Glucans.  

○小林 雄毅：リポ多糖感受性プロテアーゼ前駆体によるリポ多糖検出法の開発. 

○田川 圭介：カブトガニ補体 B因子の機能解析. 

○宮地 隆太：Drosophilaトランスグルタミナーゼによる腸管免疫の制御機構の解明. 

 

（平成 21年度） 

○安川 開：Analysis of a Regulation Mechanism of Mitochondrial Antiviral Signaling. 

 

（平成 20年度） 



○大和田 修平：Factor G Utilizes a Carbohydrate-binding Cleft that is Conserved Among 

Invertebrates and Bacteria for the Recognition of β-1,3-D-Glucans. 

○久原 健嗣：Biochemical Analysis of an Mitochondrial GTPase, Gem1p. 

○陶山 晴香：Functional analysis of Drosophila Transglutaminase in the cuticular formation by 

RNA interference.  

○高原 修作：Factor C Acts as a Lipopolysaccharide-Responsive C3 Convertase in Horseshoe Crab 

Complement Activation.  

○平田 大悟：Fluctuation analysis of microtubule sliding over kinesin thick filament in vitro. 

 

（平成 19年度） 

○北林 裕貴：Study structure-function relationship of Tachypleus anti-LPS factor. 

○柴田 俊生：Transglutaminase is Essential to the Cuticle Formation and Wound Healing in 

Drosophila. 

○福岡 貴彰：An Arthropod Lipopolysaccharide-sensitive Serine Protease Zymogen triggers the 

Complement Activation. 

○吉光 由希子：Characterization of a β-1,3-D-glucan-recognition Domain of a horseshoe crab 

pattern-recognition protein. 

 

（平成 18年度） 

○ 橋 井  智 之 ： Characterization of a horseshoe crab keratin-like protein involved in 

Transglutaminase-dependent protein cross-linking.  

○高橋 裕真 就職のため修士課程退学 

 

（平成 17年度） 

○尾﨑 彩：An antimicrobial peptide Tachyplesin acts as a Secondary secretagogue and amplifies 

Lipopolysaccharide-induced hemocyte exocytosis.  

○伊地 朝彦 他学部進学のため修士課程退学 

 

（平成 16年度） 

○飯島 学：Comprehensive sequence analysis of cuticular Chitin-binding protein in horseshoe crabs. 

○今福 千明：Purification of cell growth inhibitor derived from pig spinal cord. 

○田場 登志希：Microtubules slide over kinesin 'thick filaments'.  

○松田 泰幸：Identification and characterization of Transglutaminase substrates from horseshoe crab 

exoskeleton. 

 

（平成 15年度） 

○野田 直樹：Fluctuation of actin sliding over myosin thick filaments in vitro.  

 



（平成 14年度） 

○有木 茂：A Serine Protease Zymogen on Hemocytes Function as a Pattern Recognition Receptor 

for Lipopolysaccharides and Trigger Exocytosis in Horseshoe Crabs.  

○橋本 倫徳：Comprehensive characterization of cuticular Chitin-binding proteins from horseshoe 

crabs.  

○前田 梨恵：Purification of a cell growth inhibitor derived from pig spinal cords. 

○佐藤 健太郎：Comparison of the effects on cultured animal cells of the growth inhibitory factor 

from pig spinal cords with those of spermine and spermidine. 

 

（平成 13年度） 

○三島 千恵美：Expression of a Lipopolysaccharide-binding Domain of Horseshoe Crab Factor C in 

Drosophila S2 Cells. 

 

（平成 12年度） 

○郡 久美子：Studies on LPS-induced Exocytosis of Horseshoe Crab Hemocytes. 

○津田 良子：Ligand-binding properties and structural analysis of Tachylectins-5, Non-self 

recognizing proteins of the horseshoe crab. 

 

（平成 11年度） 

○神谷 力：Theoretical and experimental studies on microtubule-based protein motors: kinesin and 

ncd. 

○川原 江里子：Purification of a cell growth inhibitor from pig spinal cord. 

 

（平成 10年度） 

○尾崎 司：Horseshoe Crab Hemocyte-derived Antimicrobial Polypeptides, Tachystatins, with 

Sequence Similarity to Spider Neurotoxins. 

○極檀 聡太郎：Acetyl group-binding proteins from horseshoe crab hemolymph plasma are non-self 

recognizing lectins with structurally similar to fibrinogen. 

○豊田 将史：Length dependence of displacement fluctuation in actin sliding movement along 

myosin thick filament from molluscan smooth muscle in vitro. 

 

（平成 9年度） 

○川崎 裕子：Evidences for Head to Tail Polymerization of Coagulin, a Clotting Protein from 

Horseshoe Crab Hemocytes. 

 


