
年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 池田勝

平成7年 助教授 森川正章 井上洋平

（1995年） 助手 春木　満 川崎善博

7月 古賀雄一

小柳智義

平野展孝 9名

年度         スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 大谷直人 池内　啓

平成8年 助教授 森川正章 沖部奈緒子 井上洋平

（1996年） 助手 春木　満 竹本　研 大橋良範

4月 林　敬子 古賀雄一

松田知己 平野展孝 13名

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 大西正剛 大谷直人 池内　啓 ＜研究生＞

平成9年 助教授 森川正章 河内隆行 沖部奈緒子 井上洋平 竹本　研

（1997年） 助手 春木　満 長谷謙一 松田知己 大橋良範 ＜研究員＞

4月 船山　哲 室谷　歩* 古賀雄一 天田　啓

水口　悟 平野展孝 金　沙 20名

* 平成８年10月〜平成9年3月　研究生

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 河南裕史 河内隆行 大谷直人 加藤智久 ＜研究員＞

平成10年 助教授 森川正章 小松龍太 野川朋子 沖部奈緒子 古賀雄一 天田　啓

（1998年） 助手 春木　満 佐藤明宏 長谷謙一 松田知己 平野展孝 金　沙

4月 津中康央 船山　哲 室谷　歩 ＜ユネスコ＞

平野伸一 水口　悟 Nguyen Q.Huy* 

藤川　誠 24名

* 平成9年11月〜

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 河南裕史 河内隆行 大谷直人 加藤智久 ＜研究員＞

平成10年 助教授 森川正章 小松龍太 野川朋子 沖部奈緒子 古賀雄一 天田　啓

（1998年） 助手 春木　満 佐藤明宏 長谷謙一 松田知己 平野展孝 ＜ユネスコ＞

10月 事務補佐 松本玲子* 津中康央 船山　哲 室谷　歩 Nguyen Q.Huy 

平野伸一 水口　悟 ＜研究生＞

藤川　誠 Niran Roongsawang 25名

* 平成10年5月1日〜　

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 亀山貴之 河南裕史 河内隆行 大谷直人 加藤智久 ＜研究員＞

平成11年 助教授 森川正章 鈴木　裕 小松龍太 野川朋子 国広波緒 古賀雄一 天田　啓

（1999年）学内講師 春木　満 中野力太 津中康央 長谷謙一 Kwon Hyun Ju* 平野展孝 ＜研究生＞

4月 事務補佐 松本玲子 橋口智史 平野伸一 船山　哲 松田知己 佐藤明宏

三浦敬子 藤川　誠 水口　悟 室谷　歩 Niran Roongsawang

宮永明日華 31名

* 平成10年11月〜平成11年3月　研究生

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 亀山貴之 河南裕史 河内隆行 大谷直人 加藤智久 ＜研究員＞

平成11年 助教授 森川正章 鈴木　裕 小松龍太 野川朋子 国広波緒 古賀雄一 天田　啓

（1999年）学内講師 春木　満 中野力太 津中康央 長谷謙一 Kwon Hyun Ju 平野展孝 高木英典*

10月 事務補佐 松本玲子 橋口智史 平野伸一 船山　哲 松田知己

三浦敬子 藤川　誠 水口　悟 室谷　歩

宮永明日華 30名

* 平成11年6月〜

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 鎰広真司 亀山貴之 河南裕史 大谷直人 加藤智久 ＜研究員＞

平成12年 助教授 森川正章 笠野高央 鈴木　裕 小松龍太 国広波緒 古賀雄一 高木英典

（2000年）学内講師 春木　満 田中志帆里 中野力太 津中康央 室谷　歩 平野展孝

4月 事務補佐 松本玲子 全  賢基 橋口智史 平野伸一 Kwon Hyum Ju

辻  忠夫 藤川　誠

西川  博 宮永明日華 28名



年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 鎰広真司 亀山貴之 河南裕史 大谷直人*1 加藤智久*2 ＜研究員＞

平成12年 助教授 森川正章 笠野高央 鈴木　裕 小松龍太 国広波緒 古賀雄一*3 高木英典

（2000年）学内講師 春木　満 田中志帆里 中野力太 津中康央 室谷　歩 平野展孝*4 ＜研究生＞

10月 事務補佐 松本玲子 全  賢基 橋口智史 平野伸一 Kwon Hyum Ju Niran Roongsawang

辻  忠夫 藤川　誠

西川  博 宮永明日華 29名

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 大木啓央 鎰広真司 亀山貴之 津中康央 国広波緒

平成13年 助教授 森川正章 河合良尚 桑原克昌 鈴木　裕 平野伸一 室谷　歩

（2001年）学内講師 春木　満 齋藤健二 田中志帆里 中野力太 Niran Roongsawang Kwon Hyum Ju

4月 事務補佐 松本玲子 田所高志 全  賢基 橋口智史

向山　厚 辻  忠夫

西川  博 25名

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 大木啓央 鎰広真司 亀山貴之 津中康央 国広波緒

平成13年 助教授 森川正章 河合良尚 桑原克昌 鈴木　裕 平野伸一 室谷　歩*2

（2001年）学内講師 春木　満*1 齋藤健二 田中志帆里 中野力太 Niran Roongsawang Kwon Hyum Ju*3

10月 事務補佐 松本玲子 田所高志 全  賢基 橋口智史

向山　厚 辻  忠夫

西川  博 25名

*1 平成14年4月1日　日大助教授へ

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 岡原良太 河合良尚 鎰広真司 鈴木　裕 津中康央 国広波緒 ＜研究生＞

平成14年 助教授 森川正章 清水尚子 斎藤健二 桑原克昌 平野伸一 Joel C. Cornista

（2002年） 助手 高野和文 高塚敦子 田所高志 田中志帆里 Niran Roongsawang

4月 事務補佐 松本玲子 竹内謙悟 田中雅紀 全  賢基

向山　厚 辻  忠夫

西川  博 25名

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 岡原良太 河合良尚 鎰広真司 鈴木　裕 津中康央 国広波緒

平成14年 助教授 森川正章 清水尚子 斎藤健二 桑原克昌 Joel C. Cornista 平野伸一

（2002年） 助手 高野和文 高塚敦子 田所高志 田中志帆里 Niran Roongsawang

10月 事務補佐 松本玲子 竹内謙悟 田中雅紀 全  賢基

向山　厚 辻  忠夫

Clement Angkawidjaja† 西川  博 26名

† 英語コース

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 片桐義章 遠藤秀爾 河合良尚 Joel C. Cornista 鈴木　裕 国広波緒 ＜研究生＞

平成15年 助教授 森川正章 濱淵崇亘 岡原良太 斎藤健二 全  賢基 津中康央 Marian A.Pulido

（2003年） 助手 高野和文 水谷陽一 越智大輔 田所高志 平野伸一 劉　東周

4月 事務補佐 松本玲子 本池英樹 竹内謙悟 田中雅紀 Niran Roongsawang ＜技術補佐員＞

Clement Angkawidjaja† 向山　厚 森田牧子*

前田　尚 29名

* 平成14年12月〜

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 片桐義章 遠藤秀爾 河合良尚 全  賢基 鈴木　裕 国広波緒 ＜技術補佐員＞

平成15年 助教授 森川正章 濱淵崇亘 岡原良太 斎藤健二 Marian A.Pulido Joel C. Cornista 津中康央*1 前田　尚

（2003年） 助手 高野和文 水谷陽一 越智大輔 田所高志 劉　東周 平野伸一*2

10月 事務補佐 松本玲子 本池英樹 竹内謙悟 田中雅紀 Niran Roongsawang*3

M. Saifur Rohman† 向山　厚

陳 志銘† Clement Angkawidjaja† 30名

† 英語コース

*1 博士論文タイトル：リボヌクレアーゼHの分子多様性に関する研究（平成13年3月）#3

*2 博士論文タイトル：新規高温/低温油田細菌の単離と諸性質の解析（平成13年3月）#1

*3 博士論文タイトル：超好熱始原菌酵素と常温菌酵素の比較研究（平成13年7月）#4

*4 博士論文タイトル：Thermus thermophilus  HB8 由来リボヌクレアーゼ HIの活性と安定性に関する研究（平成13年3月）#2

*2 博士論文タイトル：リボヌクレアーゼ HIIの構造と機能の解析（平成14年3月）#5

*3 博士論文タイトル：ファミリーI.3リパーゼの構造、機能、分泌に関する研究（平成14年3月）#6



年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 垣之内啓介 岡田千尋 Clement Angkawidjaja† Marian A.Pulido Joel C. Cornista 国広波緒(休学) ＜技術補佐員＞

平成16年 助教授 森川正章*1 砂堀智史 片桐義章 遠藤秀爾 劉　東周 全  賢基 鈴木　裕 前田　尚

（2004年） 助手 高野和文 高橋周平 濱淵崇亘 岡原良太 田所高志 鎌田くみ子*2

4月 事務補佐 松本玲子 田中俊一 保呂聰 越智大輔 田中雅紀 新納　愛

坂東敬祐 水谷陽一 竹内謙悟 向山　厚

本池英樹

M. Saifur Rohman†

陳 志銘† 33名

*1 平成16年5月1日　北大教授へ

*2 平成15年12月〜

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 垣之内啓介 岡田千尋 遠藤秀爾 田所高志 全  賢基 国広波緒(休学) ＜技術補佐員＞

平成16年 助教授 高野和文*1 砂堀智史 片桐義章 岡原良太 田中雅紀 Marian A.Pulido 鈴木　裕*3 前田　尚

（2004年） 助手 古賀雄一*2 高橋周平 濱淵崇亘 越智大輔 向山　厚 劉　東周 Joel C. Cornista 鎌田くみ子

10月 事務補佐 松本玲子 田中俊一 保呂聰 竹内謙悟 Clement Angkawidjaja† 新納　愛

坂東敬祐 水谷陽一 M. Saifur Rohman†

本池英樹 陳 志銘† 34名

*1 5月1日 昇任

*2 7月16日 着任 

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等

教授 金谷茂則 勝見亮太 石田祐樹 岡田千尋 Clement Angkawidjaja† Marian A.Pulido 国広波緒(休学) ＜技術補佐員＞

平成17年 助教授 高野和文 桑原将行 岡田 淳 片桐義章 劉　東周 Joel C. Cornista 前田　尚

（2005年） 助手 古賀雄一 竹田喜樹 垣之内啓介 濱淵崇亘 田所高志 全  賢基 新納　愛

4月 事務補佐 松本玲子 東 亮吾 砂堀智史 保呂聰 田中雅紀 ＜研究生＞

藤沢 亮 田中俊一 水谷陽一 向山　厚 Ohnmar Ye Win

Fazliana Halid 坂東敬祐 本池英樹 董　洪挙

松下恭子 M. Saifur Rohman†

陳 志銘† 38名

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 勝見亮太 石田祐樹 岡田千尋 M. Saifur Rohman† 田所高志 国広波緒（休学） ＜共同研究員＞

助教授 高野和文 桑原将行 岡田　淳 片桐義章 Ohnmar Y. Win† 田中雅紀 全　賢基*1 金谷栄子

助手 古賀雄一 竹田喜樹 垣之内啓介 濱淵崇亘 向山　厚 Marian A. Pulido 加茂昌之

平成17年 事務補佐 松本玲子 東　亮吾 砂堀智史(休学) 保呂　聰 Clement Angkawidjaja† 劉　東周 前田　尚

（2005年） 藤沢　亮 田中俊一 水谷陽一 ＜研究生＞

10月 Faziliana Halid 坂東敬祐 本池英樹 冨永恭代

松下恭子

董　洪挙†

Narupat Hongdilokkul†

Rossukon Thongwichian† 40名

† 英語コース

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 安東菜津美 安部有美 石田祐樹 M. Saifur Rohman† Clement Angkawidjaja† Marian A. Pulido*1 ＜ユネスコ＞

助教授 高野和文 竹内勇希 勝見亮太 岡田　淳 Ohnmar Y. Win† 劉　東周*2 Chutima Sringiew*3

助手 古賀雄一 中村仁美 桑原将行 垣之内啓介 桑原克昌 田所高志

平成18年 事務補佐 松本玲子 西尾明夏 竹田喜樹 砂堀智史(休学中) 田中雅紀

（2006年） 宮下聖子 冨永恭代 田中俊一 向山　厚

4月 東　亮吾 坂東敬祐

董　洪挙† 松下恭子

Narupat Hongdilokkul†

Rossukon Thongwichian† 35名

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 安東菜津美 安部有美 石田祐樹 桑原克昌 M. Saifur Rohman† 田所高志*1 ＜特任研究員＞

助教授 高野和文 竹内勇希 勝見亮太 岡田　淳 Ohnmar Y. Win† 田中雅紀 劉　東周

助手 古賀雄一 中村仁美 桑原将行 垣之内啓介 向山　厚*2 ＜招へい研究員＞

平成18年 事務補佐 松本玲子 西尾明夏 竹田喜樹 田中俊一 Clement Angkawidjaja† Marian A. Pulido

（2006年） 宮下聖子 冨永恭代 坂東敬祐

*2 博士論文タイトル：極低酸素濃度環境下における多環式芳香族化合物分解細菌Xanthobacter polyaromaticivorans 127W株の単離及び特性解析（平成
19年3月）#11
*3 博士論文タイトル：Studies on biosurfactant producing microorganisms: isolation, characterization, and molecular cloning of
biosynthetic genes（平成16年3月）#8

*1 博士論文タイトル：Role of the propeptide on temperature-dependent maturation of Tk-subtilisin from a hyperthermophilic archaeon（平成
20年3月）#16

*1 博士論文タイトル：大腸菌RNase HIの触媒機構に関する研究（平成16年3月）#7

*1 博士論文タイトル：Bacillus stearothermophilus由来RNase HⅢの構造･機能に関する研究（平成18年3月）#10

*3 博士論文タイトル：低温菌Shewanella  sp. SIB1株の低温適応機構の分子論的解析（平成17年3月）#9

*2 博士論文タイトル：蛋白質の高温適応における表面荷電性アミノ酸とC末端tailの役割（平成19年11月）#15

*3　平成17年11月〜



10月 東　亮吾 松下恭子

Tita Foophow† 董　洪挙†

Narupat Hongdilokkul†

Rossukon Thongwichian† 34名

† 英語コース

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 上原　了 安東菜津美 安部有美 岡田　淳 桑原克昌 Clement Angkawidjaja†*1 ＜特任研究員＞

准教授 高野和文 岡本知洋 竹内勇希 勝見亮太 田中俊一 M. Saifur Rohman† 劉　東周

助教 古賀雄一 大和紗耶 中村仁美 桑原将行 Ohnmar Y. Win† 田所高志

平成19年 特任助教 平野展孝 横谷苑子 西尾明夏 竹田喜樹 ＜ユネスコ＞

（2007年） 事務補佐 松本玲子 吉川　将 宮下聖子 冨永恭代 Nguyen T. Nhan*2

4月 Tita Foophow† 東　亮吾

董　洪挙†

Narupat Hongdilokkul†

Rossukon Thongwichian† 34名

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 上原　了 安東菜津美 安部有美 岡田　淳 桑原克昌 M. Saifur Rohman† ＜特任研究員＞

准教授 高野和文 岡本知洋 竹内勇希 勝見亮太 田中俊一 劉　東周

平成19年 助教 古賀雄一 大和紗耶 中村仁美 桑原将行 Rossukon Thongwichian† 田所高志

（2007年） 特任助教 平野展孝 横谷苑子 西尾明夏 竹田喜樹 ＜招へい研究員＞

10月 特任助教 Clement Angkawidjaja 吉川　将 宮下聖子 冨永恭代 董　洪挙

事務補佐 松本玲子 Cahyo Budiman† 東　亮吾 劉　新育*1

Nujarin Jongruja† Tita Foophow† 34名

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 風間洋隆 Cahyo Budiman† Tita Foophow† 岡田　淳 M. Saifur Rohman†*1 ＜特任研究員＞

准教授 高野和文 阪部知子 Nujarin Jongruja† 安東菜津美 田中俊一 桑原克昌 田所高志

平成20年 助教 古賀雄一 佐藤　彩 家藤奈津子 竹内勇希 ＜研究生＞

（2008年） 特任助教 Clement Angkawidjaja 福田浩之 上田泰徳 中村仁美 Maria Cheng

4月 特任助教 金谷栄子 外尾竜太 上原　了 西尾明夏

特任助教 金　重載 横山光士 岡元将太 宮下聖子

事務補佐 松本玲子 吉川　将 岡本知洋

大和紗耶 34名

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 風間洋隆 家藤奈津子 安東菜津美 平田善彦 岡田　淳 桑原克昌 ＜特任研究員＞

准教授 高野和文 阪部知子 上田泰徳 竹内勇希 Tita Foophow† 田中俊一*1 安森美帆*2

平成20年 助教 古賀雄一 佐藤　彩 上原　了 中村仁美 ＜招へい研究員＞

（2008年） 特任助教 Clement Angkawidjaja 福田浩之 岡元将太 西尾明夏 M. Saifur Rohman

10月 特任助教 金谷栄子 外尾竜太 岡本知洋 宮下聖子

特任助教 金　重載 横山光士 大和紗耶 Cahyo Budiman†

事務補佐 松本玲子 吉川　将 Nguyen Tri Nhan† Nujarin Jongruja†

Maria Cheng† 36名

†　英語コース

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 岡野啓志 Nguyen Tri Nhan† Cahyo Budiman† 平田善彦 桑原克昌 ＜特任研究員＞

准教授 高野和文 尾崎昌史 Maria Cheng† Nujarin Jongruja† Tita Foophow† 岡田　淳 安森美帆

平成21年 助教 古賀雄一 小林　淳 風間洋隆 家藤奈津子 ＜学振特別研究員＞

（2009年） 特任助教 Clement Angkawidjaja 立花由梨枝 佐藤　彩 上田泰徳 田中俊一

4月 特任助教 金谷栄子 中堀美賀子 福田浩之 上原　了 ＜研究生＞

特任助教 金　重載 松元寛幸 外尾竜太 岡元将太 Tannous E. Antonios

事務補佐 松本玲子 山之内麻衣 岡本知洋

事務補佐 高杉利恵*1 横山光士 大和紗耶

37名

*1　平成20年11月〜

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 岡野啓志 風間洋隆 家藤奈津子 Cahyo Budiman† 平田善彦 桑原克昌 ＜特任研究員＞

准教授 高野和文 尾崎昌史 佐藤　彩 上田泰徳 Nujarin Jongruja† Tita Foophow† 岡田　淳 平田あずみ

平成21年 助教 古賀雄一 小林　淳 福田浩之 上原　了 安森美帆

（2009年） 特任助教 Clement Angkawidjaja 立花由梨枝 外尾竜太 岡元将太 ＜学振特別研究員＞

10月 特任助教 金谷栄子 中堀美賀子 山之内麻衣 岡本知洋 田中俊一

特任助教 金　重載 松元寛幸 横山光士 大和紗耶 ＜研究生＞

特任助教 岡田　健  Elias A. Tannous† Nguyen Tri Nhan† 洪　逊

事務補佐 松本玲子 Nitat Sinsereekul† Maria Cheng†

事務補佐 高杉利恵 41名

† 英語コース

*2　平成20年5月〜

*2 博士論文タイトル：超好熱菌由来蛋白質の構造安定性の解析とその応用（平成19年3月）#12

*1 博士論文タイトル：低温菌由来RNase Hの分子多様性に関する研究（平成19年9月）#13

*1　博士論文タイトル：Studies on the structure, function and biotechnological application of a family I.3 lipase（平成19年9月）#14　

*2　平成18年11月〜

† 英語コース

*1　平成19年9月〜　

*1　博士論文タイトル：Mutational effects on the stabilities, activities, and structures of RNases　H（平成21年3月）#17

*1　博士論文タイトル：超好熱古細菌由来サチライシンの新奇な成熟化機構および優れた安定性に関する研究（平成21年3月）#18



年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 青井敦史  Elias A. Tannous† Nguyen Tri Nhan† Cahyo Budiman† 平田善彦*1 桑原克昌*2 ＜特任研究員＞

准教授 高野和文 大田黒晴樹 Nitat Sinsereekul† Maria Cheng† Nujarin Jongruja† Tita Foophow† 岡田　淳 平田あずみ

平成22年 助教 古賀雄一 髙宮毅志 岡野啓志 風間洋隆 上原　了 ＜研究生＞

（2010年） 特任助教 Clement Angkawidjaja 畑中昭伴 尾崎昌史 佐藤　彩 洪　逊

4月 特任助教 金谷栄子 前田あゆみ 小林　淳 福田浩之

特任助教 岡田　健 三田雄大 外尾竜太

事務補佐 松本玲子 立花由梨枝 山之内麻衣

事務補佐 川北順子 中堀美賀子 横山光士

松元寛幸 39名

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 青井敦史 岡野啓志 風間洋隆 上原　了 Cahyo Budiman† 岡田　淳 ＜特任研究員＞

准教授 高野和文*1 大田黒晴樹 尾崎昌史 佐藤　彩 Nguyen Tri Nhan† Nujarin Jongruja† Tita Foophow†*3 平田あずみ

平成22年 助教 古賀雄一 髙宮毅志 小林　淳 福田浩之 Maria Cheng† 桑原克昌

（2010年） 特任助教 Clement Angkawidjaja 畑中昭伴 三田雄大 外尾竜太 ＜学振特別研究員＞

10月 特任助教 金谷栄子 前田あゆみ 立花由梨枝 山之内麻衣 劉　東周*4

特任助教 岡田　健 中堀美賀子 横山光士

事務補佐 松本玲子 松元寛幸 Elias A. Tannous†

事務補佐 川北順子 Etin Diah Permanasari† Nitat Sinsereekul†

洪　逊† Sintawee Sulaiman†*2 41名

† 英語コース

*2　平成22年7月〜

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 熱田侑也 Etin Diah Permanasari† Elias A. Tannous† Nguyen Tri Nhan† Cahyo Budiman† 岡田　淳 <学振特別研究員＞

准教授 古賀雄一 阿部一勝 洪　逊† Nitat Sinsereekul† Maria Cheng† Nujarin Jongruja† 　 劉　東周

平成23年 特任助教 Clement Angkawidjaja 安東洋平 青井敦史 Sintawee Sulaiman† 　 上原　了 ＜特任研究員＞

（2011年） 事務補佐  松本玲子 高橋明希子 大田黒晴樹 風間洋隆  荒西睦雄

4月 勇崎孝太 鹿倉敏裕 岡野啓志 ＜招へい教授＞

髙宮毅志 尾崎昌史 　 高野和文

畑中昭伴 小林　淳 ＜招へい研究員＞

三田雄大 平田あずみ

 立花由梨枝

 　 中堀美賀子  

 　 松元寛幸   37名

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 熱田侑也 青井敦史 風間洋隆 Elias A. Tannous† 上原　了 岡田　淳 <学振特別研究員＞

准教授 古賀雄一 阿部一勝 大田黒晴樹 岡野啓志 Sintawee Sulaiman† Nguyen Tri Nhan† 　Cahyo Budiman† 劉　東周

平成23年 特任助教 Clement Angkawidjaja 安東洋平 鹿倉敏裕 尾崎昌史 　 Maria Cheng† Nujarin Jongruja† ＜特任研究員＞

（2011年） 事務補佐  松本玲子*1 高橋明希子 髙宮毅志 小林　淳  荒西睦雄

10月 勇崎孝太 畑中昭伴 三田雄大 ＜招へい教授＞

立花由梨枝 　 高野和文

中堀美賀子 ＜招へい研究員＞

松元寛幸 平田あずみ

 Etin Diah Permanasari†

 　 洪　逊†  35名

† 英語コース

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 高橋明希子 熱田侑也 中堀美賀子 Elias A. Tannous† Nguyen Tri Nhan† 岡田　淳*2 <学振特別研究員＞

准教授 古賀雄一 鈴木誠志 阿部一勝 Etin Diah Permanasari† Sintawee Sulaiman† Maria Cheng† Cahyo Budiman†*3 劉　東周

平成24年 特任助教 Clement Angkawidjaja 豊島大地 安東洋平 洪　逊† 岡野啓志　 Nujarin Jongruja†*4 ＜特任研究員＞

（2012年） 事務補佐 足立彩*1 早瀬陽進 小西香菜子 青井敦史  上原　了 金谷栄子

4月 三浦明子 勇崎孝太 大田黒晴樹

鹿倉敏裕 　

髙宮毅志

畑中昭伴 33名

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 高橋明希子 熱田侑也 青井敦史 岡野啓志　 Elias A. Tannous† 上原　了*2 ＜特任研究員＞

准教授 古賀雄一 鈴木誠志 阿部一勝 大田黒晴樹 Etin Diah Permanasari† Sintawee Sulaiman† Nguyen Tri Nhan† 金谷栄子

平成24年 特任助教 Clement Angkawidjaja 豊島大地 安東洋平 鹿倉敏裕 Maria Cheng† ＜外国人招へい研究員＞

（2012年） 事務補佐 足立彩*1 早瀬陽進 小西香菜子 髙宮毅志  M. Saifur Rohman

10月 三浦明子 勇崎孝太 畑中昭伴 ＜招へい研究員＞

岡田　淳 29名

*4　博士論文タイトル：Role of the N-terminal domains for activities and stabilities of RNases H from hyperthermophilic bacteria（平成24年
9月）#23

*1　博士論文タイトル：微生物由来界面活性剤の機能と応用に関する研究（平成22年9月）#19

*1　平成24年4月より情報科学研究科事務部勤務

*3　博士論文タイトル：Studies on PPIase activity and chaperone function of FKBP22 from Shewanella  sp. SIB1 with a V-shaped dimeric
structure（平成24年6月）#22

*4　平成22年9月〜

*2　博士論文タイトル：Family I.3リパーゼの結晶構造：Ca
2+
イオンとC末端保存配列モチーフの役割（平成23年3月）#21

*1　平成24年2月16日〜

*3　博士論文タイトル：Structural and functional studies of subtilisin-like serine protease, Tk-SP, from Thermococcus kodakaraensis  with
β-jelly roll domain（平成22年12月）#20

*2　博士論文タイトル：超好熱菌由来タンパク質の遅い変性反応の解析（平成25年3月）#24

*1　平成23年4月1日　京都府大教授へ



† 英語コース

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 加藤　萌 鈴木誠志 熱田侑也 Etin Diah Permanasari† Elias A. Tannous† Nguyen Tri Nhan†*2 ＜特任研究員＞

准教授 古賀雄一 酒井悠佑 三浦明子 阿部一勝 Sintawee Sulaiman† Maria Cheng† 金谷栄子

平成25年 特任助教 Clement Angkawidjaja 清水七海 森数渉 安東洋平 岡野啓志 上原　了

（2013年） 事務補佐 森尾雅江*1 志村祐作 小西香菜子  

4月 豊島大地 勇崎孝太

藤澤裕紀 26名

† 英語コース

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 加藤　萌 鈴木誠志 熱田侑也 岡野啓志 Maria Cheng†*1 ＜特任研究員＞

准教授 古賀雄一 酒井悠佑 三浦明子 阿部一勝 Etin Diah Permanasari† Elias A. Tannous† 金谷栄子

平成25年 特任助教 Clement Angkawidjaja 清水七海 森数渉 安東洋平 Sintawee Sulaiman†

（2013年） 事務補佐 森尾雅江 志村祐作 小西香菜子  

10月 豊島大地 勇崎孝太

藤澤裕紀 24名

† 英語コース

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 足立航平 酒井悠佑 鈴木誠志 Etin Diah Permanasari† Sintawee Sulaiman†*1 ＜特任研究員＞

平成26年 准教授 古賀雄一 伊藤春菜 清水七海 三浦明子 Elias A. Tannous†*2 金谷栄子

（2014年） 特任助教 Clement Angkawidjaja 伊藤美咲 志村祐作 森数　渉 岡野啓志

4月 事務補佐 森尾雅江 高野筑 藤澤裕紀  

松尾羽純 21名

† 英語コース

年度        スタッフ B4 MC1 MC2 DC1 DC2 DC3 研究生等
教授 金谷茂則 足立航平 酒井悠佑 鈴木誠志 岡野啓志*1 ＜特任研究員＞

平成26年 准教授 古賀雄一 伊藤春菜 清水七海 三浦明子 Etin Diah Permanasari†*2 金谷栄子

（2014年） 特任助教 Clement Angkawidjaja 伊藤美咲 志村祐作 森数　渉 Elias A. Tannous

10月 事務補佐 森尾雅江 高野筑 藤澤裕紀  

松尾羽純 20名

† 英語コース

*1　博士論文タイトル：Structure, stability and activity of metagenome-derived LC-cutinase with polyethylene terephthalate (PET) degrading ability （平成26年8月） #28

*1　博士論文タイトル：メタゲノム法により枝葉コンポストから単離した新規セルラーゼとエステラーゼの構造と機能に関する研究 （平成27年3月） #30

*2　博士論文タイトル：Studies on the N-terminal substrate binding domains of bacterial RNases H1 and H2 （平成27年5月以後） #31

*2　博士論文タイトル： Studies on the folding mechanism of halophilic RNase H1 and role of type 1 RNase H in DNA repair （平成26年12月） #29

*1　平成25年1月15日退職

*2　博士論文タイトル：Structural and biochemical studies of two novel metagenome-derived RNases H1（平成25年6月）#26

*1　平成25年1月16日〜

*2　博士論文タイトル：超好熱古細菌由来Tk-subtilisinの高温適応と成熟速度に関する研究（平成25年3月）#25

*1　博士論文タイトル：Functional Alteration of a Family I.3 Lipase from Pseudomonas sp. MIS38 by “Lid Engineering” （平成26年6月) #27


	学生

