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【研究テーマ】 
1. X 線結晶学を用いたアミノペプチダーゼの構造と機能に関する研究 
2. X 線結晶学を用いた脱水素酵素の構造と機能に関する研究 
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【研究費取得状況】 

1. 科学研究費補助金「アミノペプチダーゼ N の反応機構と基質認識機構の解明」 若手研

究(B) （継続課題） 
 

【過去の研究業績総計】 

原著論文（欧文） 27 編 （邦文） 編 

総説  （欧文） 編 （邦文） 編 

著書  （欧文） 編 （邦文） 1 編 

紀要  （欧文） 編 （邦文） 編 
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