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広川信隆、竹村玲子（東大・医）

１１．神経軸索の細胞骨格とオルガネラ翰送
広川信降（宣大・医）

、

弓
『
‐
制

ﾛ｡

１２．抗ダイニン抗体及びダイニンＡＴＰａｓｅ阻害剤の後期染色体運動に及ぽす効果につ
いて

伊豆淫公作、吉田利通（三重大・医）
１３．ウニ卵細胞質ダイニンの分裂期における局在

久永真市、田中建志、真崎知生、酒井彦一（基生研、埼玉日赤、筑波
大・基礎医学、東大・理）

'4･有糸分裂中心斑と蟹､蕊騨潅井彦_(東大翌）
１５．原形質流動及び細胞質分裂にともなう細胞内Ｃａ十十の変動

吉本康明、岩松隙司、平本幸男（基生研、愛教大、東工大・理）
１６．分裂細胞表面の力学的性質

大坪路弘、平本幸男（東工大・理、基生研）
１７．いろいろな濃度のＣａ十f･を含む低張培液中でのウニ卵の染色体運動

平野霞一、平本幸男（基生研）
１８．受精の際の卵内Ｃａ++の遊離

平本幸男、吉本康明、平野憲一、岩松臓司（東工大・理、基生研、愛
教大）

１９．ウニ卵受精電位の成因に関する一仮説
小畑秀一、黒田英世（名大・理）

生体通勤の合同班会議プログラム

１９８５年１月７，８，９日
愛知県産業貿易館

お願い

１．口満時間は名演盟旦公です。質問時間を２分以上残して下さい。夜退くまで日程

が組んでありますので厳守して下さい。

２．名演者は次の一顕の座長を行って下さい。

３．このプログラムは前回御案内を差し上げた時のＮａｉｌｍｇｌｉｓｔに従って発送し、
〃

名油者あてには原則として送りません。協同発表者等へこのプログラムをお見せ

下さい。

４．ホテル等は名自御予約下さい。近くに国家公務員宿舎’'三の丸会館，，（Te1.

052-201-3326）、”東急イン”（Te1.052-202-0109)があります。私学共済組合

洲愛知会館，．（Te1.052-936-5171）も地下鉄を利用すれば２０分程度の所にあり、

ツインの部屋はかなり空いているとの本です。

※東急インを予約される場合は”生体運鋤の合同班会議出席のため”

といっていただくと割引してくれるはずです。

３０．RhizoplastとSpasInonemeの類似性

中島康、犠太稀一、浅井博（早大・理工、早大．教育）
３１．光に依存した葉緑体定位運動

永井玲子、前川誉実（阪大・教蒸）
３２．運動性小胞による節間細胞原形質の駆動

米田満樹、永井玲子（京大・理、阪大・教蕊）
３３．車軸藻類アクチン繊維上におけるミオシン固定ビーズのＣａ++依存性滑り運動

新免輝男、小浜一弘（東大．理、東大．医）
３４．脱膜シャジクモ細胞lこおける流動のＣａ十十およびＫ＋による調節

田沢仁、富永義一（東大・理、平安女学院短大）
３５．車軸藻筋間細胞窓部における動因座繊維の修復

上坪英治（一櫓大）
３６．オジギ草の運動善官歴存在するタンパク質

島幸夫、山本克彦、田宮徹、土屋隆英、松本霞一郎（上智大‘
理工）

１７：１０－１８ ： ５ ℃

２０．テトラヒメナの接合過程の生殖核の行動とintemediatefilaInentprotein
沼田治、譲辺良雄（筑波大・生物科学）

２１．テトラヒメナの温度感受性分裂停止突然変異体（cdaA1)の変異逓伝子産物につい
て

大嶋浩美、大森郁代、渡辺良雄（筑波大・生物科学）
２２．聴毛ダイニン・チューブリン系における化学一力学結合

上村慎治、矢野雅文、清水博（新技術開発本業団、東大．菜）
２３．べん毛・せん毛の波状運動とその協力現象としてのメタクロナール波

山口陽子、清水博（東大・栗）
２４．鞭毛微小管のすべり運動随おけるカー速度関係Ⅲ

大岩和弘、嵩桧景一（東大・理）
２５．ムラサキイガイ側繊毛の繊毛打頻度調節撰描

村上彫（東大・理）
２６．ヒトデ精子の軸糸描造と繊毛打の関係について

毛利秀雄（東大・教養）
２７．２１ｓダイニンＡＴＰａｓｅの精子軸糸分画による活性化

横田悦雄、馬淵一誠、佐蔑英美（名大・理、東大・教養、名大・理）
２８．クラミドモナスのダイニン腕欠失突然変異妹

神谷蔵（名大・理）
２９．微小管の生成・消滅過程

宝谷紘一（京大・理）

１９３００－戸、：４，

第１日（１月７日・月〉

１急ｇｎｎ～１４：念、

.]－４：４０－１６：２０
１Ｕ･急速凍結法によるウニ分裂装置細胞骨格の三次元構造

ヒトデ卵成熟分裂のホルモン機構
岸本健雄（基生研）

生理的多請イモリ卵における卵割の制御
岩尾康宏、片桐千明（山口大．理、北大．理）

イモリ卵の卵割満形成後期における分裂面表面の動き
沢井毅（山形大．教蕊）

マウス小腸上皮における細胞分裂
石川春健、神宮司洋一（群馬大・医）

分裂抑止剤Ｔ－１によるダル型紡錘体の誘導と細胞質分裂の抑止
伊藤知彦、小林昭雄、佐藤英美（名大・理、岡山大・農、名大・理）

ダル型紡錘体誘導に必須な分裂抑止剤の化学構造
小林昭雄、日野智利、伊頭知彦、佐頑英美（岡山大・農、名大・理）

ＮＢＤ－ファラシジン蛍光染色によるウニ卵表層部におけるアクチン績雑の可視化
田中裕一郎、佐砺英美（名大・理〉

蛍光アクチンのウニ卵内分布
浜口幸久、馬淵一誠（東工大．理、東大．教蕊）

受精，分裂時における卵細胞表層の細胞骨格
馬淵一誠、浜口幸久、月田承一郎、月田早智子、沢井毅（東大．教
務、基生研、東工大．理、璽大．睦、山形大．教諺）
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３７．生きた粘菌フイザルム変形体のｇ１Ｐ－ＮＭＲ
小浜一弘、田之倉優、山田和広（東大・医、大分医大）

３８．粘菌変形体小片における複屈折構造の変化
・石上三雄、秦野節司（滋賀大・教育、名大・理）

３９．アメーバ・アクチンの燐菌化
園部誠司、秦野繭司、黒田清子（阪大・理、名大・理）

第２日（１月８日・火）

様タンパク質
細谷浩史、馬淵一城（東大・教養、基生研）

､量．培穣筋細胞に導入された蛍光桶鍵アクチンの集合
斉腰修、大日方昂（千葉大・理）

Ｓ，アクチン調画蛋白質，コフィリン，
西田栄介、宗行英朗、酒井彦一（東大・理）

４．アクチノゲリンと筋肉臥一アクチニンの類似点と相違点
三村直稔、大滝徹也、浅野朗、月田早智子、月田承一郎（札幌医大
・がん研、東大・医）

５．Desmo80me（接着斑）に存在するカルモデユリン結合高分子量蛋白質
（DeemocaImin）

月田早智子、月田承一郎（東大・医）
６．ニワトリ筋胃のZProtein

大櫓一世、丸山工作（千葉大・理）
７．コネクチンについて

丸山工作、吉岡利忠、木村澄子、樋口秀男、大櫓一世、吉富英明（千
葉大・理、東海大、慈恵医大）

８．ＥＤＣで架徳したアクトーＳ１の脱重合一再重合サイクルに伴うＭｇ－ＡＴＰａ９ｅ
活性の復活

一海孝光、PauIDreiZen（愛知県立芸大・美術、ニューヨーク州立大
ｐ医）

１０：４５～１２：１５

g･綴虫竪藷当常享雛餓議耕貿
１０．プロテインキナーぜＣによるミオシンのリン酸化とその生理的意義

日高弘義（三璽大・医）
１１．血小板放出反応におけるＣキナーゼの役割；Ｃキナーゼ阻害剤を中心として

稲垣昌樹、川本幸代、日高弘義（三重大･.医）
１２．超高速撮影された生物

谷口美恵子（名大・理）
１３．レーザー・フーリエ変換法による重合時定数・拡散燥数・熱拡散定数の測定

石坂昭三（筑波大・生物科学）
１４．精子の運動開始機構-15Ｋタンパク質のリン酸化を中心として－

森沢正昭、林博司（東大・海洋研、名大・理）
１５．ニジマス精子中のテロシンキナーゼ

林博司、山本公子、森沢正昭（名大・理、東大・海洋研）
１６．魚類精子の運動性とＣａ什

奥野鹸、轟沢正昭（東大・教養、東大・海洋研）
１７．骨格筋の張力とCatransientに対するカフェインの作用

栗原敏、小西真人、酒井敏夫（慈恵医大）

１２：２０～1-3:２０

八木班、佐藤班連絡会議（小会議室）

樋口
一内thickfil8mentの溶解に伴う規則構造の変化
秀男、馬詰良樹（慈恵医大）

管

１９．硬直スキンドファイパーのカルシウムイオンによる崩壊
馬詰良樹、春日規克（慈恵医大）

２０．媛筋繊維筋小胞体力ルシウムポンプのストロンチウム取込み活性
堀内桂輔、遠藤実（東大・医）

２１．骨格筋トロポミオシン系のＣａ調衝における平滑筋トロポミオシンの性質
山口正弘、渡辺和子（順天堂大・体育、日大・理工）、

２２．カエル骨格筋のCOtren6ient
甜公村幹郎（川崎医大）

２９．ウシガエルparuaIbumin9のＣａ結合
小川鯖男、田之倉優（顛天堂大・医、大分医大・医）

１４：３５～１５：４５

よって鰐起されるバラトロポミオシンの局在移動
高徳興威、服部昭仁、山之上稔（北大・風）

２５．トロポニンのカルシウム結合
飯田荘象（名大・理）

２６．豚筋、再生筋および除神経筋におけるトロポニンＴ
清水法子、岨田裕（千葉大・医）

２７．キニーネ処唾単一筋繊雑の収縮特性
吉岡利忠（東海大・医）

２８． …ﾜﾄ･蝿惚緬ぅ
趣唯‘o鋤泉

杉晴夫、西山腎一（帝京大・医、帝京大・経済） 趣唯２９．ｐＰＤＭ処理筋臓雑の収縮特性
茶団茂、島田光世、杉購夫〈帝京大・医）

３０．強縮時骨格筋の正弦波状長さ変化に対するＳＯＲ回折像の変ｆｂ
田中秀洋、小林孝和、杉晴夫、若林克三、浜中俊明、西沢誠二、
中西健二、三井利夫、雨宮慶幸（帝京大・医、阪大・基礎工、
高工研）

１５：５５～１７：０５

３１．二段階筋線雑長変化時の張力変化に及ぼす化学的条件の影蓉
田仲広明（東大・薬）

３２．筋ジストロフイー症マウスと小人症マウス：筋成熟成長障害の相違
戸塚武、渡辺貴美、浦本勲（愛知県コロニー発達障害研）

３３．筋ジストロフィ－症モデルマウスにおける誘発筋母位の経時的変化の特徴
浦本勲、渡辺貴美、戸暇武（愛知県コロニー発達陣害研）

３４．フリーズフラクチヤー法による骨格筋線雑の太いフィラメント同架槍構造の観察
鈴木季直、Ｇ､H･Pollack（帝京大・医、ワシントン大・医）

３５．魚類のアクトミオシンＡＴＰ８９ｅ活性に対するＬＭＭの添加効果
松浦基、新井健一、渡辺静趨（北大・水産、群大・工）

３６．スルメイカミオシンのＴＮＰ化とＣａ制御作用
小玉修園、今野久仁彦、新井健一、渡辺静瞳（北大・水産、郡大・
工）

Ｓ７．モノクローナル抗体によるミオシン分子構造の研究誠
徳永万喜洋、鈴木理、佐伯喜美子、松元隆夫、稲葉俊彦、広漠恵子
、川島真帆、大日方昂、若林健之（東大・理、千葉大・狸）

７：１５～１８：２５

３８．平滑筋ミオシンの二つの頭部の機能
宮田真人（阪大・理）

３９．マボヤ平滑筋のトロポニンＣおよびミオシン軽銀の一次構造
高木尚、小西和彦（東北大・理）

４０．モノクローナル抗体によるニワトリ筋胃平滑筋ミオシンＨ鎖ｃＤＮＡライブラリー
の検索とクローニング

浜田義鐘、三川陸、真崎知生（基生研、生理研、筑渡大・基硬医）
４１．ニワトリ砂嚢平滑筋ミオシンの発生過程に伴う変化

鈴木礼子、大室弘美、田中建志、真暗知生（筑渡大・医、東京都臨床
研、日赤崎玉血液センター）

短l平滑筋に存在するアクチン切断因子
海老沢他、野々村禎昭（東大・医）
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麺砂のう筋ミオシンフォスファターぜ
吉田幹購（北大・理）

ミオシンのCa-ATPe6e活性のｐＨ依存性：（臥一β）か、それとも（Ａ十Ｂ）か
・渡辺静越、中田純夫、栄蕊俊夫（群大・工）

８：４５～２０：４５ 懇親会糖ｉ愛知県産業貿易館内”モンブラン”

第Ｓ日（１月９日・水）

筋収縮制御

谷沢洋一、浅田尚登（北海道教育大）
２．軟体動物アルギニンキナーゼの精製とその性質

浅田尚登、谷沢洋一（北海道教育大）
３．アワピミオシン調筋軽韻を用いて再構成したホタテミオシンの酵棄的性質

浅川哲弥、東尚巳（北海道教育大）
４．アカザラガイミオシンのＣａ－調閣作用におよぼすＴＮ－ＴＭの効果

尾島孝男、西田情義、渡辺静塗（北大・水産、群大・工）
５．シリヤケイカ唾の斜紋筋の微細構造

松野輝、川口四郎（島根大･理、川崎医療短大）
６．昆虫（トノサマパッタ）後肢筋の収縮調筋蛋白質

穣田保彦、八木康一（北大・理）
７．ミオシンーＡＴＰ複合体のトポグラフィー

平塚寿章（旭川医大）
８．ミオシンＳＨＯから軽錨への光架櫨

武野大策、須膿典子、関根隆光（順天堂大・医）
９．ニワトリ砂のう筋ミオシンのＮ－ヨードアセチル－Ｎ′－(5-スルフォー１－

ナフチル）工チレンジアミンによる化学修飾
尾西裕文（東工大・理）

１０８５５～１２：２５

部のヘテロ性
・理工）
１，Ａ２）miHtUre
る選択的ラペリン４
ｍ田勝久（九大・Ｚ

，アクト弓オシン、

１０．トリプトファン蛍光で調べたミオシン頭部のヘテロ性
鬼頭政、浅井博（早大・理工）

１１．チメロザール処理したミオシンＳ１（Ａ１，Ａ２）miHtUreとＳ１（Ａ１）
i90zymeに対するＶｉ２Ｌ』里ＡＤＰによる選択的ラベリング

川村高紀、江本由美子、太和田勝久（九大・理）
１２．ＥＤＣで架楢したミオシンフィラメント、アクト弓オシン、ミオフィブリル、アク

トＨＭＭ，アクトＳ－１の諸性質の比較
木村道夫、太和田腸久（九大・理）

･密．アクトミオシンＡＴＰ加水分隈の熱力学とストップト・フローカロリメトリー
児玉孝堕、米谷快男児〈岡山大・歯、大分医大）

１４．高時間分賎能ｊ０ＰＮＭＲによる収縮におけるエネルギー利用
山田和広、田之倉優（大分医大）

１５．脳と筋のミオシン軽鎖キナーゼの比較
桑山秀人（生理研）

１６．脳のミオシンの構造・性質と増酸化
松村末夫（佐賀医大）

１７．脳のミオシンL･鏑と幼若筋ミオシンＬ鎖の類似性
大室弘美、大日方昂、川島真帆、田中建志、神沼二真（東京都臨床
研、千葉大・理、崎玉日赤血油センター、）．

１８．ＭＡＰ－２のＦアクチン束化に及lぎすトロポミオシンの阻害効果
岡垣壮、朝倉畠〈名大・垂）

域のＣａ++怒受性に対するアクチンの効果
夫、川崎美津子（順天堂大・医）亀山恒夫、川崎美津子（順天堂プ

２０．ｓ－１上の二つのＦアクチン結合部位
盛田フミ、加薦剛志（北大・理）

葛

２１．ｓ－１の20Ｋフラグメントとアルカリ軽舗の結合
加醒剛志、加腰ひとみ、盛田フミ（北大・理）

２２．画子顛微鏡を用いたミオシンＡＴＰ８９ｇ活性部位の同定
須震和夫、若林髄之（東大・理）

２Ｓ･負染色理顕観察によるアクチンーミオシン頭部複合体の構造変化．
荒田敏昭、井上明男（阪大･理〉

垂'．急速凍結法による筋収縮過程の隈析１１１.ミオシン・クロスブリッジの肋懸
月田承一陣、矢野雅文、田仲広明、月田早智子（東大・医、

４g

東大・薬）

．．急速凍結法による筋収縮過程の解析Ⅳ｡新しい筋収縮モデル
矢野雅文、月田承一陣、田仲広明、月田早智子（東大・薬、
東大・医）

２６．偏光躍消法で見た筋原鑓維内ミオシン頭部の運動
石渡信一、木下一彦、吉村英蕃、池上明（早大・理工、日本琢子）

１４：５５～１５：５５

２７．アクトミオシン一ＡＴＰａ６ｅ反応の律速段階
安居光国（阪大・理）

E⑱．ＩＡＴＰサイクル中に起こるアクチンーミオシンの滑走距壁
柳田敏雄<阪大ｂ基鰹工）

２９．ＡＴＰを分擢しながらＦ－アクチン上をランダムウオークするミオシン分子の運動
モデル

永井喜則、香川浩、浅井博（麻布大・獣医、日本医大、早大・
理工）

３屯．アクトミオシンの試験管内運動
藤目杉江（名大・理）

区。．アクチンのトレッドミリング
御櫨広真、鈴木直哉、大井淳史（名大・理）

唱嘆･顕微論下でみられる単一アクチン繊維の運動
本多元、長島一、朝倉昌（名大・理）

T●
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