
１９９４年生体運動合同班会議プログラム 

 

                  １月５日（木） 

 

            （１０：３０ー１２：００） 

  1.  筋ジストロフィー(dy)マウスにおけるラミニンの欠損 

   荒畑喜一、林由起子、杉田秀夫、古賀律子（国立精神・神経センター） 

 

  2.  ジストロフィン結合糖タンパク質複合体の構造 

   吉田幹晴、鈴木厚、山本秀子、水野裕司、小沢  二郎（国立精神・神経センター） 

 

 3.  ジストロフィン・ロッドのヒンジ３を含むセグメントのＮＭＲとＣＤによる測定 

   田之倉優、鈴木厚１、野口悟１、小沢  二郎１（東大・理・生化、国立精神・神経

センター１） 

  

 4.  形質膜結合部位におけるジストロフィンと結合タンパク質との相互作用 

   鈴木厚、吉田幹晴、林謙介、水野裕司、萩原康子、小沢  二郎（国立精神・神経セ

ンター） 

 

 5.  mdx マウスへの重力負荷は筋線維の崩壊を促進する 

   松田良一（東大・教養・生物）  

 

 6. 筋ジストロフィー症マウス：変容する筋核 

   戸塚武（愛知身障者コロニー） 

 

 7.  ウシガエル骨格筋リアノジン受容体アイソフォームの cDNA クローニング 

   小山田英人、村山尚１、高木保、飯野正光、岩部直之２、宮田隆２、小川靖男１、

遠藤實 

     （東大・医・薬理、順天堂大・医・薬理１、京大・理・生物物２） 

 

 8.  平滑筋の分化に関わる転写因子の探索 

   中村清二１、桜井隆１、大見和宏１、斉藤啓一１、２、坂本昭久１、２、上野芳夫

２（東大・        

      医・薬理１、東京理科大・薬２） 

 

 9.  神経組織に特異的に発現する非筋細胞ミオシン重鎖アイソフォーム 



   高橋正行、平野高明、佐々木隆、山岸晧彦（北大・理・生物） 

 

            （１：００ー２：３０） 

 10.  コイのミオシン・アイソフォームの構造について 

   渡部経五（東大・農・水産化学） 

 

 11.  ミオシンの２つの頭部と抗体の反応 

   村井晋、荒田敏昭、井上明男（阪大・理・生物） 

 

 12.  双頭ミオシン分子の反応性リシン残基のトリニトロフェニル化 

   小松英幸（九工大・情報工学） 

 

 13.  ミオシン頭部のアクチン結合部位と ATP による変位 

   荒田敏昭（阪大・理・生物） 

 

 14.  滑り運動中のミオシン頭部の構造 

   片山栄作（東大・医科研・微細形態） 

 

 15.  平滑筋ミオシン必須軽鎖と重鎖の相互作用 

   尾西裕文、矢島エイ子１、毎田徹夫１、藤原敬己（国立循環器病センター・循環器

形態、長崎大 

   ・医・生化１） 

 

 16.  車軸藻モータータンパク質 

   山本啓一、菊山宗弘１、上坪英治２（創価大、放送大１、一橋大２） 

 

 17.  植物ミオシンのカルシウム制御 

   新免輝男、横田悦雄（姫路工大・理・生命） 

 

 18.  ミオシン ADP 相互作用の誘電分散測定 

   重松順司、児玉孝雄、鈴木誠１（九工大・情報工学、工技院・融合研１） 

 

            （２：４０ー４：１０） 

 19.  ミオシン ATP 分解に対する BDM 効果のストップトフローカロリメトリー 

   原田景太、菅野毅、小松英幸、児玉孝雄（九工大・情報工学） 

 



 20.  光化学切断で見た弛緩条件グリセリン筋中のミオシンの構造状態 

   青木孝紀、橋本雅幸、佐藤和人、岡本洋（室蘭工大・応化・生物工学） 

 

 21.  ミオシン ATPase の高感度連続測定法 

   平塚寿章（旭川医大・化学） 

 

 22.  フィラメント形成時の電荷的相互作用からみたミオシンロッドドメイン構造 

   加藤早苗、今野久仁彦（北大・水産・生物化学） 

 

 23.  弛緩時のサルコメア揺らぎの精密測定 

   長尾伸二、羽鳥晋由、本多元、松野孝一郎（長岡技術大・生物） 

 

 24.  生きたミオシンフィラメントにおけるミオシン頭部の運動の電子顕微鏡下の記録 

   杉晴夫、秋元剛、本多英行１、大石昇２、白川伊吹、須藤和夫３（帝京大・医・生

理、東北大・  

      医・内科１、帝京大・医・中央 RI２、東大・教養・基礎一３） 

 

 25.  アクチンケーブル上のミオシンフィラメント滑走における力－速度関係 

      石井直方、土屋禎三１、井上純２、杉晴夫２（東大・教養・体育、神戸大・理・生

物１、帝京大・ 

      医・生理２） 

 

 26.  トロポニンを付けたＦ－アクチンの運動 

    田村巧、羽鳥晋由、本多元、松野孝一郎（長岡技術大・生物） 

 

 27.  ポリリジン処理表面でのトリプシン消化ミオシン S-1 の滑り運動 

   藤目杉江、大市武夫、保住哲１（名大・理、名市大・医１） 

 

            （４：２０ー５：５０） 

 28.  新しい軌跡解析法によるモータータンパクの in vitro 滑り運動の解析 

   今福泰浩、豊島陽子１、太和田勝久（九大・理・生物、東大・教養・基礎一１） 

 

 29.  運動活性をもつ HMM１分子の可視化 

    国岡由起・安藤敏夫（金沢大・理・物理） 

 

 30.  ミオシンモータードメイン 



   須藤和夫、永井達治、丞原正明、板倉真司、足立博之、豊島陽子（東大・教養） 

 

 31.  制御軽鎖結合領域を欠失した変異粘菌ミオシンの解析：制御軽鎖は不要である 

   上田太郎１、２、James A. Spudich１（スタンフォード大・医１、工技院・融合研

２） 

 

 32.  光ピンセット法による少数個のアクトミオシン分子モーターのステップ状変位の測

定 

   吉川博、箱崎博之、西坂崇之１、宮田英威、石渡信一１、木下一彦（慶大・理工・

物理、早大・ 

   理工・物理１） 

 

 33.  アクトミオシン系研究のための原子間力顕微鏡の開発 

   中野勝志、安藤敏夫（金沢大・理・物理） 

 

 34.  アクチン-ミオシン間に働く滑り力・結合力の顕微計測 

   西坂崇之、吉川博１、宮田英威１、石渡信一、木下一彦１（早大・理工・物理、慶

大・理工・ 

   物理１） 

 

 35.  pH 感受性蛍光色素を用いた筋原線維内メカノケミカルカップリングの画像化 

   加藤宏一、川瀬誠、西坂崇之、石渡信一（早大・理工・物理） 

 

 36.  組換え DNA による微小管モーター蛋白質の解析 

   枝松正樹、豊島陽子、須藤和夫（東大・教養・基礎一） 

 

            （６：００ー７：４０） 

 37.  ncd の酵素的性質 

   清水隆、Edwin W. Taylor１、Ronald D. Vale２（工技院・生命研、シカゴ大１、カ

リフォ 

      ルニア大・サンフランシスコ校２） 

 

 38.  キネシン-微小管滑り運動の力測定 

   大岩和弘、中山治人（通信総合研・生体物性） 

 

 39.  筋収縮時にエネルギーを小分けにする機構について 



   眞島利和（電総研） 

 

 40.  滑り運動の素過程：三個のクロスブリッヂからの作用 

   御橋廣眞（名大・理） 

 

 41.  トロポニンの cDNA 導入細胞について 

   豊田直二（千葉大・医・解剖第一） 

 

 42.  筋移植によるトロポニン-Ｔ発現の解析 

   姚遥・工藤摩美・平林民雄（筑波大・生物） 

 

 43.  運動トレーニングによるラット脚筋トロポミオシンのサブユニット構成の変化 

   加納和孝、亀山恒夫１、山口正弘２（東大・医・栄養、順天堂大・医・生化１、順

天堂大・ 

      体育・栄養生化２） 

 

 44.  光学的測定によるカエル心筋活動電位波形の光波長依存性 

   藤城直二、河田溥（福岡大・医・生理第２） 

 

 45.  過酸化水素(H２O２)による骨格筋収縮と SR 単一 Ca チャネル電流 

   大羽利治、越田信（名市大・医・第一生理） 

 

 46.  カニグリセリン筋の時分割発光分光解析 

   依田功、荒金宏臣、村松聡、谷口美恵子（名大・理・物理） 

  

 47.  クレアチンキナーゼとアルギニンキナーゼの生化学的検討 

   矢沢洋一、横田京子１、中村俊１（北海道教育大・旭川校、国立精神・神経センタ

ー１） 

 

 

 

 

                  １月６日（金） 

 

            （９：００ー１０：３０） 

 48.  心筋トロポニンＣの Ca２＋親和性に対する筋長および張力の影響 



   三枝木泰文、栗原敏１、小武海公明１（鶴見大・歯・生理、慈恵医大・第２生理１） 

 

 49.  アカザラガイ・トロポニンＩのアミノ酸配列 

   田中啓之、尾島孝男、副島隆浩、西田清義（北大水産） 

 

 50.  ナメクジウオのトロポニンＣ 

   高木尚、J.A.Cox（東北大・理・生物、ジュネーブ大） 

 

 51.  ウサギ骨格筋筋原繊維 Ca２＋感受性に対するトロポニンＴアイソホームの影響 

   畠中正光、大槻磐男（九大・医・臨床薬理） 

 

 52.  コネクチンの分子構造 

   丸山工作、丸山敬１、中内祐２、遠藤剛、久米秀明、川村勇樹、神沢信行、木村澄

子 

     （千葉大・理、生理研１、山形大・理２） 

 

 53.  ゴカイ斜紋筋のコネクチン様蛋白質 

    川村勇樹、鈴木順、木村澄子、丸山工作（千葉大・理） 

 

 54.  鶏骨格筋の発生に伴うコネクチンおよびネブリン分子種の変化 

   服部昭仁、辰巳隆一、高橋興威（北大・農・畜産） 

 

 55.  コフィリンのアクチン結合メカニズム 

   小谷享（九工大・生物化学） 

 

 56.  マウスの筋型コフィリンの構造と発現 

   大日方昂、斧正一郎、阿部洋志（千葉大・理・生物） 

 

            （１０：４０ー１２：００） 

 57.  胎児期の神経細胞に特異的に発現するアクチン結合蛋白質ドレブリンの精製と解析 

   石川良樹、林謙介１、白尾智明１、セツ音歓、高木尚２、佐々木洋、小浜一弘（群

大・医・薬理、 

   群大・医・行動分析１、東北大・理・生物２） 

 

 58.  ゲルゾリンの作用機作 

      土居幸雄（京都女子大・食物） 



 

 59.  ゲルゾリンファミリー、74kDa 蛋白質の血管平滑筋における発現 

   大見和宏、桜井隆、野々村禎昭（東大・医・第一薬理） 

 

 60.  ブタ脾臓α-アクチニンの Ca-感受性 

   黒田正明（島根大・理・生物） 

 

 61.  平滑筋収縮とカルポニンのリン酸化反応 

   田中利男、三野照正、湯浅右人、中充子（三重大・医・薬理） 

 

 62.  血管壁へのヒトカルポニン遺伝子の導入による血管内膜肥厚の抑制 

   高橋克仁、福井亮介、高木理子、根来伸行、柴田宣彦（大阪府立成人病センター） 

 

 63.  マボヤ平滑筋のゲルゾリン様タンパク質の機能と構造 

   大塚幸雄、中江裕樹、阿部洋志、大日方昂（千葉大・理・生物） 

 

 64.  砂のうから単離した、デンスボディー・Ｚ線等に局在する 450kDa タンパク質 

   大橋一世、寺崎朝子、中川裕之（千葉大・理・生物） 

 

            （１：００ー２：３０） 

 65.  ガングリオシドの微小管への結合－ガングリオシドの新しい機能－ 

      細谷浩史（広島大・理・生物） 

 

 66.  酵母のアクチン調節タンパク質 

   草間國子（日大・薬・生物） 

 

 67.  テトラヒメナ EF-1αは F-アクチンを束化する 

   倉沢靖博、沼田治、渡辺良雄（筑波大・生物） 

 

 68.  ライオトニンとミオシン軽鎖キナーゼ 

   江橋節郎（生理研） 

 

 69.  平滑筋収縮制御機構の再検討 

   佐藤治、小川靖男（順天堂大・医・薬理） 

 

 70.  平滑筋収縮制御におけるアクチン･MLCK 複合体の役割 



   桑山秀人（帯広畜産大） 

 

 71.  平滑筋ミオシン軽鎖キナーゼ・アクチン複合体フラグメントの持つ制御作用 

   早川晃一、岡垣壮、小浜一弘（群馬大・医・薬理） 

 

 72.  ショウジョウバエ MLCK 遺伝子の発現 

   孤嶋慎一郎、堀田凱樹（東大・理・物理） 

 

 73.  大動脈平滑筋ミオシン重鎖りん酸化酵素 

   福井康浩、盛田フミ（北大・理・化学第二） 

  

            （２：４０ー４：１０） 

 74.  ２重リン酸化ミオシン軽鎖抗体とその性質 

   桜田勝彦、瀬戸実、佐々木泰治（旭化成・ライフサイエンス総合研） 

 

 75.  アクチンキナーゼの性質について 

   古橋潔、鈴木政美、千谷晃一（藤田保衛大・総医研・医高分子） 

 

 76.  結合ヌクレオチドの異なる GA より作製した FA におけるピレンの吸光スペクトルの

違い 

   菊本真人、大井淳史１、御橋廣眞（名大・理・物理、三重大・生物資源・食品物化

１） 

 

 77.  変異アクチンを用いたアクチンのトロポミオシン結合部位の研究 

   佐伯喜美子、須藤和夫１、若林健之（東大・理・物理、東大・教養・基礎一１） 

 

 78.  蛍光エネルギー移動でみた筋肉の細いフィラメントの構造変化 

   三木正雄、飯尾隆義（福井大・工、名大・理） 

 

 79.  溶液中でのアクチンの分子動力学 

   須田斎、斎藤稔１（東海大・開発工・生物工学、蛋白工学研１） 

 

 80.  新しいタイプのアクチン脱重合剤 

   斉藤真也、尾崎博、唐木英明、渡部終五１、伏谷伸弘１（東大・農・獣医薬理、東

大・農・ 

   水産１） 



 

 81.  G-アクチンフィラメントが重合臨界濃度に果す役割：クリスタル形成と塩の効果 

   一海孝光、近藤博司１（愛知芸大・美術、名大・理・分子生物１） 

 

 82.  アクチンフィラメントの構造へのリガンドの効果 

   安永卓生、三木正雄、若林健之（東大・理・物理） 

  

            （４：２０ー６：００） 

 83.  筋繊維内アクチンフィラメントは柔らかい 

      樋口秀男、Yale E. Goldman、柳田敏雄（新技団生体運動子，ペンシルベニア大） 

 

 84.  ヒト及びラット毛包におけるアクチン線維束の共焦点レーザー顕微鏡観察 

   古村南夫、石川春律（群馬大・医・第２解剖） 

 

 85.  粘菌カフェインドロップの温度による収縮制御とアクチンの分布 

   辛光姫、石上三雄（滋賀大・教育・生物） 

 

 86.  酵母アクチンフィラメントの細胞周期に伴う挙動と機能 

   小堀洋美、大隅正子（日本女子大・理・生物） 

 

 87.  PMA 刺激時の好中球のアクチン・ミオシン細胞骨格 

   大室弘美、阿部洋志１、小浜一弘２、大日方昂１（東大・医・薬理、千葉大・理・

生物１、 

   群大・医・薬理２） 

 

 88.  巨核球系培養細胞から遊離される血小板様粒子の細胞骨格 

   竹内喜久子（愛媛医療技術短大） 

 

 89.  ヒト線維芽細胞の上部表層を走るストレスファイバーと adhesion plaque 関連タン

パク質の局在 

   加藤一夫、増田道隆、神宮寺洋一、藤原敬己（国立循環器病センター・循環器形態） 

 

 90.  神経系及び神経関連細胞における神経伝達物質放出へのミオシン-アクチン相互作

用の関与 

   野々村禎昭、村本和世、持田澄子１、井上和秀２（東大・医・薬理、東京医大・生

理１、国立 



   衛生試・薬理２） 

 

 91.  粘菌原形質流動の分子機構 

   秦野節司 

 

 92.  28kDa カルシウム・脂質結合性リン酸化蛋白質の細胞内局在：核膜と細胞膜 

   荻原哲、瀬崎博美（阪大・教養・生物） 

 

 

                  １月７日（金） 

 

            （９：００ー１０：３０） 

 93.  斜紋筋ＳＲの微細構造 

   松野偉、安部隆志、潮田ルミ（島根大・理・生物） 

 

 94.  軟体動物平滑筋 125kD､115kD タンパク質が形成するフィラメントについて 

   山田章、中山治人（通信総合研） 

 

 95.  テトラヒメナカルシウム結合タンパク質の解析 

   羽生賀津子、武政徹１、沼田治、高橋三保子、渡辺良雄（筑波大・生物、日本医大

解剖第一１） 

 

 96.  ツリガネムシの Ca２＋結合・収縮性タンパク質のアミノ酸組成 

   浅井博（早大・理工） 

 

 97.  粘菌フィザルムの CIF カルシウム結合蛋白質のクローニングと発現 

   中村彰男、岡垣壮、高木尚１、田中健志２、小浜一弘（群馬大・医・薬理、東北大・

理・ 

   生物１、大宮日赤血液センター２）  

 

 98.  αβ-クリスタリンと細胞骨格 

   跡見順子（東大・教養・体育） 

 

 99.  骨格筋の肥大とマクロファージ 

   山田茂（東大・教養・体育） 

 



100.  魚類の白色素胞の反応記録法と運動機構 

   藤井良三、山田崇、大島範子（東邦大・理・生物分子） 

 

101.  アメーバ細胞の走化性：微小管に依存した核の局在化と仮足の安定性 

   上田昌宏、荻原哲（阪大・教養・生物） 

 

            （１０：４０ー１２：００） 

102.  Aggregation Culture 法による血管内皮細胞の遊走解析 

   今村道博、久野由香子、後藤勝年、眞崎知生１（筑波大・基礎医、京大・医・第一

薬理１） 

 

103.  クラミドモナスの鞭毛マスティゴネムの形態形成と機能 

   中村省吾（富山大・理） 

 

104.  cAMP による繊毛運動調節機構に及ぼすグリセロールの効果 

   小川徳重、藤田謙二、志田実、広戸雅人、野口宗憲（富山大・理・生物） 

 

105.  細菌のべん毛運動のハイスピードビデオによる解析 

   嶋田勝彦（名市女短大） 

 

106.  ノコダゾール処理による染色体の極への運動 

   佐藤英美、伊藤光二１、増田道隆２、藤原敬己２（長野大、名大・理・臨海１、国

立循環器病 

   センター２） 

 

107.  テトラヒメナ繊毛軸糸内構造タンパク質の解析と protease 

      中村健一（広島女子大・生活科学） 

 

108.  原 形質流動の軌道としての微小管束の安定化機構－合成ペプチド

Arg-Gly-Asp(RGD)の影響－ 

      柳政和、高木慎吾、永井玲子（阪大・教養・生物） 

 

109.  in vitro および in vivo における MAP4 の微小管調節 

   吉田利通、今中-吉田恭子、吉井セルジオ、室伏擴１、田中仁２、伊藤光２、稲垣昌

樹２ 

   （三重大・医・病理、東大・理１、老人研・神経生理２） 



 

            （１：００ー２：３０） 

110.  IP３はウニ卵のカルシウム動員に関与しているか？ 

   黒田律、木谷孝行、大沢正輝、黒田英世（富山大・理） 

 

111.  膜タンパク質 CD43 の導入による微絨毛の伸張 

   米村重信（生理研） 

 

112.  細胞接着と低分子量 GTP 結合蛋白質､rho 

   森井成人、成宮周（京大・医・薬理） 

 

113.  アフリカツメガエルの卵割溝非収縮突然変異卵に欠損するタンパク質 

   久保田洋、上野竜也、勝賢二郎、久保田真理１（京大・理・動物、関西医大・第一

解剖１） 

 

114.  ニューロフィラメントＨ鎖キナーゼは脳 cdc2 様キナーゼ 1cdk5 か？ 

   久永真市、細井啓子、山田啓介、内山雅司、大隅圭太、岸本健雄（東工大・生命理

工） 

 

115.  細胞質分裂における低分子量Ｇ蛋白質 rho の関与 

   馬渕一誠、浜口幸久、藤本宏隆、森井成人、三嶋将紀、成宮周（東大・教養・生物、 

   東工大・理・生物、京大・医・薬理） 

 

116.  ウニ受精卵におけるミオシンのリン酸化 

   三嶋将紀、馬渕一誠（東大・教養・生物） 

 

117.  細胞性粘菌の細胞質分裂変異種 

   足立博之、須藤和夫（東大・教養） 

 

118.  中間径フィラメントの細胞運動に果たす役割 

   稲垣昌樹、関木正幸、宮原依里（老人研・神経生理） 

 

            （２：４０ー４：４０） 

119.  分裂酵母における分裂期特異的な微小管形成の分子機構 

   升田裕久（理研・バイオデザイン） 

 



120. α-,β-チューブリンの翻訳後修飾の細胞生物学的意義 

   新井孝夫、安達晶子、斉藤良一（東京理科大・理工・応用生物） 

121.  特定のダイニン変異株鞭毛のみを動かす ATP アナログ 

   Charlotte K. Omoto (Washington State Univ.) 

 

122.  クラミドモナス突然変異株鞭毛における高速微小振動 

   八木俊樹１、３、上村慎治２、神谷律３（名大・理・分子生物１、東大・教養・生

物２、 

   東大・理・動物３） 

 

123.  22S ダイニンの微小管への結合 

   安岡潤子、三木（能村）堆子 （お茶の水女子大・理） 

 

124.  超薄切片で見た鞭毛・繊毛外腕ダイニンの分子形態について 

   入江美代子、高橋亜弥子１、毛利秀雄（放送大、日本女子大１） 

 

125.  ウニ精子鞭毛運動時の微小管滑り速度に対する外腕抽出の効果 

   真行寺千佳子、吉村建二郎、I.R.Gibbons１、高橋景一２（東大・理・動物、ハワイ

大１、 

   国際基督教大・生物２） 

 

126.  哺乳類精子運動活性調節におけるリン酸化の役割 

   奥野誠、似玉明（東大・教養・生物） 

 

127.  第一極体の中心体と分裂 

   佐伯知明、浜口幸久（東工大・理・生物） 

 

128.  DNA 断片と染色体運動 

   浜口幸久（東工大・理・生物） 

 

129.  精子プロテアソームの鞭毛内局在 

   稲葉一男、森沢幸子１、森沢正昭（東大・理・臨海、聖マリアンナ医大１） 

 

130.  In vitro 再構成系でのウニ胚骨片形成 

   清本正人、押川由起子、三木（能村）堆子（お茶大・理・生物） 

 



: 


