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2)Hayashi,M.andOshima,K.(1986)･･

Neuropeptidesincerebralcortexofma-

caquemonkey(MaCaCafuscatafuscata)

:Regionaldistributionandontog飢y.

BrainResearch,364:3601368.

8)Nozaki,M.,Fujita,I.,Saito,N.,Tukahara,

T.,Kobayashi,H.,Ueda.K.andOshima,

K.(1985).･DistributionofLHRH･like

immunoreactivityinthebrainofthe

Japaneseeel(AnguillaJ'aL･onica)with

specialreferencetothenervousterminal

lis.Zool.S°i.,2:537-547.

4)Nazaki,M.,Gorbman,A.(1986):Occur･

renceanddistributionofSubstancep-

relatedimmunoreactivityinthebrainof

adultlampreys,PetromyとOnmarinus

andEntosL)henustridbntatus.Gen.Comp.

Endocrino1.,62:217-229.

報告 ･その他

1)日片文夫(1985):パッチクランプ法による

平滑筋イオンチャンネルの研究法｡医学の歩

み,135:951-955｡

2)目片文夫(1985):血管内皮細胞由来性弛緩

作用｡Coronary,2:337-3380

学会発表

1)大島 桁(1985):胎児と環境｡母性小児宥

詐研修会,奈良｡

2)大島 清(1985):胎児からの子育て｡新幼

児教育研究会,大阪｡

8)目片文夫(1985):ニホンザル冠状動脈平滑

筋弛校の内皮細胞の役割｡第7回日本動物生

理学会｡

4)林 基治･大島 清(1985):サル小脳内

Somatostatin,SubstanceP.GAD 及び

ChATの個体発生｡第9回神経科学学術袋会,

東京｡

5)Nozaki,M.(1985):Tissuedistribution

ofllOrmOnalpeptidesinprimitivefishes.

InternationalWorkshoponEvolutionary

BiologyofPrimitiveFishes.Bamfield,
BritishColumbia,CaLnada.

inthebrainandpituitaryof血eeyc･

lostomes.lothInternationalSymposium

onComparativeEndocrinology.Copper

Mountain,Colarado,USA.

7)野崎六位 ･大曲 約･森 裕司(1985):ニ

ホンザルの季節繋朽])ズムに及ぼす日長操作

及びメラトニンの皮下移植の効果｡第10回日

本比較内分泌学会大会｡井ミ京｡

生化学研究部門

竹中 修 ･景山 節 ･申村 仲 ･浅岡一雄 1)

研究概要

1)スマウェシマカクの起源と進化2)

竹中 修 ･堀田美佳 8)

インドネシア国スラウェシ(セレベス)島のマ

カカ屑サルの超群と進化を明らかにすることを日

的とし,現地調正により収央した7位,248頭の

血液試料についてヘモグロビン(Hb)の屯気泳動

分析を行い,それぞれの矧 こおける代表的なHb

分子種を決定した｡次いでそれら7分子種のHb

のβ銃の全一次椛道を決定した｡それらは3種の

β分子矧 こ分析され,他のマカクの結果と合わせ

マカクにおけろβ鎖の進化,およびスンダランド

からスラウエシへの2回泣釆という仮設を立てた｡

2)E!長邦1)ンパ球抗原に対するモノクローナ

ル抗体の作製

村山裕｣)･竹中 修

二ホンザルのリンパ球に対するモノクローナル

抗体を作製しその特異性を調べた｡現在までに1)

汎T細胞を認識するU-1, 2)サプレッサーT

細胞を識別すると思われるU-2,8)ニホンザ

ル白血球抗原(JMLA)クラスⅡ分子と反応す

るJMLA-m2, 4)NK/K細胞を識別して

いる可能性の強いU-5, 5) T細胞の他のサブ

セットを認識すろU-3等5位類のモノクローナ

ル抗体が得られ,他のサル類への応用性を検討し

た｡またニホンザル白血球のレクチン応答性につ

いて調べヒトの場合とは異なる応答能を持つこと

を明らかにした｡

6)Nozaki,M.(1985):Immunocytochemi-

Cal localizationofseveralneuropeptides
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1)教務職員

2)川本 芳(名大･農)との共同研究

3)技術補佐員, 4)大学院生



8)マカカ属iTJレ･ヘモグロビン蛸 の遺伝子5)

竹中晃卓 と竹中 修

カニクイザル･ヘモグロビンα鎖の4分子種の

各個体における存在比,および全アミノ酸配列を

決定した結果,α鎖の遺伝子は重複または三重複

していることが推定された｡また他のマカカ屈に

おいてもヘモグロビン分子種数に種間変異が報告

されている｡そこでマカカ屈サルのα鎖の遺伝子

の構造を明らかにすることを目的とし,白血球か

ら核DNAを分離し,制限酵素による切断をサザ

ンブロット法により解析し,遺伝子地図を作成す

る試みを開始した｡

4)ペプシノーゲンとペプシンの構造 ･楼能 ･

進化

景山 節

ニホンザルペプシノーゲンの活性化機構につい

て種々の条件下で解析し,基本的分子モデルを提

唱した｡

5)脳内フォスフ7タ-ゼの性状と機構

景山 節

ニホンザル大脳において,酸性,Mg依存性及

びMn依存性の3校のフォスフ7タ-ゼを同定し

た｡梢製及び諸性質の検討を進めている｡

6)詔良校の生体防御系

中村 伸

(I)単球/マクロフ7-ジTF新生におけるリン

パ球の補完的役割を明らかにした｡また,サル及

びヒトTF-アポタンパク質の精製ならびにその

分子性状の解析等を進めている. (II) ニホンザ

ルの止血 ･免疫機構を明らかにする一環として,

エンドトキシンを投与したサルの骨髄,牌および

末梢血白血球におけるprocoagulant活性の変

動を調べた.1)ciD 霊長類多形核白血球(好中球)

の薬物応答性にづいて種間比較し,チモール等に

対すろヒト好中球の応答特異性が示された芝)

7)薬物代謝酵素の臓器発現

浅岡一雄

薬物代謝酵素の肝臓での解毒排他機能にあわせ

て他の臓器組織における役割を調べた｡神経毒物

の防御や筋収縮因子の生産に関与するグルタチオ

5)植田信太郎 (東大 ･理 )との共同研究｡

6)研修員｡

7)平田陸正 (岩手医大 )との共同研究｡

8)鈴木革碓 (岡大 ･歯 )との共同研究｡

ンS-トランスフェラーゼについて各系統のサル

白血球を対象に検索した｡脳疾患モデル動物を用

い酵素の脳粗描での局在と意義を兄い出した｡筋

収縮に関連して弛援因子パルプアルブミンについ

てニホンザルを対象に研究を行った｡

総 鋭

Takahashi,K.andKageyam a,T.(1985);
Multiplictyandintermediatesoftheactiva･

tionmechanism of2;ynOgenSOfgastricas-

particproteinases.inttAsparticproteinases

andtheirinhibitors"(Kostkn,V.,ed.),pp

265-282,WalterdeGruyter&Co.,Berlin.

論 文

1)Ueda,S.,Takenaka,0.andHonjo,T.

(1985):A truncatedimmunoglobulin

ipsilonpreudogeneisfoundingorilla

andman butnotinchimpanzee.Proc.

Natl.Acad.S°i.,㍊ :3712-3715.

2)Ishida,T.,Yamamoto,K.,Ishimoto,G.,

Shotake,T.,Takenaka,0.,Nozawa,K.,

Hayami,M･andHinuma,Y.(1985):A

fieldstudyofinfectionwi血 humanT-

cellleukemiavirusamongAsianPrimal

tes.Microbiol.Immuno1.,29;839-846.

3)Takenaka,0.,Takenaka,A.,Takal1aShi,

K･,Kawam oto,Y.andNozawa,K.(1985)

:HbBali(Macaca)β80(EF4)Asn-

Lys:Thefirsthemoglobinvariantfound

inthecrab-eatingmonkey(Macaca

fascimlaris)onBalilsland,Indoneisa.

Primates,26:464-470.

4)Takenaka,0.,Takenaka,A.,Hayasah,

K.,Kawam oto,Y.,Shotake,T.and

Nozawa,冗.(1985):Hblzu (Macaca)

P83(EF7)GIP-Cys:Themajorhemo･

globinoftheJapanesemonkey(Macaca

fuscata)inatroopatShimokita,the

northernmostlimitofitshabitat.Pri.

mates,26;471-478.

5)Takenaka,A.,Takenaka,0.,Ouchi.M.,

Nakn ura,S･andTakahashi,K.(1986):

Completeaminoacidsequenceofγdlain

offetalhemoglobinoHapanesemonkey
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(Macacafuscata).Hemoglobin,10･.
1-13.

6)Murayama,Y.,Fukao,T.,Noguchi,A.

andTakenaka,0.(1986):Sheepred

bloodcellreceptorandtheepitopede･

tectedbyLeul5monoclonalantibody

inprimates.∫.Med.Primato1.,15:63

-67.

7)Kageyama,T.zmdTakahashi,K.(1985)

MonkeypepsinogensandpepsinsⅦ.
Analysisoftheaetivationprocessand

determinationoftheNH2-terminal
60-residuesequenceofJapanesemon･

keyprogastricsin,'andmolecularevolu-

tionofpepsinogens.∫.Biodlem.97:

1235-1246.

8)Moriyama,A.,Kageyama,T.,Takahashi,

K.mdSasaki,M.(1985):Purification

ofJapanesemonkeyprostateacidpro･

teasezymogenanditsidentificationas

apepsinogenCllike2:ymOgen.J.Bio･

chem.,98:1255-1261.

9)Ogiso,M.,Shinohara,T.,Hanaoka,氏.,

Kageyama,T.andTaknhashi,S.Y.(1985)

:Furtherpurificationandcharacteriza･

tionoftrehalasesfrom theAmerican

cockroach,PeriI･laMtaame･ricana.J.

Comp.Physiol.,ち155:553-560.

10)Kageyama,T.andTakahashi,K.(1986)

:ThecompleteaminoacidsequenceoL

monkeypepsinogenA.J.Biol.Chem.,
261:4395-4405.

ll)Kageyama,T.andTaknhashi,K.(1986)

:TileCOmpleteamino acidsequenceof

monkeyprogastricsin.J.Biol.Chen.,
261:4406-4417.

12)Nakam ura,S.,Takenaka,0.,and

Taknhashi,K.(1985):Fibrinopeptides

A andBofJapanesemonkey(Macaca

fuscata)andpatasmonkey(E731throce･

bus.i･atas):Theiram inoacidsequen･

ces,restrictedmutation,andamolecu･

larphylogenyformacaques,guenons,

andbaboons.∫.Biochem.,97:1487-1492.

13)Nakamura,S.,Gotoh,S.,Takenaka,0.,

andTaknhashi,K.(1985)･.Monocytc

thromboplaStin(tissuefactor):Com･

plementaryeffectoflymphocytesupon

itsgenerationbyendotoxin-stimulated

nonkey(Macacafusca(a)cells.J.Bio･

chem.,97:1603-1609.

14)Tsutsumi,HりKatSumata,Y.,Sato,K.,
Tamaki,K.,Yada,S.,andNaknmura,S.

(1985):An tigenicrelationshipsbet･

weenhumanandnon-humanprimate

plasmaproteinsstudiedbyindirect

hemagglutinationinhibitiontest.Acta.

Crim.Japon.,51:149-156.

15)Tsutsumi,H.,Hatsumata,Y.,Sato,K.,
Tamaki,K.,Yada,S.,andNakn ura,

S.(1985):ImmunologiCal relationships

amonghumanandnon-humanprimate

plaSmaprOteinsstudiedbyanti一血im･

panzeeplasmaserum.Acta.Crim･Japon･,
51:201-206.

16)Tsutsumi,H.,Sato,K.,Tam aki,K.,

Katsumata,Y.,andNakam ura.S.(1985)

:Comparativestudiesonantigenicpro･

pertiesofnon-humanprimateplasma

proteinsbyimmunodiffusiontest.

Pract.Forens.Med.,28:13-19.

17)Suzuki,K.,Asaoka,K.,Taknhashi,K.

andFujikura,T.(1985):Differences

amongprlmateSindefenceagainstin･

fection:Sensitivityofpolymorphonuclear

leukocytestofMet-Leu-Phe.CellBi-

ochem.Func.,3:297-303.

18)Asaoka,K.,Sato,H.andKashiwamata,

S.(1986):Anincreaseinglutathione

S-transferaseactivityinthecerebellum

ofmutantGunnratswithhereditary

hyperbilirubinemia.BiomedicalRes.,
7:103-106.

研究 報告

1)Takenakn,0.,Hotta,,M..Takenakn,A.,
KaWamOtO,Y.,Suryobroto,B.andBro･

toisworo,E.(1986):Originandevo･

lutionofthesulawesimacaque.Ⅰ.Ele･

ctrophoreticanalysisofhemoglobin.
-25-



KyotoUniversityOverseasResearch

ReportofAsian灯on-humanPrimates,
4:5-17.

2)Takenaka,0.,Hotta,M.,Kawam oto,Y.,

Suryobroto,B.andBrotoisworo,E.(19

86):OriginandevolutionoftheSu･

lawesimacaque.Ⅱ.Completeamino

acidsequencesofseven βdainsof

threemolecularspecies.KyotoUniver･

SityOverseasResearchReportofStu-

diesonAsian Non-human Primates,

4:19-33.

学会発表

1)竹中晃子 ･竹中 修 ･高橋健治 (1985):カ

ニクイザル･ヘモグロビンの鎖の一次構造｡

那58回日本生化学会大会,仙台｡

2)申由たみ子 ･宮崎生子 ･小暮正久 ･石川 研

･竹中 修(1985):霊長類のABH抗原と

拙転移酵素について0第58回日本生化学会大

会,仙台｡

8)荷山昭彦 ･佐々木質 ･竹中 修 (1985):ブ

タ肪ポストプロリンエンドペプチターゼの基

貿特只性とペプチド限定分解への応用｡第58

回日本生化学会大会,仙台｡

4)服部正平 ･竹中 修 ･榊 任之 (1985):原

はKpnlフアミT)-のDNA構造｡窮58回日

本生化学大会,仙台｡

5)竹中 修 ･堀田美佳 ･パンパン･ス1)コプロ

ト･エディ･プロトイスウォロ(1985):ス

ラウェシマカク,起源と進化｡ Ⅰ電気泳動法

によるヘモグロビンの分析｡第39回日本人類

学会,筑波｡

6)浜田 稜 ･竹中 修 ･渡辺 毅 ･パンパン･

ス])ロブロト･川本 芳 (1985):スラウェ

シマカクの形態学的研究 :体色の比較｡第39

回日本人獄学会大会.筑波.

7)Taknhashi,K.andKageyama,T.(1985)
:Pepsinogenactivationmedlanisms,
AsparticproteinnaSeSWOrkshop,Tokyo.

8)景山 節,高橋健治 (1985):脊椎動物にお

けるペプシノーゲン群酵素の分子進化｡第44

回日本生化学会中部支部例会,津｡

9)幻山 節,高橋健治 (1985):ペプシノーゲ

ンの活性化-ペプスタチンとの相互作用｡第

58回日本生化学会大会,仙台｡

10)Nakamura,S.(1985):A 00upledamido-

1yticassayforleukocytethromboplastin

(tissuefactor)usingafluogenicsubst･

rate,BOC-VAL-PRO-ARC-MCA.

10thInternationalCongressonThrom･

bosisandHaemostasis,SamDiego,USA.

Thromb.Haemostり54:199.

ll)中村 伸 (1985):単球 ･マクロファージ

tissuefactorアポタンパク質の精製と諸性質｡

第58回日本生化学会 (東京 )｡生化学,57(8)
:1110.

12)中村 伸,鈴木幸雄,原田孝之,森川 茂

(1985):ヒト悪性リンパ戯および白血病由

来の培養細胞株におけるTissueFactor産生

能の比較｡第8回日本血栓止血学会 (岐阜 ),

抄録袋 :134.

13)中村 伸 (1986):活性化単球 ･マクロファ

ージTissuefactor:そのアポタンパク質の

精製と性状｡日本薬学会第106年会 (東京),

要旨集 :253.

14)浅岡一雄,田之倉優,高橋健治(1985):サ

ル骨格筋パルプアルブミンの精製および分子

性状｡第58回日本生化学会大会,仙台｡

15)佐々木卓治,田之倉優,浅岡一雄 (1985):

ウシガエルパルプアルブミンの全一次構造｡

第58回日本生化学会大会,仙台.

16)村山裕一 ･桜山のり子 ･羽柴克子 ･野口浮夫

･深足 立 ･石田貴文 ･山本興太郎 ･竹中

修(1985):ニホンザルT細胞抗原を認識す

るモノクローナル抗体｡第15回日本免疫学会,

福岡｡

系統研究部門

江原昭善 ･野上裕生 ･相見 満･甑戸口烈司･

松本 晃1)

研究概要

1)霊長菊各分類群の比較形態学的研究

江原昭善

1. ヒトおよび霊長類の下顎骨の機能的･形

態学的研究｡

1)研修員
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