生命の起原および進化学会

第４２回学術講演会

プログラム

2017 年 3 月 28〜30 日
九州工業大学 情報工学部＠2201 講義室

講演時間は，一般講演 15 分+討論 5 分，特別講演 35 分+討論 5 分，シンポジウム 25 分+討論
5 分です。○は演題者です。

３月２８日（火）
11:30
12:0012:50
12:5013:00

受付
編集委員会＠1203 講義室
開会挨拶・事務連絡

13:0014:40

一般講演 L01  L05

司会進行：

小林 憲正

L01.

リンゴ酸の加熱重合により生成するプロテノイドのジアステレオマー分離に関する予
備的検討
○永沢 恵理子，三田 肇
（福岡工大・生命環境）

L02.

化学進化実験により生成したアミノ酸前駆体のキャラクタリゼーション
伊藤 隆哉１， 榎本 真吾１， 青木 涼平１，福田 一志２，小栗 慶之２，癸生川 陽子１，
小林 憲正１
（１横浜国大院工，２東工大）

L03.

アラニン線量計による真空紫外線量計測と化学進化の検証 １
中川 和道１， 石山 公啓１， 小林 憲正２， 三田 肇３， 橋本 博文４， 矢野 創４，
山岸 明彦５
（１神戸大人間発達環境，２横浜国大院工，３福岡工大工，４JAXA 宇宙研，５東薬大生命）

L04.

紫外線およびガンマ線照射によるアミノ酸のエナンチオ過剰の創生と伝播
鈴木 菜摘１， 高橋 淳一１,２，依田 功３，加藤 政博４，藤本 將輝４， 癸生川 陽子１，
小林 憲正１
（１横浜国立大院工，２大阪大，３東工大，４分子研）

L05.

模擬星間物質への粒子線照射生成物の分子構造分析
榎本 真吾 1， 福田 一志２， 小栗 慶之２， 吉田 聡３， 村松 康司４， 大内 貴仁４，
濱中 颯太４，三田 肇５，癸生川 陽子１，小林 憲正１
（１横浜国大院工，２東工大，３量研機構，４兵庫県立大，５福岡工大）

14:4014:50

休憩

14:5015:30

特別講演

司会進行：川村邦男

生命の起原及び進化学研究に端を発した D-アミノ酸研究の進歩
藤井 紀子
（京都大学）

15:3015:40

休憩

15:4017:20

一般講演 L06  L10

司会進行：

L06.

粘土鉱物存在下での核酸塩基と糖類の反応
橋爪 秀夫
（物・材機構）

L07.

セントラルドグマと最初の DNA 細胞
多田 友人
（藍里病院 内科）

L08.

田村 浩二

アミノアシル tRNA 合成酵素との結合から tRNA の進化に迫る
鈴木 英路１， 金子 明弘１，山本 太郎１，南保 茉帆子１，楳原 琢哉１，吉田 尚史２，
朴 三用２，田村 浩二１,３
（１東京理科大・基礎工・生物工，２横浜市大・生命医科学，３東京理科大・総研）

L09.

T7 RNA ポリメラーゼによって指数関数的に増幅される RNA について
梅影 創
（豊橋技術科学大学）

L10.

仮説：生命は２つの遺伝子から始まった
川村 邦男
（広島修道大学・人間環境学部）

17:2017:30

17:3019:10

休憩

一般講演 L11  L15

司会進行：

加藤 珠樹

L11.

クロスβ構造領域に近接するアミノ酸配列がアミロイド形成に与える影響の解明
〇佐伯 政俊，座安 瑞希，柴立 郁美，植田 知美，穐本 光弘
（山口東理大・工）

L12.

変異体合成によるプリオンタンパク質のアミロイド形成を抑制するメカニズムの検証
〇柴立 郁美，植田 知美，橋本 慎二，森井 尚之，佐伯 政俊
（山口東理大・工）

L13.

環状ペプチド中の D-アミノ酸
佐藤大輔，加藤珠樹
（九工大院生命体工）

L14.

D-アミノ酸を含んだ[GADV]-ペプチドの配座探索
小田 彰史１,２,３，福吉 修一３，栗本 英治１
（１名城大薬，２阪大蛋白研，３金沢大院医薬保）

L15.

蛋白質の二次構造を特徴づけるアミノ酸配列はあるのだろうか？ 〜二次構造解析の
温故知新〜
小副川 博也， 金光 和保， 高向 彩花， 千代丸 勝美，平坂 建樹， 平野 美咲，
大内 将吉
（九工大生命情報工）

３月２９日（水）
10:0011:40
L16.

一般講演 L16  L20

司会進行：

三田 肇

タイタン大気中での有機物生成に関する実験的研究
阿部 仁美１， 福田 一志２， 小栗 慶之２， 吉田 聡３， 三田 肇４， 大内 貴仁５，
村松 康司５，奈良岡 浩６，癸生川 陽子１，小林 憲正１
（１横浜国大，２東工大，３量研機構，４福岡工大，５兵庫県大，６九大）

L17.

原始地球の多様な熱水環境を模擬するハイパーフローリアクターの製作
今井 栄一
（長岡技術科学大学大学院 生物機能工学専攻）

L18.

地球生命の本質と起源
服部 宏
（アルファ研究室）

L19.

GC-NSF(a) 新規遺伝子生成仮説とタンパク質の 0 次構造
池原 健二１,２，大井 良子１
（１G&L 共生研究所，２国際高等研究所）

L20.

細菌ゲノムの解析による GC-NSF(a)仮説の検証
大井 良子１，池原 健二１,２
（１G&L 共生研究所，２国際高等研究所）

11:4012:50

12:5013:30

昼食
運営委員会＠1203 講義室

一般講演 L21  L22

司会進行：

横堀 伸一

L21.

たんぽぽ計画での有機物曝露実験報告（第１報）
○小林 憲正１，
三田 肇２，
癸生川 陽子１，
中川 和道３，
石山 公啓３，
青木 涼平１， 原田 拓１， 三澤 柊介１， 内村 絵梨花１， 佐藤 智仁１，内藤 敬介１，
峰松 沙綾２， 今井 栄一４， 矢野 創５， 橋本 博文５， 横堀 伸一６， 山岸 明彦６
（１横浜国大，２福岡工大，３神戸大，４長岡技科大，５JAXA/ISAS，６東薬大）

L22.

たんぽぽ計画における微生物宇宙生存に関する解析
河口 優子１， 木下 伊織１， 藤原 大佑１， 矢田 部純１， 富樫 油香１，原田 美優１，
村野 由佳１， 鳴海 一成２， 木村 駿太３，富田-横谷 香織３，岩田 翔４，東田 英毅４，
林 宣宏４，橋本 博文５，今井 栄一６，中川 和道７，小平 聡８，内堀 幸夫８，矢野 創５，
〇横堀 伸一１，山岸 明彦１，たんぽぽリサーチチーム５
（１東京薬大， ２東洋大， ３筑波大， ４東京工大， ５JAXA， ６長岡技大， ７神戸大，
８
量研機構）

13:3013:40

休憩

シンポジウム＃１・生命の起原と進化に繋がるインフォマティクス研究
13:4015:40

シンポジウム講演 S11 - S14

司会進行：

竹本 和広

S11.

何が代謝ネットワークの進化を促進したのか
竹本 和広
（九州工業大学）

S12.

ケモインフォマティクスで探る代謝ネットワークの進化
武藤 愛
（奈良先端大）

S13.

数理最適化理論が示す体内時計の設計原理
長谷川 禎彦
（東京大学大学院情報理工学系研究科電子情報学専攻）

S14.

ベイズ統計モデリングで解き明かす複雑な構造の進化：枯葉に擬態した蝶を例に
鈴木 誉保
（農研機構）

15:4015:50

休憩

15:5017:20

シンポジウム講演 S15 - S17

S15.

S16.

S17.

司会進行：

望月 智弘

ウイルスから探る生命進化
望月 智弘
（東工大・地球生命研）
比較ゲノム解析が明らかにする哺乳類ゲノムに内在化したウイルス由来の配列の機能
獲得と進化
中川 草
（東海大学医学部）
in vitro evolution アプローチで探る RNA とタンパク質の共進化
藤島 皓介
（東工大）

17:3019:30

懇親会＠ラーニングアゴラ

ポスター＆プロジェクターによるプレゼン&ディスカッション
懇親会会場に，ポスターパネルとプロジェクターを準備します。
講演会だけでは議論が足りないという方は，この場を使ってご議論ください。
また，情報発信の場としてご活用ください。
設置する機材；ポスターパネル（６面程度），プロジェクター（２面），パソコン，
カラープリンター（A4 サイズ用紙）
方法：USB メモリにファイルをご準備していただければ，プロジェクターに映写，あるい
は A4 用紙に印刷してポスターパネルに掲示する。

３月３０日（木）
9:3011:10

一般講演 L23  L27

司会進行：

大内 将吉

L23.

マイクロ波アシスト化学反応のエントロピー低下効果と化学進化・生物進化
青木 富士子，大内 将吉
(九工大生命情報工)

L24．

朝永振一郎の仮説より類推されるアミノ酸ホモキラリティーの起源
竹松 哲男
（友の会）

L25.

アミノ酸熱重合物微小球からの外殻形成
伊藤 俊介１，春名 太一２，櫻沢 繁１
（１公立はこだて未来大学大学院システム情報科学，２神戸大学大学院理学研究科)

L26.

分子アンヴィル酵素モデルと非平衡熱力学に基づく生命の起源と生物進化の分子論的
メカニズム
天谷 和夫
（元群馬大学）

L27.

大腸菌の SdiA タンパク質の進化がもたらすクォーラムセンシングシステムへの影響
前田憲成 （九州工業大学大学院生命体工学研究科）

11:1011:20

休憩

シンポジウム＃２・アストロバイオロジーネットワーク
11:2012:20

シンポジウム講演 S21 - S22

司会進行：

S21.

アストロバイオロジー研究概要
山岸 明彦
（東京薬科大学）

S22.

Biopause プロジェクト：大気球を用いた微生物採取実験
大野 宗祐
（千葉工業大学惑星探査研究センター）

12:2013:20

昼食

13:2013:50

総会@2201

山岸 明彦

14:0016:00

シンポジウム講演 S23 - S26

司会進行：

胸組 虎胤，島田 秋彦

S23.

全球凍結と大酸化イベント
田近 英一
（東京大学）

S24.

太陽系外惑星と生命探査
田村 元秀
（東京大学，自然科学研究機構アストロバイオロジーセンター）

S25.

S26.

火星の生命をいかにして見つけるか
吉村 義隆１， 荒川 まりあ１，西田 悠樹１，毛呂 知尋１，今井 栄一２，佐々木 聰３，
宮川 厚夫４，山岸 明彦４
（１玉川大学，２長岡技術科学大学，３東京工科大学，４東京薬科大学）
宇宙における共通物理・化学現象としての生命の誕生
高井 研
（海洋研究開発機構深海・地殻内生物圏研究分野）

16:00

閉会挨拶

