
  

平成 29 年度 
日本動物学会 中部支部大会 
プログラム集 

	 	 

平成 29 年 12 月 9 日（土）～10 日（日） 
会場：岐阜大学応用生物科学部 

	 	 

	 	 

	 	 



参加される方へ	 	 
●日時・会場など 

日	 時：	 平成 29（2017）年 12月 9日（土）～10日（日） 

会	 場：	 岐阜大学応用生物科学部（岐阜市柳戸１−１） 

参加費：	 無料 

懇親会費：一般 6,000円	 学生 4,000円 

	 	 	 	 	 大会の受付でお支払いください。 

 

●会場へのアクセス 

＜バス＞ 

JR岐阜駅前 9番乗り場から「岐阜大学・病院線」に乗車，「岐阜大学」で下車。 

（所要約 30分） 

  

岐阜大学へのアクセス，バス時刻表： 

https://www.gifu-u.ac.jp/access/  

（岐阜市内のバスでは交通系 ICカードは使えません） 
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キャンパス案内図： 

https://www.gifu-u.ac.jp/campus_map/  

「岐阜大学」バス停から茶色い建物（図書館）の横を通過し，小さい橋を渡って工学

部前を右折すると応用生物科学部の建物に着きます。 

 
＜自家用車＞ 

カーナビは「岐阜大学図書館」に設定してください。 

大学正門横の守衛室で動物学会参加者であることを告げて入構証をお受け取りくだ

さい。 

 

●宿泊 

ＪＲ・名鉄岐阜駅周辺のホテルが便利です。 

懇親会場のホテル近くにも岐阜駅〜岐阜大学のバスが停車します。 

 

●昼食 

土曜日は学食が営業（11:30〜13:30）しています。大学病院内のレストランは土日も

営業しています。「岐阜大学」バス停前にはコンビニがあります。 

 

●手荷物 

クロークを設置していませんので，恐れ入りますがお手荷物は各自でお持ちください。 

 

  

2



●大会プログラム 

12 月 9 日（土） 研究発表会 

	 	 	 	 	 	 	   会場：１０１多目的ホール（口頭発表）・１０２教室（ポスター） 

	 11:30-	 	 	  受付 

  12:00-13:00 支部会議 

	 12:00-13:00 ポスター貼りだし・スライド試写 

        （この時間帯もポスターの前で討論していただけます）	 

	 13:00-13:05 開会式・支部長挨拶 

	 13:05-16:25 一般・中高生・高専生発表（口頭発表）* 

	 16:35-17:25 一般・中高生・高専生発表（ポスター発表）* 

	 17:30-18:00 表彰式・支部総会 

	 	 	 （移動**） 

	 18:30-20:30 懇親会（ホテルグランヴェール岐山） 

  https://grandvert.com 

 

*学生（学部・大学院）・高校生の発表は，優秀賞・奨励賞などの表彰の対象とします

（エントリー不要）。 

**送迎バス	 往路	 岐阜大学→ホテルグランヴェール岐山 

	 	 	 	 	   復路	 ホテルグランヴェール岐山→岐阜駅・岐阜大学 

	 	 	 	 	   発車時刻など，詳細は当日ご案内します。 

 

12 月 10 日（日） 公開シンポジウム 

会場：１０１多目的ホール 

	 9:00-	 受付 

	 9:30-12:00	 公開シンポジウム 

	 「若者のための生態学アラカルト −機能・共生・言語−」 

	 	 申し込みは不要です。どなたでもお気軽にご来場ください。 
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発表者の方へ 

 

●口頭発表 

・口頭発表は発表 9分，討論 3分です。時間内に収めるようご協力ください。 

・外部モニター出力端子を備えたノートパソコン（PC）を各自でご用意ください。 

パソコンをご持参になれない方は事前に実行委員会までご連絡ください。 

・プロジェクタとの接続は VGA 端子（ミニ D-sub 15ピン）によるアナログ RGB 形

式です。上記の出力端子を備えていない PC（Macや最近のWindows PCなど）をご使

用の場合は変換アダプターをご持参ください。 

・PC のバッテリー切れに備え，必ず発表会場に AC アダプターをご持参ください。 

・PC 接続の不具合により投影できないという不測の事態に備えて，必ず発表用ファ

イルのコピーを USB メモリなどでお持ちください。 

・発表中に PCがスクリーンセイバーや省電力モードにならないように設定してくだ

さい。またネット接続やソフト更新，ウイルスチェックソフトのスケジュール検索な

どを解除しておいてください。 

・発表画面サイズは 1024×768ピクセルです。画面サイズが 16:9 の PCやネットブッ

クをご使用の方は，あらかじめ外部出力サイズを調整しておいてください。  

・プレゼンテーションデータに静止画・動画・グラフ等のデータをリンクさせている

場合は，そのデータも必ず保存していただき，事前に動作確認してください。  

・発表者は，12:00〜13:00の間に会場内の演壇近くへお越しください。そこで係の指

示にしたがって PC を接続し，試写（接続確認）をお願いします。  

・発表時の PC 操作は，発表者自身で行ってください。   

・PC に接続するスピーカーの用意はございません。  

・ご自身の発表後，PC を忘れずにお引き取りください。  

 

●ポスター発表 

・ポスターボード左上にポスター演題番号を張ってあります。ポスター発表者は 

12月 9日（土）12:00〜13:00の間に指定のポスターボードに掲示し，発表時間終了後

に取り外してください。事情により上記時間帯での貼付が困難な場合は，ポスター発

表中にはポスターが掲示されているようにしてください。画鋲はご用意します。 

・ポスターを貼付するスペースは，幅 110 cm，高さ 160 cm です。その中にタイトル，

演題名，所属，氏名も含めて収めてください。  

・撤去時間後も貼付されているポスターは事務局で処分させていただきますのでご了

承ください。 
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一般・中高生・高専生発表 

口頭発表 12 月 9 日（土） 13:05—16:25 

＊印は学生・院生発表（優秀賞対象）；＊＊印は中高・高専生発表（奨励賞対象） 

 

セッション I（13:05—14:05）	 座長（岡田令子：静岡大・理・生物） 

 

O–1 ＊ 13:05—13:17 

ネバダオオシロアリの職蟻への幼若ホルモン処理で兵隊に分化しない個体のしくみ 

 ○前川明滉 1，増岡裕大 2，前川清人 3 
 1富山大・理・生物，2農研機構，3富山大院・理工	 

	 

O–2 ＊ 13:17—13:29 

ネバダオオシロアリの兵隊型生殖虫の分化はカースト間の物理的な接触により調節

される 

 ○縫部京吾 1，早瀬直人 1，増岡裕大 2，前川清人 3 
 1富山大・理，2農研機構・生物機能，3富山大院・理工	 

	 

O–3 ＊ 13:29—13:41 

ヤマトシロアリにおけるリポカリン遺伝子の探索とカースト間の発現解析 

 ○鈴木翔吾 1，矢口	 甫 2,3，金崎直人 3，林	 良信 4，重信秀治 5，前川清人 3 
 1富山大・理・生物，2琉球大・熱生研，3富山大院・理工，4慶応大・法・生物学 

 教室，5基生研 

 

O–4 ＊ 13:41—13:53 

ヤマトシロアリの匂い結合タンパク質遺伝子の同定と触角における発現解析 

 〇鈴木諒平 1，北條	 賢 2，前川清人 1 
 1富山大院・理工，2関西学院大・理工	 

	 

O–5 ＊ 13:53—14:05 

キンギョとゼブラフィッシュの情動行動に及ぼすコレシストキニンの影響 

 〇サチリガ 1，吉田大祐 1，飯沼直人 1，今野紀文 1，中町智哉 1，松田恒平 1,2 
 1富山大・院理工・生体制御，2富山大・院生命融合・生体情報	 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝	 休憩 10分	 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

セッション II（14:15—15:15）	 座長（前川清人：富山大院・理工） 

 

O–6 ＊ 14:15—14:27 

渓流棲哺乳類カワネズミの遺伝構造研究 ～糞からの遺伝子解析およびマイクロサテ

ライト・マーカー開発～ 

 ○山崎	 遥 1，関谷知裕 2，平澤	 桂 3，佐々木彰央 4，一柳英隆 5，元木達也 6， 

 東城幸治 1 
 1信州大・理・生物，2信州大院・理工，3アクアマリンふくしま，4ふじのくに	 

	 ミュージアム，5熊本大院・先端科学，6環境アセスメントセンター	 

	 

O–7 ＊ 14:27—14:39 

カゲロウ目昆虫におけるハンドペアリングによる繁殖実験 

 ○竹中將起 1,2，東城幸治 3 
 1信州大院・総合工，2JSPS・DC1，3信州大・理・生物	 

	 

O–8 ＊ 14:39—14:51 

変態期のウシガエル幼生下垂体中の 2種類のプロラクチン mRNAの発現様式 

 ○伊藤希実 1，岡田令子 1，鈴木雅一 1，兵藤	 晋 2 
 1静岡大・院総合・生物，2東大・大海研	 

 

O–9 15:51—15:03 
オナジマイマイのラセミ変異の原因遺伝子の同定 

 ○野田武志，久田香奈子，佐藤矩行，浅見崇比呂 

	 信州大学・学術研究院・理学系	 

 

O–10 15:03—15:15 

アメリカザリガニにおける配偶者選択	 ―小中学校における動物のふえ方に関する

教材として－ 

 ◯後藤太一郎，黒川舞香 

	 三重大・教育・生物	 

	 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝	 休憩 10分	 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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セッション III（15:25—16:25）	 座長（後藤太一郎：三重大・教育・生物） 

 

O–11＊＊ 15:25—15:37 

名張市の獣害問題に対して～自分たちにできること～ 

 ○笠井康陽，○天川翔弥斗，○早川	 諒 

	 三重県立名張青峰高等学校科学部	 

 

O–12＊＊ 15:37—15:49 

標識再捕獲法によるハリヨ個体数の推定 

 荒井恵輔，伊藤	 蓮，桐山怜生，寺田	 匠，○廣岡拓真，南方優生 

	 岐阜県立大垣東高等学校	 

 

O–13＊＊ 15:49—16:01 

静かなる侵入者アルゼンチンアリ 

 ○奥田翔太，○平林功多，竹腰和真，勝野浩志，野村真愛 

	 岐阜県立加茂高等学校	 

 

O–14＊＊ 16:01—16:13 

腹ペコアリと満腹アリの行動学的考察 

 若尾岳登，○長谷川雄登，山本忠輝，貝川太亮，○藤本千夢 

	 岐阜県立八百津高等学校	 

 

O–15・16＊＊ 16:13—16:25（2題連続・質疑応答はポスター発表 P–10・11 で） 

守れ！ふるさとのカスミサンショウウオⅨ～GIS と環境 DNA を用いた生息地の未来

予想～ 

 ○日下部綾音，坂井雄祐，土田康太，都竹優花，河野有香，廣瀬雅惠 

岐阜県オオサンショウウオの多角的調査・解析～遺伝子解析によるチュウゴクオオ	 

	 サンショウウオ侵入の監視～ 
	 ○横山光海，常川光樹，深山遥誉，山口	 萌，中村日南，村瀬すぐり	 

	 岐阜県立岐阜高校 
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ポスター発表 12 月 9 日（土） 16:35—17:25 

＊印は学生・院生発表（優秀賞対象）；＊＊印は中高・高専生発表（奨励賞対象） 

 

P–1 
キンギョ高血糖モデルにおける骨代謝および糖化ウロココラーゲンの架橋解析 

 北村敬一郎 1, 池亀美華 2, ○鈴木信雄 3 
 1金沢大・保健学系，2岡山大・医歯（薬）学総合研究科，3金沢大・臨海実験施設 

 
P–2 ＊＊  
ハリヨの営巣条件 
	 荒井恵輔，伊藤	 蓮，○桐山怜生，○寺田	 匠，廣岡拓真，南方優生	 

	 岐阜県立大垣東高等学校	 

 
P–3 ＊ 
スフェロイド形成時における一次繊毛形成と細胞間接着の関係 
 〇村澤	 光，上野裕則 

 愛教大・教育・分子生命 

 
P–4 ＊＊ 
パプアキンイロクワガタの発色遺伝について 
	 池田	 陸	 

	 名城大学附属高等学校	 

 
P–5 ＊ 
マウス外腕ダイニン DNAH5と DNAH9のストーク部位発現と機能解析 
	 ○伏原由貴，上野裕則	 

	 愛教大・教育・分子生命	 

 
P–6 ＊＊ 
ウニの室内飼育の研究 
	 〇月﨑千里，中山彩葉	 

	 千葉県君津市立久留里中学校	 
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P–7 
日本産平板動物の長期飼育と消化酵素について	 

	 ○塙	 宗継，小田賢幸 
	 山梨大・医・解剖構造	 

 
P–8 ＊＊ 
カニ類の塩濃度感知における各種のイオンの役割 
	 ○伊藤碧美，伊藤望愛，河合顕真，高橋穗乃実，野村綺々	 

	 鈴鹿高専・課題研究カニグループ	 

 
P–9 ＊ 
ツメガエル変態期における成体型赤血球の出現と赤血球転換の完了 
 ○藤川良祐 1，生駒晶穂 2，山口雅裕 2 
 1鈴鹿高専・応用物質工学，2鈴鹿高専・生物応用化学 

 
P–10 ＊＊ 
守れ！ふるさとのカスミサンショウウオⅨ～GIS と環境 DNA を用いた生息地の未来

予想～ 

 ○日下部綾音，坂井雄祐，土田康太，都竹優花，河野有香，廣瀬雅惠 

	 岐阜県立岐阜高校	 

 
P–11 ＊＊ 
岐阜県オオサンショウウオの多角的調査・解析～遺伝子解析によるチュウゴクオオ	 

	 サンショウウオ侵入の監視～ 
	 ○横山光海，常川光樹，深山遥誉，山口	 萌，中村日南，村瀬すぐり	 

	 岐阜県立岐阜高校	 

	 

P–12 
能登里海教育研究所「里海科」の取り組み 
 ○木下靖子 1，浦田	 慎 1，鈴木信雄 2，谷内口孝治 2，早川和一 3 
 1能登里海教育研究所，2金沢大学環日本海域環境研究センター臨海実験施設， 

 3金沢大学環日本海域環境研究センター 
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P–13 ＊＊ 
伊勢湾のベントス	 

	 ○三輪皓大，柵木仁美，水野早稀	 

	 三重県立四日市高等学校	 

	 

P–14 ＊＊ 
高校でのネコギギ保護はじめ 
	 〇湯川和真，岩田陽介，久保太一，黒田悠介，三谷海斗，堀	 啓介，西村拓真，	 

	 三浦綾太	 

	 鈴鹿高・自然科学部	 

 

P–15 ＊＊ 
清水池の環境とハリヨ個体数の相関関係 
	 荒井恵輔，○伊藤	 蓮，桐山怜生，寺田	 匠，廣岡拓真，○南方優生	 

	 岐阜県立大垣東高等学校	 

 
P–16 ＊ 
巻貝専食セダカヘビ類と巻貝の左右性 
 〇宮澤裕太郎 1，浅見崇比呂 2 
 1信州大・総合理工学研究科・理学，2信州大・学術研究院理学系 

 
P–17 ＊＊ 
赤外線センサー付きカメラによる哺乳類の暗視動画撮影 
	 佐野めぐみ	 

	 岐阜県立岐阜北高等学校・自然科学部・哺乳類班	 

 
P–18 ＊＊ 
南宮山に生息するニホンジカに関する生態学的研究 
	 横田望，田中美咲，多賀雅弥，中根源太，古田未来	 

	 岐阜県立不破高等学校・自然科学部野生動物調査班	 

 
P–19 ＊＊ 
東山動物園のゴリラ群における個体間関係とゴリラの成長	 

	 大田裕介，兼松宜弘，三尾海斗	 

	 岐阜県立関高等学校自然科学部 
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公開シンポジウム 12 月 10 日（日） 9:30—12:00 

 

「若者のための生態学アラカルト −機能・共生・言語−」 

 

日時：12月 10日（日）	 9:30〜12:00（受付 9:00〜） 

会場：応用生物科学部	 １０１多目的ホール 

 

生態学と聞いたとき，みなさんはどんな学問を想像しますか？ 生態学の定義は「生

物とそれをとりまく環境との相互作用を扱う学問」ですが，科学技術の発達とともに

生態学は細分化し，裾野を広げつつあります。このシンポジウムでは，日本の若手研

究者が明らかにしてきた「生物たちの生きる術」を紹介し，未来の科学を担う若者に，

いきいきとした最新の生態学研究に触れていただきたいと思います。 

 

オーガナイザー： 

岡本 朋子（岐阜大学応用生物科学部） 

 

S–1	 海綿行動学ことはじめ 

椿	 玲未  

海洋研究開発機構 海洋生命理工学研究開発センター 新機能開拓研究グループ 

 

S–2 シジミチョウとアリの共生におけるケミカルコミュニケーション 

北條	 賢 

関西学院大学 理工学部 生命科学科 

 

S–3 鳥類の鳴き声から言語の進化を考える 

鈴木	 俊貴 

京都大学 生態学研究センター 
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動物学会について  
   公益社団法⼈人⽇日本動物学会は動物科学研究の発展と普及を⽬目的とする学術団体で
す．会員は，⼤大学や研究所に所属する研究者や⼤大学院⽣生をはじめとして，⼩小・中学校
や⾼高等学校の教員などで構成され，会員数は 2700 名に達しています．⼤大学に所属す
る会員の学部をみると，理学部，教育学部をはじめとして，農学部，医学部，⻭歯学部，
薬学部，⼯工学部など理系学部のすべてにわたります．     
   本学会の創⽴立は基礎科学系の諸学会の中でもきわめて早く，⼤大森⾙貝塚の発⾒見などで
有名な東京⼤大学の初代動物学教授であったモース（E.S.  Morse）が明治 11 年（1878
年）に創⽴立した東京⽣生物学会にさかのぼることができます．     
   本学会では，研究成果を広く公表し⼈人類の財産とするために，様々な事業を実施し，
理科教育の発展にも努⼒力しています．また，英⽂文の学術雑誌 Zoological  Science を刊
⾏行し，国際的に⾼高い評価を受けております．  

 

平成２９年度 日本動物学会中部支部大会 

 

共催：国立大学法人 岐阜大学 

 
 

協賛：世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ 

 

 

実行委員会 

 

岩澤	 淳・山本謙也・岡本朋子（岐阜大学応用生物科学部） 

古屋康則（岐阜大学教育学部） 

   （問い合わせ先） 

	  〒501-1193 岐阜市柳戸 1–1	 岐阜大学応用生物科学部	 岩澤	 淳 

	  TEL: 058-293-2873, E-mail: aiwa@gifu-u.ac.jp 
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