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会場案内
■会場までのアクセス
名古屋大学 理学南館 坂田・平田ホールおよびセミナー室（下図の D2⑦）
〒464-8601 名古屋市千種区不老町１
●ＪＲ名古屋駅・名鉄名古屋駅・近鉄名古屋駅から
地下鉄東山線藤が丘行き(栄・東山公園方面)に乗車し、本山駅で地下鉄名城線右回り（八事・
新瑞橋方面）に乗り換え、｢名古屋大学駅｣下車。所要時間約 30 分（乗換含）
●ＪＲ金山駅・名鉄金山駅から
地下鉄名城線左回り（新瑞橋・八事方面）に乗車し、｢名古屋大学駅｣下車。所要時間約 25 分
●地下鉄「名古屋大学駅」から
2 番出口を出て、徒歩 3 分（下地図の赤点線）です。

■昼食
●土曜日（8 日 11:30〜13:30）は大学生協の食堂が営業しています（会場近く）。
●日曜日は学内に営業している店舗はありません。

■手荷物
●クロークはありませんので、お手荷物は各自でお持ちください。

名古屋大学駅
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発表者の方へ
■シンポジウム・口頭発表：
●シンポジウムの各演題の持ち時間は、発表 25 分、討論 5 分です。口頭発表は、発表 14 分、
討論 3 分です。
●外部モニター出力を備えたノートパソコン,タブレット等を各自でご用意ください。
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機器（Mac や最近の Windows PC など）をご使用の場合は変換
アダプターをご持参ください。
●スライドの縦横比（アスペクト比）は「標準（４：３）」にしてください。解像度は、1600 x 1200
ピクセルまでの一般的な解像度に対応しています。あらかじめ外部出力サイズを調整しておい
てください。
●発表者は当日の大会プログラム開始の 15 分前までに（12 月 8 日は 13:05 までに、
9 日は 8:45
までに）口頭発表会場にお越しの上、各自ご持参の機器の動作確認、スライドの試写をおこな
ってください。

■ポスター発表：
●ポスターを貼付するスペースは、幅 115 cm、高さ 152 cm です。その中にタイトル、演題名、
所属、氏名も収めてください。
●発表者は発表当日（12 月 8 日）の 12:30 から 13:20 の間にポスターをマグネットで指定のパ
ネルに掲示してください。マグネットは各パネルに用意してあります。
●発表後、20:00 頃までに各自ポスターを撤収してください。
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大会プログラム
12 月 8 日（土）
12:30-13:20 受付、ポスター掲示
13:20-13:30 開会式、支部長挨拶
13:30-16:30 公開シンポジウム：
「2020 年代の海洋生物学の展望：生態行動学・進化分類学から海洋天然物化学まで」
16:30-18:00 学会員ポスター発表、中高・高専生ポスター発表
18:00-18:15 中高・高専生表彰式、ポスター撤収
18:15-20:15 懇親会（理学南館１Ｆセミナー室）

12 月 9 日（日）
08:30-09:00 開場、受付
09:00-10:08 口頭発表１（4 題）
10:08-10:40 コーヒーブレイク
10:40-11:31 口頭発表 2（3 題）
11:31-11:45 各賞集計
11:45-12:00 表彰式、閉会式

12:10-13:40 支部役員会議（理学南館会議室）
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公開シンポジウム
2020 年代の海洋生物学の展望：
古生物学・生態行動学・進化分類学から海洋天然物化学まで
13:30-13:35 イントロダクション（座長：田中

実、澤田 均）

13:35-14:05 依田 憲（名古屋大学 環境科学研究科 教授）
「バイオロギング〜鳥の背中にのって、海を、空を、街を見る」
14:05-14:35 宮本 教生（JAMSTEC 研究員）
「死んだクジラの骨に根を張って暮らすホネクイハナムシの不思議な生態」
14:35-15:05 中野 裕昭（筑波大学 下田臨海実験センター 准教授）
「日本近海での珍渦虫の探索と発見」
15:05-15:20 休憩
15:20-15:50 大路 樹生（名古屋大学 博物館 教授）
「左右相称動物の進化と捕食動物の出現：

モンゴルのフィールド調査から得られ

た新たな展開」
15:50-16:20 小鹿 一（名古屋大学 生命農学研究科 教授）
「海のギャング、オニヒトデの記憶改善作用物質」
16:20-16:30 総合討論
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口頭発表 12 月 9 日
＊印は大学生・大学院生発表（優秀賞対象）、＊＊は中高・高専生発表（奨励賞対象）
口頭発表１
09:00-09:17

O1 ○ 川島武士 (国立遺伝学研究所)
比較動物学へ比較メタボローム解析を取り込むための現状と課題

09:17-09:34 ＊O2 〇甲斐啓馬 1、宮崎智史 2、林良信 3、前川清人 1 (1 富山大・院・理工、
2 玉川大・農、3 慶応大・生物学教室)
シロアリ類で見られる性決定遺伝子の進化
09:34-09:51

＊O3

〇Carranza Jose1, Takehana Yusuke2, Nishimura Toshiya1, Tanaka
Minoru1 (1Nagoya University, 2Nagahama Institute of Bio-Science and
Technology)
Gonadal sex differentiation in two Oryzias species

09:51-10:08 O4 毛利達磨 (自然科学研究機構・生理研・個別研究)
ウニ、ヒトデの受精時の膜の電気的反応と細胞内 Ca 変化

口頭発表 2
10:40-10:57 O5 〇山口雅裕 (鈴鹿高専・生物応用化学)
広塩性カニ類における塩分応答能の多様性
10:57-11:14 ＊O6

〇市川陽菜、中町智哉、松田恒平、今野紀文 (富山大・院理工・生体制御)
メダカの海水適応における Ostf1b の発現動態とコルチゾルによる発現調節

11:14-11:31 ＊O7 〇吉田大祐 1、サチリガ 1、中町智哉 1、今野紀文 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)
ゼブラフィッシュの遊泳行動と情動行動に及ぼすコレシストキニン（CCK）
の影響
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ポスター発表 12 月 8 日
＊印は大学生・大学院生発表（優秀賞対象）、＊＊は中高・高専生発表（奨励賞対象）

＊P1 ○寒河江綾彦、塙 宗継、小田 賢幸

(山梨大・医・解剖構造)

下田産ムラサキカイメンの形態学的観察とミトコンドリア DNA の解析
P2

小木曽正造・又多政博・〇鈴木信雄

(金沢大・臨海)

マシコヒゲムシ Oligobrachia mashikoi の飼育と繁殖
P3

○塙 宗継、小田賢幸

(山梨大・医・解剖構造)

研究室内飼育下における日本産平板動物の観察
＊＊P4 〇市原慶梧、〇天野隼 (岐阜県立加茂高等学校・自然科学部)
ミドリゾウリムシのナゾに迫る！
＊＊P5 〇古田未来、中根源太、浦野愛菜、上本歩美

(岐阜県立不破高等学校・自然科学部)

南宮山におけるニホンジカに関する生態学的研究Ⅱ 〜GPS 首輪とトレイルカメラを用い
た行動解析〜
＊＊P6 ○酒井諒

(岐阜県立大垣東高等学校ハリヨ班)

営巣活動中の個々のハリヨの関係
＊＊P7 〇鈴木檀、鈴木涼太、川嶋玲志、浦田楓真、諸星綾音、鈴木飛央、落合駿、荒川琉平、廣
野忍、武田安祐美

(沼津高専・課題研究（深海プロジェクト）)

駿河湾沼津の深海 200〜500ｍの映像観察
＊＊P8 岡本 優真、塚本

颯 (掛川西高校 自然科学部)

空中ＤＮＡを使った鳥類調査法
＊＊P9 〇黒田悠介、星野琢磨、落合真弘、堤光、野呂俊介、樋口青杜、ベンガ将一満、光本翔一、
山下拓海、西飯信一郎、落合嗣博、新井公章

(鈴鹿高校・自然科学部)

高校でのネコギギ保護はじめ２－鈴鹿川水系の環境調査ⅩⅥ－
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＊＊P10 ○片岡幸大 、小川智司

(岐阜県立関高校・自然科学部)

コドモをめぐるゴリラの社会構造
＊＊P11 〇渡辺光哉、木村夏希 (愛知県立明和高等学校・ＳＳＨ部・生物班)
クロゴキブリの行動と学習能力
P12 ◯鈴木大地 1、2、Sten Grillner1

(1 カロリンスカ研究所・神経科学、2 基生研・神経行動)

ヤツメウナギ成体の視覚行動を制御する神経メカニズム
＊P13 ◯渡邉桂佑 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)
キンギョの情動行動におよぼすα-黒色素胞刺激ホルモンの脳室内投与の影響
＊P14 ◯汲田尚史、中町智哉、松田恒平、今野紀文

(富山大・院理工・生体制御)

メダカの塩分選好性行動とそれに伴う海水適応能獲得に関する研究
P15 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、〇松田恒平 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)
キンギョの情動行動に及ぼすコレシストキニン（CCK）の影響
＊＊P16 〇北村日向子、竹中輝、太田悠斗、田中洋地、藤井想大、東宏樹

(鈴鹿高専・課題研究

カニグループ)
塩分濃度が低い場合に K+、Mg2+、Ca2+が干潟のカニ類の生息に与える影響
＊P17 ◯高野 萌 1、三浦 浩一 2、海谷 啓之 2、中町 智哉 1、松田 恒平 1、今野 紀文 1
山大・院理工・生体制御、2 国循・生化学)
魚類と両生類におけるウロテンシンⅡ受容体サブタイプの細胞内情報伝達機構
＊P18 ○鈴木偉久、竹内浩昭

(静岡大・理・生物)

ドジョウ(Misgurnus anguillicaudatus)における口腔内外の味覚系と摂餌嗜好性
＊P19 〇大崎真穂、阿部秀樹

(名古屋大・生命農・水圏動物学)

GnRH3 による神経修飾作用がメダカ視機能に及ぼす影響
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(1 富

P20 木山純平、梶浦真司、○阿部秀樹 (名古屋大・院生命農・水圏動物学)
gnrh3:sph メダカを用いた単一ニューロンからのペプチド放出のライブイメージング
＊P21 ○酒井健有、澤田均、荒木聡彦 (名古屋大・理・生命理学)
ADAM-LRP 信号伝達経路に関わる新たな因子
＊P22 〇石川智也 1、塩尻信義 2、小池亨 2

(1 静岡大学大学院・総合科学技術研究科・理学専攻、

2 静岡大学・理学部・生物科学科)
肝前駆細胞における Pdx1 制御下にある遺伝子の解析
＊P23 〇汾陽早紀、上野裕則

(愛知教育大・教育・自然科学コース・分子機能・生命科学専攻)

マウス内腕ダイニン DNAH1、DNAH３のストーク部位発現と組織依存的な遺伝子発現解析
＊P24 〇柳田澪、中野博文、上野裕則 (愛知教育大・教育・理科教育)
培養細胞を用いた蛍光グルコースの時間毎の細胞内分布
＊P25 〇冨永斉 (総研大・生命科学・基礎生物学)
イトマキヒトデ幼生から探る脊索動物ボディプランの進化的起源
＊P26 〇北沢友梨奈 1、浅見崇比呂 2 (1 信州大・理・生物、2 信州大・学術研究院・理)
鏡像体の正常発生を可能にする遺伝基盤の検証
＊P27 ○成山奏子１、西尾俊亮２、白江 - 倉林麻貴１、松田幹２、澤田均１

(１名古屋大・院理・

生命理学、２. 名古屋大・院生命農学)
カタユウレイボヤの自家不和合性に関わる s-Themis と v-Themis の相互作用に関する解
析
＊P28 ○是枝達也 1,2, 鈴木英里子 1,2, 大森保成 2,3, Andrés D. Maturana2, 佐藤ちひろ 1,2,
北島健 1,2 (1 名大・生物機能セ、2 名大院・生命農学、3 名大・鳥類バイオセ)
ニワトリ精子膜マイクロドメイン局在糖タンパク質 SpGP の発見、性質および生理機能
P29 〇合田真、太田勲 (浜松医大・光尖端)
サカサナマズの色素胞ユニットによる色彩発現
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P30 〇橋本寿史 1、宮台元裕 2、日比正彦 1 (1 名古屋大・生物セ、2 名古屋大・理・生命理学)
HMG 型転写因子 Sox9b は Sox10 と協調してメダカの色素胞発生を促進する
＊P31 ○住田流香 1、西村俊哉 1、吉村泰河 1、田中実 1 (1：名古屋大学大学院理学研究科生命
理学専攻生殖生物学グループ)
ストレス環境下におけるメダカ生殖幹細胞の維持機構の解明
＊P32 ◯吉村泰河 1、菊地真理子 1、西村俊哉 1、竹内秀明 2、田中実 1 (1 名古屋大学大学院・
理・生命理学、2 岡山大・自然科学)
メダカのオスの生殖細胞における遺伝子発現誘導の系の開発と卵の運命を決定する因子の
探索
＊P33 ◯柴田光浩 1、岩澤淳 1, 2 (1 岐阜大院・連合農学、2 岐阜大・応用生物)
ニワトリ胚の発生に伴う卵黄嚢膜の糖代謝機能の変化
＊P34 〇河内理子 1・田中吉輝 2・東城幸治 3 (1 信州大院・総合理工、2 信州大院・工学系、3
信州大・理学系)
フロリダマミズヨコエビにおける二叉型付属肢と擬顎形成の形態・発生学的研究
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シンポジウム講演要旨
「バイオロギング～鳥の背中にのって、海を、空を、街を見る」
依田 憲（名古屋大学 環境科学研究科 教授）
野生動物の行動や生態の研究は、詳細な野外観察が基本となる。しかし、多くの野生動物（特に海
洋動物）は、いともたやすくヒトが観察可能な領域を出てしまう。そのため、動物の行動や生理状
態と、その周辺環境との相互作用を理解するためには、工学技術を用いて人間の観察限界を突破す
る必要がある。そこで開発されたのが、バイオロギング（Bio-logging）である。バイオロギングは、
動物に小型のデータロガーをとりつけ、動物自身の行動や生理状態、経験する環境などを時系列デ
ータとして記録する手法である。1960 年代に鰭脚類に対してアナログ記録計が装着されてから、セ
ンサの多様化とロガーの小型化が進み、現在では 1g 以下のロガーも用いられている。本講演では、
数百〜数千キロメートルに及ぶ鳥類の移動行動をバイオロギングで研究した成果を紹介すると共に、
ビッグデータ解析や人工知能搭載ロガーといった新展開を見せるバイオロギングの近未来について
紹介したい。

「死んだクジラの骨に根を張って暮らすホネクイハナムシの不思議な生態」
宮本

教生（JAMSTEC 研究員）

ホネクイハナムシは海底に沈んだクジラの死骸に生息する多毛類である．彼らは口や胃腸，肛門な
どの消化器官を欠いているが，代わりに”根”（樹根状栄養体部）と呼ばれる器官を持っている．根
は体の後端にある複雑に分岐した器官で，骨の中に張り巡らせた様はまさに植物の根のようである．
栄養の消化吸収はその根によって行われていると考えられているが，そのメカニズムについては不
明であった．また根には従属栄養細菌が細胞内共生しており，栄養代謝への関連も示唆されている．
我々は骨の消化吸収メカニズムを解明するためにホネクイハナムシの根で発現している遺伝子の解
析を行った．また共生細菌の機能を明らかとするために，共生細菌 2 種のゲノムを解読している．
今回はそれらの解析の結果見えてきた，ホネクイハナムシによる特異な摂食様式と共生細菌との関
係について紹介する．

「日本近海での珍渦虫の探索と発見」
中野 裕昭（筑波大学 下田臨海実験センター 准教授）
珍渦虫は中枢神経系、肛門、生殖器官、体腔などの主要な器官を欠く底生の海産動物である。この
単純な体制のためその系統学的位置は長く謎とされてきたが、最近では新口動物の一員、または初
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期に分岐した左右相称動物とされており、珍渦虫は新口動物を含む左右相称動物の起源や進化を考
える上で重要な動物群であると考えられている。しかし、その採集の困難さから珍渦虫の生物学的
な研究は遅れている。珍渦虫は長い間スウェーデン西海岸で採取される Xenoturbella bocki１種し
か報告がなかったが、その生息海域は厳冬期には海面が凍結し、１年間のうち繁殖時期を含む 3、4
ヶ月採集が不可能となる。2016 年には東太平洋から一度に４種が報告されたが、４種とも水深数百
メートル以深に生息し、採取には ROV など特殊な器具が必要である。私は、冬場でも凍りつかない
日本近海の海域に特殊な器具を使わずに採集可能な珍渦虫が生息しているのではないかと考え、情
報収拾と探索を行なってきた。その結果、2013 年には東北沖で、2015 年には三浦半島沖で珍渦虫
が採取され、2017 年に日本初、そして世界でも６種目の珍渦虫として<i>X. japonica</i>と命名
し報告した。報告後も日本近海の複数箇所において珍渦虫の採取に成功している。今後は本種で実
験を進めることで、左右相称動物の起源に関する研究を展開していきたい。

「左右相称動物の進化と捕食動物の出現：

モンゴルのフィールド調査から得られた新たな展開」

大路 樹生（名古屋大学 博物館 教授）
多細胞動物がいつ出現し、どのように進化してきたのか、これは生物学や古生物学の中で最大の問
題の一つである。古生物学者は古い地層から動物化石を掘り出し、動物進化を実証的に明らかにし
ようと努力してきた。一方、生物学者は現在の動物の遺伝子情報を用いて、様々な動物がいつ頃出
現し、分化してきたのかを明らかにしようと努めてきた。我々は国際的なチームを組み、モンゴル
西部のゴビアルタイ地域で古生物の調査を行っている。カンブリア紀（5 億 4200 万年以降）と、
それ以前のエディアカラ紀（6 億 2000 万年前〜5 億 4000 万年前）の地層を調査した結果、様々な
新しい古生物学的成果が得られた。今日紹介するのはエディアカラ紀の生痕化石（動物の巣穴）で
ある。この発見から、エディアカエラ紀当時に既に筋肉組織の発達した動物が存在したこと、それ
がおそらく長細い形で一端に口と他方に肛門を持っていたこと、そしてその動物が海底を「耕す」
ように砂や泥をかき混ぜていたことが推定される。つまり、左右相称動物がエディアカラ紀に出現
しており、巣穴を掘って生息していたことが分かった。さらにすでに捕食動物がいて、それを避け
るために海底下に巣穴を掘っていたことも推定できる。すなわちカンブリア紀以前にも左右相称動
物が存在していた新たな証拠を提出し、さらに当時の生態系の情報も推測することが可能となった。

「海のギャング、オニヒトデの記憶改善作用物質」
小鹿

一（名古屋大学 生命農学研究科 教授）

神経成長因子 (NGF) は神経細胞の分化、生存維持などに重要で、アルツハイマー病などの治療
薬候補としても期待されていた。しかし、NGF の投与には課題が多いため、NGF の活性を模倣・増
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強する低分子有機化合物が神経変性疾患治療薬の候補となりうる。こうした天然分子の探索の過程
で、オニヒトデの抽出物が NGF の作用を模倣・増強することを見出したことから、成分研究を開始
した。
沖縄産オニヒトデのメタノール抽出物をクロマトグラフィーにより精製した結果、多数の新規ス
テロイド配糖体を単離し、acanthasteroside と命名した。これらは高度に水酸化されたステロイド
核に 0〜2 個の糖が結合した化合物群で、中でも分子両端にひとつずつ糖が結合した B タイプが最
も強い活性を示した。極微量の NGF 共存下では NGF 増強活性も観察された。そこで、B タイプの
１つ acanthasteroside B3 を自然老化マウスおよび老化促進マウス（SAM）に皮下投与し、Y 字型
迷路試験、新規物体認知実験等を行った結果、低下した記憶・認知力に一定の回復が見られた。さ
らに体内動態を調べたところ、血液中および脳内に移行することも判明した。これらの結果は、
acanthasteroside 類が老化に伴う脳機能障害の改善に効果をもたらす可能性を示唆する。
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口頭発表要旨
O1 比較動物学へ比較メタボローム解析を取り込むための現状と課題
○ 川島武士

(国立遺伝学研究所)

メタボロームとは、生体内の低分子化学物質の総体のことである。DNA シーケンサーを用いるゲ
ノム解読が生物の遺伝情報の総体を明らかにするのと対照的に、質量分析計を用いるメタボローム
解析はその表現形を明らかにするものであるといえる。この手法は、とくにホルモンや脂質といっ
た生体内二次代謝産物の定性的な比較解析に用いることができ、形態的な違いのみに注目するだけ
では見えなかった遺伝子の機能や動物の進化の研究に道を開く可能性がある。しかしながら、現状
では天然物を質量分析して得られるマススペクトラム（検出ピーク値の 1 セット）は、医/薬/農/食
品科学などに広く利用されるようになっているのに比べて、メタボローム解析が比較動物学や進化
学に用いられることは少ない。今発表では、比較動物学へ比較メタボローム解析を取り込むための
課題と現状を概説し、発表者自身研究の現状を報告する。
＊O2 シロアリ類で見られる性決定遺伝子の進化
〇甲斐啓馬 1、宮崎智史 2、林良信 3、前川清人 1 (1 富山大・院・理工、
2 玉川大・農、3 慶応大・生物学教室)
シロアリは、基本的にどのカーストにも雌雄が存在するが、カースト分化経路が性間で明瞭に異
なる場合もある。したがって、社会性の維持には、性特異的な形質の発現制御が重要である。一般
に昆虫では数個の性決定遺伝子が連鎖的に働き、性が決定される。その経路の最下流の転写因子
doublesex（dsx）は高度に保存されるが、既知のデータベースを検索した先行研究では、シロアリ
に dsx が存在しない可能性が指摘された。ただし、シロアリを含む不完全変態昆虫の dsx の知見は
乏しく、代替遺伝子の有無は不明である。そこで本研究では、複数種のシロアリと近縁のゴキブリ
で dsx を探索し、分子系統や発現解析の結果に基づき、シロアリにおける性決定遺伝子の進化を考
察した。
まず、ゲノムと RNA-seq データを用い、各種の dsx を探索した。シロアリ各種で、dsx の 2 つ
の保存領域のうち、DNA 結合領域（DM ドメイン）のみを含む遺伝子を複数取得した。DM ドメイ
ン配列の分子系統解析の結果、他種昆虫の dsx と同じクレードに含まれる遺伝子（dsx-like）が確
認された。複数種で発現解析を行った結果、dsx-like は雄個体でのみ発現することが明らかとなっ
た。以上より、シロアリでは dsx-like が性決定遺伝子として働く可能性が示された。本発表では、
dsx-like の機能解析の結果を踏まえ、シロアリの性決定遺伝子の役割を議論する。
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＊O3 Gonadal sex differentiation in two Oryzias species
◯Carranza Jose1, Takehana Yusuke2, Nishimura Toshiya1, Tanaka
Minoru1

(1Nagoya University, 2Nagahama Institute of Bio-Science and
Technology)

Recent studies have revealed that sex determination genes (SDs) evolve rapidly. Oryzias
species employ different sex determination system with unique SDs. Japanese medaka (O.
latipes) has DMY as sex determination gene on a Y chromosome whereas SD of O. pectoralis
is a duplicated Gsdf. O. javanicus takes ZW/ZZ system. It is interesting to examine how
gonadal sex differentiation proceeds under the control of different SDs. Here we report the
sex determination process with focus on germ cell number, mitotic proliferation, location of
the gonads and the timing of secondary sex characteristics.
O4 ウニ、ヒトデの受精時の膜の電気的反応と細胞内 Ca 変化
毛利達磨 (自然科学研究機構・生理研・個別研究)
多くの海産無脊椎動物では受精時に膜の電気的変化を伴う。電気的変化に加えて受精時には卵内
で様々な反応が起こる。これら反応機構は細胞生物学的に普遍性があると考えられる。ウニやヒト
デの電気的変化や細胞内 Ca 遊離を起こす二次伝達物質の働きについては未だ不明点が多い。受精時
の電気的変化（膜電位変化）は細胞膜のイオンチャンネルを介する変化である。しかし、精子がイ
オンチャンネル変化を引き起こす機構や、どんなチャンネルなのか、その分子機構については未だ
不明である。より多くのイオン変化情報を得るために、電位固定法による膜電流変化測定を行った。
また同時に卵内 Ca 変化も測定した。重要な Ca 遊離二次伝達物質として inositol trisphosphate
(IP3)、cyclic ADP ribose (cADPR)と nicotinic acid ADP (NAADP)が知られている。IP3 は IP3 受
容体、cADPR はリアノジン受容体のリガンドで共に endoplasmic reticulum (ER)にあると考えら
れている。最近新たな Ca channel として NAADP のターゲットの Lysosome や酸性顆粒にある
two pore channel (TPC)が注目されている。この様な状況を踏まえてウニ卵とヒトデ卵の受精時の
膜電流変化と Ca 増加の時空間的変化とその関係について得られた結果を報告する。
O5 広塩性カニ類における塩分応答能の多様性
〇山口雅裕

(鈴鹿高専・生物応用化学)

干潟に生息する広塩性のアシハラガニ、ヤマトオサガニは淡水でも海水でも生息可能だが、海水
と同程度の塩分濃度である 3% NaCl 中では短時間で斃死する。これらのカニ類では、本来淡水中で
発現が亢進する Na+/K+ ATPase と炭酸脱水酵素の発現が 3% NaCl 溶液中でも上昇すること、お
そらくはこの結果として体液イオンバランスが崩れ、これが斃死の原因と考えられることを私たち
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はこれまでに報告してきた。これらの遺伝子の発現は、Na+以外のマイナーな陽イオン（K+、Mg2+、
Ca2+）の影響を大きく受けるらしい。そこで今回、環境中からの Na+の取り込みを促進する他の
遺伝子についても解析を行った結果、全ての遺伝子が 3% NaCl 溶液中で発現上昇を示すわけではな
いことや、種によって環境応答の仕方が違うことが明らかになった。また、より上流に生息するク
ロベンケイガニにおいても解析を行ったところ、3% NaCl 中では Na+/K+ ATPase・炭酸脱水酵素
ともに発現上昇を示さないこと、体液中のイオン濃度にも異常が見られないこと、生存率も干潟の
種より高いことが分かった。アシハラガニやヤマトオサガニは環境中の塩分濃度の激変に耐えられ
るよう、クロベンケイガニよりもマイナーな陽イオンに鋭敏に反応できる仕組みを備えているのか
もしれない。
＊O6 メダカの海水適応における Ostf1b の発現動態とコルチゾルによる発現調節
◯市川陽菜、中町智哉、松田恒平、今野紀文

(富山大・院理工・生体制御)

高浸透圧ストレス転写因子 1（Osmotic stress transcription factor 1：Ostf1）は、広塩性硬骨
魚類の海水移行処理によって鰓で急速かつ一過的に発現が誘導されることが知られているが、その
機能やシグナル経路に関する知見は未だ乏しい。
本研究では、広塩性魚のメダカを用いて Ostf1b の海水移行時の発現動態と、その分子生理学的な
特徴、及び魚類の海水適応に重要なホルモンとして知られるコルチゾルによる Ostf1b 発現への関与
について調べた。鰓の Ostf1b mRNA の発現量は、海水移行 2 時間後にピークに達し、その後急速
に減少した。また、海水から汽水（等張）への移行処理や、様々な溶質（尿素、マンニトール、グ
ルコース）を用いた高浸透圧ストレス処理を行ったところ、Ostf1b mRNA の発現量に大きな変化
は見られなかった。一方、NaCl を用いた高浸透圧ストレス処理では顕著な発現誘導が観察された。
次に、コルチゾル（10⁻⁵M）を溶解した飼育水にメダカを曝露したところ、Ostf1b mRNA の発現
は曝露 30 分後に有意に増加し、その発現はグルココルチコイド受容体（GR）アンタゴニストの共
曝露により阻害された。以上のことから、鰓の Ostf1b の発現は NaCl の高浸透圧刺激により誘導さ
れ、その発現調節にコルチゾル-GR 系が関与することが示唆された。

＊O7 ゼブラフィッシュの遊泳行動と情動行動に及ぼすコレシストキニン（CCK）の影響
◯吉田大祐 1、サチリガ 1、中町智哉 1、今野紀文 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)
CCK は脳腸ペプチドとして体内に広く分布し、特に大脳辺縁系などの中枢神経系における発現量
が多い。哺乳類において、C 末端側 8 アミノ酸より構成されている硫酸化 CCK（CCK-8s）は摂食
抑制作用や不安惹起作用等に関与することが知られている。一方、我々は、非哺乳類のキンギョに
おいて CCK-8s が不安惹起作用を示すことを報告した。そこで本研究では、ゼブラフィッシュを用
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いて CCK-8s の中枢機能を探ることを目的として、CCK の脳内分布および行動に及ぼす CCK-8s の
影響を調べた。CCK 様免疫陽性神経細胞体および線維の分布を観察したところ、情動行動制御に関
与する腹側手綱核等において、CCK 様免疫陽性反応が見出された。次に、ゼブラフィッシュ（zf）
CCK-8s を合成し（zfCCK-8s として zfCCK-8s A と zfCCK-8s B が同定）、zfCCK-8s A を脳室内投
与した後に行動解析を行ったところ、下層選好性行動の増加が観察された。下層選好性行動は
FG-7142 の脳室内投与によって増加し（不安惹起作用）、トフィソパムの脳室内投与によって減少
（不安緩和作用）することから、zfCCK-8s A の不安惹起作用が示唆された。CCK 受容体阻害剤で
あるプログルミド共投与によって、zfCCK-8s A の不安惹起作用が阻害されたことから、zfCCK-8s A
は CCK 受容体を介して作用することが示唆された。

16

ポスター発表要旨
＊P1 下田産ムラサキカイメンの形態学的観察とミトコンドリア DNA の解析
○寒河江綾彦、塙 宗継、小田 賢幸 (山梨大・医・解剖構造)
海綿動物は多細胞動物の中でも初期に分岐した動物であり、消化管等の器官の他、神経細胞や筋
細胞を持たない単純な構造を有する海産無脊椎動物である。多くの種の場合、体は骨片によって支
持されており、その骨片の形状や配列が分類形質として用いられている。海綿動物は日本近海にお
いて広く生息しているが遺伝的多様性や集団構造に関して焦点をあてた研究は少なく、生息地域内
あるいは間における個体群の関係は明らかになっていない。本研究では、下田市鍋田湾に生息する
海綿動物の遺伝的多様性および集団構造を解析するために鍋田湾岩礁域に広く生息するムラサキカ
イメンを実験動物として採用および採取し、その個体および骨片の構造を走査型電子顕微鏡(ＳＥ
Ｍ)で観察を行い、本種であることを確認した。現在、ムラサキカイメンのミトコンドリアＤＮＡを
解析し、鍋田湾における個体群の遺伝的多様性の解明に向けて遺伝子マーカーを探索している。
P2 マシコヒゲムシ Oligobrachia mashikoi の飼育と繁殖
小木曽正造・又多政博・〇鈴木信雄

(金沢大・臨海)

ヒゲムシはハオリムシやホネクイハナムシと共に環形動物門シボグリヌム科に分類され、細長い
棲管の大部分を海底に埋めて、生活していると考えられている。しかし、殆どの種が深海底に生息
しており、その生態や繁殖はわかっていない。一方、マシコヒゲムシは能登半島九十九湾の水深 10m
前後という浅く温暖な環境に生息しており、スクーバダイビングで直接観察することができる。そ
こで本研究では、①ヒゲムシを直接採集する方法と②卵から孵化させる方法の両面から実験を行っ
た。
アルミシャベルを用いて海底で直接採集し、海中で丁寧に仕分けて持ち帰り、生息地の泥を深さ
約 40cm 入れた水槽に棲管ごと埋め直した。その結果、8 個体で 2 年間以上生存させることに成功
した。これは世界で初めての実例になる。次に、産卵期を調べると、10 月上旬にあることが明らか
となった。そこで、メスから取り出した卵をシャーレ内で観察した結果、幼生へと発達したが、3
から 4 週間で浮遊幼生のまま全て死滅した。さらに、1 週間程度シャーレで育成した浮遊幼生を、
一度冷凍した生息地の泥を約 50cm 入れた水槽へ移し、2 日間静置した後に海水を掛け流したとこ
ろ、2 年後に泥から触手を出すマシコヒゲムシが 20 個体以上見つかった。以上のことから、直接採
集した個体と卵から育成した個体の両方において飼育技術の確立に成功し、飼育個体を用いた長期
観察や飼育実験が可能となった。
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P3 研究室内飼育下における日本産平板動物の観察
○塙

宗継、小田賢幸 (山梨大・医・解剖構造)

平板動物は消化器官や神経細胞、筋細胞を持たない直径 1 mm ほどのアメーバ状の海産無脊椎動
物である。その単純な体制のために顕微鏡下ではどの個体も同じに見えるが、ミトコンドリア DNA
に基づいて 19 種類のハプロタイプに分類され、
近年では Trichoplax adhaerens (ハプロタイプ H1)
に引き続き、平板動物門内で 2 種目となる Hoilungia hongkongensis (ハプロタイプ H13)が科学
的に記載されるに至っている。また、研究室内飼育下では、平板動物は無性生殖(分裂)によって増
殖することが知られているが、自然界から採取された個体の中には過密飼育して飢餓状態に曝すと
個体内に卵母細胞が発生するものも存在するため、特殊な条件下においては有性生殖を行う可能性
が示唆されている。これまでに発表者は静岡県下田市鍋田湾から採取した日本産平板動物ハプロタ
イプ H2 および H17 を Spirulina sp.を用いて長期飼育することに成功している。近年、それら日本
産平板動物のなかに卵子形成が誘導される個体が確認できたため、その経過を観察するとともに、
光学および電子顕微鏡によって構造を解析した。本研究では研究室内飼育下における日本産平板動
物の卵子形成過程を初めて報告する。
＊＊P4 ミドリゾウリムシのナゾに迫る！
〇市原慶梧、〇天野隼 (岐阜県立加茂高等学校・自然科学部)
ミドリゾウリムシ（Paramecium bursaria）は、共生クロレラを細胞内共生させている繊毛虫類
である。ゾウリムシの仲間であるがクロレラを細胞体内に共生させることにより、光合成を行うこ
とができるという特徴をもつ。細胞内共生は原核生物から真核生物への進化を考えるうえで大切な
過程であり、そのモデル生物としても興味深い。ミドリゾウリムシからクロレラを取り除くことを
「白化」といい、暗条件で培養したり、放射線照射をしたり、光合成阻害剤の DCMU、除草剤のパ
ラコート、タンパク質合成阻害剤のシクロヘキシミドといった処理で共生クロレラを除去すること
ができる。また、合成界面活性剤はミドリゾウリムシの細胞膜を崩壊させることができるため、共
生クロレラを開放することが知られている。再共生する過程を観察することから、共生のメカニズ
ムを明らかにしていく。宿主であるミドリゾウリムシはクロレラを共生させることで炭素化合物を
受け取ることができるが、何かリスクのようなものも背負わされているのではないだろうか。他の
ゾウリムシより動く速度が遅いとか、捕食のスピードが遅いなど興味が尽きない。逆に、共生して
いるクロレラを中心に考えると、ゾウリムシの体内で生活することに何か有益なことがあるのであ
ろうか。共生しているときのクロレラと、ゾウリムシから解放させてからのクロレラを比較しなが
ら観察することでそのナゾに迫りたい。
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＊＊P5 南宮山におけるニホンジカに関する生態学的研究Ⅱ ～GPS 首輪とトレイルカメラを用い
た行動解析～
〇古田未来、中根源太、浦野愛菜、上本歩美

(岐阜県立不破高等学校・

自然科学部)
本校はニホンジカの生息頭数が多いとされる、岐阜県の西部に位置する南宮山の山麓に立地して
いる。南宮山の南北には高速道路と JR 東海道本線が通っているため、南宮山は近隣の山々と隔絶さ
れ、大型哺乳類が行き来しにくい独特な環境となっている。そのため、南宮山はニホンジカの密度
管理を行うモデル地区にとして最適な環境であると言える。ニホンジカの密度管理の指標を検討す
るために、本研究では胃内容物調査と GPS 首輪と赤外線センサーカメラによる行動調査を行った。
捕獲された 30 頭のニホンジカの胃内容物調査では、垂井町北部に比べ南宮山周辺のニホンジカは農
作物（コメ、クリ）や果実（カキなど）を採食している個体が多いという結果が得られた。雌雄 1
頭ずつ、計 2 頭のニホンジカに GPS 首輪を装着し、毎時間ごとの位置情報データを約 1 年にわたっ
て取得した結果、薄明薄暮性と言われるニホンジカであるが、朝方や夕方の時間に 300m 以上の長
距離移動をする割合は少なかった。また、市街地に出る時間帯や、気温、月別の移動距離平均の解
析を行った。南宮山全域を覆うように 1.1km 四方のメッシュを作成し、各メッシュ 1 台の赤外線セ
ンサーカメラ（計 14 台）を設置した。場所ごとの撮影数の偏りと、採食による植生衰退度調査結果、
有害鳥獣対策フェンスの有無等から考察を行った。
＊＊P6 営巣活動中の個々のハリヨの関係
○酒井諒 (岐阜県立大垣東高等学校ハリヨ班)
私達は岐阜県海津市南濃町津屋地区清水池で、春にハリヨの営巣活動と営巣条件について調査を
行っている。今年の春の調査では行動範囲、行動パターンについて 3 月下旬から 4 月上旬までの計
12 日、確認できた 19 個の巣を比較した。営巣を行う雄のハリヨのそれぞれの行動範囲と行動パタ
ーン、巣間や岸からの距離を記録し、それらの位置関係を比較し、営巣を行っている雄同士の関係
を調べた。
＊＊P7 駿河湾沼津の深海 200～500ｍの映像観察
〇鈴木檀、鈴木涼太、川嶋玲志、浦田楓真、諸星綾音、鈴木飛央、落合駿、
荒川琉平、廣野忍、武田安祐美

(沼津高専・課題研究（深海プロジェクト）)

伊豆半島ジオパークは、2018 年度に世界ジオパークに認定され、日本一高い富士山と日本一深い
駿河湾に近く、生きたジオ拠点として、海への関心も高く、海底調査・観光・産業応用などの活用
が期待されている。しかし、水深 100m 程度まではダイビング映像、2000m 程度は深海映像があ
るものの、漁業や海底利用に期待される沼津近郊の 100〜500m 程度の映像や音の情報は少ない。
そこで、沼津市やヤマハマリーナ沼津の協力のもと駿河湾沼津の深海調査活動を開始した。これま
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での成果として、リアルタイムで観察ができる 450ｍケーブルカメラシステムを製作し、深海 100m
〜230m での海底地形や魚などの海底生物の映像を確認することができた。また、マリンスノーの
採取を行い、粘土物質とプランクトンであることがわかった。更に、海中音の分析から衝撃波発生
生物の存在なども明らかとなった。今回、新たな試みとして深海 500m 用の 4K 動画撮影システム
を製作した。これは、現行のケーブルカメラシステムの欠点である、ケーブル長による画質の劣化
や、解像度の低下といった問題を解決し、4Ｋ画質での深海撮影を可能とする。その結果、10 月 21
日に、駿河湾沼津の深海 530m の 4K 動画撮影に成功し、岩場や砂地などの海底地形の様子、数種
類のアナゴの仲間や、ウミシダの仲間、カイメンの仲間など、多くの生物を発見した。
＊＊P8 空中ＤＮＡを使った鳥類調査法
岡本

優真、塚本

颯 (掛川西高校 自然科学部)

環境 DNA を空中から採集することが可能ではないかと考えて始めたこの研究は、実験の対象にフ
クロウを選んでいる。フクロウは猛禽類で日本の多くの生態系で頂点に位置するため、生息状況を
調査することで生態系の状態を推定することができると考えた。また、フクロウは夜行性であるた
め目視による観察が難しく、環境 DNA を使った調査がふさわしいと考えられる。今回の発表では調
査方法の確立とフィールドでの検出状況について報告する。
＊＊P9 高校でのネコギギ保護はじめ２－鈴鹿川水系の環境調査ⅩⅥ－
〇黒田悠介、星野琢磨、落合真弘、堤光、野呂俊介、樋口青杜、ベンガ将一満、
光本翔一、山下拓海、西飯信一郎、落合嗣博、新井公章
(１鈴鹿高校・自然科学部)
私たちが 2008 年８月に発見した国指定天然記念物ネコギギの高密度生息地は，上流から流れて
くる土砂により攪乱を受けやすい。そこで，野外調査に加え，災害などによる野生絶滅を回避する
ため，2017 年からネコギギ生息域外保全事業を開始し，同時に，亀山市と鈴鹿享栄学園の間で飼育
協定が結ばれた。高等学校における国指定天然記念物ネコギギの保護増殖は，初めての取り組みと
なった。
野外調査でネコギギの分布をみたところ、３つの地点のそれぞれで、おおよそ 30 個体ずつネコギ
ギが生息するという局所個体群が形成されていた。また、土砂の堆積によりネコギギの生息環境は
再び悪化していた。生息域外保全事業では、雄１個体と雌３個体の間で延べ４回の交配に成功した
（ゴナトロピンを使用したのは１例のみ）
。結果的に 160 個体が孵化し，10 月１日現在で稚魚の生
存個体数は 68 個体となった。2017 年は最終的に９個体の稚魚が得られただけだったが，特に，今
年は孵化後の生存率を飛躍的に上げる事ができた。2017 年に誕生した個体を１年間飼育したところ、
2018 年の春から性的二型が見られるようになった。さらに，2017 年に誕生した稚魚２個体を同
11 月に放流したところ，2018 年８月の調査で再捕獲され，その個体の成長速度は 0.08mm/日で
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あった。自然条件下では飼育条件下よりも成長速度が低い事や，無事に放流個体が定着しているこ
とが分かった。
＊＊P10 コドモをめぐるゴリラの社会構造
○片岡幸大 、小川智司 (岐阜立関高校・自然科学部)
2015 年から現在まで、東山動物園のニシローランドゴリラ 5 頭の社会構造を、2 頭のコドモゴリ
ラの成長を軸に追跡した研究。ゴリラの個体間の関係を、接触や近接といった観察ポイントを主眼
にデータ化し、個体間関係の変化に関する考察を行なっている。
＊＊P11 クロゴキブリの行動と学習能力
〇渡辺光哉、木村夏希 (愛知県立明和高等学校・ＳＳＨ部・生物班)
ゴキブリは、主に衛生害虫として駆除対象とされている。私たちはゴキブリの行動パターンや学
習能力を研究することで、ゴキブリ駆除や忌避に役立てたいと考えた。
私たちは自作した通路と小部屋からなる飼育容器内でクロゴキブリを飼育した。小部屋にはそれ
ぞれ、エサ・水・隠れる場所を設置し、その位置をクロゴキブリに学習させた。その後、小部屋に
振動などの刺激を与え、クロゴキブリの行動変化を観察した。
今後はクロゴキブリのコミュニケーション能力に視点を置き、固体間で及ぼし合う影響について
の実験・観察を行おうと考えている。
P12 ヤツメウナギ成体の視覚行動を制御する神経メカニズム
◯鈴木大地 1、2、Sten Grillner1

(1 カロリンスカ研究所・神経科学、

2 基生研・神経行動)
自由に動き回る動物にとって、知覚対象に向かうか避けるかの選択はもっとも基盤的な行動選択
のひとつである。たとえば餌には近づいて摂食しつつ、捕食者からは逃げなければならない。その
ために動物は知覚対象の種類や性質によって行動を変える必要がある。脊椎動物におけるこうした
行動選択の神経基盤とその進化を明らかにするため、我々はヤツメウナギの視覚行動に着目した。
ヤツメウナギは脊椎動物の祖先的な形質を多く保存している一方で、脊椎動物の基本的な感覚運動
系を備えている。視覚刺激に対するヤツメウナギの反応を調べるため、我々は摘出した眼-脳脊髄標
本をコンピュータ画面の前に配置したチャンバー内で灌流維持し、画面上に呈示した視覚刺激に対
する視蓋（視覚中枢）と脊髄腹根（運動出力）の反応を記録する実験系を構築した。実験の結果、
刺激の種類（形、速さ、呈示場所など）による指向性/忌避性の反応の違いに違いが生じることが明
らかとなった。またガラスピペットを用いて薬剤を微小注入することで、この視覚行動にかかわる
神経回路が明らかとなった。これらの結果をもとに、初期脊椎動物における視覚行動の進化を考察
する。
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＊P13 キンギョの情動行動におよぼすα-黒色素胞刺激ホルモンの脳室内投与の影響
◯渡邉桂佑 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)
我々は、キンギョにおいて視床下部に局在するα-黒色素胞刺激ホルモン (α-MSH) が摂食抑制作
用を有することを以前報告した (Kojima and Matsuda et al., Peptides 2008)。しかしながら、α
-MSH は視床下部や下垂体中葉のみならず、脳に広く分布する。そこで、本研究ではα-MSH の精神
生理学的作用の有無を探ることを目的として、キンギョの情動行動に及ぼすα-MSH の脳室内投与の
影響を調べた。キンギョの情動行動は不安を感じた際に水槽の下層を好んで遊泳する行動 (深み選
好性行動)を指標とした。
中枢型ベンゾジアゼピン受容体逆作動薬である FG-7142 の 10 pmol/g 体
重の脳室内投与により下層滞在時間 (深み選好性行動のパラメータ)は有意に増加した。1〜100
pmol/g 体重のα-MSH を投与したところ、下層滞在時間は増加傾向を示した。本発表では、運動量
に及ぼす影響も含めて実験結果を報告する。
＊P14 メダカの塩分選好性行動とそれに伴う海水適応能獲得に関する研究
◯汲田尚史、中町智哉、松田恒平、今野紀文

(富山大・院理工・生体制御)

広塩性淡水産魚類のメダカ（Oryzias latipes）は、淡水から海水への直接移行に耐えることがで
きず、海水適応には希釈海水（汽水）への一定期間の馴化が必要である。また、等張環境では理論
的に浸透圧調節に要するエネルギーを軽減できることから、等張環境は魚類にとって生存しやすい
環境であり、等張環境への選好性行動が魚類の海水適応能の獲得に重要であると推測される。
本研究ではメダカの塩分選好性行動とそれに伴う海水適応能の獲得機構を明らかにすることを最
終目的として、まずメダカが異なる塩濃度環境に対してどのような行動を示すのかについて調べた。
一つの水槽に二つの異なる塩濃度環境を再現できる実験用水槽を作成し、淡水飼育したメダカの塩
分選好性について調べた。淡水と 300 mOsm 人工海水領域（等張）の滞在時間を比較したところ、
24 時間までの観察ではメダカは 300 mOsm 領域に長く滞在し、
等張環境に選好性を示した。一方、
淡水と 600 mOsm 人工海水領域（高張）の滞在時間の比較では、メダカは 600 mOsm 領域にほと
んど滞在しないことが明らかになった。本発表では淡水領域と 600 mOsm 人工海水領域を再現し
た水槽での 100 時間までの経時的な領域滞在時間の観察を行い、海水適応能を獲得するタイミング
について調べたので報告する。
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P15 キンギョの情動行動に及ぼすコレシストキニン（CCK）の影響
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、〇松田恒平 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)
CCK は脳腸ペプチドとして体内に広く分布し、特に大脳辺縁系などの中枢神経系における発現量
が多い。哺乳類において、C 末端側 8 アミノ酸より構成されている硫酸化 CCK（CCK-8s）は摂食
抑制作用や不安惹起作用等に関与することが知られている。一方、我々は、非哺乳類のキンギョに
おいて哺乳類 CCK-8s の脳室内投与が摂食行動を抑制するとともに情動行動に影響を及ぼす可能性
を報告した。そこで本研究では、まず、哺乳類 CCK に対する抗血清を用いて CCK 様免疫陽性反応
の脳内分布を観察した。CCK 様免疫陽性反応を示す神経細胞体と神経線維は脳に広く分布し、特に
手綱核や視床下部に強い染色像が見出された。次に、キンギョ（gf）CCK-8s を人工合成し、実験水
槽における底部選好性に着目して遊泳行動を観察した。その結果、gfCCK-8s の脳室内投与によって
底部選好性行動が増加した。底部選好性行動の増加は不安惹起薬の FG-7142 の脳室内投与によって
も起こることから、gfCCK-8s の不安惹起作用が示唆された。CCK 受容体阻害剤であるプログルミ
ドの前投与によって、gfCCK-8s の不安惹起作用が阻害されたことから、gfCCK-8s は CCK 受容体
を介して不安行動を引き起こすことが示唆された。
＊＊P16 塩分濃度が低い場合に K+、Mg2+、Ca2+が干潟のカニ類の生息に与える影響
〇北村日向子、竹中輝、太田悠斗、田中洋地、藤井想大、東宏樹
(鈴鹿高専・課題研究カニグループ)
干潟に生息するカニ類は 3% NaCl 中では生存できず、生存のためには K+と二価の陽イオン（Mg2+
か Ca2+）が必要である。これらのイオンがないと、3% NaCl 中で部分的に淡水順応の仕組みが働
いてしまい、その結果カニが死んでしまうらしい。一方、淡水と同レベルに塩分濃度が低い 0.05%
NaCl 中ではこれらの陽イオンは生存に不要である。では塩分濃度が低い時にこれらの陽イオンが存
在すると、逆に海水順応の仕組みが働き、カニ類の生存に影響を及ぼすのだろうか？これについて
解析するため、私たちは淡水（0.02-0.025% NaCl）にこれらのイオンを共存させ、その時の生存
率を求めた。その結果、ヤマトオサガニでは、海水と同レベルの陽イオンを共存させると生存率が
著しく低下した。また 3 種類の陽イオンのうち生存率を低下させるのは K+であり、Mg2+と Ca2+に
は K+による生存率の低下を若干阻害する効果が見られた。一方、アシハラガニでは海水の 2 倍程
度の陽イオンを共存させても生存率は低下せず、低塩分濃度の時の K+、Mg2+、Ca2+が生存に与え
る影響は大きく異なることが分かった。また、これらの陽イオンの共存によって生存率が低下した
場合でも、体液中の Na+濃度には大きな変化が見られず、必ずしも海水順応の仕組みが働くわけで
はないことが示唆された。K+の過剰な流入が死因ではないかと考え、検討中である。
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＊P17 魚類と両生類におけるウロテンシンⅡ受容体サブタイプの細胞内情報伝達機構
◯高野 萌 1、三浦 浩一 2、海谷 啓之 2、中町 智哉 1、松田 恒平 1、今野 紀文 1
(1 富山大・院理工・生体制御、2 国循・生化学)
ウロテンシンⅡ（UⅡ）は、強い血管・平滑筋収縮作用を示すペプチドホルモンとして知られてい
る。最近、UⅡ受容体（UTR）遺伝子の in silico 研究によって、複数の UTR サブタイプ（UTR1〜
UTR5）遺伝子の存在が報告されたが、UTR1 以外のサブタイプが実際に機能的な受容体であるか否
かや、その細胞内情報伝達経路の詳細は明らかにされていない。
そこで、本研究では、真骨魚類であるメダカと無尾両生類であるネッタイツメガエルから各 UTR
サブタイプ遺伝子を同定し、それらの組織発現分布の解析に加えて、各 UTR サブタイプの強制発現
培養細胞を用いたリガンドに対する細胞内情報伝達経路を解析した。
その結果、メダカおよびネッタイツメガエルは UTR1、UTR3、UTR4、UTR5 の 4 つの UTR サ
ブタイプ遺伝子を有しており、様々な組織における発現が認められた。また、FRIPR を用いた細胞
内 Ca2+動員アッセイにより、ネッタイツメガエルおよびメダカの UTR1 と UTR5 は Gq タンパク
質共役型受容体であることが示されたが、UTR3 および UTR4 の細胞内情報伝達経路を特定するこ
とはできなかった。そこで、各 UTR サブタイプ強制発現細胞に UⅡを添加し、G タンパク質の下流
に存在する種々の細胞内シグナル活性を解析することで、UTR3 と UTR4 が機能的な受容体である
かを精査したので、本学会で報告する。
＊P18 ドジョウ (Misgurnus anguillicaudatus) における口腔内外の味覚系と摂餌嗜好性
○鈴木偉久、竹内浩昭 (静岡大・理・生物)
魚類の味覚器における応答は高い種特異性を示し、味覚が発達した魚種では口腔内外で独立した 2
つの味覚系が存在することが知られているが、口腔内外の味覚系が異なる味覚感受性を有するのか
どうかは調べられていない。そこで本研究では味物質に対するドジョウの摂餌行動から口腔内外味
覚系の機能や摂餌嗜好性との関係を検証した。
味物質 （基本味とアミノ酸）を含むゲルペレットを作製し、味物質を含まないコントロールから
濃度が低い順にドジョウに呈示したときの摂餌行動を観察した。食いつき率、飲み込み率、摂餌率
をそれぞれ口腔外、口腔内、全体の味覚嗜好性の指標として定義した。その結果、苦味では食いつ
き率、飲み込み率、摂餌率の全てがコントロールより有意に低かった。一方、アミノ酸の Met と Lys
を呈示した場合、食いつき率と摂餌率がコントロールより有意に高かった。これら摂餌率の高い味
物質をドジョウが好んで摂餌しているかを確かめるために忌避性を示した苦味物質単体とアミノ酸
を混ぜたゲルペレットを呈示したところ、Lys を混ぜたときだけ苦味物質単体より食いつき率と摂
餌率が有意に高かった。
これらの結果より Lys は食いつきを促進し、苦味は口腔内外で食いつきと飲み込みを抑制すると
考えられる。従って、ドジョウは口腔内外でほとんど同じ味覚嗜好性を示すが、口腔外味覚系が発
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達しており、摂餌の判断は主に口腔外味覚系に依存すると考えられる。
＊P19 GnRH3 による神経修飾作用がメダカ視機能に及ぼす影響
〇大崎真穂、阿部秀樹 (名古屋大・生命農・水圏動物学)
魚類の終神経で産生・放出される神経修飾ペプチド、ゴナドトロピン放出ホルモン（GnRH3）は、
メダカでは視覚依存的な配偶者選択行動に影響を及ぼすことが報告されている。GnRH3 ペプチドは、
①視神経→視蓋脳室周囲ニューロン間のシナプス伝達を促進させる、②視蓋脳室周囲ニューロン自
体の興奮性を抑制させる、ことが他の魚種を用いた in vitro での細胞生理学的研究から報告されて
いるが、このような GnRH3 ペプチドの作用が個体における視機能に及ぼす影響は明らかになって
いない。私は GnRH3 ペプチドがメダカの視機能に及ぼす作用を明らかにするため、視覚性反射行
動（視運動性反応（OptoKinetic Response; OKR））を利用して GnRH3 ペプチドが視覚行動に与
える影響を検討した。
メダカ成魚の両眼に縦縞が移動する動画をプロジェクターで呈示し、誘発された眼球運動をデジ
タルカメラ撮影する刺激呈示・記録系を自作した。その結果誘発された、縞模様の動きに追従して
眼球角度の変化とリセットが繰り返される、OKR 頻度を指標として、GnRH3 ペプチドの腹腔内投
与（1.04nmol/gB.W.、投与２時間後）が、様々な空間周波数の縦縞移動によって誘発された OKR
に及ぼす影響を検証した。その結果、GnRH3 ペプチドの腹腔内投与によってテストした空間周波数
条件全域にわたって OKR 頻度が増加する傾向がみられた。
P20 gnrh3:sph メダカを用いた単一ニューロンからのペプチド放出のライブイメージング
木山純平・梶浦真司・○阿部秀樹 (名古屋大・院生命農・水圏動物学)
動物の行動を制御する脳内神経回路を構成する個々のニューロンの興奮パターンや神経伝達効率
を変化させる神経修飾には、脳内で産生される様々な神経ペプチドが関わることが知られている。
我々は魚類において繁殖行動の動機づけに関わる神経ペプチド、終神経に存在するゴナドトロピン
放出ホルモン(GnRH3)を産生するニューロンをモデルとして、同ニューロン特異的に開口放出に応
じて蛍光強度が変化する開口放出センサータンパク質、シナプトフルオリン (SpH)を発現する
gnrh3:sph トランスジェニックメダカを作製した。
gnrh3:sph トランスジェニックメダカ胚または稚魚から脳を取り出し、カバーガラスで数日間培
養した初代培養標本を作製してタイムラプスイメージングを行ったところ、脱分極刺激によって軸
索のみならず細胞体においても開口放出が起こること、軸索上では軸索途中の肥厚部（バリコシテ
ィ）で最も開口放出が起こること、を示唆する SpH 蛍光強度変化が得られた。
さらに完全な in vivo 状態では頭蓋骨や脳室内の油球によって SpH 蛍光の観察が困難であったた
め、全脳 in vitro 標本をもちいて脳内 GnRH3-SpH ニューロンにおける SpH 蛍光強度変化について
タイムラプスイメージングを行ったところ、細胞体・神経突起途中における自発的 SpH 蛍光強度変
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化や、軸索内での分泌小胞輸送を観察することに成功した。
＊P21 ADAM-LRP 信号伝達経路に関わる新たな因子
○酒井健有、澤田均、荒木聡彦

(名古屋大・理・生命理学)

ADAM (A Disintegrin and Metalloprotease)ファミリータンパク質はがんの浸潤転移など様々な
病態に関わることが指摘されているが、その詳細な作用機構は不明である。演者らは、出血性ヘビ
毒由来の活性型 ADAM ファミリータンパク質 VAP1 (Vascular Apoptosis-inducing Protein1)を用
いて、その標的タンパク質の探索や細胞に対する作用について解析してきた。そして、VAP1 やヒ
ト ADAM8 が Wnt シグナル受容体の一つである LRP6 を分解することを明らかにした。またその切
断部位に対する抗体は、VAP1 による LRP6 分解を阻害するのみならず、VAP1 による培養細胞の接
着抑制活性やマウスの出血活性をも阻害することを報告している。今回、VAP1 や ADAM8 によっ
て分解される部位以外で、LRP6 が ADAM9 によって分解されることを示唆する結果を得た。また、
ADAM とは異なる金属プロテアーゼが LRP ファミリータンパク質を切断することも見出した。これ
らの知見は、ヘビ毒の作用機構や ADAM 等の金属プロテアーゼによるがんの浸潤転移機構を考える
上で興味深い結果であり、ADAM ファミリータンパク質の病態生理機能の解明に役立つかもしれな
いと考えている。
＊P22 肝前駆細胞における Pdx1 制御下にある遺伝子の解析
〇石川智也 1、塩尻信義 2、小池亨 2 (1 静岡大学大学院・総合科学技術
研究科・理学専攻、2 静岡大学・理学部・生物科学科)
肝臓は高い再生能力をもち、薬剤やウィルスによって重篤な障害を受けた場合には、未分化性を持
つ肝前駆細胞が増殖・分化する「肝前駆細胞依存性の再生」が起こると考えられている。しかしな
がら、肝前駆細胞の肝再生への寄与の様式については未解明な点が多い。我々は、この肝前駆細胞
において Pdx1 が発現していることを明らかにした。 Pdx1 は膵臓の発生とその機能維持に重要な
転写因子をコードする遺伝子であるが、肝前駆細胞における役割は明らかになっていない。そこで、
我々は<i>Pdx1</i>が肝前駆細胞の特性に関する遺伝子発現の制御を通じて、肝再生に寄与してい
る可能性を考えた。本研究では、肝前駆細胞様の特性をもつ WB-F344 細胞株とラット薬剤肝障害
モデルを用いて、それらにおける Pdx1 発現、及び Pdx1 の制御下にある遺伝子の探索とその発現
解析を行った。WB-F344 野生株とその Pdx1-KO 株を用いたマイクロアレイ解析の結果、Pdx1-KO
によって発現変動する遺伝子を多数同定した。中でも、Igf2 及びその関連遺伝子に揃って発現変動
が見られ、それら遺伝子の障害肝臓での発現も確認した。現在、Pdx1 と Igf2、及びその他の発現
変動遺伝子のさらに詳細な発現解析を進めている。
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＊P23 マウス内腕ダイニン DNAH1、DNAH３のストーク部位発現と組織依存的な
遺伝子発現解析
〇汾陽早紀、上野裕則 (愛知教育大・教育・自然科学コース・分子機能・
生命科学専攻)
繊毛は細胞小器官の一つであり、様々な組織や器官を構成する細胞に存在している。繊毛は、モ
ータータンパク質である外腕ダイニンと内腕ダイニンよって駆動されており、本研究では、内腕ダ
イニンに焦点を当てて研究を行った。
複数ある内腕ダイニン遺伝子のうち DNAH1、DNAH3 の、肺・精巣・腎臓・脳における遺伝子発
現の有無を RT-PCR 法により解析した。また、繊毛運動に関わる Dpcd 遺伝子のノックアウトマウ
スでも同様の実験を行った。その結果、DNAH1 は全ての組織・器官で発現し、DNAH3 は肺・精巣・
脳で発現が確認された。また、正常個体と Dpcd ノックアウトマウスで発現の有無に大きな違いは
見られなかった。しかし、定量 PCR 法により両者の DNA の総量を解析した結果、DNAH3 は両者
で DNA の総量に大きな差は見られなかったが、DNAH1 は正常マウスに対し Dpcd ノックアウトマ
ウスは約 50%の DNA 総量の減少がみられた。また、内腕ダイニンと微小管の結合に最も関与して
いると考えられるストーク部位に着目した。DNAH1、DNAH3 のストークと MTBD を His-tag
Vector に導入し、融合タンパク質として発現・精製するため、大腸菌を用いた発現系の構築を行っ
た。SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動法により、タンパク質発現を確認したところ、発現が確
認できた。
＊P24 培養細胞を用いた蛍光グルコースの時間毎の細胞内分布
〇柳田澪、中野博文、上野裕則

(愛知教育大・教育・理科教育)

細胞は、グルコースなどのエネルギー代謝基質を細胞外から取り入れ、解糖系によりピルビン酸
と 2 個の ATP を合成する。生成されたピルビン酸はミトコンドリア内部でクエン酸回路、電子伝達
系を通じて、36 個の ATP を合成し、合成された ATP は細胞内各所へ供給される。しかし、この細
胞内における ATP の生成がいつ、どこで生じているのかはいまだ明らかとなっていない。
そこで本研究では、エネルギー基質分布を可視化するためにグルコースの 1 位、2 位それぞれにダ
ンシルアミノ基を有する誘導体を合成し、正常に蛍光糖が細胞内へ取り込まれるのか、また蛍光糖
の細胞毒性を確かめるために COS-7 と NIH3T3 両培養細胞への導入実験を行った。その結果、両
細胞に蛍光糖は細胞質全体に取り込まれている様子が観察された。また、ダンシルアミノ基の位置、
添加する蛍光糖の濃度によって細胞への取り込み量に差が生じた。
さらに、繊毛虫テトラヒメナでも同様の実験を行った。その結果、蛍光糖は食胞には蓄積されず、
細胞質全体に観察された。加えて、最も強く蛍光が観測されたのは大核・小核部分であった。この
ことから、テトラヒメナはグルコースを常に細胞外から取り入れ、核へ蓄積させていくことが示唆
された。
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＊P25 イトマキヒトデ幼生から探る脊索動物ボディプランの進化的起源
〇冨永斉 (総研大・生命科学・基礎生物学)
脊索動物は脊索や神経管に代表される固有のボディプランを持つ。これらの構造はほかの動物群
に類似したものはなく、諸説あるもののその起源は未だ明らかにされていない。
脊索動物の姉妹群としては、棘皮動物と半索動物からなる水腔動物が存在する。多くの水腔動物
はディプリュールラと呼ばれる共通した幼生段階を持つ。そこで、本研究は、脊索動物の神経胚と
ディプリュールラ幼生を比較することを検討する。
脊索動物の発生過程において共通して見られる顕著な過程として、脊索による神経管誘導が挙げ
られる。脊索の発生には Brachyury 遺伝子が重要な働きをするが、ディプリュールラ幼生ではこの
遺伝子は、原口の他、口器外胚葉と口器内胚葉での発現が見られる。特に口器内胚葉は胚内の位置
関係が脊索に近く、脊索での発現が知られる FoxA や Hh の発現も見られる。脊索動物の口器が水腔
動物のものと相同でないとする議論も含め、脊索は水腔動物の口器内胚葉に相当するのではないか
という仮説を議論したい。本研究では、モデルディプリュールラとしてイトマキヒトデ幼生の使用
を検討している。
＊P26 鏡像体の正常発生を可能にする遺伝基盤の検証
〇北沢友梨奈 1、浅見崇比呂 2 (1 信州大・理・生物、2 信州大・学術研究院・理)
螺旋卵割は、前口動物を二分する脱皮動物と螺旋（冠輪）動物のうち、後者の初期発生の様式で
ある。典型的な螺旋卵割で初期発生する巻貝では、右巻と左巻の系統がくり返し進化した。巻貝の
うち少なくとも有肺類の右巻種と左巻種では、螺旋卵割がたがいに左右逆に進行する。だが、タケ
ノコモノアラガイで突然変異で生じた左巻変異の系統では、螺旋卵割のしかたが個体間で著しくば
らつく。本研究はこの個体変異に着目した。右巻（野生型）と比べ、左巻変異体は、8 細胞期の割
球配置にみる左右極性（平均値）が量的に低く、その分散（個体間のばらつき）が大きい。この極
性が小さければ小さいほど奇形死亡率が高いため、左巻変異系統は孵化率が低い。もし左巻変異系
統に特徴的なこの表現型変異に相加遺伝分散が有意にあれば、野生集団で左巻変異体が交尾繁殖す
る機会が継続するかぎり、孵化率（螺旋卵割の極性）の高い卵を産む母親が生存選択され、正常発
生率の高い左巻系統が進化するはずである。交尾（体内受精）する巻貝の場合には、逆巻変異体は、
そもそも野生型との交尾が難しいため淘汰されやすい。だが、これは同時に、有肺類に特徴的な繁
殖条件（母性効果による巻型決定、自家受精、移動力の低い小集団）のもとで逆巻頻度が 5 割を超
えれば交尾上有利に転じることを意味する。この繁殖状態を実験的に再現し、孵化率（螺旋卵割の
極性）の高い卵を産む母親の選抜効果を検証した。
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＊P27 カタユウレイボヤの自家不和合性に関わる s-Themis と v-Themis の
相互作用に関する解析
○成山奏子１、西尾俊亮２、白江 - 倉林麻貴１、松田幹２、澤田均１
(１名古屋大・院理・生命理学、２. 名古屋大・院生命農学)
カタユウレイボヤは雌雄同体であり、精子と卵を海中にほぼ同時に放出するが自家受精はほとん
ど起こらない。ホヤ類は獲得免疫系を持たないが、配偶子は自己と非自己を識別することができる
と考えられる。当研究室では、この自己非自己認識を担う候補因子（卵側の v-Themis と精子側の
s-Themis）を遺伝学的解析と卵黄膜プロテオーム解析により同定することに成功している。本研究
では、これらの分子を昆虫細胞で発現させ、タンパク質間相互作用を解析することにより、自己と
非自己の細胞認識機構の実態を明らかにすることを目指した。
＊P28 ニワトリ精子膜マイクロドメイン局在糖タンパク質 SpGP の発見、性質および生理機能
○是枝達也 1,2, 鈴木英里子 1,2, 大森保成 2,3, Andrés D. Maturana2,
佐藤ちひろ 1,2, 北島健 1,2 (1 名大・生物機能セ、2 名大院・生命農学、
3 名大・鳥類バイオセ)
配偶子表面上には、糖鎖に富み、糖鎖が機能する場としての生体膜マイクロドメイン（以下、マ
イクロドメイン）が存在し、精子と卵の種特異的認識など、受精における重要性が知られている。
我々は、これまでにウニとブタ精子マイクロドメインから高度に糖鎖修飾された糖タンパク質
flagellasialin と CD52 をそれぞれ見出し、
その糖鎖が細胞内カルシウムイオン濃度（以下、[Ca2+]i）
と精子運動性に関与することを明らかにした。進化的に離れた生物から、一次構造上の類似性はな
いものの共通の構造的特徴と機能を持つ分子が見出され、その存在の普遍性に興味がもたれた。そ
こで本研究では、類似分子の普遍性の証明を目的として、ニワトリに着目して探索を行った。まず、
ニワトリ精子膜マイクロドメイン上に糖鎖に富む糖タンパク質 SpGP を見出した。SpGP は MAM エ
ピトープをもつ糖タンパク質としてニワトリ精子から単離・精製された。次に、SpGP に対するモ
ノクローナル抗体 3G11 を調製し、免疫染色法によって局在を調べた結果、成熟精子では全表面に
存在することが明らかとなった。さらに、3G11 抗体はニワトリ精子の[Ca2+]i を上昇させること
が判明した。以上のことから SpGP は精子の[Ca2+]i 調節に関与する糖鎖に富む糖タンパク質の一
員であることを示すことができた。現在、SpGP が制御するカルシウム輸送体の同定を行っている。
P29 サカサナマズの色素胞ユニットによる色彩発現
〇合田真、太田勲

(浜松医大・光尖端)

ナマズ目のサカサナマズ（Synodontis nigriventris）は腹部を水面側に向けて逆さに泳ぐことで
知られる硬骨魚類である。ここでは、この魚種の体色を作り出している各種色素胞の形態学的な特
徴と細胞運動による体色変化のしくみについて光学顕微鏡・電子顕微鏡を用いて解析を行った。ま
ず、摘出した皮膚組織の光学顕微鏡による解析では、直径 200μm ほどの塊状に堆積した光反射性
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の色素胞により白色斑点が作り出されていた。また、一部の皮膚組織では、光反射性の色素胞が各
黒色素胞の中心部分に重なるように存在し、いわゆる色素胞ユニットを形成していた。そこで、次
に、これら光反射性の色素胞の微細構造を透過型電子顕微鏡で観察したところ、細胞内に反射小板
が不規則に散在するタイプの虹色素胞であることが判明した。通常、細胞運動性を持つ黒色素胞が
凝集反応した場合、黒色素顆粒は細胞中心に集まり、皮膚組織中に黒色の微小な斑点として見える。
しかし、サカサナマズで確認された黒色素胞と虹色素胞で構成される色素胞ユニットの場合、黒色
素胞の凝集反応によって作り出された微小な黒色斑点がそれに重なって存在する虹色素胞の反射小
板で起こる光の散乱によって隠されてしまうことが判明した。このような色素胞の形態学的な特徴
は、黒色素胞の凝集反応が引き起こす体色白化をより効果的なものにしていると考えられる。
P30 HMG 型転写因子 Sox9b は Sox10 と協調してメダカの色素胞発生を促進する
〇橋本寿史 1、宮台元裕 2、日比正彦 1 (1 名古屋大・生物セ、2 名古屋大・
理・生命理学)
我々は、発生における細胞種多様性生成の仕組みの理解を目指して、メダカの色素細胞をモデル
とした研究を行ってきた。メダカは黒、虹、黄、白色の４種の色素細胞をもつが、その分化（運命
決定）には HMG 型転写因子のうち SoxE ファミリーに属する Sox10a および Sox10b が必要であ
る。メダカの sox10a; sox10b 二重変異体は体表の黒、虹、黄色の色素細胞を完全に欠損する。し
かしながら、白色素胞はこの二重変異体において完全には欠損しないことから、Sox10 の活性を部
分的に補う因子の存在が示唆される。
本研究では、Sox10 以外の SoxE ファミリーメンバーが色素細胞発生に寄与する可能性について
検討したので、報告したい。
＊P31 ストレス環境下におけるメダカ生殖幹細胞の維持機構の解明
○住田流香 1、西村俊哉 1、吉村泰河 1、田中実 1 (1：名古屋大学大学院理
学研究科生命理学専攻生殖生物学グループ)
幹細胞は自己増殖能と分化能をもち、組織の恒常性維持に重要な細胞である。しかし造血幹細胞は
酸化ストレスに応答し、その恒常性が維持されなくなることが知られている。メダカでは飢餓状態
にすると生殖幹細胞が分化しなくなることが所属研究室で観察された。生殖幹細胞は配偶子の元と
なる細胞であり、継続的な配偶子形成に必要な細胞である。その種が継代し生き残るためには、ス
トレス環境下でも生殖幹細胞を維持することが重要である。しかしその維持メカニズムはまだよく
わかっていない。
生殖幹細胞で発現する脊椎動物共通の因子として nanos2 があり、これを欠損したマウスは生殖
細胞が失われ、不稔になることが知られている。nanos2 は魚類で広く保存されている遺伝子で、オ
スメス共に生殖幹細胞で発現しているため、魚類の生殖幹細胞の維持において重要な役割を果たす
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と予想された。そこで、nanos2 欠損メダカを作製し表現型を調べたところ、オスメス共に稔性を持
ち、継続的配偶子形成が行われることが観察された。また、通常状態の成魚メダカ生殖幹細胞にお
ける nanos2 の発現レベルは低いが、興味深いことにメダカに熱ストレスを与えると、発現量が上
昇することが観察された。このことから、nanos2 はストレスに応答して生殖幹細胞を維持するため
に働く因子と推測した。
＊P32 メダカのオスの生殖細胞における遺伝子発現誘導の系の開発と卵の運命を
決定する因子の探索
◯吉村泰河 1、菊地真理子 1、西村俊哉 1、竹内秀明 2、田中実 1 (1 名古屋
大学大学院・理・生命理学、2 岡山大・自然科学)
有性生殖を行う生物にとって、生殖細胞が精子や卵に分化することは重要なプロセスである。メダ
カの生殖細胞の性を決める因子として foxl3 が同定された。foxl3 はメスの生殖細胞で発現し、精子
形成の開始を抑制する機能を持つことがわかっている。また、減数分裂開始後の生殖細胞で発現す
る figlαを壊すと卵形成が行われない。
これらの遺伝子は卵形成に重要であることは示されているが、
卵の運命を決定する因子であるかどうかはわかっていない。そこで我々はこれらの因子をオスの生
殖細胞で発現させることで、卵の運命決定にかかわるかどうかを考えた。本研究では、Cre-loxP 部
位特異的組み換えシステムを用いて、オスの生殖細胞内で foxl3 と figlαの発現誘導を試みた。先行
研究で、heat shock プロモーターによって Cre の発現を誘導する系の開発が行われていた。
しかし、
その系が生殖細胞で働くかどうかは不明であった。そこで今回は、先行研究で開発されていた遺伝
子発現誘導系がオスの生殖細胞内で働くかどうかを検証した。その結果、オスの生殖細胞内で Cre
による組み換えが起こることを確認した。その誘導系を用いて figlαの発現誘導を試みたが、オスの
生殖細胞内に有意なシグナルを観察することはできなかった。本学会では、メダカの生殖細胞にお
ける卵の運命を決定する因子について議論したい。
＊P33 ニワトリ胚の発生に伴う卵黄嚢膜の糖代謝機能の変化
◯柴田光浩 1、岩澤淳 1, 2 (1 岐阜大院・連合農学、2 岐阜大・応用生物)
鳥類の胚は、発生や成長に必要なエネルギーを卵黄や卵白の成分のみから得ている。主なエネル
ギー源は糖質（グルコース）と脂質（脂肪酸）であるが､もともと卵内に蓄えられている糖質は微量
なので、卵内の糖質以外の栄養分を糖質に転換する糖新生が行われていると考えられる。
哺乳類と同様、鳥類においても肝臓は重要な糖代謝組織である。しかしながら、孵卵前期の胚は
肝臓が未発達なので、代わりとなる代謝臓器が必要ではないかと考えられる。また、近年、卵黄を
包む卵黄嚢膜において糖代謝に不可欠な鍵酵素の活性が一部確認された。このことから、孵卵前期
の鳥類胚においては、卵黄嚢が肝臓に代わる糖新生臓器として重要な意義を持っているのではない
かと考えた。

31

そこで、胚発生に伴う卵黄嚢膜の糖新生機能をより明らかにすることを試みた。採卵鶏の受精卵
を孵卵し、孵卵期間中の卵黄嚢膜において、乳酸、グルコース、グリコーゲン含有量や、糖新生鍵
酵素の mRNA 発現量および酵素活性の変動を測定した。
肝臓が糖新生機能を持ち始める以前から、卵黄嚢膜での糖新生鍵酵素の mRNA 発現が大きく変動
した。これらの結果から､卵黄嚢が孵卵前期から積極的に糖新生を行い、胚へグルコースを供給して
いる可能性が示唆された。また、孵卵後期にかけて卵黄嚢膜ではグリコーゲン貯蔵量が増加してお
り、孵化に必要なエネルギーを蓄積していると考えられる。
＊P34 フロリダマミズヨコエビにおける二叉型付属肢と擬顎形成の形態・発生学的研究
〇河内理子 1・田中吉輝 2・東城幸治 3 (1 信州大院・総合理工、2 信州大院・
工学系、3 信州大・理学系)
節足動物は全記載動物種の８割以上を占める。本研究では節足動物の多様化を考察する上で重要
とされる二叉型付属肢や擬顎の形成過程について追究するため、節足動物の中でも甲殻類・端脚目
に属するフロリダマミズヨコエビ Crangonyx floridanus の胚の形態・組織学的な観察を行い比較
検討した。まず、甲殻類は節足動物の祖先形質と考えられている内肢 endopod および外肢 exopod
に分かれた二叉型構造の付属肢を有する。本種では第１触角 1st antenna と腹肢 pleopod という
機能・形態の異なる二叉型付属肢をもつ。形成過程を比較したところ、内肢・外肢に分枝するタイ
ミングが異なることが観察された。この違いが二叉型付属肢の形態的違いをもたらすと示唆される。
また、甲殻類には口器として擬顎 paragnath という構造が存在する。従来、他の口器とは異なり擬
顎は非付属肢器官と考えられている。しかし、擬顎の形成過程や獲得された要因について未だ明確
な結論は得られていない。本研究にて擬顎は形成時期が他の付属肢原基よりも遅く、付属肢原基様
の左右一対の膨らみとして一対の大顎 mandible 原基間の腹板域に形成されることが観察され、従
来の考察通り非付属肢器官と捉えることが妥当だと考える。本種は甲殻類特有な二叉型付属肢・擬
顎の形成過程を比較検討するために最適な研究対象であった。
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