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公益社団法人 日本動物学会 北海道支部 

第 58 回大会 プログラム 
 

 

 

日時：平成 25年 8月 24 日（土） 

会場：北海道教育大学札幌校講義棟3階 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務局：〒002-8502  札幌市北区あいの里 5条 3丁目 1 
          北海道教育大学札幌校生物研究室 

                     Tel: 011-778-0340 
            E-mail: takaku.gen@s.hokkyodai.ac.jp 
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大会案内 

 
 会場へのアクセス 
一般発表の会場は北海道教育大学札幌校  講義棟 3 階 306 教室です。特別発表
の会場は講義棟 3 階ホールです。また，懇親会場は講義棟 1 階 生協食堂です。 
 
【JR利用の場合】 
JR札幌駅から JR学園都市線・石狩当別方面行きに乗り，JRあいの里教育大駅
で下車，そこから徒歩約 20分。 
 
【地下鉄，バス利用の場合】 
札幌市営地下鉄南北線「麻生駅」から中央バス「麻 24あいの里教育大線」に乗
り，「あいの里 4条 5丁目」または「教育大学前」で下車，そこから徒歩約 2分。 
 
札幌市営地下鉄東豊線「栄町駅」から中央バス「栄 20または栄 23栄町・教育大
線」に乗り，「教育大学前」で下車，そこから徒歩約 2分。 
 
【自家用車利用の場合】 
札幌市中心部から約 30分。4頁の構内地図の駐車場をご利用ください。 
 

 受付 
参加者はまず受付をお済ませください。受付デスクは講義棟 3階 306教室前に設
けます。受付は 8:45より開始します。なお，今大会の参加費は無料です。 
懇親会に参加される方は懇親会費を予め受付でお支払いください。一般の方は

3,000円，学生の方は 2,000円となっています。当日参加も受け付けます。 
 

 一般発表 
＜発表形式＞  一般発表はすべて発表者が持参した PCプレゼンテーションによ
る口頭発表です。講演者の方は，各自でノート PC をご用意ください。液晶
プロジェクターの入力端子はミニD-Sub15ピンです。Apple社のMac Bookや
一部のモバイル用ノートパソコンなど端子の変換が必要なコンピューターをご利

用の方は，必ず変換アダプターをご持参ください。必ず口演開始前の休憩時間

（午前午後の最初のセッションでは開始 15分前）に PCを切替器に接続し，
液晶プロジェクターでの表示をご自身でご確認下さい。発表用のPCは発表者ご
自身で操作願います。 

＜発表時間＞  口演時間は発表 10分，質疑応答 2分の計 12分です。口演時には
開始後 8分（予鈴 1回），10分（本鈴 2回：口演終了），12分（終鈴 3回：討論
終了）にベルを鳴らします。 
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 特別発表 
＜発表形式＞  高校生等を対象とした特別発表は，すべてポスター発表となりま

す。ポスターは横 80 cm，縦 160 cm以内のサイズで作成し，9:30までに指定さ
れたポスターボード（4頁参照）に掲示して下さい。掲示に必要な画鋲等は大会
側で用意いたします。また，11:30~12:30に口頭説明時間を設けますので，発表
者はポスター前で説明をお願いします。なお，ポスター撤去の時間を 16:10とし
ますので，ご協力のほどよろしくお願いします。 
 
 優秀発表賞 
本大会では，審査員が発表の中から優秀な発表を選び，北海道支部より「優秀発

表賞」を授与します。大学院生およびポスドクの口頭発表が対象の「一般発表部

門」と，中高生および中学校・高等学校教職員のポスター発表が対象の「特別発

表部門」があります。一般発表部門につきましては４題の授与を予定しています。

「一般発表部門」，「特別発表部門」の表彰式は 17:20より 306教室（一般発表口
演会場）で行います。 
 
 休憩室 
3階 307室にコーヒー，紅茶，茶菓などをご用意いたしますので，休憩室として
ご使用ください。 
 
 総会 
13:30より，306教室（一般発表口演会場）にて北海道支部総会を行いますので，
会員の方は必ずご出席下さい。 
 

 懇親会 
17:30 より，講義棟 1 階生協食堂にて懇親会を開催いたします。当日参加も受け
付けますので，ぜひご参加ください。 
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北海道教育大学札幌校案内図 

 

北海道教育大学札幌校構内地図 

 

懇親会場  役員会会場 

駐車場 

大会会場 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大会会場見取り図 

  

 

正面

玄関 

一般発表 

特別講演 

休憩室 

懇親 

会場 

特別発表 

役員会

会場 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タイムテーブル 

場所 

時間 
3 階 306 教室  3 階ホール  生協食堂 

8:45 
受付 

9:20 
ポスター掲示 

9:30 
一般発表（5題） 

10:20  休憩（10 分間） 

10:30 

一般発表（5題） 

特別発表 

11:30 
特別発表  ポスター説明 

12:30 

 

（役員会 12:30－13:30：
事務局 2階第 4会議室） 

13:30 
総会 

14:00 

一般発表（5題） 

15:00  休憩（10 分間） 

15:10 

一般発表（5題） 

特別発表 

16:10 
休憩（20 分間） 

16:30 

特別講演 

17:20  優秀発表賞表彰式 

（特別発表部門， 

一般発表部門） 

 

17:30 

 

 

 

 

19:30 

 

ポスター撤去 

懇親会 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大会日程 

                （優秀発表賞の対象演題は発表番号右に＊） 
 
 

一般発表 午前の部(前半) 9:20̶10:20   

座長  西野浩史（北大・電子研） 
 

9:20 [O-1] ＊ 〇寺尾勘太（北大・院生命・生命システム），松本幸久（北大・
院生命・生命システム，東京医歯大・教養・生物），水波誠（北

大・院生命・生命システム) 
  「コオロギにおけるブロッキング現象の確認」 
9:32 [O-2] ＊ 〇細野翔平（北大・院生命・生命システム），松本幸久（北大・

院生命・生命システム，東京医歯大・教養・生物），水波誠（北

大・院生命・生命システム) 
              「ゴキブリを用いた新しい学習実験系の確立」 

9:44 [O-3] ＊ ○和久田亮（北大・院生命・生命システム），松本幸久（北大・
院生命・生命システム，東京医歯大・教養・生物），水波誠（北

大・院生命・生命システム） 
  「RNAiによるコオロギの記憶形成に関わる分子機構の解明」 
9:56 [O-4] ＊ 〇谷村佳奈子（北大・院生命・生命システム），小川宏人（北

大・院理・生物科学） 
  「コオロギ気流感覚系における上行性神経活動の三次元バイ

アス解析」 

10:08 [O-5] ＊ ○高橋直美（北大・院生命・生命システム），高畑雅一（北大・
院理・生物科学） 

  「甲殻類における鋏脚グリッピング行動のオペラント条件付

け」 

 

 
10:20―10:30 休憩（10分） 
 
一般発表 午前の部(後半) 10:30̶11:30 

座長  小川宏人（北大・院理） 
 
10:30 [O-6] ＊ ○小山晶平，古澤和也，佐々木直樹，福井彰雅（北大・院・生

命科学院・生命融合科学） 
  「CXCR7シグナルによるαカテニン局在変化の観察」 
10:42 [O-7] ＊ ○泉野奈都子，古澤和也，佐々木直樹，福井彰雅（北大・院・
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生命科学院・生命融合科学） 
                「ツメガエル中内胚葉細胞のケモカイン勾配認識メカニズムに

ついて」 
10:54 [O-8] ＊ 〇八木亮輔（北大・理・生物学科）田中暢明（北大・創成） 
                「ショウジョウバエのキノコ体傘部への入力経路の解剖学的研

究」 
11:06   [O-9] ＊○南竜之介（北教大・札幌・生物），佐藤千晶（北教大・札幌・

生物）山濱由美（浜松医科大・生物）針山孝彦（浜松医科大・

生物）木村賢一（北教大・札幌・生物） 

                「ショウジョウバエ肢先端部の footpadの形成機構」 
11:18 [O-10] ○柁原宏（北大・院理・自然史） 
                「九州天草産古紐虫類の１未記載種について」 
 
 
特別発表 ポスター説明 （北海道教育大学札幌校講義棟3階ホール） 

                                                11:30̶12:30 

 
[P-1] ＊○谷中陽祐（札幌啓成高校 理数科 科学部 3年），○渡邊真記（同左

2 年）植木玲一（札幌啓成高校教諭），堀繁久（北海道開拓記念館学
芸員） 

      「早春の野幌森林公園におけるエゾサンショウウオの産卵状況とアラ
イグマによる被食状況（第 2報） 

[P-2] ＊○関口絢子（北海道札幌旭丘高等学校  生物部） 
      「トンボで診断します! 湿地の健康」 
[P-3] ＊○関口征宏  ○宇久村三世（北海道札幌旭丘高等学校  生物部） 
      「トンボどこからどこへ？～マーキングからわかるトンボの移動～」 

 
 

12:30―13:30 昼休み 
                北海道支部役員会  (事務局 2階第 4会議室) 

 
 
13:30―14:00 北海道支部総会  （3階 306 教室） 
 
 
一般発表 午後の部(前半) 14:00̶15:00 

座長 勝義直（北大・院理） 
 

14:00 [O-11] ○入江俊明（函館高専）・今井克幸・妹尾春樹（秋田大・医）・
足立伸次（北大・水産）・山羽悦郎（北大・FSC七飯） 
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  「硬骨魚類における貯蔵ビタミンＡの体内分布と貯蔵様態」 
14:12 [O-12] ＊○松村麻未， 萩原茜（北大・院生命科学院・生命システム科

学）， 荻原克益， 高橋孝行（北大・院理・生殖発生） 
「メダカ排卵におけるプロスタグランジン受容体 EP4b の発現 
制御に関わる因子の研究」 

14:24 [O-13] ＊○丸山優樹（北大・院生命科学），松原伸（北大・院生命科学），
木村敦（北大・院理・生物科学） 

  「マウスプロリルオリゴペプチダーゼ遺伝子プロモーターの

in vivoにおける転写活性」 
14:36 [O-14] ＊○佐藤優衣（北大・院生命科学）， 米田竜馬（北大・院生命科

学）， 木村敦（北大・院理・生物科学） 
  「マウス精巣特異的 Tessp 遺伝子座における long noncoding 

RNAの発現パターン」 
14:48 [O-15] ＊○中田智大 (北大・院生命・生命システム)， 我妻奈菜 (北大・

院生命・生命システム)， 泉洋江 (北大・院理)， 黒岩麻里 (北
大・院理) 

               「ニワトリ特異的に初期精巣分化に関与する cHEMGNの解析」 
 
15:00―15:10 休憩（10分) 
 
 
一般発表 午後の部(後半) 15:10̶16:10 

 
座長 和多和宏（北大・院理） 

 
15:10 [O-16] ＊○木村竜太郎（北大・院生命），村田知慧（徳島大・院HBS）， 

黒木陽子（理研・IMS）， 黒岩麻里（北大・院理） 
  「トゲネズミ属における精巣特異的 SOX9 エンハンサー

(TESCO)の解析」 
15:22 [O-17] ＊○秋山拓哉（北大・院理），甲山哲生（北大・院理），西田千鶴

子（北大・院理），大沼学（国環研），百瀬邦和（タンチョウ保

護研），志村良治（釧路市動物園），増田隆一（北大・院理） 
  「マイクロサテライト解析によるタンチョウ北海道集団の遺

伝的多様性」 
15:34 [O-18] ＊◯平田大祐（北大・院理），A. Abramov（Zool. Inst., Rus. Acad. 

of Sci.），G. Baryshnikov（Zool. Inst., Rus. Acad. of Sci.），増
田隆一（北大・院理） 

  「ユーラシア大陸広域におけるヒグマの系統地理学的研究」 
15:46 [O-19] ＊○甲山哲生（北大・院理・自然史科学），表渓太（北大・院理・

自然史科学），西田千鶴子（北大・院理・自然史科学），竹中健
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（シマフクロウ環境研究会），増田隆一（北大・院理・自然史

科学） 
  「次世代シーケンサーによるシマフクロウMHCのジェノタイ

ピング」 
15:58 [O-20] ＊○天池庸介（北大・院理・自然史科学），村上貴弘（北教大・

函・環境科学），大石琢也（北大・院理・自然史科学），増田隆

一（北大・院理・自然史科学） 
  「マイクロサテライト DNA マーカーを用いた函館山キタキツ

ネの集団構造解析」 
 
16:10―16:30 休憩（20分) 
 
 
16:30―17:20     特別講演   
                高橋孝行（北大・院理・生物） 
                「排卵の研究：なぜメダカを用いたのか？」 
 
 
17:20―17:30 日本動物学会北海道支部 優秀発表賞（特別発表部門）表彰式 
   日本動物学会北海道支部 優秀発表賞（一般発表部門）表彰式 
 
17:30―19:30 懇親会（講義棟 1階生協食堂） 
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発表要旨 

 

特別講演 

 

排卵の研究：なぜメダカを用いたのか？ 

高橋孝行（北大・院理・生物）   

 

  排卵とは，濾胞内の受精可能な卵が放出される過程を指す。哺乳類において

は，生殖の制御において，生殖腺刺激ホルモン（FSH と LH）が関わる内分泌系

が重要な役割をはたすことが古くから知られていたが，やがて，魚類において

も同様であることが明らかにされた。今では，排卵現象を含めた卵巣の機能の

発現が，魚類から哺乳類に至るまで脊椎動物に共通するメカニズムにより制御

されていると考えられている。排卵現象は，生殖生物学者にとって最も大きな

関心事となってきた。哺乳類を用いた研究から，排卵時の濾胞壁溶解において

はタンパク質分解酵素が作動するという“濾胞壁溶解説”が提唱され，今では

この仮説に異論を唱える研究者はいない。しかし，哺乳類では排卵酵素の正体

は今なお不明である。そのため，濾胞壁溶解のプロセスがどのように進むのか

という課題も未解明のままである。一方，哺乳類以外の脊椎動物を用いた排卵

研究，特に，排卵酵素の探索研究は皆無であった。 

  演者は，北大に着任以来，約 20年間，排卵機構の解明に注力してきた。主

としてブタ（哺乳類）を用いた初期の研究と硬骨魚であるメダカを実験材料と

したその後の研究を通して，生殖生物学に無縁であった演者が，排卵という生

物現象について学ぶ機会を得たことは幸運だった。メダカにおける排卵酵素の

正体を明らかにし，どのような仕組みで排卵が実行されるのか，また，その制

御がどのように行われているのかについても明らかにできた。排卵の理解に微

力ながら貢献できたことは幸いであったが，それよりも，この現象の背景にあ

る複雑さと巧妙な仕組みに驚かされた。 

  この機会に，排卵研究の成果とともに，なぜ排卵研究に参入したのか，どの

ような経緯でメダカを用いることになったのか，排卵酵素の同定とその後の制

御機構の研究でどのような試行錯誤があったのか等について，専門外の方々に

も理解できる内容でお話したいと思っている。 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一般発表（口演） 

午前の部（前半） 

9:20  [O-1]   コオロギにおけるブロッキング現象の確認 
  〇寺尾勘太（北大・院生命・生命システム），松本幸久（北大・院生命・生命シ
ステム，東京医歯大・教養・生物），水波誠（北大・院生命・生命システム) 
哺乳類や鳥類においてブロッキングという現象が知られている。ブロッキングと

は，事前に条件刺激 CS1に対して条件付けを行ったうえで，次に CS1と CS2の
複合刺激で条件付けを行った時，CS2に対する学習が阻害される現象である。ブ
ロッキングは哺乳類の古典的条件付けの理論の基礎となる現象として知られてい

る。しかし，昆虫の古典的条件付けにおいてブロッキングは明らかにされていな

かった。フタホシコオロギは嗅覚，視覚の異なる 2つのモダリティについて学習
能力を有することが知られている。そこで我々は，匂いと模様を CS1，CS2とし
て用い，異なるモダリティ間でブロッキングが生じることを証明した。 

9:32  [O-2]   ゴキブリを用いた新しい学習実験系の確立 
〇細野翔平（北大・院生命・生命システム），松本幸久（北大・院生命・生命シ

ステム，東京医歯大・教養・生物），水波誠（北大・院生命・生命システム） 
電気生理学によく用いられるワモンゴキブリ（Periplaneta americana）を用い
た学習の研究では，従来の手法では多くの時間と手間がかかり，刺激の制御や学

習の評価が難しいなどの課題があった．そのため，小顎肢伸展反応（MER）と呼
ばれる行動を，学習の評価基準として用いて実験系の確立を行った．結果として

MER を評価指標として用いることが可能であることが分かった．この手法は，
従来に比べ刺激の制御，短時間での学習の評価が行いやすい利点をもつ．これに

よりゴキブリを材料とした学習研究をより発展させることが可能になる．さらに，

他の昆虫種では長期記憶の成立が確認されていないMassed-trainingにおいても，
長期記憶の成立が観察されたことを報告する． 

9:44  [O-3]   RNAi によるコオロギの記憶形成に関わる分子機構の解明 
○和久田亮（北大・院生命・生命システム），松本幸久（北大・院生命・生命シ

ステム，東京医歯大・教養・生物），水波誠（北大・院生命・生命システム） 
コオロギでは連合学習において報酬にはオクトパミン受容体が，罰にはドーパミ

ン受容体が関わることが行動薬理学的な研究から示唆されている。ドーパミン受

容体には 3種類(DopRI，DopRII，DopRIII)あるが，そのうちどの受容体が罰学
習に関わっているのかは示されていなかった。そこで，罰学習の分子機構を調べ

るため，RNA 干渉法により特定の受容体の遺伝子発現を低下させ，記憶テスト
を行った。その結果，DopRIが罰学習に重要であることが分かった。最近，ショ
ウジョウバエの研究ではドーパミン作動性ニューロンが報酬，罰の両方の学習に

関わることが報告されているが，本研究からコオロギはショウジョウバエとは異

なった学習メカニズムを有していることが示唆される。 
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9:56  [O-4]   コオロギ気流感覚系における上行性神経活動の三次元バイアス解
析 
〇谷村佳奈子（北大・院生命・生命システム），小川宏人（北大・院理・生物科

学） 

動物の感覚系の受容閾値や分解能は一様ではなく，頭尾／背腹軸に沿ったバイア

スが存在する。しかし，特定の感覚種について空間の全方位に対する感覚バイア

スを解析した例はほとんどない。そこで本研究は，受容野に死角が存在しないコ

オロギの気流感覚系を用いて，上行性介在ニューロンの三次元の方向選択性を解

析した。その結果，水平面記録側からの刺激に対する応答が最大となり，反対側

に比べて大きなバイアスがかかっていた。一方，前後軸と背腹軸方向にはほとん

どバイアスがなく，上下方向からの刺激に対する方向感受性は低いことがわかっ

た。また，コオロギを直立させて前後軸を重力方向に一致させた場合の応答性の

変化についても報告する。 
 
10:08  [O-5]  甲殻類における鋏脚グリッピング行動のオペラント条件付け 
○ 高橋直美（北大・院生命・生命システム），高畑雅一（北大・院理・生物科学） 

アメリカンロブスターHomarus americanusはオペラント条件付けによって，垂
直棒を鋏脚でグリップすると報酬（エサ）が得られることを学習する。しかしロ

ブスターの中枢神経系から神経活動を記録することは困難であるため，その鋏脚

運動学習の神経メカニズムを解析するのは難しい。そこで本研究は，神経生理学

実験が容易なアメリカザリガニ Procambarus clarkiiでオペラント条件付けによ
る学習可能性を検証している。グリップ対象をザリガニに視覚的に提示し，ザリ

ガニが対象をグリップした時にエサを与える訓練を繰り返した所，対象をグリッ

プする回数の増加が認められた。 
 
午前の部（後半） 

10:30  [O-6]   CXCR7 シグナルによるαカテニン局在変化の観察 
  ○小山晶平，古澤和也，佐々木直樹，福井彰雅（北大・院・生命科学院・生命
融合科学） 

細胞集団の協調的運動は動物の形態形成における最も基本的な現象の一つであり,
これには細胞間の適切な接着性が必要である。しかし細胞接着性の制御機構につ

いての情報は非常に少ない。ケモカインの一種である SDF-1の受容体として
CXCR4と CXCR7が知られており， 当研究室では CXCR7情報伝達経路がαカ
テニンを介して細胞間接着を制御している可能性を見出している。αカテニンは

細胞間接着分子であるカドヘリンとアクチン繊維との結合を担う重要な分子であ

ると考えられている。CXCR7による細胞間接着制御を調査するために，GFP-α
カテニンを用いた局在の変化をライブイメージングにより観察したので，ここに

報告する。 
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10:42  [O-7]  ツメガエル中内胚葉細胞のケモカイン勾配認識メカニズムにつ   
いて 
  ○泉野奈都子，古澤和也，佐々木直樹，福井彰雅（北大・院・生命科学院・生
命融合科学） 

細胞の移動について近年多くの研究が報告されているが，その機構の詳細は不明

な点が多い。アフリカツメガエルの中内胚葉細胞は，ケモカイン受容体の一つで

ある CXCR4を発現しており，胞胚腔蓋の細胞から分泌される SDF-1というケモ
カインによってその移動方向が制御されている。我々はこの系を用いて，方向性

のある細胞運動において細胞がケモカインを認識する機構について研究をおこな

ってきている。今回，in vitroの実験系で細胞が移動する基質上に SDF-1の濃度
勾配が形成され，さらに中内胚葉細胞はその濃度勾配を認識し，移動の方向を決

定できる，という可能性が示されたので報告する。 
 
10:54  [O-8]   ショウジョウバエのキノコ体傘部への入力経路の解剖学的研究 
  〇八木亮輔（北大・理・生物学科）田中暢明（北大・創成） 

昆虫脳にあるキノコ体は，様々な連合学習に必要であることが示されているが，

いまだキノコ体内部で，異種感覚入力が統合処理される過程はわかっていない。

我々は，ショウジョウバエの１次感覚領域の触角葉，視葉，食道下神経節に色素

を注入することで，キノコ体の傘部に，従来知られていた触角葉からだけでなく，

視葉や食道下神経節からも連絡があることを明らかにした。この結果から，他の

昆虫と同様，ショウジョウバエでも傘部に，嗅覚・視覚・味覚などの情報が入力

されることが示唆される。 

 
11:06  [O-9]   ショウジョウバエ肢先端部のfootpad の形成機構 
  ○南竜之介（北教大・札幌・生物），佐藤千晶（北教大・札幌・生物）山濱由美
（浜松医科大・生物），針山孝彦（浜松医科大・生物），木村賢一（北教大・札幌・

生物） 

滑らかな垂直面を歩行することができる昆虫の肢先端には，付着機能を担う 
footpad と呼ばれるクチクラ突起がみられる。footpadに密生した剛毛のそれぞ
れが，ミクロ・ナノレベルでは凸凹な自然界の基質表面と接触することで付着・

接合を可能としている。本研究では，ショウジョウバエを用いて footpadの発生
過程を解析した。特定の遺伝子発現を指標に一部の細胞群をラベルし，変態期に

おける変化を追跡したところ一層に並んだ表皮細胞がダイナミックに移動し，肢

先端の複雑なクチクラ構造を形成することが明らかになった。また，footpadの
突起形成にはアクチン微小繊維が関わっていることが示唆された。 
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11:18  [O-10]  九州天草産古紐虫類の１未記載種について 
○柁原宏（北大・院理・自然史） 

九州天草の富岡湾の水深 9.7 ｍから得られた古紐虫類のヒモムシはその形態学
的特徴からクリゲヒモムシ属の未記載種と判断された。本種は頭部に６～７対の
眼点を持つが，それらは表皮に埋没しており，最後端の眼点対は眼杯が体外に開

いていた。位置関係からこの最後端の眼点は幼生の眼点の名残であると推測され

る。また，光顕像からは断言できないものの，最後端の眼点は繊毛型，それ以外

では感桿型の光受容細胞が用いられている可能性も考えられる。将来，胚を用い

た透過型顕微鏡による超微細構造の観察や in situ hybridizationによるオプシン
遺伝子の発現可視化によってこれらの推測を確かめることが出来るかもしれない。 
 
午後の部（前半） 

 
14:00  [O-11]   硬骨魚類における貯蔵ビタミンＡの体内分布と貯蔵様態 
○入江俊明（函館高専），今井克幸，妹尾春樹（秋田大・医），足立伸次（北大・

水産），山羽悦郎（北大・FSC七飯） 

ビタミンＡ誘導体は，視物質発色団として光受容を担うとともに，脊索動物では

核内受容体を介して遺伝子の転写制御に関与する。哺乳類においては，ビタミン

Ａの多くは肝臓に貯蔵されていることが知られている。今回，硬骨魚類における

ビタミンＡの貯蔵様態を調べたところ，肝臓とともに消化管にも貯蔵されていた。

一方，硬骨魚類では通常のビタミンＡ（ビタミンＡ１：レチノール）の他にビタ

ミンＡ２（3,4－ジデヒドロレチノール）が検出され，その割合は淡水魚の方が海
水魚に比べて多かった。また，臓器によってＡ１とＡ２の割合が異なっていた。

得られた結果から，硬骨魚類におけるビタミンＡ貯蔵の様態について考察する。 
 
14:12  [O-12]   メダカ排卵におけるプロスタグランジン受容体 EP4b の発現制
御に関わる因子の研究 
○松村麻未，萩原茜（北大・院生命科学院・生命システム科学），荻原克益，高

橋孝行（北大・院理・生殖発生） 

LH（黄体形成ホルモン）分泌を契機に始まる排卵には，プロスタグランジン
（PGE2）が関与することが知られている。メダカの卵巣において，PGE2 は常
に存在するが，これが排卵誘導作用をもつためには，受容体 EP4bの発現上昇が
必要であること，また EP4bは LHによって誘導されることが先行研究から明ら
かになっている。しかし，EP4b 発現メカニズムの詳細は不明である。そこで，
EP4b発現メカニズムの解明を目的に，in vitro排卵実験系を用いて，各種阻害剤
の効果を調べた。その結果，Raf ,MEK ,ERKの阻害剤により，メダカ濾胞にお
ける EP4bの発現が阻害されることを見出したので報告する。 
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14:24  [O-13]   マウスプロリルオリゴペプチダーゼ遺伝子プロモーターの in 
vivoにおける転写活性 
○ 丸山優樹（北大・院生命科学），松原伸（北大・院生命科学），木村敦（北大・
院理・生物科学） 

多様な生理機能を持つプロリルオリゴペプチダーゼ(POP)遺伝子の発現調節メ
カニズムを解明するため，POPプロモーターに EGFPをつなげた配列を導入し
たトランスジェニックマウスを作出した。GFP蛍光の見られないマウスでは，
導入した POPプロモーターがDNAメチル化を受けていた。一方，GFP蛍光が
見られたマウスでは，胎盤において GFPの発現が内在の POPと同様な局在を
示した。この胎盤では AP-2γが POP プロモーターに結合しており，この転写
因子による遺伝子活性化の可能性が考えられた。以上の結果から，POPプロモ
ーターは位置効果を受けない場合に胎盤でPOPの発現を活性化できることを示
している。 

 
14:36  [O-14]   マウス精巣特異的Tessp遺伝子座におけるlong noncoding RNA
の発現パターン 

○佐藤優衣（北大・院生命科学），米田竜馬（北大・院生命科学），木村敦（北

大・院理・生物科学） 

マウスTessp遺伝子座には精巣の精母細胞特異的に発現する3つの遺伝子が存在

する。これらの発現調節機構を明らかにするために，今回は遺伝子間領域に見ら

れる long noncoding RNA (lncRNA)の転写に注目した。トランスクリプトームの

データにしたがってプライマーを設計し，RT-PCR 解析を行った結果，この遺伝子

座から少なくとも3つのlncRNAがほぼ精巣の生殖細胞特異的に転写されているこ

とが判明した。さらに，細胞内局在を調べたところ，2 つの lncRNA が核のみに，

残りの 1つが核と細胞質の両方に局在することがわかった。以上のことから，こ

れらの lncRNA は 3つの Tessp 遺伝子と相関した発現を示しており，Tessp の特異

的な転写活性化に関与する可能性が考えられる。 

 

14:48  [O-15]   ニワトリ特異的に初期精巣分化に関与する cHEMGNの解析 
○中田智大 (北大・院生命・生命システム), 我妻奈菜 (北大・院生命・生命シス
テム), 泉洋江 (北大・院理), 黒岩麻里 (北大・院理) 

鳥類は遺伝的に性が決定する事が知られているが，その性決定メカニズムには未
解明な点が多く残されている。当研究室における先行研究から，哺乳類において
造血系組織の分化と増殖に関わる転写因子 hemogen のニワトリのホモログ 
(cHEMGN) が，ニワトリの性分化時期の生殖腺においてオス特異的に発現してい
る事が明らかとなった。そこで，我々は cHEMGN がニワトリの生殖腺分化に関
与するか を明らかとするため，詳細な解析を進めた結果，cHEMGN はセルトリ
細胞の核において発現を示す事，cHEMGNの過剰発現によって遺伝的にメスであ
る個体において生殖腺が精巣に分化する事が明らかとなった。以上の結果より
cHEMGNは鳥類特異的に精巣分化に関与する転写因子であると示唆された。 
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午後の部（後半） 

15:10  [O-16]   トゲネズミ属における精巣特異的 SOX9エンハンサー(TESCO)の
解析 
○木村竜太郎（北大・院生命科学），村田知慧（徳島大・院HBS）, 黒木陽子（理
研・IMS）, 黒岩麻里（北大・院理） 

Y 染 色 体 を も た な い ト ゲ ネ ズ ミ 属 ２ 種  (Tokudaia osimensis, T. 
tokunoshimensis) は，哺乳類の性決定遺伝子 SRYをもたず，新しい性決定機構
を獲得したと考えられている。一方で T. muenninki は Y染色体上にマルチコピ
ー化した SRY が存在するが，性決定の機能をもつかは明らかでない。本研究で
は，トゲネズミ属における性決定分子機構の進化過程を理解することを目的とし

て，トゲネズミ属３種において，SRYタンパク質の標的である精巣特異的 SOX9
エンハンサー（TESCO）領域の解析を行った。その結果，３種の TESCOは SRY
による転写活性能を失っていることが示唆された。 
15:22  [O-17]   マイクロサテライト解析によるタンチョウ北海道集団の遺伝的
多様性 
○秋山拓哉（北大・院理），甲山哲生（北大・院理），西田千鶴子（北大・院理），

大沼学（国環研），百瀬邦和（タンチョウ保護研），志村良治（釧路市動物園），

増田隆一（北大・院理） 
絶滅危惧種タンチョウは，現在，北海道南東部に約 1400 羽が生息している。乱
獲や生息地の減少により一時 30 数羽にまで減少したが，その後の保護によって
個体数は回復しつつある。個体数の減少を経験した集団では遺伝的多様性の低下

が考えられ（ボトルネック効果），先行のミトコンドリアDNA研究では，大陸集
団に比べ北海道集団の多様性が低いことが報告されている。そこで，本研究では

両性遺伝するマイクロサテライトを解析し，北海道タンチョウ集団内の遺伝的多

様性を検討した。その結果，道内での多様性は見られたが，地域集団間の遺伝的

構成のちがいは小さいことが判明した。これは過去のボトルネックを反映したも

のと考えられた。 
15:34  [O-18]   ユーラシア大陸広域におけるヒグマの系統地理学的研究 
◯平田大祐（北大・院理），A. Abramov（Zool. Inst., Rus. Acad. of Sci.），G. 
Baryshnikov（Zool. Inst., Rus. Acad. of Sci.），増田隆一（北大・院理） 
北海道に生息するヒグマには，3つのミトコンドリアDNA (mtDNA) 系統が異所
的に分布する (道央，道東，道南) ことが報告されており，各系統は北海道に渡
来する以前にユーラシア大陸で分岐・分化したと考えられている。本研究では，

ユーラシア大陸におけるヒグマ集団の遺伝的構造を明らかにするために，

mtDNA 全塩基配列から得られた一塩基多型 (SNP) に基づきヒグマ mtDNA の
主要な系統を分類できる方法を開発し，広域からの乾燥標本を分析した。その結

果，大陸の複数地域において，道東集団と同系列のmtDNAをもつヒグマが分布
していることが明らかになった。これらの結果に基づき，ユーラシア大陸におい

て考えられるヒグマの氷期レフュージアと集団の移動を考察する。 
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15:46  [O-19]  次世代シーケンサーによるシマフクロウ MHC のジェノタイピン
グ 
○甲山哲生（北大・院理・自然史科学），表渓太（北大・院理・自然史科学），

西田千鶴子（北大・院理・自然史科学），竹中健（シマフクロウ環境研究会），

増田隆一（北大・院理・自然史科学） 

主要組織適合遺伝子複合体(MHC)は，脊椎動物の免疫反応に関わる遺伝子群であ
り，特にMHCクラス I, IIは，その機能的重要性と進化的特性から，保全遺伝学
において，遺伝的多様性の指標として着目されてきた。従来の技法では，複数の

遺伝子座を含むMHCクラス I, IIのジェノタイピングは困難であったが，近年の
シーケンス技術の向上により，大量サンプルのジェノタイピングが可能となり，

その適用が進められている。本研究では，シマフクロウの北海道集団について，

次世代シーケンサー(Roche GS FLX+)を用いたMHCクラス IIの網羅的ジェノタ
イピングによる集団遺伝学的解析を行ったので，その結果について報告する。 

 
15:58  [O-20]   マイクロサテライト DNA マーカーを用いた函館山キタキツネの
集団構造解析 
○天池庸介（北大・院理・自然史科学），村上貴弘（北教大・函・環境科学），

大石琢也（北大・院理・自然史科学），増田隆一（北大・院理・自然史科学） 

函館市の南西に位置する函館山に生息するキタキツネを対象に，その糞由来の

DNAを用いて，マイクロサテライト DNAマーカーによる遺伝子解析を行った。
その結果，3年間採集した糞が 35個体に由来し，その密度は 2011年においては
14.42頭/km2と極めて高いことが判明した。さらに，北海道全域におけるキタキ
ツネの遺伝子型データと比較したところ，函館山集団は他集団から遺伝的に大き

く分化していた。また，その遺伝的多様性は他集団に比べ低かった。以上の結果

から，函館山のキタキツネ集団は地理的に隔離にされ，かつ小集団・高密度で個

体群を維持していることが示唆された。 
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特別発表（ポスターセッション） 
 
[P1]  早春の野幌森林公園におけるエゾサンショウウオの産卵状況とアライグマ
による被食状況（第２報） 

○谷中陽祐（札幌啓成高校 理数科 科学部３年），○渡邊真記（同左 2 年），植

木玲一（札幌啓成高校教諭），堀繁久（北海道開拓記念館学芸員） 

 

北海道ＲＤＢでは，石狩平野のエゾサンショウウオ（Hynobius retardatus）個体

群は「保護に留意する地域個体群（Lp）」に指定されている．野幌森林公園で2011

年から 2013 年の 4月～5 月に，卵嚢調査・ふ化調査・被食痕調査・動物カメラ調
査を実施し，主に以下の成果を得た．１  産卵時期，産卵数，卵嚢数密度，卵嚢

産付対象物，産卵時水温・水深・ＤＯなどの諸データ．２  エゾサンショウウオ

被食痕．３  アライグマ（Procyon lotor）によるエゾサンショウウオ捕食映像．

今回の発表では，これらのデータの年次変化を中心に報告する。 

 
[P2]   トンボで診断します!湿地の健康 
○関口絢子(札幌旭丘高等学校生物部) 

 
私達は２００９年から湿地の自然再生を把握しようとトンボ類の生息調査を行っ

ている。何故トンボなのかというとトンボは水中から林までの幅広い環境を利用

し，種類により利用環境が異なるため，トンボにより湿地環境が分かると考えた

からである。２０１１年までの研究でトンボの種数・個体数・多様性の変動につ

いて考察した。今回は２０１２年のデータも用いてトンボ相について考察する。

また，２０１２年はトンボ相による湿地環境の指標を作成した。今回は，４年間

のデータから各地点を造成後の経過年数ごとに診断した。この診断を通して自然

再生事業地域の遷移の傾向を考察することが出来た。 
 
[P3]   トンボどこからどこへ？～マーキングからわかるトンボの移動～ 
○関口征宏  ○宇久村三世（札幌旭丘高等学校生物部） 

 
北海道札幌旭丘高校生物部では2009年から，トンボ類の生息調査を行っている。
種類により利用環境が異なるトンボを通して湿地環境が分かると考えたからだ。

また，沼造成後どのようにしてトンボ相の多様性が変化していくのかを知るため，

現在はトンボの飛翔距離とそれにかかる時間，行動範囲などを調べるマーキング

調査を行っている。トンボの羽に油性ペンでマークをして放し，そのトンボを違

う沼で再捕獲するという調査だ。7月 30日時点で 1449個体にマーキングし，そ
のうち他の沼で再捕獲できたのは 3個体だった。今後は調査方法を工夫し，毎回
再捕獲できるようにしたい。  
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参加者名簿（敬称略） 

 

秋山  拓哉 あきやま たくや 北大・院理 

天池 庸介 あまいけ ようすけ 北大・院理 

泉野 奈都子 いずみの なつこ 北大・院理 

入江 俊明 いりえ としあき 函館高専 

植木 玲一 うえき れいいち 札幌啓成高 

宇久村 三世 うくむら みよ 札幌旭丘高 

大竹 智史 おおたけ ともふみ 北大・院理 

小川 宏人 おがわ ひろと 北大・院理 

荻原 克益 おぎわら かつえき 北大・院理 

梶田  頼子 かじた よりこ 北大・院理 

柁原 宏 かじはら ひろし 北大・院理 

勝 義直 かつ よしなお 北大・院理 

木村 敦 きむら あつし 北大・院理 

木村賢一 きむら けんいち 北教大・生物 

木村 竜太郎 きむら りゅうたろう 北大・院理 

黒岩 麻里 くろいわ あさと 北大・院理 

甲山 哲生 こうやま てつお 北大・院理 

小嶋 一平 こじま いっぺい 北大・院理 

小山  晶平 こやま  しょうへい 北大・院理 

佐藤 大介 さとう だいすけ 北大・院理 

佐藤 千晶 さとう ちあき 北教大・生物 

佐藤優衣 さとう ゆい 北大・院理 

佐野 清 さの きよし 北大・北方生物圏フ 

澤井 梓 さわい あずさ 北大・院理 

清水 宗敬 しみず むねたか 北大・院理 

首藤 智宏 しゅどう ともひろ 北大・院理 

関 海里 せき みさと 北大・院理 

関口 絢子 せきぐち あやこ 札幌旭丘高 

関口 征宏 せきぐち ゆきひろ 札幌旭丘高 

相馬 雅代 そうま まさよ 北大・院理 

染谷 真琴 そめや まこと 北大・院理 

高久 元 たかく げん 北教大・生物 

高橋 孝行 たかはし たかゆき 北大・院理 
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高橋 直美 たかはし なおみ 北大・院理 

高畑 雅一 たかはた まさかず 北大・院理 

田中 龍馬 たなか りょうま 北大・院理 

谷中 陽祐 たになか ようすけ 札幌啓成高 

谷村 佳奈子 たにむら かなこ 北大・院理 

寺尾 勘太 てらお かんた 北大・院理 

東藤 孝 とうどう たかし 北大・水産 

栃内 新 とちない しん 北大・院理 

中田 智大 なかた ともひろ 北大・院理 

二上 泰之 にかみ やすゆき 北大・院理 

西田 千鶴子 にしだ ちづこ 北大・院理 

西野 浩史 にしの ひろし 北大・電子研 

萩原 茜 はぎわら あかね 北大・院理 

春見 達郎 はるみ たつお 旭川医大・解剖 

平田 大祐 ひらた だいすけ 北大・院理 

福井 彰雅 ふくい あきまさ 北大・院理 

藤岡 拓也 ふじおか たくや 北大・院理 

細野 翔平 ほその しょうへい 北大・院理 

増田 隆一 ますだ りゅういち 北大・院理 

松島 俊也 まつしま としや 北大・院理 

松村 麻未 まつむら まみ 北大・院理 

丸山 優樹 まるやま  ゆうき 北大・院理 

三浦 徹 みうら とおる 北大・地球環境 

水波 誠 みずなみ まこと 北大・院理 

三谷 瑠里子 みたに るりこ 北大・院理 

南 竜之介 みなみ りゅうのすけ 北教大・生物 

八木  亮輔 やぎ  りょうすけ 北大・院理 

山下 正兼 やました まさかね 北大・院理 

山羽 悦郎 やまは えつろう 北大・北方生物圏フ 

和久田 亮 わくだ りょう 北大・院理 

和多 和宏 わだ かずひろ 北大・院理 

渡邊 真記 わたなべ まさき 札幌啓成高 

 


