日本動物学会
第64回 関東支部大会予稿集

会期：２０１２年３月１７日（土）
会場：東邦大学 習志野キャンパス

プログラム

09:30

受付開始（理学部Ⅴ号館１階）、ポスター掲示（理学部Ⅴ号館２階）

10:00 ‒10:05

大会長開会挨拶（薬学部Ｃ館１階）

10:05 ‒11:30

公開講座「モデル動物の医療への貢献」（薬学部Ｃ館１階）
司会：蓮沼

至（東邦大学 理学部）

ショウジョウバエを使って脳の病気を解き明かす
曽根 雅紀（東邦大学 理学部）
造血研究の新展開をめざす

〜なぜカエルなの？なんて，もう訊かないで
加藤 尚志（早稲田大学 教育学部 / 先進理工学研究科）

11:30‒13:00

13:00‒14:45

総会（理学部Ⅴ号館１階 5101，支部会員のみ）、昼休み

シンポジウム「ホヤから探る動物学の最前線」（理学部Ⅴ号館１階 5101）
コンビナー・司会：西川 輝昭（東邦大学 理学部）
珍渦虫と無腸類は本当に新口動物なのか？
中野 裕昭（筑波大学 下田臨海実験センター）
Worm to Fish 脊索動物のホヤ起源説を検証する
和田

洋（筑波大学 生命環境系）

ホヤにおける自家不和合性：動植物に共通するアロ認識機構
澤田

15:00 ‒17:00

17:00

均（名古屋大学 理学研究科）

ポスター発表（理学部Ⅴ号館２階）
15:00 ‒16:00

奇数番号

16:00 ‒17:00

偶数番号

懇親会（生協食堂 PAL ２階）
高校生以下表彰式・懇談会（理学部Ｖ号館２階）
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参加される方へ
会場：
東邦大学習志野キャンパス（〒274-8510
詳しくは

千葉県船橋市三山 2-2-1）

http://www.sci.toho-u.ac.jp/accessmap/index.html

をご覧下さい。

交通：
JR 総武線・総武快速線

津田沼駅にて下車。北口 4 番バス乗り場から，三山車庫行，二宮神社行，八千代台行、ま

たは 5 番バス乗り場から日大実籾行，八千代台行のいずれかに乗車し，「東邦大学前」で下車（駅から 10〜15 分）。
そのまま進行方向に徒歩２分で正門。
京成本線

京成大久保駅にて下車。線路と直行する大久保通り商店街を通り，徒歩約 10 分。

詳しくは http://www.sci.toho-u.ac.jp/accessmap/ookubo̲sta.html をご覧下さい。
大会受付：
理学部Ⅴ号館１階にて，事前登録の方・当日参加の方，ともに受け付けます。開設時間は 9：30〜17:30 です。ネー
ムカードに記載し，吊り下げ名札で首から下げてください。お帰りの際は返却してください。
参加費・懇親会費：
公開講座，シンポジウム，一般発表はすべて無料です。
昼食：
事前にお弁当を注文された方は，受付で代金（600 円）をお支払い頂き，引換券をお受け取りください。学内の食堂
は営業しておりませんので，別紙の地図を参考に，周辺の飲食店をご利用ください。
懇親会：
大会終了後，東邦大学習志野キャンパス内生協食堂２階 PAL にて行います。当日参加をご希望の方は大会受付にお
申し出ください。会費は一般・学生とも 2000 円（アルコールを希望される方は 500 円増し）です。懇親会場に入場さ
れる際にお支払いください。
喫煙：
キャンパス内では全面禁煙になっておりますので，ご協力ください。
休憩室：
理学部Ⅴ号館２階 5208 号室に設置し，飲み物などを用意致します。
その他：
・参加者のための駐車場はありませんので，公共交通機関をご利用ください。
・規程により発表会場におけるカメラ・ビデオ・携帯電話等による撮影や音声の録音は禁止されています。
・会場内では携帯電話の呼び出し音やアラームが鳴らないようにしてください。
・大会会場以外の部屋には立ち入りできない場所もありますので，ご注意ください。
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公開講座
モデル動物の医療への貢献
司会：蓮沼

至（東邦大学・理学部）

ショウジョウバエを使って脳の病気を解き明かす
曽根 雅紀（東邦大学・理学部）

近年ヒトの遺伝子・ゲノム DNA についての研究が飛躍的に進み、ヒトの多くの遺伝性疾患について、どのような遺
伝子にどのような変異が起きると病気が発症するのかが明らかにされてきた。しかしながら、「その遺伝子にその変異
が起きるとなぜ病気になるのか？」を明らかにすることは実は一般に簡単ではない。ある遺伝子に変異が起きた結果、
「その遺伝子のはたらきにどのような異常が起きるのか？」、
「その遺伝子から作られるタンパク質のはたらきにどのよ
うな異常が起きるのか？」、「その結果として細胞のはたらきにどのような異常が起きたために病気の症状が生じるの
か？」を明らかにするためには、遺伝子・細胞についての生物学的な研究（それぞれ、分子生物学、細胞生物学と呼ば
れる）が必要とされる。そのためには、いったんヒトを離れて、実験をするのに便利な動物（モデル動物と呼ばれる）
を使って研究をすることが必要になる。
医学研究のためのモデル動物の代表格はマウス・ラットであるが、ショウジョウバエもヒトの病気について研究をす
るためのモデル動物として広く使われている。実は多細胞動物を形作るための基本的に重要な遺伝プログラムの多くは、
ヒトとショウジョウバエ（つまり新口動物と旧口動物）の共通祖先で既に確立されており、従ってヒトとショウジョウ
バエで共通である。実際に、ヒトとショウジョウバエで、同じ遺伝子が驚くほど共通のはたらきをしている例が多く明
らかになっている。また、ヒトの病気の原因遺伝子を、遺伝子組み換えの手法を使ってショウジョウバエに導入すると、
ヒトの病気と似た症状を示すことが多い。このようにして作成したショウジョウバエをヒトの病気のモデルとして、発
症機構解明・治療法探索のための研究に用いることができる。
ショウジョウバエは遺伝の研究に百年前から使われているモデル動物だが、特に遺伝子発見のために大きな威力を発
揮してきた。ゲノム上の数万個の遺伝子の中から、ある生命現象に重要な役割を果たすたったひとつまたは少数の遺伝
子を探し出してくる目的のためには、モデル動物の中でもショウジョウバエは非常に適している。ショウジョウバエは、
莫大な数（数万種類以上）の変異体の中から注目している生命現象に異常を示す変異体を探し出す実験（遺伝スクリー
ニング実験と呼ばれる）を行うのに適しているからである。例えば、ショウジョウバエを使えば、ある病気の原因遺伝
子と密接な関連を持ち、治療の標的となりうるような未知の遺伝子を探し出すことができる。
今日は、ショウジョウバエモデルを用いた神経変性疾患研究について概説する。特に、最近われわれが発見した、ア
ルツハイマー病発症機構に関連する新しい遺伝子について紹介する。
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造血研究の新展開をめざす 〜なぜカエルなの？なんて，もう訊かないで
加藤 尚志（早稲田大学 教育学部 / 先進理工学研究科）

生物学を学ぶ者の動機は様々であり，多様な生物が研究の対象になる。2011 年に旭川で開催された日本動物学会大
会には 1000 人が集った。そのプログラム巻末には生物材料別索引があって，演題に登場した動物（学名）を数えてみ
た。すると，一般発表の 667 演題の中に，なんと 358 種もの動物たちが登場している。マウス（ハツカネズミ）の 66
件が圧倒的に多く，次いでメダカ 45 件，アフリカツメガエル 40 件，カタユウレイボヤ 28 件，ラット 27 件，ニワト
リ 26 件，バフンウニ 21 件，キイロショウジョウバエ 20 件，アカハライモリ 20 件，カイコ（カイコガ）17 件，フタ
ホシコオロギ 14 件，ゼブラフィッシュ（シマヒメハヤ）13 件と続く。この中には，種固有の生業に注目された動物も
あろうし，ある特定の現象が注目され，最も実験や観察に適切であるために選ばれた動物，すなわちモデル動物もあろ
う。もし，多様な生物種に共通の仕組みが見つかれば，その原理的な理解は一気に深まる。例えば，ヒト臨床に役に立
てるために，モデル動物としてマウスを調べることは，典型的なやり方である。しかし，モデル動物の実験系をしっか
りと稼働させるには，その動物の特性を十分に把握する必要がある。さらには生体分子材料の準備などのために，多大
な労力と期間を要する非常に厄介な作業を強いられるのが現実だ。
百万種の分類されている動物（Mora ら，PLoS Biol., 2011）の中でも，とりわけ脊椎動物に共通する「なにか」の
一つに，赤血球をもつことが挙げられる（Schmidt -Nielsen, Animal Physiology 第 5 版，1997）。脊椎動物の大部分
は，共通して酸素運搬分子を含む赤血球をもつ。また，白血球や栓球（脱核栓球の一部は血小板）も，赤血球と同様に
血液幹細胞から派生する血球であり，それぞれに増殖・分化して末梢を循環する細胞である。ヒトは 70 兆個の細胞か
ら成る多細胞生物であると言われているが，計算するとそのうちの 20 兆個以上は赤血球で占められる。これらの事実
より，様々な動物を対象にして，血球の性質や，血球産生（造血）の仕組みを科学的に解明する作業は，とても大事な
ことだと思える。血液学領域の成果は，これまでに細胞生物学，幹細胞科学などの発展に大きく貢献してきた。ヒト臨
床では遺伝子組換え造血因子が 1990 年代に臨床医薬として実用化され，バイオ医薬興隆の牽引役ともなった。血液学
（hematology）をキーワードにして PubMed で検索すると 10 万件近くの論文がヒットするが，このうち 8 万件はヒ
トの研究であり，残りの 2 万件のほとんどは，マウスやラットをモデル生物にした報告である。
では，実験血液学の領域では，様々な動物の仕組みから何かを学ぶ合理はないのであろうか？動物学の領域では，血
球細胞や造血の知識は必要とされていないのだろうか？ヒトやマウスモデルを研究対象にして造血系の創薬研究を長
年続けてきた研究者が，なぜカエルやメダカを相手に奮闘し，造血研究をはじめるに至ったのか，幾つかの話題を通じ
てご紹介したい。
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シンポジウム

ホヤから探る動物学の最前線
コンビナー・司会：西川 輝昭（東邦大学・理学部）

脊索をもつが頭蓋や脊椎はもたない動物群、言い換えれば脊椎動物の一歩手前の動物群として有名な尾索動物（ホヤ
類など）や頭索動物（ナメクジウオ類）は、脊椎動物とともに脊索動物門を構成します。そして系統上この群と最も近
いのは、半索動物門（ギボシムシ類やフサカツギ類）と棘皮動物門です。これら 3 つの門を総称して「新口（＝後口）
動物」と呼びますが、これと「旧口（＝前口）動物」とがそれぞれ単系統群として左右相称動物を二分するというのが、
現在のところ支持の多い分子系統仮説です。このような系統学的知見に基づいて様々な動物のいろいろな特性を比較し、
生物や地球の歴史に思いを馳せるのが動物学の楽しさでありまた魅力でもありますが、本シンポジウムでは、「ホヤ」、
「脊索動物」、そして「新口動物」をキーワードに、動物学の最新の話題をご紹介します。

珍渦虫と無腸類は本当に新口動物なのか？
中野 裕昭（筑波大学・下田臨海実験センター）

珍渦虫、無腸類は共に単純な体制を持ち、どちらもその系統学的位置が長く確定していない動物である。珍渦虫は元々
扁形動物であると報告されたものの、その後は原始的な後生動物、原始的な左右相称動物、新口動物の新しい一員、棘
皮動物、半索動物、外肛動物、二枚貝と提案されてきた。無腸類は長く扁形動物であるとされてきたが、分子系統解析
の結果、９０年代以降は最初に分岐した左右相称動物であると認識されてきた。私は共同研究者とともに新たな分子系
統解析を行い、珍渦虫と無腸類は新口動物内で新たな門 Xenacoelomorpha を形成することを昨年報告した。しかし、
分子系統解析の結果だけからこれらの動物を新口動物に加えて問題はないのだろうか。本発表では Xenacoelomorpha
とその系統学的位置の妥当性について、形態学や発生学など分子系統解析以外のデータから検討する。また、
Xenacoelomorpha が新口動物であった場合の新口動物の進化過程や左右相称動物の祖先型について議論したい。
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Worm to Fish 脊索動物のホヤ起源説を検証する
和田

脊索動物のオタマジャクシ型の体制の誕生

洋（筑波大学・生命環境系）

̶これは、35 億年前に起源する生命の歴史が、我々ヒトの進化にまで

至る道筋の中でも、最もミステリアスな進化的イベントともいえる。かつてガースタングが唱え、ローマーによって広
められた「脊椎動物：ホヤ幼生ネオテニー起源説」は、フサカツギ型の固着性の祖先が、ホヤ型の動物になることで、
脊索動物が誕生したとする。その間、幼生も進化を遂げ、ディプルールラ幼生がオタマジャクシ型へと進化したことが、
脊索動物オタマジャクシ型の起源であると説かれる。このアイデアについて、進捗著しい分子系統学、比較発生学の知
見から検証し、これらの証拠ともっとも整合的な進化のシナリオについて、紹介したい。

ホヤにおける自家不和合性：動植物に共通するアロ認識機構
澤田

均（名古屋大学・理学研究科）

脊索動物門尾索類に属するホヤ類はほとんどの種が雌雄同体で、精子と卵をほぼ同時に放出するが、カタユウレイボ
ヤやマボヤ等では、精子の卵黄膜接着段階で自己非自己認識が行なわれ、自家受精が回避されている。当研究室では、
マボヤとカタユウレイボヤを中心として、ホヤ類の自家不和合性（アロ認識機構）について研究を行なっている。マボ
ヤでは、12 回の EGF 様リピート構造を有する卵黄膜タンパク質 HrVC70 が、自家不和合性を獲得する卵成熟過程で卵
黄膜に接着し、自家不和合性を消失する弱酸処理により卵黄膜から離脱すること、さらに個体間で多型に富み、非自己
精子に対する結合能が高いことから、マボヤの受精におけるアロ認識候補分子であると考えている。一方、カタユウレ
イボヤにおいては、その卵側分子は、多型に富むフィブリノーゲン様タンパク質（v-Themis-A と v-Themis-B）で、精
子側分子は、精巣で発現し多型に富む PKD1 様チャンネル（s-Themis-A と s-Themis-B）である。精子が卵黄膜に結合後、
精子 s-Themis が両者とも v-Themis を自己と認識すると精子細胞内 Ca2+濃度が上昇し、精子は卵黄膜から離脱するか運
動性を停止し、受精できなくなることが判明した。その機構は，高等植物における自家不和合性遺伝子の発現と認識機
構と酷似しており、動植物共通のアロ認識機構といえる。
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一般ポスター発表

P01

ヒトのメラノサイトを白化させる薬剤は両生類アフリカツメガエルの黒色素胞も白化させる

○浅田 佳秀、豊泉 龍児、宮内 信介、鴫原 千都、茂木 和枝
神奈川大・理・生物科学
ツメガエル幼生は黒色素胞により着色し、その抑制効果を持つ薬剤のスクリーニングに適した動物と思われるが、その
着色機構の研究は極めて少ない。哺乳類ではメラノサイトの着色を抑制し白化効果があるとされる PTU, Kojic acid,
Arbutin, Hydroquinone のツメガエル幼生黒色素胞に対する白化効果の有無を検討した。その結果、 PTU はツメガエ
ル野生型幼生をほぼ完全に白化し、 Kojic acid は黒色素胞の色を薄くさせることで、 Arbutin, Hydroquinone は黒色
素胞の大きさを小さくさせることで幼生を白化させた。これらの薬剤を適正な濃度で用いた場合、幼生は白化しつつ、
正常に発生した。

P02

マウスピンクアイドダイリューション(p)遺伝子は黒色メラニン生成を顕著に抑制するが、黄色メラニン生成は
抑制しない
1

2

○広部 知久 、若松 一雅 、伊藤 祥輔

2

1 放医研・低減化 P、2 藤田保健衛生大・医療科学
マウスピンクアイドダイリューション(p)遺伝子のメラニン生成制御機構を知る目的で、p マウスとリセッシブイエロー
(e)マウスやアグチ(A)マウスを交配し、生後５週の F2 マウスの毛のメラニン分析を行ったところ、ピンクアイドブラッ
クマウスやピンクアイドアグチマウスでは黒色メラニン量が１／２０になったが、ピンクアイドブラックマウスやピン
クアイドアグチマウス、ピンクアイドイエローマウスの黄色メラニン量には変化がなかった。したがって、p 遺伝子は
黒色メラニン生成を顕著に抑制するが、黄色メラニン生成は抑制しないと考えられる。

P03

メラトニンに対する魚類赤・黄色素胞の反応ならびに関与するメラトニン受容体について
1

2

○高橋 愛実 、西口 慶一 、大島 範子

1

1 東邦大・院理・生物分子、2 東邦大・薬・総合実験部門
魚類の赤・黄色素胞はメラトニン（MT）で凝集することが知られている。我々は今回、数種の魚の皮膚特定領域に
MT で拡散する赤・黄色素胞が分布することを見出した。そこで、同一個体に両タイプの赤・黄色素胞が存在するアカ
ヒレ(Tanichthys albonubes) 皮膚から MT 受容体サブタイプ４種をクローニングし、薬理学的・分子生物学的手法で、
MT での凝集あるいは拡散に関与するサブタイプの同定を試みた。
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P04

ニシキテグリに存在する青色素胞の形態と運動性反応
1

1

2

○合田 真 、藤吉 好則 、杉本 雅純 、藤井 良三

2

1 京都大・院理・生物物理、2 東邦大・理・生物分子
スズキ目ネズッポ科に属するニシキテグリ（Synchiropus splendidus）の皮膚に存在する青色素胞について形態学的な
解析を行ったところ、様々な形態の青色素胞や二色性色素胞（青色素顆粒と赤色素顆粒の両方を保持する）が表皮と真
皮の両方で観察された。また、この魚種の青色素胞は他の色素性色素胞と同様の細胞運動性を保持しており、ノルエピ
ネフリン、アデノシン、α-MSH、MCH、メラトニン、エンドセリン-1 といった神経伝達（修飾）物質やホルモンの作
用による色素顆粒の凝集・拡散反応が計測された。

P05

硬骨魚類における黒色素胞のアポトーシス過程の微細構造観察
1

2

○小田 哲也 、杉本 雅純 、宮地 和幸

1

1 東邦大・理・生物、2 東邦大・理・生物分子
硬骨魚類の体色は皮膚に分布している色素胞という細胞によってもたらされている。体色変化は、色素胞内の顆粒の凝
集・拡散反応や色素胞数の増減によって起こる。後者は色素胞の分化またはアポトーシスによって起こるとされている。
これまで黒色素胞のアポトーシス過程は光学顕微鏡、位相差顕微鏡、実体顕微鏡下で確認されていたが透過型電子顕微
鏡での観察例はなかった。そこで今回メダカの背地色順応過程とタイリクバラタナゴの婚姻色発現過程で生じる黒色素
胞のアポトーシスを透過型電子顕微鏡で観察した。

P06

創傷治癒に伴うメダカの鱗のリモデリングとアポトーシス黒色素胞の影響

○長濱 千尋、杉本 雅純
東邦大・理・生物分子
メダカの皮膚損傷時には鱗に破骨細胞が出現してリモデリングが起こる。一方、鱗皮膚でアポトシースを起こした黒色
素胞は Mφによって貪食・除去される。一般に、破骨細胞は単球・マクロファージ(Mφ)系の細胞から分化する。本研
究では、白背地順応下で黒色素胞のアポトーシスを誘導したメダカで皮膚損傷実験を行い、アポトーシス処理する Mφ
の出現が破骨細胞の分化および鱗のリモデリングに影響する可能性を調べた。その結果、アポトーシス誘導下では破骨
細胞の出現とリモデリングを抑制する可能性が示唆された。

P07

培養下におけるメダカ表皮シート成長に伴う表層での細胞応答

○西村 耕二、杉本 雅純
東邦大・理・生物分子
メダカの鱗皮膚を牛胎児血清存在下で培養すると、表皮シートが扇状に成長して再上皮化過程を再現できる。表皮シー
トの成長には細胞間接着が発達した表層の面積を増加させる必要があるが、そのメカニズムは不明な点が多い。今回、
細胞骨格や接着装置の蛍光染色やタイムラプス観察により、表皮シートの成長に伴う表層の細胞の数と表面積の変化、
移動を調べた。その結果、表層面積の増加は細胞数および表面積の増加によって生じ、成長を促す因子の種類によって
はその割合が異なることが示唆された。
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P08

ウシガエルハーダー腺由来 Temporin-CBg の機能解析
1

1

1

1

2

小西 裕己 、蓮沼 至 、小原 祥恵 、寒河江 望 、小林 哲也 、菊山 榮

1, 3

、○岩室 祥一

1

1 東邦大・理・生物、2 埼玉大・理・生体制御、3 早稲田大・教育・生物
ハーダー腺(HG)は瞬膜を有する脊椎動物の眼窩に位置する外分泌腺である。ウシガエルの HG では複数の抗菌ペプチ
ド(AMP)の遺伝子を発現していることから、両生類の HG には AMP を介した眼の防御機構の存在が予測される。本研
究では、ウシガエル HG より RT-PCR 法により cDNA クローニングした新規の AMP 様配列を有する Temporin-CBg
について、C 末端アミド化型並びに非アミド化型の２種類のペプチドを合成し、その抗菌活性、マスト細胞脱顆粒活性、
抗腫瘍細胞活性、抗酸化活性を測定したので、報告する。

P09

キンカチョウ Taeniopygia guttata の嗅上皮とその微細構造の解析
1

2

2

1

1

○三上 恭平 、遠藤 堅太郎 、市川 眞澄 、中田 友明 、斎藤 徹 、横須賀 誠

1

1 日獣大・比較動物医、2 東京都医学研・基盤技術
キンカチョウは、左右の嗅球が融合した単一嗅球を持つスズメ目のトリだが、その嗅覚については良くわかっていない。
今回、嗅上皮の分布と微細構造を解析し、このトリの嗅覚レベルの考察を試みた。その結果、１）嗅上皮は鼻腔後部の
後鼻甲介に相当する背側面に分布していたが、２）後鼻甲介の形態は他のトリと比べて不明瞭であること、３）嗅上皮
の嗅細胞や支持細胞は他のトリと共通した微細構造を持つことが明らかとなった。これらの所見により、キンカチョウ
は、嗅上皮の発達レベルは低いが、機能的な嗅覚神経系を持つことが示唆された。

P10

アポトーシス細胞による炎症応答に対する老化の影響

○高橋 澪、小林 芳郎、永田 喜三郎
東邦大・理・生物分子
老化すると免疫系障害に罹患することが多くなる。さらに、アポトーシス細胞が正常に貪食・除去されないと様々な疾
病に陥ることが知られている。これらのことから、様々な疾患の原因としてマクロファージの貪食能低下があるのでは
ないかと仮定した。そこで本研究では、若い野生型マウスと老化促進モデルマウスとして知られる SMP30/GNL KO マ
ウスを用いてアポトーシス細胞貪食除去における老化の影響を調べた。結果、老化によりマクロファージの貪食能が低
下し、アポトーシス細胞が残存すること、さらに強い炎症応答を引き起こすことが示された。

P11

シスチントランスポーター xCT の接触皮膚炎における役割
1

2

○岡部 結希 、佐藤 英世 、渡辺 直子

1

1 東邦大・理・生物分子、2 山形大・農
シスチントランスポーター system xc- は抗酸化物質グルタチオンの合成の基質であるシステインの供給に関わり、輸送
活性は輸送担体 xCT の発現に依存する。一方、接触皮膚炎の反応局所は、炎症性細胞の浸潤により酸化ストレス状態
にあると考えられることから、皮膚炎における xCT の役割を検討した。xCT 欠損により、接触皮膚炎惹起に伴う耳の
腫脹亢進および終息遅延が起こり、反応局所に浸潤する細胞数、遊走に関わる遺伝子発現が増加し、細胞内グルタチオ
ン量の増加が抑えられた。従って、system xc- は、酸化ストレス抑制を介して炎症応答抑制に関わっていることが示唆
された。
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P12

炎症誘導刺激に伴うケラチノサイトからのケモカイン産生

○尾崎 美奈、加藤 恵里子、渡辺 直子
東邦大・理・生物分子
マウスの耳への 2,4-dinitrofluorobenzene (DNFB) 塗布により接触皮膚炎が惹起され、炎症性細胞が浸潤する。そこで、
DNFB が最初に作用する表皮ケラチノサイトから細胞遊走に関わるケモカイン (KC) が産生される機構を調べた。炎症
誘導物質クロトンオイル処理により KC タンパク質産生が増加したのに対し、DNFB は IFN-γ との同時処理で増加し
たことから、接触皮膚炎惹起時に産生される IFN-γ がケラチノサイトに作用して KC が産生されることが示唆された。
また、刺激によって KC 産生に対するフラボノイドの効果が異なり、活性化する MAPK 経路も異なる可能性が示され
た。

P13

成長遅延症マウスにおける造血能の解析
1

2

2

小林 大礎 、前川 峻 、加藤 尚志 、○小林 哲也

1

1 埼玉大・院理工・生体制御、2 早稲田大・院先進理工・生命理工
成長遅延症(grt)マウスの赤血球造血について検討した。その結果、脾臓における好塩基性赤芽球の割合と鉄量の減少、
さらに末梢血中の赤血球数、ヘマトクリット値、ヘモグロビン量及びエリスロポエチン濃度の低下が観察された。grt
マウスでは、2 型タンパク質チロシン硫酸転移酵素の活性低下の結果、甲状腺ホルモン(TH)濃度が低下している。そこ
で、動物に TH を投与したところ、これらの異常はほぼ回復した。したがって、grt マウスに観察される造血異常は、
本酵素の変異に伴う血中 TH 濃度の低下が主因であると考えられる。

P14

マウス扁桃体の概日時計機構による情動制御の検証

○中野 純、清水 貴美子、深田 吉孝
東京大・院理・生物化学
鬱病や季節性情動障害はしばしば概日リズム異常を伴い、リズム障害患者では情動障害の発症リスクが高い。しかしリ
ズム異常と情動障害を繋ぐネットワークレベル・分子レベルでの知見は乏しい。我々は概日時計システムによる情動の
制御に注目し、研究を進める過程でマウス不安様・鬱様行動が概日変動することを見出した。この上に立って現在、マ
ウス扁桃体の時計機能が情動の時刻依存的な制御を担っている可能性を検証している。この扁桃体時計と情動を繋ぐ鍵
分子を特定することにより、概日時計による情動制御の分子基盤に迫りたい。

P15

嗅球で見られた crmp4 ノックアウトによる影響
1

2

3

2

○土屋 貴大 、山下 直也 、西原 真杉 、五嶋 良郎 、大谷-金子 律子

1

1 東洋大・院生命科学、2 横浜市立大・医・分子薬理神経生物学、3 東京大・院農学生命科学
CRMP4(Collapsin response mediator protein-4)は神経突起先端の成長円錐を退縮させる、セマフォリンの応答を媒介
する CRMP ファミリー(CRMP1~5)の 1 つとして見つかったタンパクであり、神経ネットワーク形成に重要な役割を果
たしていると考えられている。我々はこれまでに、マウス嗅球では他の多くの脳部位と異なり、CRMP4 mRNA の発現
が生後 0 日から成体まで高く維持されていることを明らかにした。本研究では CRMP4 の機能を明らかにするために、
CRMP4 ノックアウトマウス及び野生型マウスを用いて、嗅球の層構造や僧帽細胞の形態などについて比較解析を行っ
た。
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P16

雌ラットの扁桃体内側核へのタモキシフェン局所投与が雄の匂いへの選好性に与える影響

○藤原 昌也、千葉 篤彦
上智大・理工・物質生命理工
ラットなどのげっ歯類では異性の匂いに強く惹きつけられる。そこで雌ラットの雄の匂いへの選好性発現における扁桃
体内側核（medial amygdala:MeA）でのエストロゲンの役割について調べた。Long-Evans 系雌ラットの MeA にタモキシ
フェン（TX）を局所投与し、その後 Estradiol benzoate を皮下注射し、雌雄の匂いを嗅ぐ時間を計測した。その結果 MeA
への TX 局所投与によって雌の匂いよりも雄の匂いを長く嗅ぐという選好性が消失した。よってエストロゲンは MeA
に作用して雄の匂いに対する選好性の発現に関与していると考えられる。

P17

ニホンヤモリの省エネルギー戦略における膵臓・消化管ホルモンの役割

○吉田 彩夏、小林 彩、朴 民根
東京大・院理・生物科学
外温性動物である爬虫類は変化の激しい陸上環境で繁栄するには不利だと思われる。しかし、爬虫類は環境に応じた代
謝調節を通じて陸上環境で繁栄している。本研究では爬虫類における消化器系を介した代謝調節の生理機構解明を目的
とし、ニホンヤモリを用いて季節ごとの膵臓・消化管ホルモンの発現解析を行った。その結果、消化器系を介した代謝
調節には消化管ホルモン GLP-1 と GLP-2 が関与している可能性が示された。また、小腸重量や mRNA 発現の季節変
動には性差がみられ、雌雄で異なるエネルギー戦略をもつことも示唆された。

P18

棘皮動物ニッポンウミシダにおけるレチノイン酸関連遺伝子の発現

○上田 修作

1, 2

2

、池田 つぼみ 、大森 紹仁

1, 3

1

、赤坂 甲治 、近藤 真理子

1

1 東京大・院理・臨海、2 東京大・理・生物、3 東京大、CMB
マウスやアフリカツメガエルの後肢において、レチノイン酸が濃度勾配を形成しそれにしたがって正常な脚が発生、再
生することが報告されている。今回はその機構が棘皮動物の再生においも保存されているのかを検証するため、自切に
よる再生が一般的に起こる棘皮動物のニッポンウミシダを用いてレチノイン酸関連遺伝子の発現を解析した。また、レ
チノイン酸に影響される遺伝子として Hox が知られており、今回はそれらの遺伝子についても同時に解析を行った。

P19

アメフラシ消化管の神経原性及び筋原性自律運動とその神経支配

○山田 沙佳、黒川 信
首都大・院理工・生命科学
従来アメフラシの消化管自律運動は筋原性とみなされ、セロトニンや FMRFamide などの候補神経伝達物質の作用はも
っぱら運動への効果から抑制性とされてきた。一方、後砂嚢上の消化管神経系内に、自律運動の神経原性起源となるペ
ースメーカーニューロンの存在が示された。このニューロン群の活動と自律運動の同時記録により、神経原性と筋原性
の運動が区別できた。セロトニンと FMRFamide は、ペースメーカーニューロンの抑制を介して神経原性運動を抑制し
たが、筋原性運動に対する顕著な抑制作用は認められなかった。
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P20

ムラサキウニ変態を誘導する特異的バクテリアの同定

○刑部 南月子、清本 正人、服田 昌之
お茶の水女子大・院ライフサイエンス
微細藻類の生育した基盤にムラサキウニ幼生に対する変態誘導活性があることを確認し、その表面から単離培養したバ
クテリアを 45 株スクリーニングし、変態誘導活性を持つ株を 3 系統単離した。これらはキタムラサキウニにも活性を
示した。うち 1 株は、16SrDNA 配列の解析によって Vibrio chagasii と判明した。一方、砂底に棲息するスカシカシ
パンの着生変態応答には、特定のバクテリアに依存する傾向は見られなかった。ウニの種ごとに、棲息環境の違いによ
る着生変態応答の特異性が示唆された。

P21

ウスエダミドリイシの出芽パターン
1

1

○高橋 志帆 、菅原 京加 、服田 昌之

2

1 お茶の水女子大・理・生物、2 お茶の水女子大・院人間文化創成科学
サンゴのプラヌラ幼生はポリプに変態した後、中心にある初期ポリプの周縁からの出芽によりポリプ数を増やし成長す
る。その出芽のパターンをウスエダミドリイシで観察した。初めに出芽したポリプを基準０ とし、次に出芽したポリ
プとの間の中心角を測ったところ、次の出芽は９０ の位置で多く観察された。ヒドラの出芽は 180 で起こるのと対照
的である。また２個体が繋がって着生したポリプでは、その繋がった部分に初めの出芽が起こった。このことからポリ
プ近くで出芽抑制、遠くで出芽促進が行われていると仮定した出芽モデルを考えた。

P22

2+

終神経 GnRH ニューロンの活動電位波形に応じた Ca 電流変化の電気生理学的解析

○引田 幸児、阿部 秀樹、岡 良隆
東京大・院理・生物科学
単一ペプチドニューロンの神経活動ーペプチド分泌連関は未だ良く判っていない。我々は単一ペプチドニューロンの性
質を調べるモデルとして硬骨魚終神経 GnRH ニューロンを用いて、ニューロンが実際に示す様々な電位変化を活動電
2+

2+

位クランプ法によって加え、生じた Ca 電流を記録し、神経活動とペプチド放出に必要な細胞外 Ca 流入の関係を解
2+

析した。その結果、Ca 流入量は単一活動電位波形に依存した変化はしないが、発火頻度や発火パターンの変化（規則
発火→バースト発火）に大きく影響されることが示唆された。

P23

GnRH3 ニューロンからの GnRH/グルタミン酸開口放出動態の解析

○曽根岡 直也、阿部 秀樹、岡 良隆
東京大・院理・生物科学
GnRH ニューロンは GnRH の他にも Glu を共伝達物質としてもつことが報告されている。GnRH ニューロンからの
Glu および GnRH の開口放出を、代謝型 Glu/GnRH 受容体を発現させた COS7 細胞上にメダカ GnRH3-EGFP ニュー
2+

ロンを培養した共培養系を作製して Ca イメージングを行い、同ニューロン電気刺激に対する Glu・GnRH 開口放出を
2+

2+

Glu/GnRH 受容体を発現した COS7 細胞の Ca 応答として検出することを試みた。観察された Ca 応答パターンとそ
の成因について報告考察する。
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P24

原始的条鰭類ポリプテルスにおける GnRH・キスぺプチンの分子同定

○染谷 祐樹、赤染 康久、岡 良隆
東京大・院理・生物科学
生殖機能の中枢制御において主要な役割を担うキスペプチン(kiss)と GnRH であるが、一動物種がそれぞれ複数の分子
種を有することが多く、殊に魚類では変異に富む。魚類における kiss および GnRH の機能分化を理解する目的で、最
も原始的な条鰭類ポリプテルス(Polypterus senegalus)の GnRH および kiss の cDNA クローニングを行い、GnRH1、
GnRH2 および kiss2 の cDNA 配列を決定した。成熟ペプチドは四肢動物のものと高い相同性を示し、真骨魚での配列
上の多様化が裏付けられた。

P25

メダカにおける日長依存的な生殖制御機構に関する神経内分泌学的解析

◯本多 久楽々、赤染 康久、神田 真司、苅郷 友美、善方 文太郎、岡 良隆
東京大・院理・生物科学
長日繁殖動物として知られるメダカは、日長に依存して生殖状態を変化させる。しかし、メダカを含む真骨魚類におい
て、日長に依存した生殖の中枢制御機構は明らかにされていない。そこで、哺乳類や鳥類の日長依存的な生殖制御機構
に重要な役割を担うと考えられている TSH、Dio2、Dio3 に着目し、メダカにおける日長依存的な発現動態を検証した。
また、夜間に分泌され、多くの日長依存的な生殖制御機構をもつ生物において重要な役割を果たすと考えられているメ
ラトニンの投与が生殖に及ぼす影響についても検証した。

P26

野生メダカ由来 XX 雄系統の生殖腺分化
1

○松島 美喜子 、松田 勝

2

1 宇都宮大・農、2 宇都宮大・バイオサイエンス教育研究センター
メダカの性決定様式は本来 XX-XY 型であるが野生メダカ集団より遺伝子型が XX で表現型が雄である個体を発見した。
XX 雌との交配により子孫に雄が得られたことから、これらの XX 雄は環境要因ではなく遺伝要因により雄になったと
考えられた。また、稚魚の組織切片を作製し観察したところ、正常な生殖腺は孵化前に 2 型に分かれるのに対して、
XX 系統の生殖腺は孵化後 10 日までに 2 型に分かれることが分かった。今後この系統を用いて卵巣形成に関わる遺伝
子の同定が期待できる。

P27

屋外池と飼育環境下におけるメダカの繁殖行動

○小井土 美香、頼経 知尚、鈴木 翔平、清水 彩美、早川 洋一、小林 牧人
国際基督教大・生命科学
日本のメダカは絶滅危惧種に指定されているが、野生メダカの繁殖生態は知られていない。本研究では、メダカの保全
のための基礎的知見を得ることを目 的として、はじめに屋外池における野生メダカの繁殖行動を観察した。その結果、
雌雄の放卵・放精は特別な基質なしで行われ、その後、雌が水生植物などの基質に受精卵を付着させること(産み付け)
が観察された。既報の「ふりおとし」、「こすりつけ」行動は野生メダカでは観察されず、飼育下での観察から、 こ
れらの行動は産み付け基質がないときに行われる行動であることが明らかとなった。
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P28

キンギョ(Carassius auratus)の性行動における脳の両性性

○竿代 誠二、早川 洋一、小林 牧人
国際基督教大・生命科学
キンギョ(Carassius auratus)は、非性転換魚類であるが、ホルモンの投与により本来の性とは反対の性の性行動を誘起
することができる。このことから、魚類の脳では哺乳類のような脳の性分化が起こらず、雌雄両方の性行動の制御が可
能な両性の脳を持つのではないかと考えられる。本研究では、プロスタグランジンおよび雄性ホルモンの投与により、
雌雄ともに１個体の魚が 90 分の試験期間中に雌雄両方の型の性行動を繰り返し行うことを確認した。このことはキン
ギョの脳が両性であることを強く支持する。

P29

エストロゲン受容体β(ERβ) を介したジエチルスチルベストロール (DES) による新生仔期マウス卵巣に対す
る影響

○小林 幸代、佐藤 友美
横浜市立大・国際総合科学
DES を新生仔期マウスに投与すると卵巣において多卵濾胞が多発する。これまでに、新生仔期の DES 投与により ERβ
を介して多卵濾胞が誘導されること、DES を添加して卵巣を器官培養すると多卵濾胞が誘導されることがわかっている。
本研究では新生仔期の ERβ+/-、ERβ+/-、ERβ-/- マウスの卵巣を器官培養し、ERβを介した DES の影響を調べた。DES
を添加して器官培養した ERβ+/+と ERβ+/-の卵巣では多卵濾胞の発生頻度が有意に増加したが、ERβ-/-の卵巣では差
はなかった。以上より、DES は卵巣の ERβに直接作用して多卵濾胞を誘導していることが示された。

P30

新生仔期マウス卵巣に対する diethylstilbestrol (DES) と inhibin の直接的な影響

○笈川 祥代、佐藤 友美
横浜市立大・院生命ナノシステム科学
新生仔期に DES を投与されたマウスの卵巣では、ERβを介した卵細胞アポトーシスの抑制により多卵濾胞が誘導され
る。また DES は、activin signal の抑制を介して濾胞形成を抑制する。DES による卵細胞アポトーシスや activin signal
の抑制と多卵濾胞誘導の関係を in vitro で調べるため、0 日齢の卵巣を DES または inhibin を含む培養液で器官培養し、
activin signal 関連遺伝子の発現や多卵濾胞発生頻度、卵細胞アポトーシスの割合を調べた。DES は activin signal を
抑制的に変化させると考えられたが、inhibin を添加しても多卵濾胞は誘導されなかった。

P31

新生仔期 diethylstilbestrol (DES) 投与による脳下垂体 LH 産生細胞への影響
1

2

3

○石川 真知子 、橋口 祐佳 、村井 絵里奈 、佐藤 友美

1, 2, 3

1 横浜市立大・院生命ナノシステム科学、2 横浜市立大・理、3 横浜市立大・国際総合科学
新生仔期に DES を投与されたメスマウスでは、視床下部のオス化により性周期・排卵が消失する。このとき血中 LH
量は一時的に減少するが、成熟後は正常値となる。脳下垂体前葉の LH 産生細胞と Lhb mRNA 発現量に対する新生仔
期 DES 投与による影響を、免疫組織化学染色と real-time RT-PCR によって調べた。その結果、新生仔期に DES を投
与されたメスマウスの脳下垂体前葉中央部の LH 産生細胞数は、90 日齢において intact メス、intact オスマウスより
も有意に減少していた。また Lhb 発現量も、intact メス、intact オスマウスよりも低かった。
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P32

器官培養マウス精巣における減数分裂の開始および維持に及ぼすホルモンおよび間質細胞の影響

○菊池 亜希、金澤 卓弥
茨城大・農
哺乳類精巣における減数分裂の開始と維持は、生殖細胞と体細胞との相互作用や、ホルモンによる作用など、様々な要
因によって成り立つと考えられている。そこで、本研究ではマウスの精巣組織片および間質細胞を取り除いた精細管を
気相液相境界面培養法を用いて培養し、間質細胞およびホルモンによる減数分裂の開始および維持に及ぼす影響を検討
した。培養後、シナプトネマ複合体タンパク質１の蛍光抗体組織染色により減数分裂細胞核を確認するとともに、リア
ルタイム PCR 法により遺伝子発現を定量的に解析した。

P33

マウス卵の第一減数分裂における極体放出時の卵内顆粒およびミトコンドリアの動態解析
1

1

2

2

1

○長船 奈津美 、松田 ちひろ 、大月 純子 、永井 泰 、馬場 昭次 、千葉 和義

1

1 お茶の水女子大・院人間文化創成科学・ライフサイエンス、2 永井クリニック
卵減数分裂では、第一減数分裂中期〜後期にかけて紡錐体が卵中央から卵表層へ移動することにより、大きさの異なる
2 種類の細胞（極体と卵）が生じる。しかし、紡錘体の卵表層への移動を阻止すると、後期紡錘体のミッドゾーンが卵
内を直進することで、通常の極体放出とは異なり同等の大きさに分裂する。本研究では、ミッドゾーンの動きの制御機
構を明らかにするために、卵細胞質の流動性に着目した。そのために現在、ミトコンドリアと卵内顆粒の動きを、共焦
点レーザー顕微鏡等で追跡している。

P34

ヒトデ卵減数分裂過程における serum and glucocorticoid inducible kinase の関与

○大海 咲、松下 萌恵、広橋 教貴、千葉 和義
お茶の水女子大・院人間文化創成科学・ライフサイエンス
ヒトデ卵母細胞はホルモン 1-メチルアデニン(1-MA)刺激によって減数分裂を再開し、細胞内 pH(pHi)が上昇する。pHi
上昇に SGK が関与するならば 1-MA によって活性化されるはずである。そこで、ヒトデ SGK1 遺伝子のクローニング
を行ったところ、哺乳類 SGK１がリン酸化される部位付近との相同性が非常に高い部位があることが明らかになった。
次に当該部位の抗リン酸化抗体でヒトデ卵をウエスタンブロットしたところ、1-MA 刺激で新たなバンドが出現し、ヒ
トデ SGK１が活性化されることが明らかになった。

P35

オウムガイ胚 RNAseq に見るピンホール眼の進化メカニズム

○吉田 真明、小倉 淳
お茶の水女子大・アカデミックプロダクション
オウムガイはイカ・タコ類(頭足類)の祖先種でありピンホール眼をもつ。ピンホール眼はレンズを欠くため、レンズを
新たに獲得することで頭足類のカメラ眼が獲得されたと考えられてきた。そこでレンズの有無に関連する遺伝子を同定
するため、ヒメイカとオウムガイ胚の眼から RNAseq を行い、オウムガイとイカの相同遺伝子のうちイカに見られる
がオウムガイに発現していない遺伝子を同定した。その結果からオウムガイのピンホール眼は Six3/6 の発現の loss に
よって元あったレンズが消失したことが示唆された。
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P36

ヤツメウナギにおける口部発生の解析と顎進化の手がかり
1

○吉村 美穂 、和田 洋

2

1 筑波大・生物学類、2 筑波大・生命環境
脊椎動物の進化において顎の獲得は、能動的な摂餌への変化を可能にしたため重要なステップであった。そこで本研究
は、無顎類に属するヤツメウナギの口部領域において、顎口類の口部領域骨性要素のパターニングに関与するホモログ
遺伝子発現パターンを調べた。その結果、ヤツメウナギの口部領域骨性要素は顎口類と同様なパターニングを受けてい
ない可能性が示唆された。

P37

アフリカツメガエル初期胚発生に対する培養液に加えたポリアミンの影響
１

１

２

○近藤 剛士 、高橋 宣治 、垣内 力 、塩川 光一郎

１, 3

1 帝京大・院理工、2 東京大・院薬、3 帝京大・医療技術・柔道整復
ポリアミンは細胞増殖に重要な役割を持つが、詳しい生理活性がわかっていない低分子物質である。我々は、ポリアミ
ンを加えた培養液で Xenopus 胚を発生させた。その結果、2 細胞期から高濃度のポリアミン（50mM のプトレシン、
10mM のスペルミジン、5mM のスペルミン）に曝した胚は胞胚期前後で細胞解離し、発生を停止した。この細胞解離
2+

は、培養液の Ca を 10 倍（通常 33μM）にすると起こらないことが分かった。これらの結果から、ポリアミンは Ca

2+

と競合し、細胞の接着を阻害すると考えられる。

P38

アフリカツメガエル卵母細胞の mRNP 構成因子 P100 に結合する母性 mRNA の探索
１

○中村 依子 、松本 健

2

1 日本大・松戸歯・教養生物、2 理研・松本分子昆虫学
アフリカツメガエルでは、卵成熟ホルモンによって卵成熟が進行するために、母性 mRNA の翻訳の脱抑制（活性化）
が必要である。mRNP 複合体構成蛋白質の P100 は、翻訳抑制因子であり、卵成熟過程の進行に必要な母性 mRNA の
翻訳調節に重要な役割を果たすことが示唆されている。本研究では、マイクロアレイを用いて、卵母細胞内で P100 が
結合している母性 mRNA の探索を行った。その結果、卵成熟過程で翻訳が活性化され、卵成熟の進行に必要と思われ
る母性 mRNA を見いだしたので報告する。

P39

アフリカツメガエル初期胚における Xp63 発現細胞の成立機構の解析
１

2

○大形 悠一郎 、山口 雅裕 、木下 勉

１

1 立教大、 2 鈴鹿工業専門高校
p63 は表皮幹細胞のマーカー遺伝子として広く知られている。本研究では、アフリカツメガエルにおけるホモログであ
る Xp63 の発現過程を解析することで、表皮幹細胞の成立機構の解明の糸口とすることを目的としている。免疫染色に
より原腸胚期から神経胚期までの Xp63 発現細胞の局在を観察した結果、同細胞は一旦表皮の外層と内層両方に現れ、
その後内層側のみに限局することが分かった。さらにアニマルキャップアッセイによりその限局機構を解析したところ、
内層への Xp63 発現細胞の限局は表皮自律的に起こることが分かった。
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P40

絶望行動を制御する脱ユビキチン化酵素 USP46 の解析
１

１

２

３

２

１

３

○青木 勝彦 、宮野 千草 、山田 宙史 、梅村 翔也 、岩室 祥一 、大川 清 、海老原 史樹文 、髙田 耕司

１

1 東京慈恵医大・生化学、2 東邦大・理・生物、3 名古屋大・院生命農学
CS マウスは尾懸垂試験などで行動的絶望をほとんど示さない。近年、その遺伝学的解析から、絶望行動を制御する

Usp46 遺伝子が同定された（Nature Genetics, 41:688, 2009）。CS マウスの USP46 タンパクでは 92 番目のリジン残
基が欠失しているが、これが脱ユビキチン化酵素である USP46 の機能や構造に与える影響には不明な部分が多い。そ
こで、野生型と変異型の USP46 を強制発現させた培養細胞の解析結果を報告する。立体構造モデルによる変異部位の
予測なども含め議論したい。

P41

マウス肝臓において時計因子 CLOCK がリズミックに結合する DNA 領域の探索
１

１

１

○寺嶋 秀騎 、吉種 光 、Du Ngoc-Hien 、岩崎 渉

2, 3

2

2

、尾崎 遼 、鈴木 穣 、深田 吉孝

１

1 東京大・院理・生物化学、2 東京大・院新領域創成科学、3 東京大・大気海洋研地球表層圏変動研究センター
哺乳類の概日時計においては、bHLH-PAS 型の転写因子である CLOCK と BMAL1 がヘテロ二量体を形成し、DNA 上
の時計シスエレメント E-box に約 1 日周期で結合して多様な遺伝子の転写リズムを誘起する。本研究では、マウス肝
臓を材料とし、自作 CLOCK 抗体と次世代シークエンサーを用いて ChIP-Seq を行い、全ゲノムに散在する CLOCK 結
合サイトを 7,978 ヶ所決定した。この中から、概日時計による制御が知られていなかった遺伝子を抽出し、それらのリ
ズミックな転写制御の生理的役割を解析している。

P42

アフリカツメガエルの細胞接着因子 ESAM の構造と発現
1

1

1

1

○真野 陽介 、木下 紗也香 、小濱 聖佳 、奥井 武仁 、加藤 尚志

1, 2

1 早稲田大・院先進理工・生命理工、2 早稲田大・教育・生物
細胞接着因子 ESAM は、動物 44 種で報告されたが、アフリカツメガエルでは報告がない。近縁種ネッタイツメガエル
ESAM の遺伝子配列情報を利用して、アフリカツメガエル ESAM の成熟蛋白質をコードする遺伝子配列を決定した。
ヒトやメダカなどの一次構造と比較すると、塩基、アミノ酸それぞれの配列の一致率は低いが、機能領域、Cys 残基、
N 結合型糖鎖の位置は保存されていた。造血巣である肝臓、脾臓、貧血成体の末梢血で発現することから、アフリカツ
メガエルの ESAM 分子の発現は造血動態と関連することが示唆された。

P43

アユ孵化酵素遺伝子群のゲノム構造の探査
1

1

2

2

○野村 健太郎 、川口 眞理 、竹花 佑介 、成瀬 清 、安増 茂樹

1

1 上智大・理工・物質生命、2 基生研・バイオリソース
アユは正真骨類の中でも比較的初期に分岐した魚種であり、遺伝子重複により生じた HCE（cladeⅠ）と LCE（clade
Ⅱ）の 2 種の孵化酵素遺伝子に加え、例外的にニシン・骨鰾類の cladeⅡ遺伝子と同系統の AyHE を持つことが確認さ
れている。このことから cladeⅡ遺伝子がさらに重複し、多様化していることが示唆される。本研究は、cladeⅡ遺伝
子の進化過程を予想することを目的としてゲノムライブラリーを作製し、AyLCE と AyHE 遺伝子をクローン化するこ
とで遺伝子の位置関係の決定を試みたものである。
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P44

ヌタウナギ LDH-A の耐熱性
1

2

2

2

2

2

２

１

○西口慶一 、成毛香澄 、清水康平 、内田朗 、伊藤展枝 、大島範子 、久保田宗一郎 、五郎丸美智子 、岡田光正

2

1 東邦大・薬、2 東邦大・理
下等生物であるヌタウナギの LDH-A と B の耐熱性(50℃で 30 分処理)を調べたところ、LDH-A、B の残存活性はそれ
ぞれ 100、20%であった。これらのアミノ酸配列を分析したところ、LDH-A には 220〜227 の挿入があった。この位
置は 4 量体を作る際、外側に位置することが CCP4i・CCP4MG ソフト（The Secretary to CCP4Daresbury Laboratory、
UK）により分かった。現在、この耐熱性メカニズムと、どのようにしてそのメカニズムを獲得したのかを明らかにし
ている。また、ヌタウナギなどの下等生物の 3ʼ側領域を分析する新しい 3ʼRACE 法を開発したので報告する。

P45

ヌタウナギ乳酸脱水素酵素 A4 の大腸菌を用いた多量発現系の検討
１

２

１

１

１

１

１

２

○成毛香澄 、西口慶一 、清水康平 、内田 朗 、伊藤展枝 、大島範子 、久保田宗一郎 、五郎丸美智子 、岡田光正

１

1 東邦大・理、2 東邦大・薬
乳酸脱水素酵素(LDH)は、解糖系の最終段階に働く酵素で、A と B の 2 種類のサブユニットからなる 4 量体である。下
等脊椎動物のムラサキヌタウナギは、700〜1000ｍの深海に生息する生物で、その LDH-A4 は、100MPa の高圧下でも
約 70%の残存活性がある。この耐圧機構を X 線回折法により解析するために、大腸菌で LDH-A4 を多量発現させた。
今回、この LDH を精製する方法として IM・5ʼAMP-Sepharose4B アフィニティークロマトグラフィー、ゲルろ過ＨＰ
ＬＣを検討したので報告する。

P46

ショウジョウバエの体細胞のエクジソンは精原細胞の分裂を制御する

梶原 武紘
国際基督教大・教養・アーツサイエンス
ショウジョウバエの精原細胞の分裂は、生殖細胞を包むシスト細胞により制御されている。本研究ではシスト細胞でエ
クジソンがはたらき、精原細胞の分裂を制御する、という仮説を立てその検証を行なった。まず、抗体染色法によりエ
クジソン受容体がシスト細胞で発現していることを確認した。次に、エクジソン合成変異体において精原細胞の分裂の
遅れが生じ、シスト細胞特異的 DHR78 ノックダウン系統において精原細胞の過剰な分裂がみられた。以上の結果は、
シスト細胞におけるエクジソンが精原細胞の分裂制御に関わることが示唆する。

P47

キイロショウジョウバエにおける II 型糖尿病の原因遺伝子 Imp の役割

川崎 紅
国際基督教大・教養・アーツサイエンス
II 型糖尿病(T2D)は多因子性疾患であり、その分子メカニズムは未だに解っていない。これまでに T2D 原因遺伝子とし
て RNA 結合蛋白質 Imp を同定している。本研究では Imp 遺伝子の役割を解明するためにショウジョウバエの Imp ノ
ックダウン系統を作成した。Imp ノックダウン系統では、血糖値の上昇、インスリン様ペプチド Dilp2,3 の発現量の低
下、そして寿命伸長と飢餓耐性低下が確認された。以上のことから Imp ノックダウン系統は II 型糖尿病の疾患モデル
となりうることが示唆された。
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P48

ショウジョウバエ成虫原基における four-jointed のエンハンサー解析

○計良 陽子、荒井 星矢、森岡 早苗、五十嵐 美絵、石川 裕之
千葉大・理・生物
Four-jointed（Fj）は、非定型カドヘリン Fat および Dachsous（Ds）の細胞外カドヘリンドメインをリン酸化するこ
とにより、Fat と Ds の結合を調節するゴルジ体キナーゼである。ショウジョウバエの成虫原基における fj の発現パタ
ーンは、平面細胞極性の形成に重要な役割をはたす。そこでショウジョウバエ成虫原基における fj の発現調節機構を明
らかにするために、fj のエンハンサー解析を試みた。その結果、fj には翅エンハンサーと脚エンハンサーの少なくとも
二種類が存在することが分かった。

P49

細胞内蛋白質輸送スイッチング機構の脳機能発現における役割：ショウジョウバエを用いた研究

○鈴木 章弘、小柳 恵太、曽根 雅紀
東邦大・理・生物分子
ショウジョウバエ HIG（ Hikaru genki ）蛋白質は、シナプス間隙に分泌される分泌蛋白質であり、変異体は自発活動
量の著しい低下を示す。蛹期のシナプス形成異常が成虫行動異常の原因であることが示唆されている。興味深いことに、
HIG 蛋白質はシナプス形成初期にはシナプスに輸送されるが、その後の時期には輸送がブロックされるようになる。そ
こで本研究においては、種々の HIG 欠失蛋白質の発現実験や、RNAi 法を用いた時期特異的ノックダウンによって、発
生段階特異的な細胞内輸送制御の脳機能発現における役割を調べた。

P50

大腸菌高温適応進化における中立変異固定メカニズムの解析
1

1

1

2

1

○花神 彩香 、小林 日沙香 、伊藤 明日香 、山内 長承 、岸本 利彦 、四方 哲也

3, 4, 5

１東邦大・理・生物分子、２東邦大・理・情報、３大阪大・院情報、４ERATO, JST、５大阪大・院生命機能
生物進化メカニズム解析のため、大腸菌を用いた高温適応進化系を構築し解析を行ってきた。45℃適応大腸菌では短期
間で多数の中立変異が固定されていた。本研究では遺伝的浮動では説明し難い短期間での中立変異固定メカニズム解析
を目的とした。45℃適応過程の変異導入時期を特定した結果、中立変異の同義置換が非同義置換と同様な固定挙動を示
した。そこで大腸菌を一細胞に分離培養したところ、中立変異を含むすべての変異をもつ細胞と全く持たない細胞に分
かれた。これにより、ヒッチハイクによる中立変異固定の実証に初めて成功した。

P51

ゲンゴロウ属水生甲虫のミトコンドリア DNA（COⅠ）に基づく分子系統解析
１

１

○佐藤 理恵子 、鈴木 岳 、猪田 利夫

１, ２

、久保田 宗一郎

１

1 東邦大・理・生物、2 希少水生昆虫研究会
国内においてゲンゴロウ属（Cybister）は７種記載されており、５種が環境省レッドリスト掲載種、さらにその内２種
が国内希少野生動植物種に指定されている。しかし、これまでに日本産ゲンゴロウ属における分子系統解析の報告例は
ないため、本研究では国産ゲンゴロウ属の COⅠ 配列に基づく分子系統解析を行った。その結果、近い系統関係を示す
種については形態学的特徴とほぼ一致することが示唆された。本研究は、同属における系統関係の解明、及び同属の適
切な保全や希少種の生物学的基礎データとして重要であると考えられる。
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P52

日本産シマゲンゴロウ属(Hydaticus)水生甲虫のミトコンドリア遺伝子である COⅠ配列に基づく分子系統解析
１

１

○三好 雅之 、鈴木 岳 、猪田 利夫

１, 2

、久保田 宗一郎

１

1 東邦大・理・生物、2 希少水生昆虫研究会
国内においてシマゲンゴロウ属は９種記載されており、３種が環境省レッドリスト記載種である。本研究では、国産シ
マゲンゴロウ属の COⅠ配列に基づく分子系統解析を行い、系統の見直しを試みた。その結果、従来の形態学的知見と
ほぼ一致したが、オオシマゲンゴロウは同属他種とは遠縁にあり、Miller らの結果（2009）を支持した。従って、本
種はシマゲンゴロウ属と違う属である可能性が示唆された。本研究は、同属における系統関係の解明、及び同属の適切
な保全や希少種の生物学的基礎データとして重要であると考えられる。

P53

なぜ、ゲンゴロウ属（Cybister）とゲンゴロウモドキ属（Dytiscus）水生甲虫は、それぞれ産卵植物種と産卵
行動が異なるのか？

猪田利夫
希少水生昆虫研究会
ゲンゴロウ属とゲンゴロウモドキ属とで産卵植物種と産卵行動が異なる。前者は口器でスポンジ状の茎を持つオモダカ
等の茎に穴をあけ産卵する。一方、後者は空洞の茎を持つセリ等に産卵管で直接茎に裂け目を入れ産卵する。孵化幼虫
の産卵植物からの脱出率を検討した結果、前者はあらかじめ口器で作った穴が孵化幼虫の唯一の脱出口であった。一方、
後者は茎の裂け目の幅が孵化幼虫の脱出率に密接に関与していることがわかった。特に後者においては、空洞の茎を持
つ植物（セリ）に産卵することが、幼虫の脱出率に重要であることが示唆された。

P54

Holotype が明らかにしたマダラガガンボの正体とは？（昆虫綱：双翅目：ガガンボ科）

鳥居 隆史
慶應義塾大・自然科学研究教育センター
ガガンボ属マダラガガンボ亜属は大型のガガンボで日本から Tipula (Nippotipula) coquilletti マダラガガンボのみが知
られていた。演者は本州各地から本種に酷似し雄交尾器のみで区別可能な T. (N.) sp. 1 を得た。マダラガガンボの原記
載に雄交尾器の記載は無く、既知の“マダラガガンボ”と sp. 1 のどちらが真のマダラガガンボであるか決定不可能であ
った。演者は米国国立自然史博物館からマダラガガンボの Holotype を貸与され、雄交尾器を中心に詳細に所見、真の
マダラガガンボを再記載した。

P55

パラオ諸島産ゴマガイ類の形態学的な多様性とその進化

○山崎 碧、山崎 一憲、上島 励
東京大・院理
ゴマガイ科は東南アジアに広く分布する微小な陸貝である。パラオ諸島には 80 種近くの固有種が生息しており、その
貝殻形態は著しく多様で、適応放散が起きた可能性が高い。本研究ではパラオ産ゴマガイ類の形態を詳細に観察し、CO1
遺伝子と CO2 遺伝子を用いた分子系統解析を行った。その結果、パラオ諸島に固有な Hungerforida 属では歯舌形態
と貝殻形態が系統関係を反映せず、歯舌は二次的に祖先型に似た形に戻っていることが分かった。これらの形質が生息
環境と関連していることから、パラオ産ゴマガイ類では適応的な進化が起きたと考えられる。
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P56

ヒメイカの教材化飼育管理と活用
1

2

○小川 博久 、吉田 真明 、春日井 隆

3

1 木更津市立木更津第一中学、2 お茶の水女子大・アカデミックプロダクション、3(財)名古屋みなと振興財団
中学校理科生物領域において"イカの解剖"が学習内容に導入されたが、一般的にイカの生体は観察の機会が少ないと考
えられる。生きたイカの行動や胚発生の観察を行うことは、解剖実習において形態と機能を理解させるために非常に有
効である。そこで、小型の頭足類であるヒメイカ Idiosepius paradoxus の教材化を進めた。小型水槽での飼育管理の
方法、餌の選定などを検討した。また、ヒメイカの行動・胚発生から孵化までの観察について試行的に進めたので報告
する。本研究は武田科学振興財団の研究助成を受けて行った。
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高校生以下のポスター発表

HP01 ニワトリ胚とヒメウズラ胚の体外培養と胚の観察法の研究−Ⅱ

―発生と孵化の諸条件の検証―

早川 嘉樹
広尾学園高等学校
ニワトリ胚の体外培養を連続的に観察できる装置を検討した。また、発生が最終段階に進んでも誕生に至らない原因が
卵殻に関係すると考え、放卵時と孵化時までの卵殻の内側のミネラル分を蛍光 X 線で測定した。分析の結果、ヒナが栄
養分として Ca を外殻から吸収していると考えた。そしてニワトリ卵を受器とし、ヒメウズラの有精卵を割り出し体外
培養を試みたが、誕生には至っていない。
HP02 南房総のタカラガイについて
金子 翔太
千葉県立薬園台高校・生物部
中１の時に、「調べて見よう

古代のお金

タカラガイ」というテーマで様々な観点からタカラガイのお金としての価

値を調べた。今回は南房総のタカラガイに着目し、その形態や分布などを検証した。６年にわたる打ち上げ貝の採集記
録から南房総で採れるタカラガイの種類や特徴、形態や変化などをまとめた。また、そのデータをもとに、南房総では
採集することの出来ない南方種のタカラガイと比較し、相違点や分布の特徴を考察した。一方、打ち上げ貝採集中に偶
然発見したタカラガイの生貝を１ヶ月間観察し、殻の成長や生態の記録などを試みた。
HP03 ノアサガオ緑のカーテンによる温度調節効果の解析
１

１

１

１

１

１

１

１

2

○鈴木 良直 、大澤 武士 、竹浪 潤 、早瀬 圭祐 、平山 将太郎 、中里 直 、石川 和輝 、小石 裕之 、稲垣 照美 、
干場英弘

3

1 板橋区立中台中学校、2 茨城大・工、3 玉川大・院農
校庭にある南向きの防球ネット上でノアサガオの緑のカーテン(14 ㎡)を作成した。同面積のノアサガオのある防球ネッ
ト上とない防球ネット上における温度・湿度の日変化および季節変化を 7 月から 2 月まで測定した。またこれらの赤外
線熱画像の撮影を 8 月と 12 月に行った。これらの昼夜および夏季と冬季の測定結果を比較し、ノアサガオの緑のカー
テンにおける温度調節効果を解析した。この結果、日変化では昼に冷房効果、夜に保温効果、季節変化では夏に冷房効
果、冬に保温効果が得られると考えられた。
HP04 メダカの性転換
小林 恵里花、宗﨑 真理子
栃木県立宇都宮女子高等学校
メダカの性別は遺伝的に決まっているが、温度条件によっては性転換することが報告されている。今回、メダカが性転
換する温度条件を詳しく調べることを目的として研究を行った。体色で遺伝的な性が判別できる近交系である Hd-rR
系統のメダカを用いて、受精卵が孵化するまでの期間の温度を調節してメダカを育て、遺伝的な性と表現型の性を判別
して性転換しているかを確認した。その結果、32℃で飼育するとメダカは性転換をすることがわかった。また、32℃
で飼育する時期、あるいはその合計日数が性転換に影響していると考えられた。
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HP05 クマムシの浸透圧変化が tun 状態に及ぼす影響
○石川 頌子、嶋田 仁美、飯田 和江、大川 由貴
茨城県立水戸第二高等学校・生物同好会
クマムシは、周りの環境が変化すると tun 状態と呼ばれる休眠（クリプトビオシス）を行い、過酷な温度や圧力にも耐
えることができる。私たちは、様々な濃度の食塩水にクマムシを浸したところ、tun 状態の形態への変化を確認したが、
その後蒸留水に置き換えて蘇生を試みても活動状態まで戻すことはできなかった。各濃度の食塩水と同じ浸透圧のスク
ロースやトレハロースの溶液を用いて同様に処理した場合は、それぞれ異なる結果が得られた。このことから、食塩と
スクロース、トレハロースはクマムシに対し異なる作用を引き起こしたと考えられた。
HP06 人はすれ違おうとしてどうしてぶつかるのか
小山 誠太郎、中 勇人、前嶋 大輝、森 悠暢
東京都立戸山高等学校・第１学年・ＳＳＨ探究基礎講座・課題研究班有志
路上を歩く人と人がお互いに避けようとしながら、結果的にぶつかってしまう事態に対する理由について調査した。路
上で実験者が歩行者に直進した時、歩行者が避ける様子を観察した。実験者を避けた歩行者に対して聞き取り調査を行
った。調査した 221 名中、左に避けた者が 111 名、右に避けた者が 110 人であった。また、歩行者の持つバック等の
荷物がその避け方に影響を与えていることも示唆された。他の聞き取り調査とシミュレーション実験の結果を合わせて、
すれ違いの特徴について報告する。

HP07 ショウジョウバエの行動

〜飛翔に着目して〜

嘉部 夢
埼玉県立浦和第一女子高等学校
「ショウジョウバエ（ハエ）は睡眠するか」という疑問を持ち、関連文献を調べた。すると、細い管を用いて、ハエが
飛べない状態で研究されていた。本研究は、自作のアクリル容器を用いて、ハエを飛翔可能な状態で飼育し、夜間も撮
影できる赤外線 USB カメラを用いて行動を記録した。そして、撮影した画像（睡眠を含むハエの行動）を解析したと
ころ、①ハエは主に昼、飛翔・歩行していること、②飛翔した後に続けて壁面を歩行すること、③歩行のみの場合、餌
の上やその周辺に限って行なうこと、が分かった。
HP08 波長の異なる光の照射でミドリムシの行動は変わるか
大橋 美穂
埼玉県立浦和第一女子高等学校
光を受けた後にミドリムシの行動がどう変化するか、異なる波長の光で調べた。受光した瞬間を観察するため、ミドリム
シにピンポイントで光（可視光や赤外光）を当てる装置を開発し、顕微鏡にWebカメラを設置し、動画による行動変化の
解析を行った。結果、受光した瞬間に回転運動を起こす頻度の高い光は赤+青、白、赤外（850nm）の順となったが、光
の方向に向かう運動を起こす頻度では赤外（850nm）、赤+青、赤外（940nm）の順であった。結果から、受光して回
転する運動と光の方向へ移動することは異なる仕組みで調節される可能性があるとわかった。
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HP09 電顕は見た! 半翅目昆虫の口器!!
田中 裕陽、木村 直輝
東京都立科学技術高等学校・科学研究部
半翅目（カメムシ目）昆虫の口器の形状は共通して針状だが、食性は多様である。形状は同じでも、食性の違いにより
口器の細かな構造には違いがあるのではないかと考え、それを明らかにする目的で観察を行った。半翅目昆虫の口器を
切断し、立てた状態で走査型電子顕微鏡を使用し観察した。観察の結果、口器の太さは食性と関係があるようである。
植物の汁を吸う昆虫の方が、他の昆虫の体液を吸う昆虫よりも太いようである。また、口器の側面は生育環境によって
違うようである。水面で生活するアメンボの方が側面の毛が多いようである。
HP10 猿江恩賜公園の昆虫調査 2011
高木 政典、宮平 慧、濱口 寧子、坪坂 雛乃
東京都立科学技術高等学校・科学研究部
私達は、科学技術高校付近にある猿江恩賜公園で昆虫を中心とした生態調査を行っている。周囲をビルや道路に囲まれ
た都会の公園の中で、どれだけの生物が生息しているかを明らかにする目的で行っている。公園をポイント分けし、生
息している昆虫の調査を行っている。調査の結果、多種多様な昆虫を確認することができた。このことから人によって
整備される事で、都会でも多様性のある生態系の形成が可能だと考えられる。また、近年北上しているとされるツマグ
ロヒョウモンというチョウが、猿江公園にも北上してきていることを確認した。
HP11 生物多様性の新たな脅威？

外来種コモチカワツボ日本初の雄性個体確認

（２年）○一杉 航平、篠塚 佳典、山口 大世、香川 理、山口 晃一朗、嶋谷 大輝
（1 年）久我 陸人、山口 嵩真、佐野 拓実、鈴木 新平
向上高等学校・生物部
ニュージーランド原産淡水小型巻貝コモチカワツボが、国内で急速に分布を広げている。成貝で殻長 4mm 程度と小さ
いが、生息密度が 1 ㎡当り数万〜数十万個体に達する。移入先では雌のみの単為発生がほとんどであるが、本校生物部
が千葉県初として報告した千葉市稲毛海浜公園の個体群で、東邦大学の多々良有紀氏から国内初となる雄性個体が確認
されたとの情報を得た。個別飼育実験によって雌のみの単為発生を確認し、現在染色体の観察に取組み、倍数性を調べ
ている。生物部が掌握している本種の全国分布を含め、最新の知見を報告する。
HP12 特定外来生物オオフサモの分布拡大メカニズムの解明をめざして
（２年）○香川 理、篠塚 佳典、一杉 航平、山口 大世、山口 晃一朗、嶋谷 大輝
（1 年）久我 陸人、佐野 拓実、山口 嵩真、鈴木 新平
向上高等学校・生物部
特定外来生物オオフサモは抽水性の多年草で、日本では雌株のみ存在し、栄養生殖が旺盛で地下茎で繁殖する。オオフ
サモが自然状態で実際にどのように下流に流れて定着するのか、現地調査を実施すると共に、関東環境事務所の許可を
受けて室内で飼養実験を行った。その結果、節のあるストロン、気中葉から発根、発芽が確認された。少し前に定着し
たと思われる生息環境の調査から、水深、水流、底質が定着要因に関係するものと考えられる。今後、さらに詳細な定
着、分布拡大要因解明のために環境を定量的にデータ化していく必要がある。
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HP13 （活動紹介）里地里山における希少水生動物の生息調査と保全の試み
石川 周、富川 武（指導教員）小川 浩昭
栃木県立宇都宮高等学校
本校生物部は、今年度、科学技術振興機構（JST）の主管する中高生の科学部活動振興事業に採択され、外部の連携機
関との協力体制を整えて、里地里山の自然環境の保全に関する調査研究をスタートさせた。近年、その保全の重要性が
指摘されている谷津田（やつだ）と呼ばれる谷地にある水気の多い湿田を支えるため池や水路を保全し、ホトケドジョ
ウの生息地を復活させる試みに取り組んでいる。今年度取り組んだ、水路及びため池の保全、地域での生き物調査の結
果など、活動紹介を中心に報告する。
HP14 ウニの変態誘起質の探索
横田 裕也、森澤 潤（指導教員）小川 浩昭
栃木県立宇都宮高等学校
本校生物部では、昨年度から実験室の水槽内でウニの幼生を長期飼育し、稚ウニへの変態を誘起する実験に取り組んで
いる。先行研究ではエイコサペンタエン酸やジブロモメタンなどの物質が、着底･変態を誘起するとの報告があるが、
これ以外にも候補となる物質の存在が予想されていて、着底･変態誘起物質に関する研究はたいへん興味深いテーマで
ある。今年度は、お茶の水女子大学湾岸生物教育研究センターの清本准教授の指導を受け、稚ウニへの変態を誘起する
物質に関するいくつかの実験に取り組んだので、その内容を報告する。
HP15 栃木県那珂川町の農業用水路に生息する魚類の季節変化と流下量
鈴木 彰将、大武 光、（指導教員）佐々木 愼一
栃木県立馬頭高等学校・水産科
水田と河川をつなぐ水域ネットワークを生息場とする魚類が多く存在するが、圃場整備による生態回廊の分断など生態
系への影響が生じている。栃木県那珂川町の農業用水路には数多くの生物が生息していたが、現在では激減しており、
元の様な環境を取り戻すため地域住民らによって環境保全活動が行われている。馬頭高校水産科でも調査等でこの活動
で協力している。そこで、この地域の農業用水路内に生息する魚類の生態を解明するため、水路内の魚類の資源量の季
節変化と迷入魚の流下量について研究を行ったのでここで報告する。
HP16 ヘイケボタルの幼虫はどんな大きさの貝を食べるのか？
１

１

１

１

１

１

大庭 陽人 、塩塚 理央 、田口 一郎 、野口 晏莉沙 、原井 玲佳 、溝井 颯太朗 、山口 幸強
（指導・担当）吉村 和也

1,2

、長船 奈津美

1,2

、高橋 哲夫

1,3

、長田 聖次

１

1,3

1 北区環境大・ホタル環境講座、2 お茶の水女子大・サイエンス＆エデュケーションセンター、3 北区・環境課
北区環境大学・ホタル環境講座では、ヘイケボタルの飼育を通して、ホタルの棲める環境やホタルそのものについて学
んでいる。今年度は、様々な大きさ（令）のヘイケボタル幼虫と様々な大きさの貝を小さいシャーレに 1 個体ずつ入れ、
幼虫が食べることのできる貝の大きさを、5 種の貝について調べた。サカマキガイ、タイワンカワニナ、モノアラガイ、
タニシにおいては幼虫の方が貝よりも大きい場合に、インドヒラマキガイにおいては幼虫よりも貝の方が大きくても小
さくても同程度に、幼虫が貝を食べられる傾向がみられた。
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HP17 アジサイの種子散布に関する仮説と検証
大塚 剛、吉田 佳代、津吉 菜摘、對田 佳那子、石原 悠介、深見 亜耶
浦和実業学園中学校・高等学校
ガクアジサイは、両性花が結実する頃においても不要と思われる中性花を反り返して残す。また樹形は、ドーム状であ
り卵形の葉が一面を被っており、集散花序が葉と葉の隙間を埋め尽くすように配置されている。このことから、株の上
部からこぼれだした種子はドーム状の樹形にそって転がりながら放散していく。その際中性花は、葉と葉のすき間を埋
め、転がり落ちる種子に対して滑り台のような役割を果たしながらその放散能力を拡大させるのではないだろうか。今
回は、それを検証するためのモデル実験を試みた結果を報告する。
HP18 サツマハオリムシ Lamellibrachia satsuma の簡易飼育水槽の開発
苣木 和幸、金子 興嗣、深見 亜耶
浦和実業学園中学校・高等学校
サツマハオリムシは最も浅いところに住むハオリムシでありいくつかの研究機関、水族館で飼育されている。私たちの
生活からはかけ離れた未知の生物を観察し考察することで、新しい世界に触れることができると考えている。また、高
校の生物室のような小規模な飼育室においてサツマハオリムシが飼育可能になれば、小規模の実験室でも研究が可能に
なりハオリムシ研究がさらに進むと考えられる。本研究では、中・高校のような専用設備の無い生物室でサツマハオリ
ムシを飼育し、観察するための飼育観察水槽を開発することを目的とする。
HP19 ミズクラゲ Aurelia aurita のプラヌラの付着様式
小池 莉加、鈴木 葵、山口 真哲、吉澤 史、深見 亜耶
浦和実業学園中学校・高等学校
ミズクラゲは鉢クラゲの仲間で、捕食し始めるのはポリプの時期であり、主に動 物性プランクトンを餌とする。ポリ
プは付着生活するため、ポリプの付着場所の選択はポリプの その後の一生を決める重要なイベントである。ポリプは
系統(血縁関係)を識別する能力を有しており、共食いにはこの能力が重要な役割を果たしている可能性がある。しかし、
クラゲのポリプの共食いにどのように血縁関係が関係するのか否かは不明である。そこで本研究ではミズクラゲのプラ
ヌラを用いて、血縁認識がプラヌラの付着に与える影響を調べることを目的とした。
HP20 実験室における水産技術の確立
新井 晨、三井 啓汰、染谷 望、深見 亜耶
浦和実業学園中学校・高等学校
浦和実業学園生物部では、JST 主催の中高生のための科学部活支援事業の指定を受け、
「実験室内での水産技術の確立」
というテーマのもと、ヒラメとトラフグの飼育を試みている。飼育あたっては、基本的かつ最低限の設備での管理に止
めた中で、どこまで魚を理想的な状態に近づけるができるのかを探っている。また、得将来的には、家庭で小さな菜園
を楽しむように、魚類の養殖についても取り組むことが可能な環境確立に貢献していくことも視野に入れながら、日々
データの蓄積に努めている。今回の発表では、その取り組みの中間報告をする。
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HP21 手洗い効果の検証
谷村 祥、清水 稜亮、米山 侑希、深見 亜耶
浦和実業学園中学校・高等学校
手洗いは、感染予防として効果が高いとされています。それは、手に付着した有害な細菌を洗い流すことができるから
です。私たちは、小さいころからいつも親に「手を洗いなさい」と言われていました。しかし、細菌が手を洗うことで
本当に減っているのかは目に見えないため、わかりません。そのため、手を洗う前と、手を洗ったあとで、手に付いて
いる細菌の繁殖を調べました。そして、手洗いによって、実際にどの程度、細菌が減っているのかを検証しました。
HP22 モズとジョウビタキの種間関係
飯島 大智
茨城県立日立第一高等学校
モズ(Lanius bucephalus)は日本の広い範囲に分布する漂鳥であり、様々な鳥類種に対して攻撃することが知られてい
る。ジョウビタキ(Phoenicurus auroreus)は本州以北の日本全国に渡来する冬鳥である。これら２種は冬に採餌なわば
りをもつことが知られている。しかし、この２種の種間関係はいままで必ずしも明らかにはされてこなかった。そこで、
この２種の種間関係を調べるために茨城県日立市赤羽緑地にて調査を行い、モズのジョウビタキに対するなわばりの存
在を示すデータが得られたので報告する。
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