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プログラム/参加者の皆様へ                                     

                                                  プログラム 

 

  9:30～ 受付開始（TWIns 1 階・入口） 

       ポスター掲示（TWIns 3 階・ラウンジ、ホワイエ、セミナー室 2） 

 

 10:00～12:00 公開セミナー（TWIns 3 階・セミナー室 3） 

  「脊椎動物の多様な性決定のしくみ」 

1.金井克晃（東大・院農学生命科学） 

  「哺乳類の性決定と性の可逆性」 

2.中村正久（早大・教育・総合科学） 

 「ステロイドホルモンは両生類の性決定因子か？」 

3.明正大純・酒泉 満（新潟大・自然科学系） 

 「魚類の性決定のしくみ ─メダカを中心に─ 」 

 

 12:15～13:00  総会（TWIns 3 階・セミナー室 3） 

 13:00～13:30  昼休み 

 13:30～16:00  ポスター発表(TWIns3 階ラウンジ、ホワイエ、セミナー室 2) 

    13:30～14:45  奇数番号 

    14:45～16:00  偶数番号 

 16:20～16:50  表彰式（TWIns 3 階・セミナー室 3） 

 17:00～         懇親会（TWIns 2 階・ラウンジ） 

 

 

参加者の皆様へ 

 

会場：先端生命医科学センター（TWIns） 

 

会場までのアクセスは（http://www.twins.sci.waseda.ac.jp/access/index.html）

をご覧下さい。 

 

公開セミナー、総会、ポスター、懇親会の会場はTWIns入口から階段で2階と3階に

なります。 

 

 



2 
 

参加者の皆様へ                                            

会場までの交通機関： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 都営大江戸線 若松河田駅下車 若松口より徒歩 5分 

② 都営大江戸線 牛込柳町駅下車 西口より徒歩 5分 

③ 都営新宿線  曙橋駅下車 A2出口より徒歩 8分 

④ 新宿西口都バス・バスターミナルより宿74系統か宿75系統に乗車、 

 東京女子医大前下車徒歩 2分    東京女子医大病院隣の建物（表紙参照）です。 

 

大会受付： 

 1 階入口で（事前登録・当日参加ともに）参加の受付をしてください。名札は
各自でご記入ください。懇親会に参加される方は受付時に参加費(1000円)をお支

払いください。 
 
参加費： 

公開セミナーおよびポスター発表ともに無料です。 
 
クローク： 

9:30～16:50 の間、3階共用学生実験室でお預かりします。懇親会開始前までに
必ずとりにきてください。貴重品はお預かりできませんので、ご自身で管理して

ください。  
 

休憩室： 

    3 階セミナー室 1が休憩室となっていますので（9:30～16:50）、飲食等にご利用
ください （ラウンジでも飲食はできます）。  
 
 
 

 



3 
 

参加者の皆様へ                                            
 
喫煙： 

  全館禁煙です。会場近くに指定された喫煙所はありません。 
 
昼食： 

TWIns内に食堂はありません。お食事は会場周辺のスーパーマーケット、飲食店およ

びコンビニをご利用ください。詳しくは受付で配布された案内図をご覧ください。昼食の時

間が少ないのでご注意ください。                                            
 
表彰： 

一般発表（大学院以下の学生に限る）および中高校生のポスター発表から優れた演

題に優秀発表賞を表彰（3階セミナー室 3）する予定です。 
 

懇親会： 

懇親会は17:00より TWIns 2階ラウンジで行います（参加費は一般・学生ともに1000
円です）。 
 
その他： 

＊プログラムは郵送しません。このファイルを各自でプリントしてご持参ください。 
＊参加者のための駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。 
＊発表会場でカメラ・ビデオ・携帯電話等による撮影や音声の録音は禁止です。 
＊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。 
＊TWIns内では大会当日も通常の研究活動が行われています。支部大会で利用が許

可されている場所以外への立ち入りはできません。 
 
 
 
問い合わせ先： 

日本動物学会第6７回関東支部大会準備委員会 

〒162-8480  東京都新宿区若松町2-2 早稲田大学教育学部生物学教室 

e-mail: KantoZooDesk@list.waseda.jp 

Tel: 03-5369-7307（準備委員会） 

  中村正久 筒井和義 加藤尚志 児玉万穂 原口省吾 谷崎祐太 
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ポスター発表される方へ 

＊ポスターボードはA0サイズに対応しています。その大きさに収まるようにポスターを用

意してください。 

＊ポスターの掲示は 9:30～13:30 までの間に行ってください。 

＊16:00 のポスター発表終了後ポスターの撤去をお願いします。撤去されていないポ

スターは準備委員で処分しますのでご注意ください。 

＊奇数番号の演題発表者の方は  13:30～14:45、偶数番号の演題発表者の方は 

14:45～16:00 にポスターの説明を行っていただきますので、ポスターの前にお立ちく

ださい。 

＊16:20 からポスター発表賞の表彰（3階セミナー室 3）を行います。大学院生および学

部生の発表が対象となります。 

 

＜高校生以下の発表者の方へ＞ 

＊昼休みにポスターを見る方もいますので、早めにポスター展示することをお勧めしま

す。 

＊ポスター発表は要点をまとめて 5分程度で行うと、聞き手にも伝わりやすく多くの人に

聞いていただけます。指導教員の方とともに説明の練習をして発表に臨んでください。 

＊一般発表では大学院生の研究を中心に最新テーマでの演題が発表されています。

一般発表にも積極的に参加して学会の雰囲気を感じ取ってください。 

＊自分たちのポスター以外は発表者の許可なく写真やビデオの撮影をしないようにして

ください。 

＊16:20 から表彰式 （3階セミナー室 3）を行います。表彰式に参加できない場合は

事前に受付に申し出てください。 
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公開セミナー要旨                                            

 
公開セミナー 

「脊椎動物の多様な性決定のしくみ」 
 
 脊椎動物の性決定のしくみは一様ではなく多様であることが分かってきました。

哺乳類の様に一つの遺伝子が性決定に大きな影響を与えている動物もあれば、爬

虫類の多くの種では卵が孵化する温度で性が決まります。また、性が決まっても

外部要因によって性が転換します。性は一度決まると固定されるわけではありま

せん。この公開セミナーでは脊椎動物の性決定のしくみは多様で、動物はいろい

ろな手段で性を決めて種を保存していることを理解していただくために開催され

ます。一般の方に加え、中高生の皆様も是非、ご参加下さい。 
  
1.金井克晃（東大・院農学生命科学） 

「哺乳類の性決定と性の可逆性」 

2.中村正久（早大・教育・総合科学） 

「ステロイドホルモンは両生類の性決定因子か？」 

3.明正大純・酒泉 満（新潟大・自然科学系） 

「魚類の性決定のしくみ ─メダカを中心に─ 」 

 

 
 東大・院農学生命科学 金井克晃 

 
哺乳動物の性分化は,胎子性腺の支持細胞での Y 染色体上の精巣決定遺伝子 SRY 

(HMG box転写因子)の発現の有無により開始する。一過性の SRYの作用は、同じ
HMG box転写因子である SOX9を活性化し、SOX9の高発現が維持されることに
より、セルトリ細胞の分化・精巣形成を誘導する。雌の性腺では、SOX9 発現が起
こらず、FOXL2(Forkhead 型転写因子)の発現が開始し、顆粒膜細胞の分化・卵巣
へと発達する。しかし、この SRY による一次性決定機構で、その後の支持細胞の
性が継続的に固定されるわけでなく、雌雄のシグナルの綱引きの狭間で性が揺らい

でいるのが本質である。SRY消失後の性分化後期では、支持細胞の♂性は、雄型の
FGF9 シグナルと雌型の WNT4 シグナルにより維持され、出生後においては、線
虫・ハエから進化的に保存された精巣化因子 DMRT1 (DMドメイン転写因子)とエ
ストロジェン/FOXL2 の作用により、どちらか片方の性を固定しようとしている。 
本会では、支持細胞の性的な揺らぎでの heterogenity に焦点をあて、我々の最新
の知見を紹介したい。 
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公開セミナー要旨                                            

 

                    早大・教育・総合科学 中村正久 
 

 一般的に脊椎動物の性は遺伝的要因（受精時の性染色体の組み合わせ）で決ま

ると考えられているが、環境要因（卵の孵化温度）や社会的要因（体の大きさ）

でも決まる。両生類の多くの種も遺伝的要因で決まると考えられているが遺伝的

に性が決まっても幼生（オタマジャクシ）にステロイドホルモンを投与すると比

較的簡単に性が雄から雌或はその逆に変わる。つまり、性決定には可塑性がある

ことになる。我々は長年、ステロイドホルモンが両生類（ツチガエル）の性決定

に深く関わると考え研究を進めてきた。今回の公開セミナーではアンドロゲンと

その受容体がツチガエルの生殖腺の雄化に深く関わっていることを紹介する。 

 

 

                新潟大・自然科学系 明正大純・酒泉 満 
 
 脊椎動物では、現在までに 9 つの性決定遺伝子が同定されている。魚類で発見
された 5 つはすべて異なり、多様な性決定遺伝子の存在を示唆した。メダカ属魚
類では 13 種類の性染色体が同定されており、性染色体と性決定遺伝子が頻繁に交
代していると考えられる。これらの性決定遺伝子を同定することで、その進化機

構の解明が期待できる。現在までに、4 つの性決定遺伝子（候補）、Dmy（メダカ、
ハイナンメダカ）、GsdfY（ルソンメダカ）、GsdfbY（ペクトラリスメダカ）、
Sox3Y（インドメダカ、マーモラタスメダカ）が同定されている。性決定遺伝子の

起源は、(1)重複によるものと(2)対立遺伝子の変化によるもの、に分類できる。(1)
の Dmy は Dmrt1、GsdfbYは Gsdf の重複、(2)の GsdfY は Gsdf、Sox3Yは Sox3
の neo-Y 染色体上の対立遺伝子の変化によって生じた。また、インドメダカの
Sox3Y とマーモラタスメダカの Sox3Y は、系統関係から起源が異なると考えられ

る。以上の結果は、脊椎動物で Dmrt1、Gsdf、Sox3 からそれぞれ２または 3 回
独立に性決定遺伝子が進化したという、性決定遺伝子の収斂進化を示唆している。 
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一般発表要旨                                            

P-1 ムラサキイガイ（Mytilus galloprovincialis）の繊毛粘液摂食における粒

子選択機構 
○奥溪真人、黒川 信 
首都大・院理工・生命科学 
 
 イガイは、襞構造を持つ２対の唇弁を用い水中の粒子を選択的に摂食ないし排

除する。片側の貝殻を除去した標本を用いた観察では、捕食性粒子（デンプン粒

等）と非捕食性粒子（ガラスビーズ）のいずれも鰓繊毛運動により唇弁に到達し

た。両粒子の懸濁液を、摘出した唇弁上にそれぞれ投与したところ、両者の輸送

経路が異なっていた。唇弁上の繊毛群は摂食ないし排除に関わるものに分類でき

た。神経伝達物質投与実験の結果、セロトニン及びドーパミンは、排除に関わる

複数の繊毛群に対して興奮性作用を持つことが明らかになった。 
 
 

 

P-2  二枚貝類アカガイ Anadara (Scapharca) broughtoniiにおけるトロポミオシ

ンアイソフォームの解析 
○塩野里奈 1、足立成美 1、野口尊生 1、藤ノ木政勝 2、伊藤篤子 1 

1東京高専・物質、2獨協医大・生理 
 
二枚貝類アカガイには、構造タンパク質トロポミオシン（TM）のヘテロゲナイ
ティが報告されている。既報の TMアイソフォームは TMaおよび TMbで、閉殻
筋透明部には TMaのみ、白色部と心筋には TMaのみがそれぞれ検出される。本
研究では閉殻筋、心筋以外の組織における TMアイソフォームの存在様式を明ら
かにした。足筋では TMbのみ、外套膜と鰓では TMaと TMbの両方が検出され
た。鰓の上方鰓葉では既報の二つにのほかに新規に 3つの TMアイソフォームが
検出された。 
 

 

 

P-3 マガキCrassostrea gigasを用いた発生生物学教材の開発  
○藤田 翠 1、藤ノ木政勝 2、伊藤篤子 1 

1東京高専・物質、2獨協医大・生理 
 
初等中等教育の無脊椎動物の発生実験で、ウニは最も頻繁に用いられる生物で

ある。「細胞分裂」「受精」「形態形成」というこれらの単元において、理解と知識

の定着、興味喚起効果といった点から座学に加えて実験観察が果たす役割は極め

て高い。しかし、実験に用いることができるウニは入手が難しい。そこで、ウニ

に比べて視認性には劣るが、個体の入手が極めて容易なマガキを用いた発生観察

実習教材を提案する。45 分間の実験を構築し、中学 1 年生に対して実践した結果、
時間・難易度ともに適切で、興味喚起にも効果が見られた。 
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一般発表要旨                                            

P-4 ナマズ目 Kryptopterus bicirrhisの群れ形成の要因  
○増田 剛 1、鶴岡慎哉 1、豊泉龍児 1, 2 
1神奈川大・理学部・生物科学科、2神奈川大・総合理学研究所 
 
 ナマズ目の Kryptopterus bicirrhis は成魚でも透明度の高いからだをしており、
止水中でも同調的な遊泳を行い、群れを形成する。この魚種の群れ形成の要因に

ついて、以下の実験から探った。(1) 透明な遮蔽板越しに隔離した 1匹のグラスキ
ャットと群れとの関係。(2) 環境光を暗転させた時の群れ行動の変化。(3) 水流を
発生させた時の群れ行動の変化。(4) 髭を切断した個体や酩酊した個体と群れとの
関係。得られた結果から、視覚と側線のいずれが、この魚種の群れ形成に重要か

について議論する。 
 
 
 
P-5 ツメガエル幼生の脳室への BMP シグナル阻害剤の投与は鰭の過形成を誘起す

る  
○伊村琴美 1、杉浦雄貴 1、浅沼信太郎 1、鶴岡慎哉 1、豊泉龍児 1, 2、茂木和枝 2 
1神奈川大・理学部・生物科学科、2神奈川大・総合理学研究所 
 
 ツメガエル幼生尾部の背側と腹側正中に形成される鰭は、幼生の遊泳行動にと

って必須の器官であり、2 層の表皮が間充織によって隔てられているだけの単純
な構造をしている。卵割期に BMP2/4/7 のアンチセンス核酸を注射すると腹側鰭
が欠損することが報告されている。本研究では、幼生の脳室に BMP シグナル阻
害剤を投与したところ、幼生の鰭に過形成が生じることがわかった。ツメガエル

の幼生期の鰭には現状よりもさらに拡張する潜在能力があるが、BMP シグナルに
よって抑制されていることで種固有の鰭形態を維持していることが示唆された。 
 
 
 
P-6 鱗食魚 Exsodon paradoxus における鱗食行動と形態の左右性  
○鶴岡慎哉 1、斉藤 卓 1、茂木和枝 2、豊泉龍児 1, 2 
1神奈川大・理学部・生物科学科、2神奈川大・総合理学研究所 
  
 鱗食魚として知られる Perissodus microlepis は他の魚の体側面に対し鱗食行動
を行う。この時、左右どちらの体側面を攻撃するのかは個体毎に偏りがあり、攻

撃の左右性と口の曲がり方に相関関係があることが報告されている。しかし、そ

の他の鱗食魚で同様の報告は無い。そこで本研究ではアマゾン川流域に生息する

カラシン目の鱗食魚 Exodon paradoxus に着目し、その鱗食行動、及び形態の左
右性を調査した。調査の結果 E. paradoxus の鱗食行動の個体毎の左右非対称性の
存在が示唆された。 
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一般発表要旨                                            

P-7 ゼブラフィッシュ分節時計遺伝子 hes6の濃度勾配発現制御機構の解析 
○大岡優子 1、小原弘幹 1、干川美樹 1、木下宏史 1、高田慎冶 2、弥益 恭 1、  
川村哲規 1 
1埼玉大・院理工、2岡崎統合バイオ 
  

 脊椎動物において、周期的な体節の形成は分節時計により制御されている。ゼ

ブラフィッシュにおいての分節時計の振動子の一端をコードする hes6遺伝子の発
現は、未分節中胚葉において前後軸に沿って濃度勾配を示す。本研究では hes6 遺
伝子の発現調節に関わる領域について transgenic 魚を作製することで探索した。
その結果、transgenic胚におけるリポーター遺伝子の発現は hes6の発現をほぼ再
現することが確認され、hes6 mRNA の濃度勾配は転写調節と転写後調節機構に
より制御されていることが明らかとなった。 
 

 

 

P-8 尾芽および未分節中胚葉における T-box 型転写因子の DNA 結合能の解析 
○横田大佑、大岡優子、木下宏史、小原弘幹、弥益 恭、川村哲規 

埼玉大・院理工 

 

 所属ゼブラフィッシュの尾芽および未分節中胚葉において、マウス Tbx6 相同
遺伝子である複数の T-box遺伝子（tbx6, tbx16, tbx24）が発現している。これら
の遺伝子は遺伝子重複により分岐し、ゼブラフィッシュにおいて独自の機能を担

っていると考えられる。しかしながら、これらの T-box 型転写因子の機能的な差
については不明であった。本研究では、Tbx16 、Tbx24 転写因子は、類似してい
るが一部異なる DNA配列に結合することを見出したので報告する。 
 

 

 

P-9 ゼブラフィッシュ胚を用いた新たなエンハンサー同定法の確立 
○田港朝仁、横田大佑、弥益 恭、川村哲規 

埼玉大・院理工 

 
 時期領域特異的な遺伝子発現はエンハンサーにより制御される。近年、エンハ

ンサー領域に特異的なヒストン修飾が明らかになり、ChIP-Seq 法によりエンハン
サーが網羅的に同定されている。しかしながら、ChIP-Seq 法では候補断片が膨大
な数のため、それぞれ活性を解析することは難しい。そこで我々は、胚への注入

が容易で蛍光観察が可能なゼブラフィッシュ胚を用いて、エンハンサー活性を指

標とした新たなエンハンサー同定法 ChIP-Injection法を確立したので報告する。 
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P-10 スンクス脳におけるモチリン受容体（GPR38）分布に関する研究 
○松本まきや、坂田一郎、坂井貴文 

埼玉大学・院理工 
 
 モチリンは主に十二指腸で産生され、空腹期伝播性消化管運動を調節する重要

な消化管ホルモンである。本研究では、モチリン及びその受容体（GPR38）を産
生する食虫目スンクス用いてスンクス脳内の GPR38 の局在を検討した。GPR38 
mRNA は、弓状核、延髄孤束核、室傍核、延髄最後野で発現しており、最後野で
最も高い発現を示した。また、モチリン静脈内投与は最後野での c-fos 産生を誘導
した。これまでの研究と本研究の結果は、モチリンは延髄最後野に作用し、消化

管運動以外の生理作用に関与する可能性を示唆する。 
 

 

P-11  G protein-coupled receptor, family C, group 5, member B (GPRC5B) 

regulation mechanisms on ghrelin signaling 
○Rakhi Chacrabati, Gong Zhi, Daisuke Kondo, Chika Ikenoya, Takafumi Sakai, 
Ichiro Sakata 
Area of Regulatory Biology, Division of Life Science, Graduate School of Science 
and Engineering, Saitama University, Saitama 
 
 We studied the role of G protein-coupled receptor, family Group 5, member B 
(GPRC5B) on ghrelin secretion using a ghrelin-producing cell line (SG-1) and 
primary gastric mucosal cells. We found that GPRC5B mRNA was expressed on 
both the SG-1 and gastric mucosal cells. We also found that ghrelin secretion 
was inhibited by glutamate (a ligand of GPRC5B) on both SG-1 and primary 
gastric mucosal cells in a dose-dependent manner. These results suggest that 
GPRC5B may play an important role in the regulatory mechanisms of ghrelin 
secretion after feeding. 
 

 

P-12  Effect of motilin on gastric acid and pepsin secretion in Suncus 
murinus 
○Chayon Goswami1, Yoshiaki Shimada1, Makoto Yoshimura1, Anupom Mondal1, 
Sen-ichi Oda2, Toru Tanaka3, Ichiro Sakata1, Takafumi Sakai1 
1Area of Regulatory Biology, Division of Life Science, Graduate School of Science and 
Engineering, Saitama University, Saitama. 2Laboratory of Animal Management and 
Resources, Department of Zoology, Okayama University of Science, Okayama. 3Faculty of 
Pharmaceutical Sciences, Josai University, Saitama 
 
 We first report the novel physiological role of motilin in stimulating gastric 
acid and pepsin secretion by using gastric lumen-perfusion system in Suncus 
murinus, a ghrelin- and motilin-producing mammal. Acid output stimulated by 
motilin and by the coadministration of motilin and ghrelin were mediated 
through a histamine receptor, whereas the pepsin secretion stimulated by 
motilin involved the cholinergic pathway. Gastric acidity and pepsin secretion 
caused by motilin and ghrelin in the interdigestive state may be involved in the 
regulation of the intragastric environment. 
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P-13  Effects of restraint stress on gastric contraction in Suncus 
murinus 
○Auvijit Saha Apu、Takashi Mikami、Kazuma Ito、Anupom Mondal、Ichiro 
Sakata、Takafumi Sakai 
Area of Regulatory Biology, Division of Life Science, Graduate School of Science 
and Engineering, Saitama University, Saitama 
 
 Stress is reported to negatively affect gastrointestinal function. In this study, 
we examined the effects of restraint stress on interdigestive gastric 
contractions in Suncus murinus. We found that gastric contraction was 
enhanced when restraint stress was applied, and that regular phasic 
contractions (phase I, Phase II, and phase III) were interrupted. The novel 
evidence obtained suggests that restraint stress modulates gastric contraction 
in S. murinus. 
 

 

 

P-14 コオロギのケニオン細胞に発現する電位依存性 Na＋チャネルに対する一酸

化窒素シグナル伝達系の作用 
○深津海斗、吉野正巳 

東京学芸大・教・生命 
 

 フタホシコオロギの嗅覚連合学習において短期記憶から長期記憶の移行過程で

一酸化窒素(NO)シグナル伝達系の関与が知られている。しかしながらケニオン細
胞のイオンチャネルレベルにおける NO 作用は不明である。今回、膜興奮性の主

役を担う電位依存性 Na+ チャネルに対する NO 供与剤 GSNO の作用を調べた。
その結果、NO は TTX 感受性の一過性 Na+及び持続性 Na+電流の両者を

cGMP/PKG シグナル伝達を介して増強することが明らかとなった。 長期記憶形
成に果たす Na+電流増強の果たす役割を考察した。 
 
 

 

P-15 コオロギのケニオン細胞に見られる活動電位のイオン機構と一酸化窒素シ

グナル伝達系の作用 
○古市達樹、吉野正巳 

東京学芸大・教・生命 
 

 フタホシコオロギの嗅覚連合学習において短期記憶から長期記憶の移行過程で

一酸化窒素(NO)シグナル伝達系の関与が知られている。しかしながらキノコ体の
内在ニューロンであるケニオン細胞の活動電位に対する NO の作用は不明であっ

た。自発性及び誘発性活動電位に対し NO を作用させると発火頻度の上昇、立ち

上がり速度の上昇、振幅の上昇、再分極下降相の急峻化、後過分極電位の増加等

が観察された。これらの変化はすべて同定イオンチャネルに対する効果から説明

可能であった。長期記憶形成に果たす活動電位増強の役割を考察した。 
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P-16 コオロギのケニオン細胞に発現する BK チャネルのムスカリン性受容体によ

る制御 
○石丸裕基、吉野正巳 
東京学芸大・教・生命 
 
 昆虫の記憶中枢であるキノコ体の内在ニューロン、ケニオン細胞の膜興奮性制

御に巨大コンダクタンス Ca2+活性化 K+（BK）チャネルは重要な役割を果たして
いる。匂いと味の複数回の条件付けは、ムスカリン性アセチルコリン受容体の動

員を引き起こすとする仮説をたて、その可能性を調査した。アセチルコリン、カ

ルバコール、及びムスカリンは BK 電流の開口確率を増大した。ムスカリン性受

容体下流に想定される一酸化窒素は BK電流を増大した。BK電流増強が長期記憶
形成に果たす役割を考察した。 
 
 
 
P-17 コオロギのケニオン細胞に発現する巨大コンダクタンスNa＋活性化K+チャネ

ルとTTX感受性持続性Na+電流の機能連関 
○高橋 泉、吉野正巳 
東京学芸大・教・生命 
 

 フタホシコオロギの嗅覚連合中枢であるキノコ体の内在ニューロン、ケニオン

細胞には細胞内 Na+によって活性化される巨大コンダクタンス Na+活性化 K+チャ

ネル(KNa)と TTX 感受性の一過性及び持続性 Na+電流が存在する。KNa チャネル

は Na+チャネルを介した Na+流入の変化によりその開口確率が変化することを見

出した。KNa チャネルの活動に影響を与える Na＋の流入経路は、Na+チャネル電

流の 2 成分のうち、不活性化の遅い持続性 Na+電流によることが判明した。両チ

ャネルが機能的にカップリングしている生理学的意味について考察した。 
 

 

 

P-18 コオロギのケニオン細胞に発現する電位依存性 Ca2+チャネルの性質と一酸

化窒素シグナル伝達系の作用 
○小境久美子 1、田中沙季 2、吉野正巳 2 
1東京学芸大附属高校、2東京学芸大・教・生命 
 

 フタホシコオロギの記憶中枢であるキノコ体のケニオン細胞にパッチクランプ

法を適用しホールセル Ca2+電流及び単一 Ca2+チャネル電流を導出した。その結果、

電位依存性 Ca2+チャネルに L 型及び P/Q 型のサブタイプの存在が示唆された。
NO ドナーである GSNO はいずれのサブタイプの電流も増強した。20 pS 以上の
単一チャネルコンダクタンスを持つ L 型 Ca2+チャネル電流は NO 供与剤である
GSNO により開口確率が増大した。またその作用は cGMP/PKG シグナル伝達系
を介する可能性が示唆された。短期から長期記憶への移行過程に Ca2+チャネル電

流の増強が果たす役割を考察した。 
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P-19 ゼブラフィッシュ錐体オプシン遺伝子の発現制御 
○小川洋平、白木知也、小島大輔、深田吉孝 
東大・院理・生物科学 
 
 脊椎動物の視覚は光受容細胞の桿体と錐体が担っている。錐体は波長感受性の

異なる複数のサブタイプに分類され、その組み合わせにより色覚が生まれる。本

研究ではゼブラフィッシュを用いて錐体オプシン遺伝子の発現制御メカニズムに

迫った。我々はまず、桿体と錐体の遺伝子発現量を比較解析し、錐体に強く発現

する遺伝子を網羅的に同定した。さらに、稚魚と成魚いずれにおいても視細胞層

に発現する転写因子を見出した。現在、この遺伝子を欠失した変異体を TALEN
により作製し、機能解析を行っている。 
 
 
 
P-20 ナメクジウオの内柱における内分泌物質の局在 
○小島彩加、窪川かおる 
東大・院理・生物科学・三崎臨海実験所 
 
 脊索動物門頭索動物亜門のナメクジウオには甲状腺がなくその相同器官とされ

る内柱がある。また甲状腺機能を調節する内分泌物質の候補として、ナメクジウ

オには１種類の糖タンパク質ホルモン、サイロスティムリンがあるだけである。

本研究は、内柱での甲状腺ホルモン産生に関わる内分泌系を明らかにするため、

サイロスティムリンとその受容体、脱ヨウ素酵素の遺伝子発現およびこれらの局

在と甲状腺ホルモンの存在部位との関係を調べ、内柱の部位特異的な機能に関す

る知見を得た。 
 
 
 
P-21 昆虫の行動選択機構の解明のための視覚刺激装置の構築 
○米山兼治、安藤規泰、神崎亮平 
東大・先端研 
 

 昆虫がいかに環境をとらえ、行動選択するか解明するため、刺激と行動発現の

関係を同定する必要がある。そこで、自由に歩行する昆虫に対し視覚刺激と行動

計測が可能な実験装置を開発した。昆虫の位置をリアルタイムにカメラで追跡し、

どの位置にいても同じ視覚刺激を提示できるよう計算を行い、床・壁を構成する

液晶モニタに仮想空間を提示した。システムの検証実験として、フタホシコオロ

ギに接近物を提示したところ、逃避行動の方向・時刻の比較から、昆虫の位置に

依らない刺激の提示が可能であることを示した。 
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P-22 昆虫の匂い源探索行動における濃度情報の利用 
○望月輝、安藤規泰、神崎亮平 
東大・先端研 
 
 空気中を不連続に分布する匂いを追跡するには、定型的な行動パターンを繰り

返すことが有効であるが、近年多くの動物種で、左右の嗅覚器官が受容する匂い

の濃度差も重要であることも報告されている。そこで、カイコガ(Bombyx mori)
をモデルに、匂い源探索行動における左右触角の濃度情報の影響を調べた。匂い

刺激による行動実験の結果、サージと呼ばれる直進行動の移動方向、角速度が濃

度情報によって調整されることが明らかとなった。また濃度情報の絶対量によっ

て左右濃度差が与える影響が増減する可能性が示唆された。 
 
 
 
P-23 始原生殖細胞形成におけるミトコンドリアの役割について 
○平 裕也、木下 勉 

立教大学・理学部・生命理学科 
 
アフリカツメガエルの始原生殖細胞（PGC）形成では、生殖細胞質とミトコン
ドリアの凝集が同時に起こるが、PGC 形成におけるミトコンドリアの役割は不明
である。本研究では受精卵にミトコンドリア外膜貫通ドメインを欠損させた

MiroΔC を過剰発現させ、ミトコンドリアと微小管の相互作用を破壊した個体を
作製し、生殖細胞質の凝集、PGC 形成への影響を解析した。その結果、MiroΔC
はミトコンドリアの凝集を阻害するとともに PGC の減少を引き起こした。この結
果から、PGCの形成にはミトコンドリアの凝集が必須であることが示唆される。 
 
 
 
P-24 呼吸器系変換に伴う肺動脈形成について 
○古藤舞華、木下 勉 

立教大学・理学部・生命理学科 
 
 アフリカツメガエルの変態では鰓呼吸から肺呼吸へと呼吸器系の切り替えが起

こるが、その機構は不明な点が多い。本研究では肺動脈の形成時期と細胞分裂に

ついて解析を行った。その結果、肺動脈形成が鰓の退縮や大動脈・頚動脈形成に

比べ早く起きる事、細胞分裂は近位肺動脈から遠位肺動脈へずれて起こる事がわ

かった。マウスでは心臓流出路由来の細胞群が肺動脈を構築する事が報告されて

おり、アフリカツメガエルにおいても心臓流出路より肺動脈形成が起こる機構が

示唆される。 
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P-25 消化管形成における Oct25 の発現と機能の解析 
○李 宰勲 1、佐久間哲史 2、山本 卓 2、木下 勉 1 
1立教大学・大学院理学研究科・生命理学専攻 
2広島大学・大学院理学研究科・数理分子生命理学専攻  
 
 アフリカツメガエルの Oct25 は POU クラス５転写因子に属し、原腸胚期にザ
イゴティックに発現して初期胚の胚葉形成および神経形成に働くことが報告され

ている。本研究では、消化管形成における遺伝子発現と機能を、同祖遺伝子であ

る Oct25L と Oct25S との間で比較解析した。RT-PCR より消化管形成期には
Oct25L のみの発現が検出され、TALEN を用いたノックアウト実験では Oct25L
の欠損個体で消化管の形成不全が認められた。これらの結果は、アフリカツメガ

エルの消化管形成には 2 つの同祖遺伝子のうち Oct25L が重要な役割を演じてい
ることを示している。 
 
 
 
P-26 Wnt シグナルを介したフロアープレートによる脊椎分節機構の解析 
○猪早敬二 1、高野吉郎 2、工藤 明 1 
1東工大・院生命理工、2東京医歯大・硬組織再生 
 
 自然発生突然変異体である fused centrum (fsc)は脊椎融合の表現型を示す。fsc
変異体の原因遺伝子は Wnt ファミリーに属する wnt4b であり、胚発生期にフロ
アープレート（底板）で発現し、脊椎の分節性の維持に必須である。一方、fu-2
は fsc変異体と全く同様の表現型を示す突然変異体である。ポジショナルクローニ
ングを行ったところ、fu-2の原因遺伝子があると予想される領域は染色体 23番の
末端であり、メダカゲノムデータベース上に存在しない未知の領域であることが

分かった。 
 

 
 
P-27 メダカにおける脊椎分節機構の解析 
○山崎隆弘、猪早敬二、工藤 明 

東工大・院生命理工 
 
 脊椎の規則正しい繰り返し構造は、胚発生の初期につくられる体節の分節性に

由来することが、マウスなどの研究からよく知られている。一方、体節の分節性

を欠いたゼブラフィッシュ fused somite/tbx24 変異体では、神経棘には異常が生
じるものの、椎体の分節性は正常であることが報告されている。モルフォリノオ

リゴを用いてメダカ tbx24 のノックダウン実験を行ったところ、体節の分節性に
欠失が見られ、その後、神経棘に加え椎体の分節性にも異常が生じることが分か

った。現在メダカ tbx24変異体を作製中である。 
 
 
 



16 
 

一般発表要旨                                            

P-28 メダカ脊椎の分節性は体節の分節性に依存するか？ 
○山中淳市、猪早敬二、工藤 明 

東工大・院生命理工 
 
 脊椎の分節性は体節の分節性に強く依存することが、マウスやニワトリの研究

からよく知られているが、複数のゼブラフィッシュ体節分節性異常変異体では、

脊椎の分節性に異常がないことが報告されている。一方、ゼブラフィッシュと同

じ硬骨魚類であるメダカでは、体節の分節性に異常を示す２つの変異体、fu-4 お
よび ki163 の解析から、脊椎の分節性は体節の分節性に依存することが示唆され
た。本研究では、外科的に体節細胞を除去することで体節の分節性を乱し、脊椎

の分節性にどう影響するのか検証を試みたので報告する。 
 
 
 
P-29  TALEN 法によるメダカ骨形成変異体の作製とその解析 
○畔津佑季 1、猪早敬二 1、木下政人 2、工藤 明 1 
1東工大・院生命理工、2京都大・院農 
 
 メダカは個体発生を通して体が透明で、生きたまま骨形成の様子を観察するこ

とが可能であり、骨発生を研究する上で非常に有用な実験動物といえる。しかし

ながら、メダカの骨形成の分子機構については未だよく分かっていない。我々は

骨を造る細胞である骨芽細胞に焦点を絞り、骨形成に関わる遺伝子のノックアウ

トメダカを TALEN 法により作製することで、各遺伝子の機能を明らかにするこ

とを目指している。本研究では、マウスにおいて骨芽細胞の分化に必須な転写因

子である osterix遺伝子のメダカ変異体を作製したので報告する。 
 
 
 
P-30 腹鰭形成位置を多様化させた分子機構の解析 
○渡邉昂也、中谷友紀、湯 玲子、田中幹子 

東京工業大学・生命理工学部 
 
 硬骨魚類の腹鰭は進化的に新しいグループになるほど頭部側に形成される傾向

にある。本研究では、腹鰭の形成位置が前方に形成される原因として考えられた

仮説の検証を目的として、実験を行った。まず、メダカ胚を用いて、腹鰭形成位

置の進化を引き起こした要因の一つと思われた原因遺伝子の候補の阻害実験や過

剰発現を行ったところ、腹鰭の位置がシフトする表現型が得られた。さらに、候

補としている原因遺伝子の発現の違いを生み出しているゲノム領域の探索の結果

についても、あわせて報告する予定である。 
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P-31 脊椎動物の肢芽形成過程における細胞死機能の獲得プロセスの検証 
○椛嶋佳央梨、須田夏野、宗像啓司郎、田中幹子 

東京工業大学・生命理工学部 
 

 羊膜類では、肢芽の形成過程でおこる細胞死が肢芽の最終形態を形づくる。一

方、両生類では、これまでに肢芽の形成過程における細胞死は観察されていない。

このことから、肢芽における細胞死制御システムは、羊膜類になって新しく獲得

されたメカニズムであると考えられている。本発表では、進化の過程で肢芽での

細胞死機構がどう変遷したか解明することを目的とし、ニワトリ胚の肢芽におけ

る細胞死経路と、カエル胚の肢芽における細胞死経路の確立レベルの比較検証を

行った結果について報告する。 
 

 

 

P-32 ゼブラフィッシュにおける遊離筋の挙動の解析 
○宮下梨菜、岡本恵里、敦賀屋堅太、中谷友紀、菊地裕輔、田中幹子 

東京工業大学・生命理工学部 
 
 真骨魚類ゼブラフィッシュにおいて、体節軸下部から遊離し、標的器官におい

て筋肉を形成する筋前駆細胞（遊離筋）が、腹鰭筋を形成するまでの挙動は明ら

かにされていない。本発表では、ゼブラフィッシュの腹鰭に遊走する遊離筋の挙

動を長期にわたり解析する目的で、リポーター遺伝子の発現が遊離筋特異的に制

御されるトランスジェニックの作製を試みた成果について報告したい 
 

 

 

P-33 ７種アメフラシ類のインク内色素の多様性 
○林原信子、永井宏史、神尾道也 

東京海洋大学院・海洋技術研究科・環境保全学専攻 

 
 アメフラシ類のインク内フィコビリン類色素の組成の種間比較を行った。緑藻

を食べる１種、紅藻を食べる３種、藍藻を食べる２種の計７種のアメフラシ類の

インクを PDA-HPLC を用いて分析し、定量的な比較を行った結果、緑藻を食べ
るアマクサアメフラシを除く６種の紫色のインクの主成分はアプリジオビオリン

とフィコエリスロビリンであったが、その濃度、比率およびその他の微量な色素

の種類と量には種間で違いがみられた。また、緑藻を食べる種のインクは白色で

あり、そのインク中にはフィコビリン類色素が一切検出されなかった。 
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P-34 シマイシロウリガイ生殖巣の発達過程における共生菌の局在解析 
○井川かなえ 1,2、本郷悠貴 3、小澤元希 4、高木善弘 1、山口勝司 5、重信秀治 5， 

丸山 正 1,2、吉田尊雄 1,2，生田哲朗 1 
1東京海洋大学大学院、 2海洋研究開発機構、3水産総合研究センター、4北里大学

大学院、 5基礎生物学研究所 
 
 深海性二枚貝シロウリガイ類の生存には、鰓に共生する細菌が不可欠である。

この共生菌は卵を介して次世代に伝達されると考えられているが、伝達機構の詳

細は不明である。本研究はシマイシロウリガイ（Calyptogena okutanii）生殖巣
の発達過程に注目し、共生菌が何時から生殖細胞に存在するのか、またその局在

は生殖巣発達過程でどのように変化するのかを、in situ ハイブリダイゼーション
法により解析した。その結果、共生菌は生殖巣形成期から雌の卵巣のみに存在し、

将来卵になる細胞に局在すると考えられた。 
 
 
 
P-35 ブタ精子 capacitation における IDPc の役割の解析 
○加藤侑希 1,2、丹波道子 1、松田 学 1、岡村直道 1 
1筑波大学・大学院人間総合科学研究科・生命システム医学専攻 
2茨城県立医療大学・人間科学センター 

 
 ブタ精子 capacitation における細胞質型 NADP+依存性イソクエン酸脱水素酵

素 (IDPc) の機能解析を行ったところ、IDPcは capacitationに伴いチロシンリン
酸化することで、その活性を低下させることが明らかとなった。 更には、活性

低下に伴い精子内 NADPH 量も低下し、反対に ROS レベルは上昇していること
が判明した。以上のことから、IDPc は capacitation に伴う NADPH レベル調節、
ひいては ROSレベルの調節にも関与することが示唆された。 
 
 
 
P-36 繊毛虫テトラヒメナのサブクラス 1ミオシンの局在解析 
○弥益聡志 1、高見澤広子 1、中野賢太郎 2、沼田 治 2 
1筑波大学・大学院生命環境科学研究科、2筑波大学・生命環境系 
 
 ミオシンがアクチンに作用することで、生体や細胞内に動きが生じる。MyTH4
や FERM ドメインを尾部にもつミオシンは真核生物のいくつかの系統群にみられ、

細胞膜や微小管との相互作用を介して、重要な細胞機能を担うと考えられている。

ユニークな細胞構造と機能を備えた繊毛虫テトラヒメナは、合計 13 種のミオシン
遺伝子をもち、その大半が上記ドメインをもつ。このサブクラス１について網羅

的局在解析に挑戦し、一部のミオシンが興味深い局在性を示したので、その成果

を報告する。 
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P-37 ヒトデにおける非採餌型幼生の進化を引き起こす因子の探索 
○赤坂萌美 1、守野孔明 2、若林香織 3、和田 洋 2 
1筑波大学生命環境学群生物学類、 ２筑波大学生命環境科学研究科、 
３東京海洋大学海洋科学技術研究科 
 
 海産無脊椎動物の多くは幼生期を持ち、その殆どが変態に採餌を必要とするが、

様々な分類群で採餌を必要としない非採餌型幼生への進化が生じている。その進

化の中で重要なステップは、採餌せずに成体原基形成を開始させるという変化で

ある。本研究では、採餌型と非採餌型のヒトデ 2 種をモデルに、この変化を引き
起こす因子の探索を試みた。採餌型種の卵と非採餌型種の精子の交雑で生じる

Hybrid 幼生が非採餌型になることを利用して、採餌型と非採餌型の間の差異を最
小限に抑え、幼生のトランスクリプトーム解析から目的の因子の探索を行った。 
 

 

 

P-38 リポフスチンを用いたセンチュウの老化度評価 
○上村莉奈、新海 正 

芝浦工業大学・生命科学科 
 
 リポフスチンは老化と共に体内に蓄積することが知られている．そこで，セン

チュウの 3 系統を用いてこの褐色物質が老化の指標となるか否かについて，形態
学的に検討した．センチュウでは生存率の減少に伴いリポフスチン量は増加した

が，老齢期ではこの度合いは低かった．また，加齢に伴うこのリポフスチン量の

変化は近似曲線を描き，これらは 3 系統とも類似していた．以上より，センチュ
ウではリポフスチン量からその個体の生存率（老化度）を知るための検量線を引

くことができ，リポフスチンが老化度評価の尺度となりうることがわかった． 
 
 
 
P-39 アミオダロン投与による老化ラット甲状腺への影響 
○フレデリコ・ガイア 1,2、上村莉奈 1、野田義博 3、新海 正 1 
1芝浦工業大学・生命科学科、2カンピーナス大学・医科学部（ブラジル） 
3東京都健康長寿医療センター研究所・実験動物施設 
 

 アミオダロンは抗不整脈剤として広く用いられているが、甲状腺機能障害の副

作用が危惧されている。そこで、その機能異常（内分泌撹乱）と老化との関係を

調べる目的で、成熟、前期老齢、中期老齢ラットにアミオダロンを投与して、甲

状腺の形態変化について検討した。その結果、甲状腺の変形と濾胞の肥大化が観

察され、アミオダロンによる甲状腺に対する内分泌撹乱作用が、老齢期のラット

でもあらわれることが明らかとなった。しかし、その度合いは齢により異なって

いたため、甲状腺への影響は老化度と関係があることが示唆された。 
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P-40 メダカ色素細胞に及ぼす GABA の作用 
○河西亜希子 

東京医科大学・生物学教室 
 
硬骨魚類の表皮に存在する色素細胞は、主に交感神経と内分泌系に調節される

細胞運動によって体色の変化を引き起こす。副交感神経による実質支配はなく、

交感神経と相反する作用をもたらす非アドレナリン作動性・非コリン作動性神経

の存在が予測されているがいまだ実態は明らかでない。本研究において、抑制性

神経伝達物質である GABA をメダカウロコ標本に作用させると、ウロコ皮膚に存
在する黒色素胞が反応した。この結果より、色素細胞が GABA 神経からの支配を
受けている可能性が示唆される。 
 
 
                                            

P-41 野川の野生ミナミメダカのヒメダカによる遺伝的撹乱 
○周 翔瀛 1、小林牧人 1、中尾遼平 2、北川忠生 2 
1国際基督教大・生命科学、2近畿大・農・環境 
 
 近年、野生メダカの個体数減少に加え、ヒメダカによる野生メダカの遺伝的撹

乱が確認されている。本研究では、野川（東京都）の野生ミナミメダカのヒメダ

カによる遺伝的撹乱の現状について調査を行った。上流から下流までの 8 地点で
採集した個体について、体色原因遺伝子であるｂマーカーの解析および mtDNA
のチトクロームｂ領域の PCR-RFLP 法による解析により、ヒメダカの遺伝子の野
生ミナミメダカへの移入の有無を調べた。その結果、すべての採集地点において、

ヒメダカの遺伝子を持つ個体が確認された。 
 
 

 

P-42 キイロショウジョウバエにおいて若いバージン個体には糖代謝に雌雄差が  

見られる 
○保浦里名、小林牧人、小瀬博之 
国際基督教大学・教養学部・アーツサイエンス学科・生物学専攻 
 
 ２型糖尿病は、生活習慣や年齢、複数の遺伝因子が関与する多因子疾患である。

一方、日本では男性の罹患率が高いとされているが、男女間に有意差が見られな

い国々もある。これは、食文化や生活環境、遺伝的バックグラウンドが異なるた

めに、罹患率に性差が現れていると考えるが、原因は明らかになっていない。本

研究では近年代謝研究モデルとして地位を確立してきたキイロショウジョウバエ

を用い、遺伝子、栄養、年齢、生殖行動の４つの項目について糖代謝の性差への

影響を調べた。結果、若いバージン個体のみ糖代謝に雌雄差が見られた。 
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P-43 メラトニンがマウスの学習記憶機能に与える影響の用量依存的変化 
○若林恒佑、岩下 洸、千葉篤彦 

上智大学・大学院理工学研究科・理工学専攻・生物科学領域 

 

 松果体ホルモンであるメラトニンは学習記憶機能を阻害するという報告がある

一方で、増強するという報告もなされている。本研究ではメラトニンがマウスの

物体認識記憶(非空間記憶)および空間記憶に与える影響が用量依存的に変化するか
どうかについて、それぞれ物体認識試験、空間認識試験を用いて検討した。その

結果、どちらの試験においても獲得試行の直後に投与したメラトニンは、用量に

よって学習記憶機能を阻害する場合と増強する場合があることが示唆された。 
 
 
                                                                                      
P-44 雄ラットの異性の匂いに対する選好性発現における内側視索前野でのエス

トロゲンの役割 
○大貫考紀、藤原昌也、千葉篤彦 

上智大学・大学院理工学研究科・理工学専攻・生物科学領域 

 
 雄ラットの性行動や性的動機づけには視床下部内側視索前野(MPOA)のエストロ
ゲン受容体(ER)の活性化が重要な役割を果たしていることが知られている。そこ
で本研究ではER拮抗薬であるtamoxifenを雄ラットのMPOAに局所投与し、雌の
匂いを雄の匂いより長く嗅ぐ選好性に与える影響を調べた。tamoxifenを雄ラット
のMPOAに局所投与すると雌の匂いに対する選好性が消失したことから、MPOA
におけるERの活性化がこの選好性の発現に関与している事が示唆された。 
 

 
 
P-45 雄ラットの雌の匂いに対する選好性発現における扁桃体内側核後背側部で

のオキシトシンの役割 
○吉田朱里、藤原昌也、千葉篤彦 

上智大学・大学院理工学研究科・理工学専攻・生物科学領域 

 
 雄ラットの異性の匂いに対する選好性発現における扁桃体内側核後背側部

(MePD)でのオキシトシン(OT)の役割について検討した。交尾経験のある成熟した
Long-Evans 雄ラットを用いて連続した 2 日間にわたり匂いの選好性テストを行
った。2 日目のテストでは OT 受容体拮抗薬をテスト開始 30 分前に両側のMePD
に投与した。その結果、1 日目の選好性テストで見られた雄の匂いよりも雌の匂
いを有意に長く嗅ぐという異性の匂いへの選好性が消失した。このことから、

MePD における OT の作用はこの選好性発現に重要な役割を果たしていることが
示唆された。 
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P-46 ニジマスの孵化酵素の精製とその卵膜分解作用 
○髙村早智、長澤竜樹、川口眞理、安増茂樹 
上智大学・理・物質生命 

 

 孵化酵素は、真骨類の進化過程で遺伝子重複し、正真骨類では祖先型の膨潤化

酵素である HCE と新規機能の可溶化酵素 LCE を持つようになった。ニジマス孵
化酵素 HCE1,HCE2,LCE を精製し、各酵素による卵膜タンパク質の切断点を調
べた。ニジマス HCE1 と LCE は、他の正真骨魚類で報告されている卵膜タンパ
ク質の切断部位と同様でその機能は保存されていた。一方、HCE2 は、HCE の分
解活性に加え、LCE 切断部位の一部も分解することが分かった。孵化酵素遺伝子
の新規機能獲得過程を考察したので報告する。 
 

 

 

P-47 ニジマスの TGase の遺伝子発現とそのタンパク質の局在 
○佐藤ひかり、中島大輝、長澤竜樹、川口眞理、安増茂樹 
上智大学・理・物質生命 

 

 ニジマス卵より卵膜硬化に関与すると考えられる TGase cDNAがクローン化さ
れている。この TGase は、卵巣に加え造血器官である脾臓に強く発現が見られた。
さらに TGase 抗体によりタンパク質の局在を調べると、卵巣に加え脾臓の血球細
胞に局在が見られた。TGase は卵膜硬化因子、血液凝固因子として働いていると
示唆された。このことから、卵膜硬化 TGase 遺伝子は、本来血液凝固因子
(FactorXⅢa)であり、真骨魚類に至る過程で血液凝固に加え卵膜硬化という新たな
機能を獲得したと考えられる。 
 

 

 

P-48 鳥類刻印付けにおいて大脳背側部 IMHA は獲得・想起に必要である。 
○青木直哉、山口真二、北島孝明、本間光一 

帝京大学・薬学部 
 
 我々はこれまでに、甲状腺ホルモン T3が大脳連合野 IMM に作用することで、

鳥類の刻印付けに必須な働きをしていることを明らかにしてきた。本研究では局

所破壊実験により、大脳背側部 IMHA が IMM の下流として刻印付けの獲得と想

起に必須であることを示した。さらに、順行性シナプス間トレーサーを用い、

IMM から IMHA へ神経連絡があることを明らかにした。これらの結果から、
IMM の下流である IMHA は、IMM から受け取った情報を保管し、それを引き出
す働きをしていると考えられる。 
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P-49 繁殖期雄イモリ脳内 AVT 産生細胞における雄性ホルモン受容体の発現 
○鯉渕俊彦 1、豊田ふみよ 2、伊藤洋一 3、岩室祥一 1、菊山 榮 1,3, 、蓮沼 至 1 
1東邦大・理・生物、2奈良医大・医・第一生理、3早大・教育・総合科学 
 

 雄性ホルモンやアルギニンバソトシン（AVT）、プロラクチン（PRL）は、雄ア
カハライモリの求愛行動発現に重要である。今回、繁殖期雄脳内の雄性ホルモン

受容体（AR）発現細胞と AVT 産生細胞の分布を比較した。繁殖期雄では大脳内
側外套、分界上床核、間脳視索前野に AVT 産生細胞が存在するが、いずれの神経
核においても、多くの AVT 産生細胞が AR を保持することがわかった。また、視
索前野 AVT 産生細胞では PRL 受容体の発現も知られており、雄性ホルモンと
PRLが AVTの合成や放出に関与する可能性が考えられる。 
 
                                            
 
P-50 ウシガエル変態期幼生甲状腺上皮細胞におけるプロラクチン受容体の発現 
○葉山 舜 1、渡辺智美 1、山本和俊 2、菊山 榮 1,2、蓮沼 至 1 
1東邦大・理・生物、2早大・教育・生物 
 
 プロラクチン（PRL）は両生類の変態に抑制的に作用すると考えられているが、
同ホルモンの変態期幼生甲状腺での機能はよくわかっていない。半定量的 RT-
PCR により変態期幼生の甲状腺における PRL 受容体遺伝子の発現レベルを解析
したところ、変態始動期から変態最盛期中期にかけて発現レベルが上昇する傾向

にあることがわかった。さらに抗ウシガエル PRL 受容体抗体を用いた免疫染色に
より、PRL 受容体が甲状腺上皮細胞に発現していることを突き止め、その免疫陽
性反応は変態最盛期中期に高まっていることを確認した。 
                                           
 
 
P-51 ツブゲンゴロウ属の COI 配列を用いた分子系統解析 
○石井里佳 1、大沢大樹 1、奥山美由紀 1、猪田利夫 1、北野 忠 2、後藤友二 1、 

久保田宗一郎 1 
1東邦大・理・生物、2東海大・教養 
 

 国内においてツブゲンゴロウ属（Laccophilus）は 11 種知られている。本属の
約半数が絶滅危惧種に含まれており、保全生物学的にも重要なゲンゴロウ類であ

る。また、近年になって国内で初めて確認された種や、新記載された種も多いた

め、系統分類学及び系統地理学的にも興味深い。そこで、ミトコンドリア遺伝子

である COⅠ 配列（721~811 塩基対）を決定し、分子系統解析を行った。加えてデ
ータベース上にある他の近縁なゲンゴロウ科 22 種の COI 配列と比較した結果、
ツブゲンゴロウ属は 3 群に細分化され、ゲンゴロウ科内において多系統であるこ
とが示唆された。 
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P-52  Gonad development and sperm motility of the diving beetle Cybister 
brevis Aubé, 1838 (Coleoptera: Dytiscidae) in response to seasonal changes in 
Japan 
○Toshio Inoda1、 Shin-ya Ohba2、June Kathyleen Rullan3 

1Conservation Laboratory of Rare Water Insects, 2Biological Laboratory, 
Faculty of Education, Nagasaki University, 3University of the Philippines 
Manila, Philippine 
 
Gonad maturation in wild Cybister brevis was investigated to determine the 
physiological mating season. The hatching occurred from May to September, and the 
peak was observed in July. The gonadosomatic index (GSI) in collected females (ovary 
development) showed the highest value in May. The GSIs were low in other seasons. 
On the other hand, the GSIs in collected males (testes and accessory glands) remained 
at constant values during the experimental period. Interestingly, high sperm motility 
was exhibited in May and September, whereas it was low in December and March. 
This indicates the maturation difference between females and males. Females mature 
only at the beginning of the breeding season (May), but males do so from May to 
September. This result suggests that males have a wide-ranging maturation period 
and earlier sexual maturation than females, ensuring a successful fertilization. 
 
 
 
P-53 ファブリキウス嚢における抗菌ペプチド fowlicidin-3 の発現解析 
○池田拓実 1、近藤洋匡 1、蓮沼 至 2、岩室祥一 2、菊山 榮 2,3、小林哲也 1 
1埼玉大・院理工・生体制御、2東邦大・理・生物、3早大・教育総合学術院・生物 
 
 鳥類の免疫器官における抗菌ペプチド(AMPs)の生理的役割を検討するため、ウ
ズラのファブリキウス嚢(BF)から AMPs の探索を試み、fowlicidin-1, -2, -3 前駆
体 cDNAのクローンを得た。まず in situ  hybridization法を用いて fowlicidin-3 
mRNA の発現部位を調べたところ、主として BF 内腔の濾胞間上皮細胞にシグナ
ルが検出された。この fowlicidin-3 mRNA の発現は、動物に大腸菌毒素であるリ
ポ多糖を投与することにより有意に上昇した。 
 

 
                                            
P-54 ミドリイシサンゴのプラヌラの遊泳パターン 
○笹野祥愛 1、坂爪明日香 2、最上善広 1,2、服田昌之 1,2 
1 お茶の水女子大学・理学部・生物学科、2 お茶の水女子大学・大学院ライフサイ

エンス専攻 
 
 プラヌラ幼生の繊毛による遊泳の特徴は全く調べられていない。そこでミドリ

イシサンゴのプラヌラにおける水平方向の遊泳を録画し、動画解析ソフトを用い

て遊泳の軌跡と速度を計測した。遊泳速度には、2-3mm/s の高速モード、1-
1.5mm/s の中速モード、約 0.5mm/s の低速モードがあり、遊泳停止を含めてこれ
ら 4 段階の速度を切り替えていることが判明した。またこれに加えて、方向転換
や体軸回転のオンオフの制御があることが示唆された。 
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P-55 ショウジョウバエの強制発現系を用いた平面細胞極性を制御する遺伝子の

探索 

田中友子、和田萌、計良陽子、○石川裕之 

千葉大・理・生物 

 

 多細胞生物の上皮組織には、平面細胞極性（Planar Cell Polarity, PCP）とよば
れる組織平面内の特定の軸に沿った極性が存在する。PCP の形成機構を理解する
ために、細胞外領域で PCP を制御する因子の探索を行うことにした。一般に、
PCP 制御因子の異所的な発現は PCP の異常につながる。そこで細胞外で機能す
ると予測されるタンパク質をコードする遺伝子を選抜し、ショウジョウバエに強

制発現させて表現型を観察した。その結果、強制発現により PCP が異常となる新
規遺伝子 siomeを同定した。 
 
                                          
 
P-56 産卵行動中のナミアゲハによる葉の選択 
○長屋ひろみ、Finlay Stewart、蟻川謙太郎、木下充代  

総合研究大学院大学・先導科学研究科・生命共生体進化学専攻  

 

 メスのナミアゲハ（Papilio xuthus）が、食草を匂いや味覚によって選ぶことは
よく知られている。一方、彼らが卵を産むとき、特定の葉を選んでいるのかはわ

かっていない。そこで我々は、みかんの木が入ったカゴに交尾済みメスアゲハを

一匹放ち、15 分間産卵行動を観察した。26 回の実験でアゲハが産卵した 42 枚に
ついて葉ごとに卵の数を数えたところ、アゲハは特定の葉を選んでいた。多くの

葉が茂る木から、１枚の葉を匂いや味覚によって選ぶのは難しいに違いない。し

たがって、メスアゲハが葉を視覚情報によって選んでいる可能性が高いと考えて

いる。 
 
 
 
P-57 クロキンバエ嗅覚味覚連合学習への一酸化窒素の関与 
○嶋田のぞみ1、仲村厚志2、宮本武典1、中村 整2 
1日本女子大学・理・生体情報、2電気通信大・情報理工・先進理工 
 
 クロキンバエでは忌避性物質のリモネンの匂いと嗜好性物質のショ糖を同時に

与えたとき、ショ糖に対する嗜好性が減少することが示されている。この変化は

嗅覚味覚連合学習により長期記憶が成立したためと考えられる。学習・記憶には

一酸化窒素（NO）を介した情報伝達経路が重要であるとされている。本研究の学
習に NO が関与しているかどうかを NO 合成酵素の阻害剤 L-NAME を投与し検
討したところ、記憶の減衰が見られた。このことから本研究の嗅覚味覚連合学習

には NOが関与している事が示唆された。 
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P-58 卵巣由来の性フェロモン様物質によるメダカの求愛行動誘起に関する行動

学的研究 

○森 友紀、善方文太郎、神田真司、赤染康久、岡 良隆 
東京大学大学院・理学系研究科・生物科学専攻・生体情報学 
 
 メダカを用いてメスがオスの求愛行動を誘起する機構の解明を目指し、メダカ

では未同定の、メスから放出されるフェロモン様物質の可能性を行動学的に検証

した。キンギョの知見を参考に、メダカでも卵巣からフェロモン様物質が放出さ

れていると予想し、放卵前の卵巣を腹腔内に埋め込んだオスに対する、ペアにし

た他のオスの行動を解析した。オスの特徴的な求愛行動である求愛円舞の回数が

上昇した結果から、オスでは排卵後で放卵前の卵巣から放出される化学物質がフ

ェロモンとして嗅覚系により検出され、求愛行動に至ると考えられた。 
 
 

 

P-59 メダカにおける Kiss2 ニューロンの投射解析 
○小林由果、神田真司、赤染康久、岡 良隆 
東京大学大学院・理学系研究科・生物科学専攻・生体情報学 

 
 キスペプチンは哺乳類においては生殖機能に必須であるが、生殖制御機能は哺

乳類のみが獲得した機能であることが近年示唆されてきた。キスペプチン遺伝子

には脊椎動物の進化初期に重複したと考えられるkiss1、kiss2のパラログが知られ、
多くの脊椎動物はKiss1神経系とKiss2神経系を有している。キスペプチン機能理
解の上では重要なこれら神経系の軸索投射に関して、メダカではKiss1ニューロン
の形態のみ解析されており、Kiss2ニューロンの形態は不明であった。今回、メダ
カKiss2前駆体に特異的な抗体を作製し、軸索投射を解析したので報告する。                                            

 

   

                                       

P-60 真骨魚類における生殖状態依存的な摂食行動調節機構の解析 
○和井田洋世、神田真司、高橋晶子、岡 良隆 
東京大学大学院・理学系研究科・生物科学専攻・生体情報学 

 
 本研究では、季節繁殖性のメダカと、周年繁殖性のゼブラフィッシュを用いる

ことで、生殖状態や栄養状態に依存した摂食行動調節の解析を行った。摂食量を

個体毎に測定できる方法（わんこそば法）を確立し、メダカにおける生殖状態依

存的な摂食行動の促進を見出した。また、絶食処理により、ゼブラフィッシュで

は摂食行動が促進されたが、メダカでは摂食行動レベルが生殖状態においてのみ

維持された。これらの結果から、季節繁殖性の真骨魚類においては、生殖状態に

依存した中枢機構が強く摂食行動を制御するという仮説を提唱する。 
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P-61 プラナリア生殖細胞分化に伴う DEAD-Box 遺伝子の発現 

○遠藤里茶、松本 緑 
慶應義塾大学大学院 ・発生・生殖生物学 
 
 我々は、リュウキュウナミウズムシの無性生殖個体を人工的に有性生殖個体へ

転換させる実験系（有性化）を確立した。この系により、多能性幹細胞から生殖

細胞への分化に関わる遺伝子発現の継時的な観察が可能となった。本研究では、

多くの種で生殖細胞分化に関わる DEAD-Box 遺伝子群に着目し、有性化に伴い発
現量が上昇する DrC_00628を単離した。in situ hybridizationによる発現部位解
析の結果、この遺伝子は有性化個体の卵巣では卵原細胞、精巣では精原細胞にお

いて強く発現していることがわかったため、報告する。 
 
 

 

P-62  カエル幼生運動の統計解釈：Statistical interpretation of tadpole 

motion. 
○鈴木豊大 1、稲田 賢 1、松村 賢臣 1、肖 文宜 1、入江美代子 2、入江 克 3 
1早大院・基幹理工、2東京理大・薬、3早大・理工学術院 

 
 5匹のカエル幼生を180㎜平方の水槽に入れ、その自由遊泳の様子を30コマ毎秒、
30分単位で約350時間撮影した。1コマのサイズを 解析速度を速めるため 圧縮
コーデックをH264 とし 画像サイズを 177ｘ144ピクセルとした。解析時間
を撮影時間の約 1/30 の1分という制約を付け、画像解析には BURENKOV 
の楕円解析手法を利用し頭部の移動特性を抽出した。個体毎の追跡を行い、速度

分布を対数正規分布、加速度分布を正規分布で近似した。その結果を発表する。                                            

 

   

                                       

P-63 ゼブラフィッシュの遊泳行動と環境条件の連続計測 
○有澤雄大、岡野恵子、岡野俊行 

早稲田大・先進理工・電気・情報生命 

 
 古くから地震の前兆として動物が異常行動を起こしたという報告が数多くなさ

れているが、その真相は未だ明らかにされていない。本研究ではその異常行動の

発生メカニズムの解明を目的として、ゼブラフィッシュの遊泳行動と環境条件の

連続計測を行った。2014 年 2 月から 11 ヶ月間、行動量の計測を行い、環境条件
の変化との関連性について重回帰分析を用いて解析を行った結果、地震や地磁気

が行動量に対して影響を及ぼす可能性が示唆された。また、行動量は時期によっ

て大きく変動しており、4月から 7月の間で特に高い値を示していた。 
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P-64  Pichia Pastorisによるニワトリクリプトクロム 4の発現系の構築と分光

学的解析 
○酒井一輝、三井広大、岡野恵子、岡野俊行 

早稲田大・先進理工・電気・情報生命 

 

 ニワトリクリプトクロム４(cCRY4)は、網膜に発現する磁気センサーの候補分子
である。cCRY4 の機能解析を目指し、メタノール資化酵母 Pichia Pastoris を用
いた大量発現系を構築した。その結果、従来の出芽酵母を用いた系に比べ３倍以

上の高い発現量が認められた。また、可視分光解析の結果、得られた cCRY4 には
発色団 FAD が結合していること、光により還元されることがわかった。今後、詳
細な光反応解析、結晶構造解析、光依存的構造変化の解析等を行い、磁気受容の

分子機構に迫ることが可能となった。 
 

 

                                                            

P-65 ゼブラフィッシュ Cry6 の mRNA 発現解析 
○玉澤歩実、戸田りこ、岡野恵子、岡野俊行 

早稲田大・先進理工・電気・情報生命 

 

 クリプトクロム（CRY）は、光回復酵素と高い相同性を示し、植物から哺乳類
まで幅広く存在する。今回、既知の脊椎動物 CRY よりも植物 CRY に高い相同性
をもつ CRY 遺伝子（zCRY6 と命名）をゼブラフィッシュにおいて同定し、全長
アミノ酸配列を決定した。次に、明暗に同調させた個体から眼球・脳・皮膚・筋

肉・胸びれを摘出し、定量的 RT-PCR により zCry6 の mRNA 発現量を調べた。
その結果、眼球・脳で高発現しており明期で高い日内変動がみられた。この結果

は、zCry6が新奇光受容分子である可能性を示唆する。 
 

 
                                            

P-66 深海性魚類バラビクニン及びザラビクニンロドプシンの分光解析 
○兜森 椋 1、坂田利江 1、 岡野恵子 1、竹村明洋 2、三輪哲也 3、山本啓之 3、  

保智己 4、岡野俊行 1  
1早稲田大学、2琉球大学、3海洋技術開発機構、4奈良女子大学 

 

 生物は，視覚を棲息環境に適応させており，それは極限環境である深海におい

ても例外ではない。本研究では，深海性魚類バラビクニン及びザラビクニン視物

質の解析を行った。両種の眼球よりロドプシンと思われる cDNA をクローニング
し,哺乳類培養細胞で発現させた。分光解析の結果，吸収極大波長が短波長シフト
していた。また,イムノブロット解析より，両種の眼球にはロドプシン様タンパク
質の発現が確認された。以上より，バラビクニン及びザラビクニンは深海魚に多

く見られる，短波長シフトしたロドプシンを持つことが示唆された。 
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P-67 ドジョウにおける磁気受容メカニズムの行動学的探索 
○阿部大輝、岡野恵子、岡野俊行 

早稲田大・先進理工・電気・情報生命 

 
 細菌から昆虫、脊椎動物に至る多くの種では、地磁気を渡りや回遊、帰巣など

に利用することが確認されている。細菌や昆虫の磁気受容メカニズムに関しては

研究が進んでいるものの、脊椎動物においては不明な点が多い。本研究では、脊

椎動物の磁気受容メカニズムの解明を目標に、ドジョウを用いて行動実験を行っ

た。その結果、円形の水槽内に放したドジョウが、磁気的な南北ではなく、東西

に有意な二峰性の分布を示すことが明らかとなった。現在、光環境などの外部環

境が磁気的分布に与える影響を調べ、磁気受容分子の探索を行っている。 
 
 
                                                                                 
P-68 生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモンによる雄ウズラの求愛発声制御の組

織学的解析 
○深堀陽子、戸張靖子、筒井和義 

早稲田大・教育総合科学・統合脳科学 
 
 ニホンウズラ (Coturnix japonica)の雄は雌を惹きつけるために crow と呼ばれ
る発声を産出する。本研究では、生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン (GnIH)に
よる crow 発声制御を明らかにするために、crow 発声の中枢である中脳 ICo 核と
GnIH の関係を組織学的に解析した。ICo 核は GnIH 神経の入力を受け、GnIH
受容体の mRNA を発現していた。これらの組織学的解析の結果から、GnIH が

ICo核に発現している GnIH受容体に作用して crow発声を直接制御することが示
唆された。 
 
 
                                            
P-69 マウスの脳における GnIH ニューロンの神経線維の分布とその性差 
○成廣美里、産賀崇由、筒井和義 

早稲田大・教育総合科学・統合脳科学 
 

 2000 年に我々は生殖腺刺激ホルモンの合成・分泌を抑制する神経ペプチドであ
る生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン(GnIH)を発見した。これまでの我々の研
究により、GnIH はすべての脊椎動物に存在することが明らかになった。本研究

では、マウスの脳における GnIH ニューロンの細胞体と神経線維の分布を解析し

たところ、細胞体は視床下部背内側領域に存在し、その神経線維を外側中隔野、

偏桃体、分界条床核、視索前野に投射していることが分かった。さらに、GnIH
ニューロンの神経線維の密度には性差があることが示唆された。 
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P-70 哺乳類の GnIH は雄マウスの攻撃行動を抑制する 
○岡田苑子、成廣美里、産賀崇由、筒井和義 

早稲田大・教育総合科学・統合脳科学 
 
 2000 年に我々は生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン（GnIH）を発見した。
GnIH による攻撃行動の制御機構を明らかにするために雄マウスを用いて解析し

た。その結果、GnIH ニューロンは雄マウスの攻撃行動を制御する神経核におい

て GnIH 受容体が発現する P450arom ニューロンに投射していることが見いださ
れた。さらに、GnIH を雄マウスの脳室に投与すると攻撃行動が低下することが

分かった。以上より、GnIH は P450arom ニューロンに作用して攻撃行動を抑制

することが示唆された。 
 
 
                                         
P-71 アフリカツメガエルエリスロポエチン受容体を認識するモノクローナル抗

体による血球細胞のフローサイトメトリー解析 
○平田昭人 1、米塚友香 2、 武藤洋史 2、藤山真吾 2、永澤和道 2、谷崎祐太 1、  

加藤尚志 1, 2 
1早大・教育・生物、2早大・院先進理工・生命理工 
 
 アフリカツメガエルのエリスロポエチン受容体（EPOR）と，マウス免疫グロ
ブリン 2a Fc との融合蛋白質をマウスに免疫し、酵素免疫学的測定法、ウェスタ
ンブロッティング法、フローサイトメトリー法でハイブリドーマをスクリーニン

グし、3 種の抗 EPOR モノクローナル抗体を得た。それぞれの抗体でアフリカツ
メガエル赤血球を染色し、EPOR 抗原認識特性をフローサイトメトリーで解析し
た。その結果、哺乳類の成熟赤血球とは異なり、末梢成熟赤血球の一部は EPOR
発現細胞であり、EPO刺激に受容応答する可能性が示された。 
 
 
                                          
P-72 アフリカツメガエルエリスロポエチンの酵素免疫学的測定法の構築 
○佐藤 圭１、細沢咲湖 1、永澤和道 1、谷崎祐太 2、加藤尚志 1,2 
1早大・院先進理工・生命理工、2早大・教育・生物 
 

 アフリカツメガエルの赤血球造血因子エリスロポエチン（EPO）は肝実質細胞
で発現して、肝臓内の赤血球前駆細胞を刺激し、傍分泌性の赤血球造血を促すこ

とが示唆されている。薬剤誘発性溶血性貧血時の血清中に EPO活性上昇が認めら
れる。EPOによる赤血球造血を精密に測定するために、組換え EPOの検出限界 50 
pg/mLの酵素免疫学的測定系を確立した。本法によって正常および貧血個体の末
梢血液および組織抽出物中の EPO濃度を測定し、in vitro細胞増殖試験による値と
比較した結果を報告する。 
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P-73 ネッタイツメガエルトロンボポエチンの動物細胞発現と生物活性の基礎的

検討 
○境 俊二 1、望月瑤子 2、高野仁志 1、谷崎祐太 1、加藤尚志 1, 2 
1早大・教育・生物、2早大・院先進理工・生命理工 
 
 アフリカツメガエルのトロンボポエチン（xlTPO）は造血前駆細胞や巨核球に
作用する。近縁種ネッタイツメガエルでは、TPO（xtTPO）は肺、心臓、肝臓、
脾臓、精巣で発現していた。そこで肝臓から xtTPO cDNAをクローニングし、組
換え xtTPO を HEK293T 細胞で発現させた。TPO 受容体 c-Mpl を発現する肝臓、
脾臓、腎臓の細胞を組換え xtTPO 存在下で液体培養をしたところ、アフリカツメ
ガエルと同様の生物活性は示されず、両種の TPO/c-Mpl 系の機能が同一とはいえ
ない可能性がある。 
    

 
                                        
P-74 アフリカツメガエル成体赤血球造血における雌雄差の基礎的解析 
○岩崎英里子１、細沢咲湖 2、佐藤 圭 2、酒井智文 2、小坂菜美 2、加藤尚志 1,2 
1早大・教育・生物、2早大・院先進理工・生命理工 

 
 ヒトの末梢赤血球数には性差があり、女性の方が少ない。赤血球新生をアンド

ロゲンが促進し、エストロゲンが抑制することが一因とされている。赤血球造血

における性差が種に共通するのかについて不明であり、両生類における関連知見

も乏しい。そこでアフリカツメガエル成体の末梢赤血球数やヘモグロビン値の雌

雄差を調べたが、有意差は得られなかった。さらに赤血球造血の性差を検討する

ため、赤血球産生因子エリスロポエチン（EPO）の添加培養下で出現する肝臓細
胞由来赤血球系細胞コロニーを計数し、経時変化を調べたので報告する。 
 
                                            
 
P-75 アフリカツメガエル組換えトロンボポエチンのジスルフィド結合の決定 
○髙野仁志 1、佐藤 圭 2、谷崎祐太 1、大谷崇仁 2、谷合正光 2、竹島功将 2、  

加藤尚志 1 ,2 
1早大・教育・生物、2早大・院先進理工・生命理工 
 
 ヒトとアフリカツメガエルのトロンボポエチン（TPO）の一次構造の類似性は
29%にすぎないが、ツメガエル TPO（xlTPO）の生物活性はヒト細胞に交差性を
示す。組換え xlTPO の還元／非還元処理後のトリプシン消化ペプチドを逆相クロ
マトグラフィーで分離し、ジスルフィド結合を有するペプチドを MALDI 
TOF/MS で同定した。その結果、xlTPO の 2 つのジスルフィド結合はヒト TPO
と相同の位置にあることを確認した。両生物種の TPOと c-Mpl受容体の結合領域
の立体構造は、部分的に類似する可能性がある。 
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P-76 ツチガエルの脳下垂体における FSHβの局在 
○河合理沙、中村正久 

早稲田大・教育・生物 
 
 両生類において、FSH（卵胞刺激ホルモン）は、脳下垂体前葉で合成・分泌さ
れる性腺刺激ホルモンであり、卵巣の顆粒膜細胞に存在する FSH 受容体と結合す
ることで、エストロゲン分泌を促進することが知られている。そこで、ツチガエ

ル（Rana rugosa）の脳下垂体前葉の FSHの局在を、in situハイブリダイゼーシ
ョン法により調べた。その結果について報告する。 
 
                                         
 
P-77 ステロイド合成酵素 CYP17 のプロモーター塩基配列の解析 
○太田麻葵、大池 輝、中村正久 

早稲田大・教育・生物 
 
 両生類のツチガエルは地方集団によって XY 型或は ZW 型の性決定様式をもつ

脊椎動物では極めてユニークな種である。地方集団は主に４つに分けることがで

きるがそれら４集団は性染色体上のアンドロゲン受容体（AR）遺伝子の転写調節
領域の塩基配列を基に分子系統樹を作成することによっても分けることが可能で

ある。今回は４つの集団の常染色体にある CPY17 遺伝子に着目し、その転写調節
領域の塩基配列を解析したのでその結果について報告する。 
 
 

                                                                                        

P-78 ツチガエルにおける雄化性転換に必要なテストステロン濃度 
○大池 輝、児玉万穂、中村正久 

早稲田大・教育・生物 
 
 最近、当研究室の研究によってツチガエルの雄決定アンドロゲン受容体（AR）
遺伝子が深く関わっていることが明らかになった。また、テストステロン（T）が
性転換を雄化することも分かった。そこで今回は性決定に AR と T がどのように
関わるかを明らかにする目的で、ツチガエルの性転換に必要な T 濃度を決定した。
その結果について報告する。 
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P-79 ツチガエル性転換生殖腺の免疫染色による三次元解析 
○坂本大紀、中村正久 

早稲田大・教育・生物 
 
 両生類の性分化においては、雄性ホルモンのアンドロゲンや雌性ホルモンのエ

ストロゲンなど、性ステロイドホルモンが極めて重要な役割を担っている。また

性ステロイドホルモンの投与により性転換が起こる。そこで性ステロイドホルモ

ンの作用機構を明らかにするため、ツチガエル (Rana rugosa) に性ステロイドホ
ルモンを投与した性転換生殖腺の組織変化を明らかにするため、凍結包埋サンプ

ルの連続切片を作製した。その組織を用いて免疫染色を行い内部構造の三次元解

析を行ったので、その結果について報告する。 
 
 
P-80 ツチガエル(Rana rugosa)における始原生殖細胞の移動経路の探索 

○吉田麻友果、中間卓也、中村正久 

早稲田大・教育・生物 
                                           
 始原生殖細胞(PGC)は精子あるいは卵に分化する細胞である。PGC は生殖質を
取り込んだ細胞で、発生の初期段階では生殖腺に存在せず胚の内胚葉領域から生

殖腺に移動することが知られている。本研究では生殖細胞で特異的に発現する

VASA タンパク質の抗体を用いて PGC の移動経路を組織学的に解析した。その結
果について報告する。  
 
 
P-81  The effect of dioxin exposure on DNA methylation in in vitro models 
using mouse embryonic stem cells 
○ 佐藤菜乃初 1,2、小林牧人 1、小瀬博之 1、大迫誠一郎 2 

1国際基督教大学、2東京大学大学院・医学研究科 
 
 Exposure to the environmental pollutant 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) induces 
Cyp1a1, one of the major genes that play a key role in dioxin effects. A previous study showed 
that in utero TCDD exposure at embryonic day 12.5 dramatically increased Cyp1a1 induction 
during early development and caused DNA hypomethylation by postnatal day 14 at a specific 
CpG site, -500 from the Cyp1a1 transcription start site. Although this study showed epigenetic 
changes in the offspring from maternal TCDD exposure, exact effects in the earliest 
developmental stage are not known. Using mouse embryonic (ES) cells derived from B6N22UTR 
mouse, this study explored the in vitro genetic and epigenetic effects from TCDD exposure. 
First, ES cells were differentiated into neuronal lineages for 11 days. As differentiation 
progressed, cells became neuronal-like expressing map2. Although Cyp1a1 transcription was 
induced by TCDD exposure, the induction decreased as differentiation progressed. In the 
second experiment, hepatic cell differentiation method was used as a better candidate to 
examine Cyp1a1 transcriptional activity. ES cells stably transfected with EGFP driven by 
Cyp1a1 promoter were cultured into hepatocytes and were observed for 30 days. Fluorescent 
microscopy determined that some of EGFP-positive cells were clearly induced in TCDD treated 
cells. However, there was no change in DNA methylation. From these results, it can be 
concluded that in vitro, TCDD alters DNA methylation differently from in vivo models. 
Nevertheless, finding the epigenetic similarities between in vitro and in vivo toxic effects will 
open the door to mechanisms underlying epigenetic alterations arising from toxicological 
exposures during early development. 
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HP-1 メダカを用いたコラーゲンの発ガン抑制効果の研究 
○檜原花織、小林優美、佐藤優夏、野田笑美、Alessia Mularoni 

栃木県立宇都宮女子高等学校 
 
 私たちはｐ53遺伝子の欠損したメダカを使用し、ガンの抑制物質を探す研究を
行っている。コラーゲンに発ガン抑制効果があるといわれていることを知ったた

め、私たちはメダカにコラーゲンを与える実験を行った。その結果、普通のえさ

を与えたメダカには腹部に膨らみがみられ、流れ走性実験で異常が見つかった。

しかし、コラーゲンを普通のえさとともに与えたメダカには、双方の異常が見ら

れなかった。このことから、コラーゲンに発ガン抑制効果がある可能性が考えら

れる。また、流れ走性の異常を発ガンの指標として使える可能性がでてきた。 
 
 

 

HP-2 ついに解明！オオフサモの切断要因 

田中哲生、○可知寛也、尾島隆太、○志村映実、猪刈陽平、○関山恵祐、西島航輝、
○小室佳輝、○小池朱音、大畑 健 

神奈川県立向上高等学校 

 

 オオフサモは南米原産の抽水植物だが、神奈川県にある葛川全域にも分布して

いる。日本には雌株のみ移入され、切れ藻により繁殖する。葛川調査の際、カル

ガモがオオフサモを突いて千切っていた。他植物も突いていたため、餌となる水

生動物を探っている可能性が高い。水生動物を採集した結果、他植物よりもオオ

フサモ周辺の方が種数・個体数ともに多かった。水平方向に生長するオオフサモ

は接水面積が大きく、水生動物に利用されやすいのだろう。水生動物を狙うカル

ガモがオオフサモを突き、結果的に切れ藻が形成されていると考えられる。 
 

 

 

HP-3 キウイフルーツアレルギーを軽減させる―アクチニジンの分解― 
○永見彩菜 

群馬県立沼田女子高等学校 

 

 キウイフルーツを食べる事でアレルギーが発症する場合がある。私はこのアレ

ルギーを軽減させるために原因物質の一つであるアクチニジンの分解を目的に実

験を行った。50oC で一日処理したキウイフルーツを分析すると，SDS-PAGE，ウ
エスタンブロッド共にアクチニジンが分解されていることを確認できた。その理

由として，自己消化または熱変性によるものであると考えた。そこで今回は熱変

性の可能性を検証するため熱湯処理後 SDS-PAGE を行った。その結果，アクチニ
ジンのバンドが薄くなっていた事から、熱変性が分解の原因である可能性が示唆

された。 
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HP-4 ミドリゾウリムシでバイオエタノールは作製できるか？―ミドリゾウリム

シの増殖法‐ 
○原澤美琴 

群馬県立沼田女子高等学校 

 

 近年バイオエタノールがカーボンニュートラルなエネルギー源として注目され

ているが、バイオエタノールの原料はトウモロコシなどの植物で、人間や家畜の

食糧と競合しており、問題となっている。そこでバイオエタノールの原料に、食

糧とならないミドリゾウリムシを利用しようと考えた。ミドリゾウリムシを増殖

させるために、温度別、pH 別、グルコースの濃度別、レタス培養液の濃度別の条
件に分けて実験を行った。また、ミドリゾウリムシが好む光の色を確かめるため、

予め正の走光性があることを確認した後、光の色別の実験を行った。 
 

 
 
HP-5 本校生物部の６年間の活動記録と主だった地域の生きもの課題 
○本田直人、○牧野 薫、○阿部準平、○高橋杏菜、○森谷亮太 

東京都立日野高等学校 
本校生物部は、７年前まで休部状態だった状況から再出発し、この6年間毎年、

部員は少ないが、充実した活動を維持してきた。ここでは、６年間の活動を整理

するとともに、今後につながる研究課題に関する話題提供を試みる。活動内容は、

地域と連携しての身近な生きものについての観察活動が主だが、特に、今後も継

続したい以下の4つの課題に絞って、話題提供する。①多摩川水系の未成魚図鑑の
作成と浅川湧水域のホトケドジョウの復活事業 ②多摩川水系中流域のメダカの残
存状況と残存仮説③地域の野鳥やほ乳類の生態・生息調査 
④河川敷や丘陵におけるアリジゴクの観察と環境指標性の検討 
 
 
 
HP-6 アゲハチョウの食草に産卵するハエの寄生が成功する条件 
○相澤 葵 
埼玉県立浦和第一女子高等学校 
 

寄生バエの中にはアゲハチョウの食草に産卵する種がある。ハエ卵は、食草ご

とアゲハ幼虫に飲み込まれることによって体内に入る。その後、ハエ卵は消化さ

れることなく成長し、アゲハが蛹になるとハエ幼虫が出てくる。小学生の頃、ア

ゲハの蛹からハエ幼虫が出てくることを不思議に思い、今回調べることにした。 
「何齢のアゲハ幼虫にハエ卵が飲み込まれると寄生が成功するのか」という疑問

に対し、４～５齢のアゲハ幼虫に着目し、ハエ卵を与えた。その結果、ハエ卵は

アゲハの４齢幼虫に飲み込まれたときのみ寄生が成功することが分かった。 
 
 

                                                                                     



36 
 

高校生発表要旨                                            

HP-7 キンギョの視覚認識 
○三輪華子 
埼玉県立浦和第一女子高等学校 
 
 コイ科（Cyprinidae）の魚は、色覚を持つと言われている。そこで、コイ科の
キンギョ（Carassius auratus）を材料とし、色覚について詳しく検証することに
した。ダンボールで周囲を覆った水槽中のキンギョに対し、ある一面から色のつ

いた紙を見せ、餌やり前と後で反応行動を観察した。色の三原色間で比較した場

合、餌やり前のキンギョは、青に対して最も強く反応した。具体的には、側面に

近づく・色の方を見続けるなどのパターンが見られた。また、背景をダンボール

色ではなく白や黒にした場合でも青に最も反応した。 
 
 
 
HP-8 ボルボックスの単細胞化 
○樋口佳苗  
埼玉県立浦和第一女子高等学校 
 
 「単細胞生物と多細胞生物の中間的存在である細胞群体（ボルボックス）の細

胞を単体で切り離すことができれば、単細胞生物と同様に生存できるのではない

か」という仮説をたて、研究を行った。 
 上記の仮説を検証する方法として、ボルボックスを植物細胞と同様にプロトプ

ラスト化した。実際には、プロトプラスト調整用酵素液に 5～60 分ボルボックス
をつけて変化をみた。結果として、処理直後は一部の細胞質連絡を切断すること

ができた。処理後、一日培養すると、単細胞生物のように動いている細胞を確認

できた。 
 
   

 

HP-9 飼育条件がカイコに及ぼす影響 ‐脈拍と体液糖度の変化‐ 
○阿部真生子 

茨城県立水戸第二高等学校 
 
 私の今までの実験結果から、高温で飼育したカイコの脈拍数および体液糖度は

高いことが分かった。一方、ヒトの臨床研究では、2 型糖尿病患者の脈拍数は平
均より低いという報告がある。このことから私は、カイコにも脈拍数と体液糖度

に何らかの関連があるのではないかと考えた。そこで本研究では、グラニュー糖

を加えた人工餌をカイコに与えカイコの体液糖度上昇を試み、その個体の脈拍数

を測定した。その結果、試料中のグラニュー糖を増やすにつれ、常温・明所で飼

育した５齢幼虫時の脈拍数は減少する傾向が見られた。 
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高校生発表要旨                                            

HP-10 体外ストレスがネムリユスリカ幼虫の蘇生に及ぼす影響 
○石澤菜々子、鹿野真吏亜 

茨城県立水戸第二高等学校 

 

 ネムリユスリカは、アフリカの半乾燥地域に生息する蚊の一種である。ネムリ

ユスリカの幼虫は、主に岩盤上の水たまりに生息する。乾季に水たまりが干上が

る際、自身は完全に乾燥する前に、“クリプトビオシス”とよばれる仮死状態に

移行し、過酷な温度や圧力にも耐えることができる。私たちは、“クリプトビオ

シス”移行時において、各種の有機溶媒や塩類溶液にネムリユスリカ幼虫を浸し、

その後の蘇生率や蘇生速度を比較した。その結果、溶媒や溶質の種類により、ク

リプトビオシスへの移行が異なる影響を受けていることが分かった。 
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中学生発表要旨   

JHP-1 セミ発鳴と都市化の関係の分析 
○森 達也、松﨑広直、稲葉清音、入田美冬、天野一平、三木あゆみ、宮澤拓実、 

松下直矢、向 雅生、中里 直 

板橋区立高島第一中学校 

 

10年ほど前より、東京などの都市部では、本来夜行性でないセミが、夜に鳴く事
例が報告されており、都市部の環境変化が指摘されている。そこで、セミの発鳴と

ヒートアイランドの関係を分析するため、８・９月に校庭の音声と気温・湿度を10
分ごとに記録した。録音データから30分毎にセミの発鳴を探し、発鳴時刻、発鳴時
間、セミの種類、個体数を記録し、気温・湿度との関係を調べた。さらに記録した

昼夜のセミの発鳴の波長解析を行い、気温・湿度との相関を求め、セミの発鳴と都

市化の関係を明らかにすることを試みた。 
 
 

 

 

 
                                          

小中学生発表要旨   

EJP-1 ヘイケボタルの幼虫は暗いのがお好き？‐③ ～壁面の黒い部分の高さ～ 

赤羽根 葵 1、新井 晴 1、荒木萌里 1、五十嵐健大 1、五十嵐大翔 1、大島優希 1、

大瀨綾香 1、金窓元氣 1、小山大和 1、塩塚理央 1、中島玖良 1、福田 崚 1、 
山﨑 明 1、山﨑絵理 1 
指導・担当：吉村和也 1,2、小中澤実砂 1,2、池田夏実 1,2、里 浩彰 1,2,4、 
堀田勤一郎 1,3、高橋哲夫 1,3 
1北区環境大学・ホタル環境講座、2お茶の水女子大学・サイエンス＆エデュケー

ションセンター、3東京都北区・環境課、4東京工業大学・院生命理工 
 

 ホタル環境講座では、ヘイケボタルの飼育を通して、その生息環境や行動を学

んでいる。昨年度までに、幼虫は水槽内の暗い壁近くに集まることが分かった。

今年度は、壁の黒い部分（黒壁）の高さに注目した。白い壁面 4 面それぞれを左
右半分に分けて、一方は白いまま、他方は水槽ごとに下から任意の高さ（4, 2, 1, 
0.5mm）まで黒く塗った。これら 4 種の水槽に入れた幼虫は、どの水槽でも黒壁
の近くに集まった。次に、4 面全て黒壁だが黒い部分の高さを変えて（例：壁の
左半分 4mm 右半分は 2mm）同様に調べた（水槽は 3 種：4&2mm, 2&1mm, 
1&0.5mm）。結果を報告する。 
 

 

 

 



39 
 

 



40 
 

会場周辺の食事処 
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