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会期前日 
9月16日（水） 

第１日目 
9月17日（木） 

第2日目 
9月18日（金） 

第3日目 
9月19日（土） 

第4日目 
9月20日（日） 

理事会・評議員会 
13：00～17：00 
K会場 

ポスター貼付 
9：00～9：30

昼休み 

OM賞 
受賞者ポスター 

B，Ｄ，F，H～J会場 

総会 
学会賞授賞式 
受賞者講演 
16：05～18：30 
B会場 

懇親会 
(本部企画) 
18：40～20：40 
A会場 

口演発表 
13：30～18：00 
 
B～D，F～K会場 

動物学ひろば
9：00～18：00 
(交流ホール
南側展示スペ
ース)

昼休み 

高校生ポスター
発表 
13：30～15：30 
Ph会場 

口演発表 
9：00～13：00 
 
B～D，F～K会場 

参加受付 
8：30～18：30 
中ホール 1Fロビー 

動物学ひろば 
9：00～18：00 
(交流ホール南側
展示スペース)

公開講座: 
シンポジウムⅠ 
「動物学者ってどんな
人-不思議な動物と個
性的な研究者たち」
10：00～12：30 
D会場 

 

動物学ひろば 
10：00～
15：30 
(交流ホール
南側展示ス
ペース)

昼休み 

公開講座: 
シンポジウムⅡ 
「国際生物学オリンピ
ックのメダルを目指し
て-2009年日本大会
を開催して」 
13：30～16：00 
D会場 

関連集会1～4 
18：30～21：00 
B，Ｄ，H，I会場 

ポスター 
セッションⅡ 
12：30～15：00 
A会場 

ポスター 
セッションⅠ 
9：30～12：00 
A会場 
 
奨励賞 
受賞者ポスター 

シンポジウム 
9：00～12：30 
2-1～2-6 
 
B，C，F，H～J会場 

関連集会5 
12：00～13：00 

E会場 

動物学ひろば 
10：00～18：00 
(交流ホール南 
側展示スペース)

シンポジウム 
(本部企画) 
13：00～16：00 
B会場 

シンポジウム 
15：00～18：30 
1-1～1-6
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一般口演 
発表会場 

9月19日（土） 
3日目午前 

9月19日（土） 
3日目午後 

B 中ホール 発生 

C 映像ホール その他/生態・行動 

D 交流ホール 発生 

発生 

発生 

発生 

F 904室 形態・細胞 形態・細胞 

G 908室 遺伝/生化学 内分泌 

H 910室 内分泌 内分泌 

I 1001-1室 生理 生理 

J 1001-2室 生理 生理 

K 1003室 分類・系統 分類・系統 

9：00～13：00 13：30～18：00

9月17日（木） 
1日目午前 

9月17日（木） 
1日目午後 

分野 演題番号 発表演題 発表演題 

A会場 
大ホール 

演題番号の奇数 演題番号の偶数 

9：30～12：00 12：30～15：00

分類・系統 

形態・細胞 

1P001～1P015

1P016～1P059

1P060～1P150

1P151～1P214

1P215～1P219

1P220～1P265

1P266～1P278

1P279～1P304

1P305～1P306

発生 

生理 

生化学 

内分泌 

遺伝 

生態・行動 

その他 

ポスター発表会場

一般口演発表会場一覧

会場案内図10Ｆ
（I会場､J会場､K会場）

Ｊ会場 I 会場 

K会場 

展望 
ロビー 

会場案内図9Ｆ
（E会場､F会場､G会場､H会場､事務局）

Ｈ会場 
910室 

Ｇ会場 
908室 

E会場 
902室 

事務局 
901室 

Ｆ会場 
904室 

（Fax） 

コピーコーナー 



第１日目 9月17日（木）9:30～12:00,12:30～15:30 ポスターセッション

Ａ会場
1P001
テングモウミウシCostasiella kuroshimae
とその隠蔽種

○平野 弥生1，トローブリッジ シンシア2，須藤 耕佑3，西田 和記4，松峯
太河4，平野 義明5（1千葉大学・海洋バイオ，2Zool. Dept., Oregon State
Univ.，3千葉大・院・自然科学，4千葉大・理・生物，5千葉大・院・理）

1P002
日本沿岸に生息する緩歩動物

○鈴木 忠（慶応大・生物）

1P003
ムネトゲヒメミズムシ属Heterosignum（甲
殻亜門：等脚目）の分類学的研究

○下村 通誉（北九州市博・自然史）

1P004
18Sおよび28S rRNA遺伝子に基づく淡水貝
形虫の分子系統関係

○蛭田 眞平1，蛭田 眞一2，馬渡 駿介1（1北海
道大・院理・自然史科学，2北海道教育大・釧路
校）

1P005
藻類共生性ホヤの骨片は分類形質として有用
か？

○広瀬 裕一1，栃窪 哲也1,2，広瀬 慎美子1（1琉
球大・理・海洋自然2，名古屋学院高等学校）

1P006
ヤツメウナギの幼生軟骨（ムコ軟骨）の発生

○姚 托雅，和田 洋（筑波大・院生命環境）

1P007
カジカ科魚類の精子の比較形態：交尾種と非交
尾種に見られる違いについて

○古屋 康則1，早川 洋一2，宗原 弘幸3（1岐阜
大・教育・生物， 2国際基督教大・生命科学，
3北大・FSC）

1P008
ミトコンドリアゲノム解析に基づくアルタイ産
コイ科魚類Oreoleuciscus属の系統的位置
○井元 順一1，斉藤 憲治2，足立 淳3，佐々木 剛3，カルタフチェフユーリ4，
千葉 悟1，後藤 亮1，宮 正樹5，西田 睦6，半澤 直人1（1山形大・院理工，2

中央水研，3統計数理研，4ロシア海洋生物研，5千葉中央博，6東大・海洋研）

1P009
孵化酵素と卵膜の分子共進化：Fundulusとメ
ダカ間における種特異的卵膜分解機構

○川口 眞理1，安増 茂樹2，水 昭男3，井内 一
郎 2，西田 睦 1（1東大・海洋研，2上智大・理
工・物質生命，3中央水研）

1P010
マルバネトビケラ（トビケラ目：マルバネトビ
ケラ科）の雌性生殖細胞クラスター形成

○塘 忠顕1，杉原 祥恵2（1福島大・共生システ
ム理工・環境SM，2福島大・教育・生物）

1P011
バフンウニ成体におけるHox遺伝子の発現解
析

○袖山 文彰，鶴ヶ谷 柊子，黒川 大輔，赤坂
甲治（東大・院理・臨海）

1P012
カタユウレイボヤ消化管における消化酵素遺伝
子群の発現解析

○田中 桂輔，小笠原 道生（千葉大・院融合・
ナノサイエンス）

1P013
カタユウレイボヤ幼若体の遺伝子発現データベ
ース：CiAID

○池田 将彰，小笠原 道生（千葉大・院融合・
ナノサイエンス）

1P014
硬骨魚類卵膜構成タンパク質の合成場所の起源

○佐野 香織1，川口 眞理2，吉川 昌之3，井内
一郎4，安増 茂樹4（1上智大・理工・生物科学，
2東大・海洋研，3静岡水研，4上智大・理工・物
質生命）

1P015
脊椎動物における胚葉形成の祖先的パターンと
多様性

○竹内 雅貴，高橋 麻衣子，相沢 慎一（理
研・発生再生（CDB））

1P016
ゾウリムシの接合過程における小核内染色体配
置の動態のテロメアFISHによる解析

○柳 明（石巻専修大・理工・生物生産工）

1P017
ゾウリムシの増殖における膨大なエネルギー消
費

○木村（勝）由美子1，仲矢 史雄2，久保田 彩水
1，安里 枝利子1，馬場 昭次1，最上 善広1（1お
茶大・大学院・生命科学，2お茶大・SEC）

1P018
RNAi によるアクアポリン様遺伝子サイレンシ
ングのParamecium収縮胞機能に及ぼす影響

松谷 剛志1，木下 正子1，堀 学2，大羽 祐衣3，横井 翔4，三浦 健
4，田中 利治4，○石田 正樹1（1奈教大・理科教育・生物，2山大・
理・生化，3名市大・院システム自然，4名大・院生農・害虫制御）

1P019
Paramecium multimicronucleatum にお
ける自食胞膜の起源に関する免疫組織化学的研究

○勝原 崇，石田 正樹（奈良教育大・理科教
育・生物）

1P020
繊毛虫の翻訳終結因子（eRF1）における終止
コドン認識に関わるアミノ酸残基の解析

○李 英1，キム ワン2，春本 晃江3（1奈良女子大・院・人間文
化・生物，2Institute of Biotechnology, Vietnamese Academy
of Science and Technology，3奈良女子大・理・生物）

1P021
繊毛虫ブレファリズマの野外株における接合誘
導物質ガモン１の解析

○小林 真弓1，三浦 満美子1，杉浦 真由美2，春
本 晃江3（1奈良女子大・院・人間文化・生物，2

神戸大・院・理・生物，3奈良女子大・理・生物）

1P022
原生生物タイヨウチュウを用いた新しい水質モ
ニタリングシステム

○榎本 淑恵1，枝松 緑1，洲崎 敏伸2，安藤 元
紀1（1岡山大・院教育・細胞生理，2神戸大・院
理・生物）

1P023
高塩濃度下におけるハダカフタヒゲムシ
Oxyrrhis marinaの耐久シストの形成

○加藤 宏一，瀬口 成久（名市大・院システム
自然科学・生体構造情報）

1P024
採集サンプルにおける原生生物叢の安定性

○月井 雄二（法政大・自然科学センター）

1P025
群体ホヤ、Clavelina cyclusの神経複合体

○小山 洋道（横市大・医・看護）

1P026
カタユウレイボヤ幼生に存在する繊毛の分布と
構造的多様性

○紺野 在1，海津 麻衣子1，堀田 耕司2，堀江 健生
1，笹倉 靖徳1，池尾 一穂3，稲葉 一男1（1筑波大・
下田・臨海，2慶応大・理工，3遺伝研・生命情報）

1P027
ミナミエダウミヒドラ（My r i o n ema
amboinense）の共生藻垂直伝播様式の形態
学的研究

○広瀬 慎美子，広瀬 裕一（琉球大・理・海洋
自然）

1P028
アフリカツメガエル色素突然変異に特異的に出
現する白色の色素細胞の細胞学的検討

○福澤 利彦（慶應大・生物）

1P029
分裂期のTetrahymena thermophilaの大
核内における微小管構造の形成過程の研究

○櫛田 康晴，中野 賢太郎，沼田 治（筑波
大・生命環境）

1P030
蛍光標識を用いたデスミンの重合解析

○藤原 茜，黒田 正明（島根大学大学院生物資
源科学研究科生物生命科学専攻）

1P031
α－アクチニンのF-アクチンの結合により構造
変化の分析

○游 嘉1，黒田 正明2（1鳥取大学連合農学大学
院生物資源科学，2島根大学生物資源研究科）

1P032
ニワトリ初代培養神経細胞を用いたlasp-2の
siRNA 効果の解析

○兼子 純平1，寺崎 朝子2（1千葉大・理・生物，
2千葉大・院・融合科学）

1P033
ニワトリALPは砂のう平滑筋のデンスボディ
ーに局在する36-kDaタンパク質と同一か

○大橋 一世，平岡 直樹（千葉大・院理・生
物）

1P034
刺胞動物イソギンチャクのコネクチン類似タン
パク質

○花島 章，木村 澄子（千葉大・院理・生物）

1P035
ゲノムデータベースからのウニ コネクチン様蛋
白質の同定とそのドメイン構造

○松浦 哲，花島 章，木村 澄子（千葉大・院
理・生物）

1P036
ナメクジウオのコネクチン様蛋白質の解析

○大塚 聡1，花島 章1，丹藤 由希子2，窪川 か
おる2，木村 澄子1（1千葉大学・理学研究科・
生物，2東京大学・海洋研究所・先端海洋システ
ムセンター）

1P037
トロポモジュリンとレイオモディンの分子進化

○掛 武威，花島 章，木村 澄子（千葉大・院
理・生物）

1P038
ニューロンの樹状突起形成における微小管アン
カータンパク質 ninein の関与

○平田 一人 1，大浜 勇作 2，林 謙介 2（1千葉
大・院理・地球生命圏，2上智大・理工・物質生
命）

1P039
共焦点レーザー顕微鏡による神経特異的
MAP4アイソフォームの局在解析

○松島 一幸1，中川 裕之2，小谷 享1（1神奈川
大・理・生物科学，2福岡大・理・地球圏科学）

1P040
神経系細胞Neuro2aの細胞移動による突起形
成

○河端 渉（上智大・院理工・生物）

1P041
BT-IgSF(IgSF11細胞外ドメインによる神経
突起伸展の作用機序解析

○林 要喜知1，辻野 絵美2，宮本 泰則2，野村 太一1，春見
達郎3，鈴 伸也4（1旭川医科大学・医・生命，2お茶の水・院
理・生物，3旭川医科・医・解剖，4熊本大・エイズセンター）

1P042
哺乳類肝臓の細胞表層に局在するアリールスル
ファターゼ(ArsA、ArsB)

○光永 敬子1，秋元 義弘2，楠 慎一郎3，川上
速人2，赤坂甲治4（1広大・院理・数理分子生命，
2杏林大・医・解剖，3LSL，4東大・院理・臨海）

1P043
ニワトリ培養細胞の運動におけるフィラミンｂ
の働き

○日吉 麻子1，間馬 彬大1，瀬沼 俊介1，寺崎
朝子2，大橋 一世1（1千葉大・院理・生物，2千
葉大・院融合・ナノバイオロジー）

1P044
原腸形成運動時におけるコフィリンのリン酸化
動態の解析

○猪野 芳恵，阿部 洋志（千葉大大学院・融合
科学研究科・ナノバイオロジーコース）

1P045
原腸形成運動におけるコフィリンのリン酸化制
御機構の解析

○稲生 篤司，阿部 洋志（千葉大学大学院・融
合科学研究科・ナノバイオロジーコース

1P046
アフリカツメガエル胚の解離胚細胞の空間的再
配置における細胞運動性

○原田 綾乃1，尾崎 浩一2，松崎 貴2，猪原 節
之介2（1鳥取大・院連合農学・生物科学，2島根
大・院生物資源・生物科学）

1P047
マボヤ胚発生における発生運命と細胞分裂回数
の関係

○藤川 徹也，熊野 岳，西田 宏記（阪大・院
理・生物）

1P048
カリキュリン-Aはウニ未受精卵のランダムな位
置に分裂溝を形成する

○合田 真1，イノウエ シンヤ2，馬渕 一誠3（1京都
大 ・ 院 理 ・ 生 物 物 理 ， 2Marine Biological
Laboratory, WoodsHole，3学習院大・理・生命科学）

1P049
ウニ胚頂毛の微細構造と分子構築の解析

○金 銀華1，谷口 俊介1，中島 陽子2，紺野 在1，
稲葉 一男1（1筑波大・院生命環境・下田臨海，
2元慶応大学）

1P050
メダカ精子の運動活性化と維持の機構

佐藤 美紗，○向井 千夏，奥野 誠（東大院・
総合文化・生命環境）

1P051
泡巣中で受精するアオガエル科精子の多様性

○武藤 耕平，久保田 洋（京大・院理・動物）

1P052
モノアラガイ食道を上行性に伝播する神経活動
とそれにより惹起される下降性蠕動運動

○岡本 崇伸，黒川 信（首都大・院理工・生命
科学）

1P053
脊索動物の進化とトロポニンの機能的多様化

○佐藤 成樹1，デニソン ジェネット1，大城 克
志2，大日方 昂3（1千葉大・院理・生物，2千葉
大・院融合・ナノサイエンス，3帝京平成大・健
康栄養）

1P054
マウス卵におけるSTIM/Oraiタンパク質によ
る細胞内Ca2+濃度調節

○木所 佑介，日高 裕華，白川 英樹（電気通
信大・量子物質工）

1P055
DYRK1AによるSAP155のリン酸化が精原
細胞のスプライシング、増殖に必須である。

○井上 貴博，園田 祥之，江頭 恒，安部 眞一1

（1熊本大・院・自然科学）

1P056
神経細胞における軸索ガイド分子受容体プレキ
シンの超高圧電顕三次元画像解析

○遠藤 泰久1，西田 倫希2，伏木 大輔1，吉村 亮
一1，久加 亜由美1（1京都工芸繊維大・院工芸科
学・応用生物，2大阪大学超高圧電顕センター）

1P057
アフリカツメガエルの初期発生においてTOR
シグナルは前後方の位置価を決定する

○森山 侑輝 ，大畑 佳久，黒田 裕樹（静岡大
学・教育学部（理科）・分子生物学講座）

1P058
陸生渦虫コウガイビルにおける摂食後の腸管細
胞と周辺柔組織細胞

○白澤 康子1，吉濱 勲2，藤田 浩司3，佐々木 由利1，
太田 一正1，瀬尾 直美1，工藤 玄惠3（1東京医大・生
物2東京医大・電子顕微鏡室，3東京医大・病理学講座）

1P059
ゴルジ体キナーゼによる非定型カドヘリン細胞
外領域のリン酸化

○石川 裕之1，アーバイン ケン2（1千葉大・院
理・生物，2HHMI/Rutgers University）

1P060
ショウジョウバエ精子の細胞伸長における微小
管細胞骨格の役割

○野口 立彦，小泉 美智子，林 茂生（理研、
発生再生センター、形態形成シグナル）

1P061
タマクラゲの放卵と卵内MPFおよびMAPK活
性

○出口 竜作1，竹田 典代2，谷口 俊介2，立花
和則3（1宮城教育大・生物，2筑波大・院生命環
境・臨海，3東工大・院生命理工・生命情報）

1P062
Rskは、ヒトデ卵中心体の運命を決定するか？

○田村 美和，千葉 和義，根本 心一（お茶
大・理・生物、湾岸センター）

1P063
Development of GSSL-ergic nervous
system in sea cucumber

○ハムディ アーメド，加藤 秀生（Tohoku
Univ.・Research Center for Marine Biology）

1P064
ヒトデ卵成熟過程における核ラミナ崩壊・染色
体集合とアクチン細胞骨格

○酒井 静，上田 典子，山本 謙也（岐阜大・
応用生物科学・動物発生）

1P065
ショウジョウバエ卵形成過程におけるヒストン
修飾のダイナミックな変化

○向 正則，吉田 郁美，宮永 奈津記，平 誠司
（甲南大・理工・生物）

1P066
群体性ヒドロ虫類タマクラゲ Cy t a e i s
uchidaeの生殖細胞の起源
並河 洋，○並河 啓子（国立科博・筑波）

1P067
齧歯類精子鞭毛における骨格タンパク質の分子
ネットワーク

○金子 たかね，村山 絵美，栗尾 仁之，飯田
弘（九州大院・農・動物）

1P068
アフリカツメガエルの初期原腸胚における生殖
細胞質の再配置

○田口 彩華，平林 美紀，餅井 真，渡辺 憲二
（兵庫県立大・院生命理学・生命）

1P069
ムラサキイガイの精子形成過程における
mtDNAコピー数の変化

○佐野 菜採1，小幡 麻友1，大家 吉泰2，古丸
明1（1三重大院 生物資源，2日本ベクトン・ディ
ッキンソン）

1P070
ムラサキイガイvasa関連遺伝子のISH染色に
よる始原生殖細胞の特定

○小幡 麻友，佐野 菜採，古丸 明（三重大
院・生物資源）

1P071
ラット精子鞭毛におけるGcl-2結合蛋白質の局
在

○村山 絵美，栗尾 仁之，金子 たかね，飯田
弘（九州大院・農・動物）

1P072
エダアシクラゲにおける神経ペプチド陽性細胞
の形状と分布

○佐藤 英樹1，竹田 典代2，松田 聖1，谷口 俊
介 2，出口 竜作 1（1宮城教育大・生物，2筑波
大・院生命環境・臨海）

1P073
Xenopus胚での生殖細胞質の移植による
PGC分化機構の研究

○多田 葉瑠，寺山 耕平，渡辺 憲二（兵庫県
立大学大学院生命理学研究科）

1P074
アコヤガイPinctada fucataにおけるvasa
関連遺伝子の単離と発現

○木全 俊輔1，小幡 麻友，古丸 明（三重大学
大学院生物資源学部水圏資源生物学研究室）

1P075
ネマトステラの精巣片に対するcAMPの影響

○吉川 洋史1，立花 和則2，出口 竜作1（1宮城
教育大学・生物，2東工大・院生命理工・生命情
報）

1P076
マウス精巣におけるノシセプチンの発現と機能
の解析

○塩月 正洋，酒井 智美，衛藤 豪克，金 玉姫，
江頭 恒，安部 眞一（熊本大・院・自然科学）

1P077
イモリ精巣器官培養における精原細胞の増殖に
対する内分泌撹乱物質の影響

○金 玉姫，江頭 恒，安部 眞一（中国吉林医
薬学院熊本大・院・自然科学）

1P078
生殖隆起に入れなかったXenopus始原生殖細
胞におけるXtrタンパク質の消失と形態変化

○杉本 哲治1，片岡 研介2，餅井 真2，渡辺 憲二2，高
宗 和史1（1熊本大学大学院自然科学研究科理学専攻，
2兵庫県立大学大学院生命理学研究科生命科学専攻）

1P079
マウスにおける新規c-Kit変異Kasumi（Ka）
による卵巣性テラトーマの形成抑制

○野口 基子1，松浦 利奈2，大平 幸夫2（1静岡
大・男女共同参画推進室，2静岡大・理・生物）

1P080
カタユウレイボヤ精子運動活性化シグナルにお
ける14-3-3とその結合タンパク質

○中地 美都，稲葉 一男（筑波大・下田臨海）

1P081
ウズラZP1の輸送に伴う変化

○笹浪 知宏，杉浦 健一（静岡大・農）

1P082
アフリカツメガエル卵の受精シグナル伝達にお
けるPI3キナーゼの役割について

○ママドワ ギュナイ1，2，玖島 将太2，岩崎 哲史1，
トクマコフ アレクサンデル1，深見 泰夫1，佐藤 賢
一2（1神戸大・院理・生物，2京産大・工・生物工）

1P083
精子マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)
のツメガエルの受精における役割

○志賀 圭子，吉川 智康，上野 秀一，岩尾 康
宏（山口大・院医系・応用分子生命科学）

1P084
カタユウレイボヤの自己非自己識別分子
Themisの解析

○齋藤 貴子1，原田 淑人1，山田 力志2≤3，谷口
寿章 2，3，澤田 均 1（1名古屋大・院理・臨海，
2徳島大・酵素セ，3JST・BIRD）
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1P085
アフリカツメガエル卵黄チロシンリン酸化タン
パク質 pp33 の性状解析
○玖島 将太1，ママドワ ギュナイ2，深見 泰夫
2，佐藤 賢一 1（1京産大・工・生物工，2神戸
大・院理・生物）

1P086
ウニ卵受精時の一酸化窒素のシグナリングとそ
の役割
○毛利 達磨1，経塚 啓一郎2（1自然科学研究機
構・生理研・機能協関，2東北大・院生命・浅虫
海生研センター）

1P087
哺乳類卵受精時の細胞内Ca2+振動の発生・維
持に対するミトコンドリアの関与
○今井 修，宮川 薫，熊倉 裕紀，白川 英樹
（電気通信大学・量子・物質工）

1P088
マウス精子受精能獲得における精嚢腺タンパク
質SVSの機能解析
○荒木 直也1，吉田 学1，吉田 薫2（1東京大・
院理・臨海，2桐蔭横浜大・先端医用工学セ）

1P089
ウニの受精および初期発生における2E8糖鎖
抗原の発現変化

○中村 奈央子1,2，前橋 絵梨1,2，山川 奈緒1,2，佐藤
ちひろ1,2，加藤 英明3，鳥山 優3，北島 健1,2（1名大
院・生命農学，2名大・生物機能セ，3静大・農）

1P090
ブタ精子細胞膜マイクロドメイン局在糖タンパ
ク質の同定と受精能獲得における変化

○堀 和紀1,2，カセカーン ワラポン1，土山 智之1,2，佐
藤 ちひろ1,2，安江 博1,2,3，北島 健1,2（1名大・生物機能
セ，2名大院・生命農学，3農業生物資源研・家畜ゲノム）

1P091
イモリ精子貯蔵における輸精管液の役割に関す
る研究

○渡邉 明彦，谷野 俊平（山形大・理・生物）

1P092
卵巣成熟過程におけるキヒトデ先体反応誘起物
質ARIS遺伝子の発現解析
○昌谷 洋，成瀬 正啓，松本 緑（慶應義塾・
院理工・基礎理工）

1P093
カタユウレイボヤの受精における細胞外pHの
役割

○泉水 奏（琉球大学・医学部・解剖学第１）

1P094
ホヤ卵受精能獲に伴う卵内pHの上昇
○伊藤 義則，泉水 奏，石田 肇（琉球大・
医・解剖第一）

1P095
ヤッコカンザシの初期発生に対するLiイオンの
影響

○清本 正人1，鎌田 智子1,2（1お茶大・湾岸セン
ター，2海洋大・院海洋科学技術）

1P096
サンショウウニの発生初期における２つの皺に
ついて
○北沢 千里1，山口 忠士1，西村 肇1，中野 未
千尋1，土橋 陽子1，江草 有二1，山中 明2（1山
口大，2山口大）

1P097
アフリカツメガエル４細胞期右半胚から調和胚
発生のための割球運命の変更

○古賀 正明，中島 拓郎，松尾 慎太郎，景浦
宏（福岡大・理・地球圏）

1P098
イトマキヒトデ卵においてタキソールの顕微注
射によって形成される異所性の分裂溝
○菊池 窯平，浜口 幸久（東工大・院生命理
工・生物プロセス）

1P099
メダカ初期胚生体膜マイクロドメイン局在メガ
糖タンパク質の発現解析と精製
○中村 忠史1，貴志 泰典1，足立 朋子2，佐藤
ちひろ1,2，北島 健1,2（1名大院・生命農学，2名
大・生物機能セ）

1P100
カタユウレイボヤ胚の背側正中線表皮における
レチノイン酸受容体遺伝子の転写調節
○石田 聡美，小谷野 竜介，藤原 滋樹（高知
大・院総合・理）

1P101
マボヤ初期胚発生におけるTwist-like遺伝子
の発現・機能解析
○児玉 仁，根来 延枝，熊野 岳，西田 宏記
（阪大・院理・生物）

1P102
オタマボヤにおけるCentrosome-Attracting
Body
○幸西 翔平，西野 敦雄，西田 宏記（大阪
大・院理・生物化学）

1P103
バフンウニとハスノハカシパンにおける初期小
割球特異化遺伝子の発現比較
○山嵜 敦子1，古澤 陽介2，山口 正晃1（1金沢
大・院・自然研，2金沢大・理・生物）

1P104
ヨツアナカシパン小割球調節遺伝子の発現解析
○石合 広樹，古澤 陽介，山嵜 敦子，山口 正
晃（金沢大・院自然・生物科学）

1P105
バフンウニにおける paired homeobox 1
遺伝子の発現と機能
○大山 高弘，山口 正晃（金沢大・院自然・生
物科学）

1P106
アフリカツメガエル胚においてnkx2.5は白血
球の分化に関与している
○松崎 陽子1，小宮山 恭吾1，細谷 純一1，栗山
沙也香2，井筒 ゆみ2，前野 貢2（1新潟大・院・
自然科学，2新潟大・理・生物）

1P107
アフリカツメガエル2次胚形成プロセス

○佐藤 英二（浜松医科大学・生化学第2講座）

1P108
Xenopus laevis切断胚の再結合における創
傷治癒
○村瀬 麻衣子，松崎 貴，猪原 節之介（島根
大学院・生物資源科学研究科・生物生命科学専
攻）

1P109
ミズクラゲ Aurelia aurita の幼生の変態に関
する基礎的研究
○国吉 久人，小路 淳（広島大・院生物圏）

1P110
フロアープレート細胞におけるwnt4bの発現
は脊椎の分節機構に必須である
○猪早 敬二 1，高野 吉郎 2，工藤 明 1（1東工
大・院生命理工・生命情報，2東京医科歯科大・
硬組織再生）

1P111
カタユウレイボヤ脊索遺伝子（Ci-Noto4）は脊
索鞘の形成に関与する

○山田 成宏1,2，上野 直人3，佐藤 矩行1，高橋 弘樹3

（1沖縄科学技術研究基盤整備機構・マリンゲノミック
スユニット，2京大・院理・動物3基生研・形態形成）

1P112
マウス乳腺原基株細胞の樹立と解析
○清水 達哉1，坂倉 照よ2，友岡 康弘1（1東京
理科大学大学院基礎工学研究科生物工学専攻，
2三重大学医学部）

1P113
ニワトリ胚口腔形成過程におけるTbx22の発
現とその調節
○和田 直之，西松 伸一郎，濃野 勉（川崎医
科大学・分子生物学1）

1P114
ラット新生児皮膚の再表皮化過程における表皮
の厚さの変動の要因
○新井 美存1，松崎 貴2，猪原 節之介2（1鳥取
大・院連合農学・生物資源，2島根大・生物資
源・生物科学）

1P115
Roberts症候群モデルメダカの作製と表現型
の解析
○森田 明広1，長谷川 妙子1，中平 久美子1，谷口 善仁2，武
田 俊一2，豊田 敦3，榊 佳之3，島田 敦子4，武田 洋幸4，柳原
格1（1大阪母子・研，2京大・院医，3理研・横浜，4東大・院理）

1P116
濃度感受性Na+チャネルはマウス子宮の胎盤付
着部位に集中する
○吉田 繁，田所 侑香，西村 真一，萩原 央記
（近畿大・理工・生命）

1P117
ウニ胚 Neurogenic Patterning Center 形
成における転写因子 Homeobrain の機能解析
○竹田 典代，稲葉 一男，谷口 俊介（筑波
大・院生命環境・臨海）

1P118
哺乳類の中耳はどのようにして顎関節から進化
したのか？

○武智 正樹，平井 珠美，倉谷 滋（理研CDB）

1P119
脊椎動物の心臓中隔はどのようにできたか
○小柴ー竹内 和子，竹内 純（東京工業大学・
グローバルエッジ研究院）

1P120
メダカ鱗および鰭条における骨形成細胞の細胞
系譜解析
○島田 敦子，河西 通，武田 洋幸（東京大・
院理・生物科学）

1P121
Xenopus laevis胚創閉鎖の進行は創縁への
アクチン細胞骨格の集積は不可欠ではない

○渕上 太郎 1，松崎 貴2，猪原 節之介2（1鳥取
大・連農院・生物資源，2島根大・生資・生物）

1P122
メダカ突然変異体kintounを用いた多発性嚢
胞腎の発症機構の解析
○五十嵐瞳 瞳，保木 昌仁，島田 敦子，越田
澄人，武田 洋幸（東京大学・院理・生物科学）

1P123
ウミユリ類における前方領域化に関わるホメオ
ボックス遺伝子群の発現解析
○大森 紹仁1，黒川 大輔1，柴田 朋子1，中島
陽子2，赤坂 甲治1（1東大・院理・臨海，2慶応
大・生物）

1P124
ウズラ胚における羽毛芽色素パターン形成と色
素合成遺伝子群の発現
○住田 和美1，水谷 卓矢1，安田 真弓2，小池
亨2，塩尻 信義2（1静岡大・院理・生物，2静岡
大・理・生物）

1P125
カタユウレイボヤの幼生神経細胞の分類と同定
○高村 克美，南田 奈巳，山中 悦夫（福山
大・生命工・海洋生物科学）

1P126
Nkx3.1は正常な胃腺の形成に必要である
○那須井 美和子，小澤 敦士，光井 俊治（帝
京大・薬・生命プログラム）

1P127
鶏胚におけるサーファクタント蛋白Ａおよび肺
レクチンの発現と呼吸器内胚葉の特異化
○松下 晋，浦瀬 香子（東京女子医大・医・生
物）

1P128
メダカグリア細胞の発生過程における in vivo
ライブイメージング
出口 友則，藤森 一浩1，川崎 隆史，○弓場 俊
輔（産総研・セルエンジニアリング・組織再生
工学）

1P129
ニワトリ胚初期肝臓発生過程におけるＮ-カド
ヘリンの発現解析
○櫻井 みなみ1，塩尻 信義2，小池 亨2（1静岡
大学大学院・理学研究科・生物科学専攻，2静岡
大学・理学部・生物科学科）

1P130
マウス消化管上皮の発生過程におけるPlp2の
発現と細胞増殖活性の相関
○小池 亨，幡井 裕乙，内田 裕之，塩尻 信義
（静岡大学・理学部・生物科学科）

1P131
アフリカツメガエル成体型筋幹細胞は脊索細胞
によって特異的に筋分化が抑制される
○山根 瞳，西川 彰男（島根大・院生物資源科
学・生物生命科学）

1P132
プラナリア生殖細胞分化に関与するDEAD-
Box遺伝子群の発現解析
○藤貫 直子，大須賀 啓輔，中川 晴香，小林
一也，松本 緑（慶應大・院理工・生命情報）

1P133
ホヤ幼生の間充織細胞の増殖にはMycが関与
している
○徳岡 三紀，小林 健司，岸本 健雄（東工
大・院生命理工・生命情報）

1P134
Xenopus laevis変態期の肢芽軟骨分化は、
血清濃度、TGFβおよびT3により制御される
○田中 将悟，西川 彰男（島根大学・院生物資
源科学・生物生命科学）

1P135
ウニ初期胚発生における16細胞期細胞内カル
シュウムとPKCの果たす役割について
○矢崎 育子1，アモーレ ガブリエレ2，サンテラ ル
イジア2，鶴ヶ谷 柊子3，赤坂 甲治3（1首都大院・生
命科学，2Stazione Zoologica，3東京大学・臨海）

1P136
半索動物ヒメギボシムシ再生芽cDNAライブ
ラリーに高発現する遺伝子群の解析

○田川-佐々木 あかね1，ハンフリーズ トム2，川島 武士3，田
川 訓史1（1広大・院理・生物，2University of Hawaii，3沖縄科
学技術研究基盤整備機構・マリンゲノミックスユニット）

1P137
サンショウウオにおける2つの異なる再生

○佐藤 伸1,3，Bryant Susan2，Gardiner David2

（1岡山大・RCIS，2UCI，3JSPS）

1P138
成体イモリ網膜色素上皮細胞の細胞周期進入に
対するFGF2とshhの効果
○吉川 太朗1，井波 航1，水野 亜季1，千葉 親
文 2（ 1筑波大・院生命環境・生物科学，2筑波
大・院生命環境・情報生物）

1P139
イモリ網膜の再生過程における微小管脱安定化
タンパク質の解析
長谷川 明之，徳永 史生，○久冨 修（大阪
大・院理・宇宙地球）

1P140
巻き貝生殖器の組織再生
○長澤 香幸（東京薬科大・生命科学部・環境
生命科学科）

1P141
成体イモリの網膜再生過程におけるMEKと
ERKの発現様式の解析
○水野 亜季1，井波 航1，吉川 太朗1，千葉 親
文 2（ 1筑波大・院生命環境・生物科学，2筑波
大・院生命環境・情報生物）

1P142
キンギョの鱗再生過程におけるRunx2，
SPARCおよびBGPの発現解析
○飯村 九林，当瀬 秀和，浦 和寛，都木 靖彰
（北大・院水）

1P143
筋衛星細胞のモデルであるリザーブ細胞培養系
を用いた筋衛星細胞活性化の研究
○長田 洋輔1，本田 悠介1，松田 良一2（1東京
大・教養・教養教育開発機構，2東京大・院総
合・生命環境）

1P144
成体イモリの網膜再生過程におけるPax6発現
に関わるシグナル経路の解析
○井波 航1，吉川 太朗1，水野 亜季1，千葉 親
文 2（ 1筑波大・院生命環境・生物科学，2筑波
大・院生命環境・情報生物）

1P145
イトマキヒトデ卵アポトーシスにおけるカスパ
ーゼ活性化機構の解明
○吉田 絢香1，広橋 教貴2，千葉 和義3（1お茶大・院
ライフサイエンス・生命科学，2お茶大・院ライフサ
イエンス・遺伝カウンセリング，3お茶大・理・生物

1P146
ミドリイシサンゴ幼生の変態ホルモンに対する
部域的応答性
○松島 夏苗1，服田 昌之2，清本 正人2，鈴木 豪3，
林原 毅 3（ 1お茶大・院・ライフサイエンス，
2お茶大・湾岸センター，3西海区水産研・石垣支所）

1P147
DMRT1突然変異メダカの解析

塚田 亜矢1,2，増山 治男2,3，山田 雅斗2，○松田
勝2（1宇都宮大・農・生物生産，2宇大・バイオ
サイエンス，3東京農工大・大学院連合農）

1P148
ゼブラフィッシュ運動神経細胞体の脊髄からの
脱落現象について
○前田（佐藤） 美香，東海林 亙（東北大・加
齢研・分子発生）

1P149
ニセクロナマコの変態及び着底期における水体
腔・繊毛環・骨片の形成過程
○平塚 悠治（琉大・亜熱帯島嶼科学超域研究
推進機構）

1P150
ヨコスジカジカ二型精子の核凝縮に関与する精
子特異的塩基性核タンパク質の解析
○中内 祐二1，藤ノ木 政勝2，早川 洋一3，小林 牧人3，
山村 織生4，渡辺 明彦1（1山形大・理・生物，2独協医
大・生理，3国際基督教大・教養・生物，4北水研）

1P151
冬眠時におけるニホンツキノワグマの呼吸数の
非接触計測の試み
○鈴木 哲1，松井 岳巳1，寺田 光宏2，小島 善
則2，井手 桂子2（1首都大学東京・システムデ
ザイン学部，2恩賜上野動物園・飼育展示課）

1P152
カワトンボ科２種における複眼特性の比較
○堀口 弘子1，弘中 満太郎1，椿 宜高2，針山
孝彦1（1浜松医大・総合人間・生物，2京大・生
態研）

1P153
ズワイガニ複眼に含まれるカロテノイド色素に
ついて
○尾崎 浩一，山口 直美（島根大・生物資源・
生物）

1P154
スルメイカ視細胞の光情報伝達系に関わるタン
パク質複合体
○古庄 真麻1，岸上 明生2（1金沢工大・院，2金
沢工大・人間情報システム研）

1P155
S-modulinによるロドプシンリン酸化抑制に
おける脂質ラフトの重要性
○妹尾 圭司1，林 文夫2（1浜松医大・医学部・
医学科，2神戸大・院理・生物）

1P156
ゼブラフィッシュ桿体の光応答特性を調節する
オプシンキナーゼGRK

○白木 知也1，小島 大輔1，和田 恭高1,2，河村 悟2，ボガリス フィ
ボス3，ラム トレバー3，西脇 優子4，政井 一郎4，深田 吉孝4（1東
京大・院理・生物化学，2大阪大・院・生命機能，3ANU，4OIST）

1P157
モノクローナル抗体を用いたゼブラフィッシュ
CRY4の局在解析
○小林 拓司1，北原 拡1，久保 葉子1，岡野 恵
子 1，岡野 俊行 1,2（1早大・院先進理工・電生，
2科技機構・PRESTO）

1P158
内耳蝸牛血管条に発現するグルコース輸送体遺
伝子発現の定量解析
○枝松 緑，榎本 淑恵，安藤 元紀（岡山大・
院教育・細胞生理）

1P159
鼻腔化学受容器におけるステロイド代謝について

○高見 茂 1,2，堀江 沙和2，八巻 明子1，小山
茂樹1，諸井 和正1，舘野 こずえ1，長谷川 瑠
美1（1杏林大・保健・解剖学・細胞生物学，2杏
林大学大学院・保健学研究科）

1P160
偶蹄類V1R群の発現特性と機能

大原 海1,2，二階堂 雅人3，伊藤 敦子1,2，茂木
一孝2,4,5，岡村 裕昭4，森 裕司2，○山岸 公子1

（1臨床研，2東大 生命農，3東工大理工生命，4生
物資源研，5麻布大獣医）

1P161
ヒキガエル鼻腔の Recessus olfactorius
からの神経投射

○中澤 英夫（慶應大・医・生物）

1P162
陸上生活への一時的移行がイモリ嗅覚応答に与
える影響
○井上 律子，中谷 敬（筑波大・生命環境・情
報生物）

1P163
昆虫の嗅覚糸球体はダイナミックな発生過程を
たどる
○西野 浩史 1，頼経 篤史 1，岩崎 正純 2（1北
大・電子研・神経情報，2北大・低温研・生物分
子機構）

1P164
ショウジョウバエ近縁種における甘味応答性と
甘味受容体遺伝子の多型
○佐伯 真二郎，篠崎 賢次，森田 ひろみ，磯
野 邦夫（東北大学院 情報科学研究科 システ
ム情報科学専攻）

1P165
ミ ツ バ チ の 温度応答性 T R P チ ャ ネ ル
AmHsTRPAの同定と機能解析
○河野 景吾1，曽我部 隆彰2，富永 真琴2，門脇 辰
彦1（1名古屋大・院生命農・生命技術科学，2岡崎統
合バイオサイエンスセンター・細胞生理部門）

1P166
ゴキブリのアンテナの運動様式と触覚効率

長川 健太郎，○岡田 二郎（長崎大・環境）

1P167
FMRFamide作動性Na+チャネルのD552変
異体における電位依存性
○古川 康雄，小谷 侑（広島大・院総合科学・
神経生物）

1P168
FMRFamideによるFMRFamide作動性
Na+チャネルのポアブロック
○小谷 侑，古川 康雄（広島大・院総合科学・
神経生物）
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1P169
ナメクジ嗅覚中枢の律動的活動発生における
FMRFアミドニューロンの役割
○小林 卓，服部 真理子，松尾 亮太，伊藤 悦
朗（徳島文理大・香川薬）

1P170
モノアラガイの咀嚼リズム形成におけるグルタ
ミン酸トランスポーターの役割
○畠山 大，箕田 康一，小林 卓，定本 久世，
伊藤 悦朗（徳島文理大・香川薬・機能生物）

1P171
リムネアの味覚嫌悪学習におけるインシュリン
様ペプチドの役割
○村上 準，伊藤 悦朗（徳島文理大・香川薬学
部・機能生物学）

1P172
アメフラシの生殖神経節ニューロンの軸索分布
○太田 雄一朗，黒川 信（首都大・院理工・生
命科学）

1P173
キイロショウジョウバエ前肢味覚感覚ニューロ
ンにおける性差―1. 中枢投射パターン
○漆崎 彬1，松田 理恵1，山元 大輔2，木村 賢
一1（1北教大・札幌・生物，2東北大・院生命科
学）

1P174
ショウジョウバエ前肢味覚感覚ニューロンにお
ける性差―2. 性決定因子による性差形成
○木村 賢一1，漆崎 彬1，松田 理恵1，山元 大
輔2（1北教大・札幌・生物，2東北大・院生命科
学）

1P175
ショウジョウバエ中心複合体の楕円体を構成す
るシナプス回路の構造解析
○泰山 浩司 1，サルバテラ ポール 2（1川崎医
大・自然科学，2Beckman Research Institute of
the City of Hope）

1P176
ワモンゴキブリ嗅覚投射ニューロンの時空間的
情報処理
○渡邉 英博1，西野 浩史2，西川 道子1，横張
文男1（1福岡大・理・地球圏科学，2北大・電子
研・神経情報）

1P177
ゴキブリ触角葉における匂い刺激応答の光学計測
○松本 幸久1，山方 恒宏2，佐藤 千尋1，河野
芳明3，水波 誠1（1北大・院生命科学，2CRCA,
Paul Sabatier University, Toulouse，3村田製作
所）

1P178
ミツバチ脳で分業依存に発現変動する長鎖非翻
訳性RNA、Nb-1の細胞内局在は変化する
○多田野 寛人，山崎 百合香，竹内 秀明，久
保 健雄（東京大・院理・生物科学）

1P179
カイコガ標準脳地図の構築
○石井 愛弓1，池野 英利1，加沢 知毅2，ハウ
プト ステファン 周一2，並木 重宏2，神崎 亮
平 2（ 1兵庫県立大・環境・環境， 2東大・先端
研）

1P180
ラット副嗅球におけるシナプス結合様式の三次
元的電子顕微鏡解析
○遠藤 堅太郎1，守屋 敬子1，塚元 葉子2，市
川 眞澄1（1東京都神経研・基盤技術，2東京都
神経研・統合生理）

1P181
ラット脳賦活血流量の調節におけるCOX-2の
関与

○松浦 哲也1,2，田桑 弘之2，バカロバ ルミア
ナ2，小畠 隆行2，菅野 巖2（1岩手大・数理基礎
科学系，2放医研・分子イメージング）

1P182
アフリカツメガエルgolli-mbp遺伝子の構造と
発現
○南波 玲子，藤田 尚子，永田 三郎（日本女
子大・理・物生）

1P183
ニホンアマガエルHyla japonicaの吸水とそ
の調節
○露谷 孔明，前嶋 翔，今野 紀文，松田 恒平，
内山 実（富山大・院理工・生物）

1P184
新たにウナギ間脳で見出された血液脳関門を欠
く領域の形態解析
○椋田 崇生1，海藤 俊行2，井上 貴央2，安藤
正昭1,3（1広島大・院総科・生理，2鳥取大・医・
形態解析，3東京大・海洋研・生理）

1P185
イソギンポ科3魚種における鰓の構造ならびに
イオン輸送体の分布
○小宮山 牧子1，吉澤 英樹2，清水 則雄3，今野 紀
文1，松田 恒平1，内山 実1（1富山大・院理工・生物，
2松本歯科大・歯・生物，3広島大学総合博物館）

1P186
生息環境の異なるイソギンポ科3魚種における
腎ネフロン構造と細胞膜輸送体の分布
○田中 美沙樹1，吉澤 英樹2，清水 則雄3，今野 紀
文1，松田 恒平1，内山 実1（1富山大・院理工・生
物，2松本歯科大・歯・生物，3広島大学総合博物館

1P187
ラット糞便中におけるヘモグロビンおよび炭酸
脱水酵素（CA-I）の測定
○山本 静雄，川戸 克仁，栗林 尚志，清田 哲
郎，田形 和敏（麻布大学・生命・環境科学
部・免疫学研究室）

1P188
ラットにおける急性期蛋白の産生に関する検討
○栗林 尚志，田形 和敏，山本 静雄（麻布大
学・生命・環境科学部・免疫学研究室）

1P189
Sequence captureに基づく両生類抗菌ペプ
チド遺伝子の効率的なクローニング法

○岩室 祥一 1，小林 哲也 2，菊山 榮 3,4（1東邦
大・理・生物，2埼玉大・院理工・生体制御，3早
大・教育総合学術院・生物，4静岡大・理・生物）

1P190
両生類皮膚由来培養細胞系を用いた抗菌ペプチ
ド遺伝子のクローニング

○立里 晶露，岩室 祥一（東邦大・理・生物）

1P191
リポ多糖投与アフリカツメガエルにおける好中
球数の増多と組織貯蔵
○恩田 信洋1，小野寺 秀和1，加藤 友啓1，真野 陽介
2，赤塚 龍平1，松田 悠1，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）

1P192
新 た な 抗 体 variable lymphocyte
receptor（VLR）の解析
○須藤 洋一，笠松 純，笠原 正典（北大・院
医・分子病理学分野）

1P193
ショウジョウバエ自然免疫機構を負に制御する
遺伝子の探索
○八木 克将，西田 育巧（名大・院理・生命理
学）

1P194
ヒヨコの『ギャンブリング』：報酬量変動の効
果
○小倉 有紀子1，松島 俊也2（1北大・院生命・
生命システム，2北大・院理学・生命理学）

1P195
セキセイインコの脳における聴覚記憶に関連し
た神経活性
○藤原 宏子1，今川 拓也2，松下 将典2，松田 康志2，竹内 浩昭2，佐藤 亮平3，
渡辺 愛子1，ザンドベルゲン マットタイス4，宮本 武典1，眞邉 一近5，河嶋 孝5，
ボルハウス ヨハン.4（1日本女子大，2静岡大，3北里大，4ユトレヒト大，5日大）

1P196
学習された行動最適化における側坐核コアおよ
びシェル領域の役割

○古舘 宏之1,2，伊久美 直里1,2，佐藤 千佳2，大場 健太郎2，町田 武
生2，Anthony Phillips3，松本 元1，木村 哲也1（1理化学研究所脳科学
総合研究センター，2埼玉大・院理工，3ブリティッシュコロンビア大）

1P197
行動最適化学習に対する側坐核コア領域破壊の
影響
○佐藤 千佳1，木村 哲也2，町田 武生1，小林
哲也1，古舘 宏之1（1埼玉大・院理工，2理化学
研究所脳科学総合研究センター）

1P198
ウシガエルRana catesbeiana視蓋の衝突感
受性神経細胞
○中川 秀樹（九州工業大学大学院生命体工学
研究科脳情報専攻）

1P199
ザリガニ闘争の際、ハサミは勝利要因に寄与し
ているのか？
○上野 竜助，長山 俊樹（山形大学・理学部・
生物）

1P200
アメリカザリガニにおける優劣個体間地位はど
のくらい記憶されているのか？
○金井 明宏，長山 俊樹（山形大学・理学部・
生物）

1P201
自発性行動開始の神経制御機構：ザリガニ下行
性神経活動の歩行運動開始における役割
○加賀谷 勝史，高畑 雅一（北大・院理・生
物）

1P202
チャネルロドプシン-2組み換えカイコガを用い
た神経活動制御

○田渕 理史1,2，櫻井 健志2，光野 秀文2，並木 重宏2，峯岸 諒2，ハウプト ステファン
シュウイチ2，塩月 孝博3，内野 恵郎3，瀬筒 秀樹3，田村 俊樹3，中谷 敬1，神崎 亮平2

（1筑波大・院・生命環境，2東大・先端研・生命知能システム，3農業生物資源研究所）

1P203
ヨーロッパモノアラガイにおける神経型一酸化
窒素合成酵素（nNOS）の発現解析
○定本 久世，伊藤 悦朗（徳島文理大・香川
薬）

1P204
クロコオロギの攻撃行動発現における一酸化窒
素およびオクトパミンの関与
○佐倉 緑，菊地 美香，青沼 仁志（北大・電
子研・神経情報）

1P205
偽自己刺激空気流の持続時間の違いがコオロギ
の行動補償に与える効果
○田桑 弘之1，尾崎 直子2，加納 正道3（1放医
研・分イメ・計測Ｇ，2愛媛大・理・生物，3愛
媛大・院理・生物）

1P206
なぜ罰記憶は報酬記憶より忘れやすいのか？

○水波 誠 1,2，仲谷 嘉洋 2，松本 幸久 1,2（1北
大・院先端生命，2東北大・院生命科学）

1P207
クロオオアリにおける保育行動の羽化後発達と
エクジソンの効果
佐藤 千恵，○原 健二（東京学芸大学・自然・
生命）

1P208
採餌行動におけるミツバチの８の字ダンスの効
果
○岡田 龍一1，池野 英利2，木村 敏文2，大橋 瑞江2，青沼
仁 志 3， 伊 藤 悦 朗 1（ 1徳 島 文 理 大 ・ 香 川 薬 学 部 ，
2兵庫県立大・環境人間学部，3北海道大・電子研・神経情報）

1P209
ルリキンバエにおける時計遺伝子の発現と
PERIODの細胞内分布に対する光周期の影響
六車 文明，後藤 慎介，沼田 英治，○志賀 向
子（大阪市大・院理）

1P210
無顎類スナヤツメにおける遊泳活動の日周及び
概日リズム
○木村 奈々1，吉川 由希子1，鮫島 道和2，保 智
己1,3（1奈良女子大・理・生物，2クリストファー
大学・生理，3奈良女子大・院人間文化研究科）

1P211
ウニ（ガンガゼ）の歩行における棘と管足の働
き
○吉村 和也，本川 達雄（東工大・院生命理
工・生体システム）

1P212
紅茶ポリフェノール（ＭＡＦ）がマウス骨格筋
の遅筋化に及ぼす影響
○江口 友昭1，武政 徹2，小澤 哲夫1，沼田 治1

（1筑波大・院生命環境科学・生物科学，2筑波
大・院人間総合科学・体育科学）

1P213
メダカ皮膚の創傷治癒対する酸性環境の影響
○杉本 雅純，平澤 明日美（東邦大・理・生物
分子）

1P214
メダカ黒色素胞のアポトーシス断片の培養表皮
シートからの排除
○江崎 遥1，杉本 雅純2（1東邦大学・院理・生
物分子，2東邦大学・理・生物分子）

1P215
カイコβ-1,3-グルカン認識蛋白質の認識ドメ
インの立体構造
○落合 正則 1，高橋 清大 2，稲垣 冬彦 2（1北
大・低温研，2北大・院薬）

1P216
PPAR作動薬が魚類脂肪細胞の機能に及ぼす
影響
○奥 宏海1，矢田 崇1，徳田 雅治2（1水産総合
研究センター中央水産研究所，2水産総合研究セ
ンター養殖研究所）

1P217
ホキ・ミオグロビンおよびヘモグロビンによる
TMAO分解反応の促進現象について

○小林 元1,2，松岡 有樹1，西山 学即1，水口 亨3，
落合 威彦1（1福島医大・医・生物，2福島医大・医
療人育成・支援センター，3日本水産・中央研）

1P218
ヒカリコメツキルシフェラーゼの酵素特性とそ
の進化

○熊崎 瑞保，大場 裕一（名大院・生命農）

1P219
ゲンジボタルにおける光受容体（オプシン）遺
伝子発現の日内変動
○貝沼 孝彦，大場 裕一（名古屋大院・生命農
学）

1P220
昆虫綱における脱皮ホルモン受容体AF-1転写
活性化領域の構造的進化
○渡邊 崇之，竹内 秀明，久保 健雄（東大・
院理・生物）

1P221
網膜神経節細胞に及ぼすエストロゲンの神経保
護作用
○小関 夏子1，鈴木 瑞穂1，熊井 俊夫2，北岡 康
史2，宗政 泰成2，小林 真一2，大谷‐金子 律子1

（1東洋大・院生命科学，2聖マリアンナ医科大）

1P222
ニワトリ羽包におけるPOMC mRNA発現細
胞， 及びメラノコルチン産生細胞の同定
○吉原 千尋，高橋 純夫，鑛山 宗利，竹内 栄
（岡山大・院・自然科学研究科・バイオサイエ
ンス）

1P223
マウス海馬神経培養細胞株（HT-22）におけ
るエストロゲンの神経保護効果

○荻野 友佑1，岩倉 聖2，大谷-金子 律子1（1東
洋大学・院生命科，2筑波大学・院人間総合科）

1P224
ニワトリの末梢組織に発現するアグチ関連タン
パクの性格付け
○水谷 綾，平松 美紗都，鑛山 宗利，高橋 純
夫，竹内 栄（岡山大・院・自然科学）

1P225
甲殻類の性分化を制御するヘテロ2本鎖ペプチ
ド（造雄腺ホルモン）の作製
坂本 祐実1，甲高 彩華1，灰原 弘高2，永田 晋治2，
長澤 寛道2，泉 進1，○大平 剛1（1神奈川大・理・
生物，2東大・院農・応生化）

1P226
コンジンテナガエビの造雄腺ホルモン様分子を
コードするcDNAの単離
○坂西 綱太，泉 進，大平 剛（神奈川大・
理・生物）

1P227
ヌタウナギの新規RFamideペプチドの同定と
生理作用の解析
○大杉 知裕1，内田 勝久2，野崎 眞澄2，筒井
和義 1（1早稲田大・教育・総合科学・統合脳科
学，2新潟大・理・臨海）

1P228
マウス下垂体前葉および子宮内膜における細胞
増殖とアポトーシス
○矢田 篤志，鑛山 宗利，竹内 栄，高橋 純夫
（岡山大・院・自然科学）

1P229
副腎除去ラット下垂体前葉ACTH細胞特異的
増殖因子の探索
○海野 恵介1，中倉 敬2，曽田 あずさ1，鈴木
雅一1，田中 滋康1,2（1静岡大・理・生物，2静岡
大・創造大学院・統合バイオ）

1P230
ストレスによる脳内7α-ヒドロキシプレグネノ
ロン合成の変動
○原口 省吾1，小山 鉄平1，蓮沼 至1，山本 和俊1，菊山 榮1，ドゥレゴ
ジーンラック2，ボードリー ユベール2，筒井 和義1（1早稲田大・教育・総
合科学・統合脳科学，2Lab. Cell. Mol. Neuroendocr., Univ. Rouen, France）

1P231
ヒメアカタテハ幼虫の脳神経系に蛹体色調節因
子は2種類存在する
日高 亮子1，佐嶌 淳1，絹笠 真弘2，高橋 洋平1，北沢 千
里3，○山中 明1,2（1山口大・理・自然情報科，2山口大・
院医系・応用分子生命科学系，3山口大・教育・理科教育）

1P232
ナミアゲハの蛹体色調節因子の生化学的な特徴
づけ

○絹笠 真弘1，直鳥 将幸2，山中 明1,2（1山口
大・院医系・応用分子生命科学系，2山口大・
理・自然情報科学）

1P233
ジャコウアゲハの脳神経系に存在するナミアゲ
ハの蛹体色を変化させる因子

○山本 和昭1,2，米谷 美和子3，辻村 由紀3，北沢 千里4，山中
明2,3（1野田学園中・高，2山口大・院医系・応用分子生命科学
系，3山口大・理・自然情報科，4山口大・教育・理科教育）

1P234
メダカGnRH1ニューロン初代培養系の確立

○田中 純1，阿部 秀樹2，岡 良隆2，大谷-金子
律子1（1東洋大学・院生命科学研究科，2東大・
院理・生物科学）

1P235
ヌタウナギの下垂体プラコードと口腔は外胚葉
に由来する

○大石 康博1,2，太田 欽也2，倉谷 滋2（1神戸
大・院理・生物，2理研ＣＤＢ・形態進化）

1P236
両生類の消化管再構築においてShhシグナルに
応答して促進されるPatched-1の発現解析

○長谷部 孝1，梶田 満子2，岡 敦子1,2（1日本医
科大・生物，2日本医科大・老人病研・分子生
物）

1P237
ウシガエル幼生下垂体前葉におけるプロラクチ
ン分泌調節因子受容体mRNAの発現解析
○中野 真樹1，蓮沼 至2，岡田 令子3，山本 和俊2，
菊山 榮2，町田 武生1，小林 哲也1（1埼玉大・理・
生体制御，2早稲田大・教育・生物，3福井大・医）

1P238
ニホンアマガエル下垂体における哺乳類アクア
ポリンに相同なAQP-h3BLの発現
○尾串 雄次1，中倉 敬1，赤羽根 弦2，佐藤 恵1，持
田 弘1，鈴木 雅一2，田中 滋康1,2（1静岡大・創造大
学院・統合バイオサイエンス，2静岡大・院理・生物）

1P239
成長遅延症マウス膵ランゲルハンス島における
TPST2の発現
○田口 雄亮，溝端 裕亮，間舘 一憲，町田 武
生，小林 哲也（埼玉大・理・生体制御）

1P240
砂漠に生息するヒキガエル下腹部皮膚に発現す
るアクアポリン
○柴田 侑毅1，長井 孝紀2，竹内 浩昭1，長谷川 敬展1，スタ
ンリー ヒルヤード3，田中 滋康4（1静大・理・生物，2慶応
大・医・生物，3ネバダ大，4静大・創造大学院・統合バイオ）

1P241
味覚嫌悪記憶の消去機構形成の雌雄差
○川邊 ともこ1，鈴木 惠雅1，藤原 宏子2，佐
藤 亮平3，宮本 武典1,2（1日本女子大・院理・
物質生物機能， 2日本女子大・理・生体情報，
3北里大・医・生理）

1P242
キンギョ脳内における摂食調節ペプチド含有ニ
ューロンの神経相関
○小島 健史1，島倉 征一1，中町 智哉3，影山 春秋3，内山
実1，高橋 明義2，塩田 清二3，松田 恒平1（1富山大・院理
工・生体制御，2北里大・海洋生命科学，3昭和大・医・解剖）

1P243
ウズラの性行動における7α-ヒドロキシプレグ
ネノロンの促進作用
○小倉 夕季，井上 和彦，筒井 和義（早稲田
大・教育・総合科学・統合脳科学）

1P244
イモリの脳における7α-ヒドロキシプレグネノ
ロンの日内変動とメラトニンによる調節
○小山 鉄平，原口 省吾，筒井 和義（早稲田
大・教育・総合科学・統合脳科学）

1P245
アルギニンヴァソトシンと7αーヒドロキシプ
レグネノロンのイモリ求愛行動発現作用
○豊田 ふみよ1，蓮沼 至2，原口 省吾2，山本 和俊
2，筒井 和義2，菊山 榮2,3（1奈良医大・第一 生理，
2早稲田大・教育・総合科学学術院，3静岡大・理）

1P246
アマガエルにおけるAng II及びAVT前駆体
cDNAの単離と体液変動時の発現
○前嶋 翔，今野 紀文，松田 恒平，内山 実
（富山大・院理工・生物）

1P247
マウス卵巣における膜結合型ＭＭＰ、ＭＴ2－
ＭＭＰの発現および機能解析
○荻原 克益，高橋 孝行（北大・院・先端生
命）

1P248
発達期のプルキンエ細胞における７α‐ヒドロ
キシプレグネノロン合成の変動
○關根 麻未，原口 省吾，滝口 雅人，筒井 和
義（早稲田大・教育・総合科学・統合脳科学）

1P249
新生仔期のマウス子宮、膣におけるBMPsの
役割
○佐藤 友美1，中島 忠章1，井口 泰泉2（1横市
大院・生命ナノシステム科学，2自然科学研究機
構・岡崎統合バイオ）

1P250
新生仔期マウスの膣上皮細胞におけるFGFと
HHの役割
○中島 忠章1，井口 泰泉2，佐藤 友美1（1横浜市
大院・生命ナノシステム科学，2岡崎統合バイオ
サイエンスセンター・生命環境研究領域）

1P251
新生仔期マウスへのDiethylsti lbestrol
（DES）処理による卵巣間質の脂肪滴貯留の解析
○角田 華子，佐藤 友美（横浜市大院・国際総
合科学）

1P252
イモリの脳におけるLPXRFamideペプチドの
同定、局在解析、発現解析
○チョードリ ビシュワジット，大杉 知裕，筒
井 和義（早稲田大・教育・総合科学・統合脳
科学）



第１日目 9月17日（木）9:30～12:00,12:30～15:30 ポスターセッション

Ａ会場
1P253
EE2暴露のニシツメガエル幼生生殖腺を用い
たマイクロアレイ解析
○高瀬 稔1，後藤 康之2，宮原 真紀2，三井 直子2，岡 知宏2，小
林 かおる3，渡邉 肇4，井口 泰泉3（1広島大・院理・両生類研，2

いであ株式会社，3基生研・統合バイオ，4阪大・院工・生命先端）

1P254
スラベシコモリメダカにおける卵膜付着糸の生
理的役割
○小林 啓邦1，岩松 鷹司2，柴田 安司3，古屋
康則1（1岐阜大・教育・生物，2愛教大・生命科
学，3基生研・生殖）

1P255
性転換魚キュウセンにおけるエストロゲン生合
成関連遺伝子の単離と発現解析
○三宅 優子，松下 佳津也，坂井 陽一，国吉
久人（広島大・院生物圏科学）

1P256
硬骨魚のlobule型精巣で機能するアクアポリ
ンの解析
○佐藤 脩示1，小林 牧人2，尾串 雄次3，田中 滋康3，
鈴木 雅一1（1静岡大・院理・生物，2ICU・生命科学，
3静岡大・院創造科学技術・統合バイオ）

1P257
ティラピア脳GnRH3産生ニューロンに対する
ステロイドホルモンの影響

○倉持 麻未1，金子 豊二2，大谷-金子 律子1（1

東洋大・院生命科学，2東大・院農）

1P258
メダカ卵巣特異的に発現するuPAの発現解析
○古舘 大樹，荻原 克益，高橋 孝行（北海道
大・院・先端生命）

1P259
鳴禽類の脳における性腺刺激ホルモン放出抑制
ホルモンの同定と発現部位の解析
○戸張 靖子1，飯島 典生1，恒川 賢太2，大杉 知裕2，
筒井 和義2，小澤 一史1（1日本医科大院医生体制御形
態科学，2早稲田大教育・総合科学学術院統合脳科学）

1P260
マウス卵巣の卵胞発育過程で起こる莢膜細胞層
形成機構の解明 III 細胞の集合と増殖
○伊丹 沙織1，保 智己1，安田 恵子2（1奈良女
子大・院人間文化・共生自然科学，2奈良女子
大・理・生物科学）

1P261
ニワトリ初期胚の脳におけるAd4BP/SF-1発
現部位の経時的観察

○前廣 清香1，遠藤 大輔1,2，朴 民根1（1東大・
院理・生物科学，2現在東京医科歯科大・難治疾
患研究所）

1P262
カイコ卵巣でのエクジステロイド合成系酵素の
発現に対するインスリン様ペプチドの影響

○伊藤 洋一 1，岡本 直樹2，溝口 明2，園部 治
之1（1甲南大・理工・生物，2名大・院理・生命
理）

1P263
マウス卵巣および子宮におけるRunx3遺伝子
の発現
○土家 由起子，佐久間 敦子，谷内 秀輔，鑛
山 宗利，竹内 栄，高橋 純夫（岡山大・院・
自然科学）

1P264
セロトニン合成阻害剤投与ラットにおける縫線
核セロトニン免疫陽性細胞数の性差
伊藤 広幸，○山内 兄人（早大・人間科学・神
経内分泌）

1P265
ツチガエル（Rana rugosa）に存在する2つの
CYP17遺伝子の解析
○須田 茉莉1，大島 裕希2，中村 正久2（1早大
院・先進理工・生命理工，2早大・教育・生物）

1P266
二枚貝類と腹足類に存在するグリシンリッチな
貝殻タンパク質
○宮本 裕史1，矢野 昌人2（1近畿大・生物理工，
2近畿大・医学部）

1P267
半索動物ヒメギボシムシPtychodera flava
の染色体の解析
○將口 栄一1，伊藤 尚子2，田川 訓史3，佐藤 矩行1（1

沖縄科学技術研究基盤整備機構・マリンゲノミックスユ
ニット，2神奈川県立弥栄高等学校，3広大・院理・臨海）

1P268
マウスの初期発生におけるプロリルオリゴペプ
チダーゼのエピジェネティックな発現調節
○松原 伸1，木村 敦2（1北大・院生命科学，2北
大・院理・生命理学）

1P269
mRNA expression of Sox3 and DMRT1
during sex change process in black porgy
○安 広郁，申 賢淑，安 名人，崔 哲泳
（Korea Maritime University, Division of Marine

Environment & BioScience）

1P270
プラナリア有性化におけるD-トリプトファン合
成・分解酵素の探索
○小野 瑞季1，青木 学2，前澤 孝信2，小林 一
也2，松本 緑2（1慶應大・理工・生命情報，2慶
應大・院理工・生命情報）

1P271
マウス精巣特異的TESSPクラスターの発現解析
○米田 竜馬1，木村 敦2，高橋 孝行3（1北大・
院生命科学，2北大・院理・生命理学，3北大・
院先端生命）

1P272
メダカ性決定遺伝子DMYは、いつ性分化の決
め手となるのか？

○増山 治男1,2，松田 勝2（1農工大・大学院連合
農，2宇大・バイオサイエンス）

1P273
メダカ Apoptosis Inducing Factor-Like
（AIFL）変異体の機能解析
○村田 泰彦1，古山 勲1，平山 真1，尾田 正二
1,2，三谷 啓志1,2（1東京大・院新領域・先端生命，
2東京大・院理・生物科学）

1P274
Channelrhodopsin-2トランスジェニックラ
ットの視機能について
○砂金 ひとみ1，富田 浩史1，菅野 江里子1，廣
井 照1，王 卓1，玉井 信2（1東北大・国際高等
研究教育機構，2東北大・医学部）

1P275
サンゴと渦鞭毛藻の細胞内共生に関わる遺伝子
の解析
○湯山 育子1，日高 道雄1，竹井 祥郎2（1琉球
大・海洋自然科学，2東大・海洋研究所・生理）

1P276
家畜ウシ集団に存在するβグロビン多型は野生
種からの遺伝子流入の証拠である。
○田中 和明1，滝沢 達也1，並河 鷹夫2（1麻布
大・獣医，2名大院・生命農学）

1P277
Pax2/5/8パラログ遺伝子群のシス調節ネッ
トワークの進化の解析
○越智 陽城，荻野 肇（奈良先端科学技術大学
院大学 バイオサイエンス研究科 発生ゲノミク
ス研究グループ）

1P278
日本産イシガイ科貝類におけるDoub ly
uniparental inheritance (DUI)の起源
○伊藤 隼人，古丸 明，石橋 亮，小幡 麻友
（三重大院・生物資源）

1P279
海綿上に生息する単体性内肛動物2種における
生殖の季節変動

○杉山 渚 1，伊勢戸 徹2，広瀬 裕一3（1琉球
大・理工学・海洋自然， 2京都大・瀬戸臨海，
3琉球大・理・海洋自然）

1P280
ミツバチコロニーの持続的データ計測システム
による炭素収支解明
○岩田 可南子1，池野 英利1，大橋 瑞江1，木
村 敏文1（1兵庫県立大・環境・環境，2徳島文
理大・香川薬）

1P281
Waminoaの卵母細胞は卵黄形成後期に褐虫藻
を取り込む

○彦坂 智恵 1，小池 香苗1，山下 洋2，彦坂 暁
3，小池 一彦2（1広島大・自然セ・遺伝子，2広
島大・院生物圏，3広島大・院総合科学）

1P282
テザード実験によるミツバチの視覚恒常性の解析
○長谷川 雄二1，赤松 忠明2，池野 英利3（1㈱
ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャ
パン，2兵庫県立大学大学院環境人間学研究科，
3兵庫県立大学環境人間学部）

1P283
見えやすい情報に重み付けする：複眼の構造的
制約とキューの優位性
○弘中 満太郎1，稲富 弘一2，藤條 純夫2，針
山 孝彦1（1浜松医大・生物，2佐賀大・農）

1P284
サケ稚魚の遊泳エネルギー解析
○長谷川 英一（独立行政法人水産総合研究セ
ンターさけますセンター）

1P285
メダカOryzias latipes近交系間における、
視覚刺激に対する逃避様行動の定量的比較
○坪子 理美1，末廣 勇司1，奥山 輝大1，島田 敦子1，
武田 洋幸1，成瀬 清2，久保 健雄1，竹内 秀明1（1

東大・院理・生物科学，2基生研・バイオリソース）

1P286
音声による種内意思伝達を行わないマダガスカ
ル産トカゲ類による鳥類警戒声の盗聴

○伊藤 亮，森 哲（京都大・院理・行動）

1P287
カラスにおける音声コミュニケーションの行動
生態学的解析

○秋田 さおり，竹内 浩昭（静岡大・院理・生
物）

1P288
ニワトリ初生雛による「ヨハンソンの生物的運
動」の視覚的弁別

○三浦 桃子 1，Vallortigara Giorgio2，Regolin
Lucia 3，松島 俊也 4（ 1北大・理・生物， 2Univ.
Trento，3Univ. Padova，4北大・院理学・生命理学）

1P289
家畜化スンクス（Suncus murinus）3個体
（♀♂♂）の係わり方

○松崎 治（筑波大）

1P290
アメリカカブトエビ Triops longicaudatus
（LeConte, 1846）の胴肢を用いた摂食様式
○平林 丈嗣1，金沢 謙一2（1神奈川大・院理・
生物2神奈川大・理・生物）

1P291
酒匂川に生息するアカテガニの繁殖期を含む6
月から10月の雌雄の行動
○佐藤 祐也1，金沢 謙一2（1神奈川大・院理・
生物，2神奈川大・理・生物）

1P292
タイコウチとミズカマキリ（昆虫綱：カメムシ
目）の異なる生態的地位への適応
○山根 大樹1，金沢 謙一2（1神奈川大・院理・
生物，2神奈川大・理・生物）

1P293
ミツバチ働き蜂の齢差分業に伴い下咽頭腺で発
現変動する遺伝子の解析
○上野 貴之，中岡 貴義，竹内 秀明，久保 健
雄（東大・院理・生物科学）

1P294
行動解析のための複数ミツバチ追跡システム
○木村 敏文1，池野 英利1，大橋 瑞江1，岡田
龍一2（1兵庫県立大・環境人間，2徳島文理大・
香川薬）

1P295
Behavioural analysis of pheromone
orientation in the silkmoth

○ハウプト ステファンシュウイチ，神崎 亮平
（東京大学 先端科学技術研究センター）

1P296
カエル幼生変態期に曝露した酸化チタンナノ粒
子（粒径９nm）の体内動向

○入江 美代子1,2，山崎 家春3,4，横山 政昭5，武田 健1，入江 克6（1

東京理科大学ナノ粒子健康科学研究センター，2電磁応用研究所，3井
上記念病院，4東京医科大学，5堀場製作所，6早稲田大学理工学術院）

1P297
深海性魚類の網膜にある視細胞の形態と眼球サ
イズについて
○外山 美奈1，長谷川 英一2，内川 和久3，太田 勲4，針山 孝彦1（1浜松医
大・医学部・生物，2水産総合研究センター・さけますセンター，3水産総
合研究センター・水産工学研究所，4浜松医大・機器センター・超微形態）

1P298
東京湾奥部湿地の貝類の重金属分析ー１　捕食
者と被捕食者

佐藤 優1，齋藤 敦子1,4,5，望月 誠2，長南 美香2，伊藤 展枝3，松本 和夫5，○岡田 光
正4,5（1東邦大学理学部生命圏環境科学科，2東邦大学理学部生物分子科学科，3東邦大学
理学部臨床検査技師課程，4東邦大学理学部環境分析センター，5ＮＰＯ法人鵜羽社中）

1P299
サカサクラゲCassiopea sp.のポリプ世代と
クラゲ世代のテロメア長比較
○大慈彌 みち子 1，日高 道雄 2（1琉球大・理
工・海洋環境，2琉球大・理・海洋自然）

1P300
単体性サンゴトゲクサビライシの体サイズとテ
ロメア長の関係
大慈彌 みち子1，ロヤ ヨシ2，○日高 道雄3（1琉球
大・理工・海洋環境， 2Tel Aviv University・
Department of Zoology，3琉球大・理・海洋自然）

1P301
北海道産スズメバチ属に対する各種内部寄生者
の寄生率

○菊地 那樹，山舗 直子（酪農学園大・院酪）

1P302
相模湾真鶴半島で観察されたウミシダ類２種の
生殖時期と産卵様式
○水井 涼太，菊池 知彦（横浜国立大学大学院
環境情報学府）

1P303
新種ゲンゲの発見：Andriashevia natsushimae
の外部形態観察と16S rRNA配列分析
○西口 慶一1，三輪 哲也2，久保田 宗一郎3，多留 聖典3，阿部 文快2，加藤 千明2，佐
藤 孝子2，大島 範子3，森下 宗夫1，五郎丸 美智子1，伊藤 展枝3，森上 需3，岡田 光
正3（1東邦大学 薬学部，2海洋研究開発機構・極限環境生物圏，3東邦大学 理学部）

1P304
オカダトカゲの青い尾－捕食者に対応した地理
的変異－
○栗山 武夫1，森本 元2，宮地 和幸1，杉本 雅
純3，長谷川 雅美1（1東邦大・理・生物，2立教
大・理，3東邦大・理・生物分子）

1P305
震盪刺激によるジャコウネズミの嘔吐反応の特
性

○伊東 久男（兵庫医療大・共通教育センター）

1P306
生物研究者のためのメディアリテラシー～トキ
放鳥をめぐる新聞報道分析と対話活動から
○川本 思心1，浅羽 雅晴2，大石 麻美3，武山 智博3，関島 恒夫3，
島谷 幸宏4，西條 美紀5（1東工大・院理工，2東工大・統合研究院，
3新潟大・院自然科学，4九大・工学5東工大・留学生センター）
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3B0900
ウニ神経系の進化的発生過程：間接発生ウニ型から直接発生ウ
ニ２種型への遷移

○加藤 秀生1,2，バーンマリア2，エリアラウラ2

（ 1東北大・浅虫海洋生物学研究センター， 2Department of
Anatomy and Histology, University of Sydeney）

3B0915
光はバフンウニエンセファロプシン発現と幼生の垂直遊泳運動
を制御する

○大岡 嗣欧，加藤 秀生
（東北大・院生命・浅虫海洋生物学研究センター）

3B0930
バフンウニの頂毛形成に関わる新規遺伝子の解析

○谷口 順子1，ウェイ チェン2，柴 小菊1，アンジェラ ロバー
ト2，アンジェラ リネ2，稲葉 一男1，谷口 俊介1

（1筑波大・下田臨海実験センター，2NIDCR, NIH, USA）

3B0945
ウニ胚神経外胚葉形成における転写因子Fezの機能解析

○谷口 俊介1，谷口 順子1，ウェイ チェン2，アンジェラ ロバ
ート2，アンジェラ リネ2，稲葉 一男1

（1筑波大・院生命環境・臨海，2NIDCR・NIH・USA）

3B1000
メダカ卵黄細胞への局所的焼灼で起こる胚心臓原基構築異常と
その回復

○森 元，上村 伊佐緒，黒川 信
（首都大・都市教養・生命）

3B1015
心臓発生研究におけるメダカの有用性

島田 枝里子1，木下 政人2，○村田 健二1

（1University of California, Davis, Dept. of Animal Sci.，2京都大.
院農. 応用生物）

3B1030
過重力下で見られるアフリカツメガエル頭部形成異常の解析

○柳澤 誠1，古野 伸明1，渡部 稔2，柏木 啓子1，花田 秀樹1，新海 正3，吉留 賢4，
久保 英夫5，坂井 雅夫6，藤井 博匡7，山下 雅道8，柏木 昭彦9（1広大・院理・両
生研，2徳大・総合科学部，3東京都・老人研，4鳥取大・医・生命科学，5東京都・臨
床研，6鹿大・理，7札幌医大・保険医療，8ISAS/JAXA，9山陽女子短大・臨床検査）

3B1045
ツメガエル原腸陥入期におけるケモカインSDF-1およびその
受容体の分布と機能について

○福井 彰雅1，桝田 啓太2，長田 朋子2，佐々木 直樹1

（1北大・院・理・生命理学，2北大・理・高分子）

3B1100
ハイイロジネズミオポッサム生後15日皮膚における創閉鎖の
解析

○林 愛之，松崎 貴，猪原 節之介
（島根大・院生物資源・生物生命）

3B1115
網膜色素上皮形成時のMitfによるp27Kip1を介した細胞増殖の
抑制

○西原 大輔1，築地 長治1，矢嶋 伊知朗2，武田 和久3，柴原
茂樹3，山本 博章1（1東北大・院・生命，2中部大・生命健康科
学・生命医科，3東北大・院・医）

3B1130
スカシカシパンにおける二次間充織細胞の新しいサブポピュレ
ーション

○高田 裕美，小南 哲也
（愛媛大・院理工・生物）

3B1145
Wntシグナリングは四肢再生に対して幼生期と成体期で異なる
関与をする

○横山 仁1，越智 陽城2，荻野 肇2，田村 宏治1

（1東北大学・院生命科学・生命機能科学，2奈良先端科学技術大
学院大学・バイオサイエンス）

3C0900
IGF-IとビタミンCは低温におけるマウス骨格筋細胞の分化を
回復させる

○島 亜衣，松田 良一
（東大・院総合・生命環境）

3C0915
高濃度リン酸培養は骨格筋細胞に骨分化を誘導する

吉川 奈美子1，大野 智久1,2，長田 洋輔1，塩塚 政孝1，
○松田 良一1

（1東大・院総合・生命環境，2都立井草高・生物）

3C0930
筋衛星細胞の休眠化機構に関する研究

○本田 悠介，長田 洋輔，松田 良一
（東大・院総合文化・生命環境）

3C0945
ホヤ幼生の脊索細胞の分化に伴う細胞増殖停止にはCip/Kip
family CKIが必須である

○小林 健司1，里 浩彰1，ルメール パトリック2，岸本 健雄1

（1東工大・院生命理工・生命情報，2IBDML, France）

3C1000
ホヤ血球の “Green cell” について

○天野 重豊
（金沢大・がん研）

3C1015
イモリ表皮色素細胞のBMPシグナル系による形成制御

○竹島 一仁
（名古屋大学）

3C1030
アフリカツメガエルのメラノブラスト移動におけるエンドセリ
ン受容体B2の機能解析

○川崎 あきは，山本 博章
（東北大・院・生命科学）

3C1045
成体イモリの網膜再生過程におけるMusashi-1の発現

○金子 潤，千葉 親文
（筑波大・院生命環境・情報生物）

3C1100
カイコガ幼虫前部絹糸腺の予定細胞死を抑制するタンパク性因
子の性質

○松井 洋人1，掛井 基徳2，桜井 勝1,2，岩見 雅史1,2

（1金沢大・院自然・生物，2金沢大・院自然・生命）

3C1115
イトマキヒトデ未受精卵のアポトーシスにおけるカスパーゼ-
3/-9活性化機構

○高田 真理子1，広橋 教貴2，千葉 和義3

（1お茶大・院ライフサイエンス・生命科学，2お茶大・院ライフ
サイエンス・遺伝，3お茶大・理・生物）

3C1130
自然発症矮小ラットの長寿と皮下脂肪の関係

○新海 正1，金子 孝夫1，佐々木 徹1，田原 正一1，野本 茂樹2，
野本 恵美2，倉本 和直3，近藤 昊4

（1都老人研・老化機構・レドックス，2都老人研・老化制御・環
境老化，3都老人研・動物施設，4人間総合科学大学・人間科学）

3C1145
スッポン胚の孵化機構

○鵜沢 萌子1，岩澤 淳1，吉崎 範夫1，安増 茂樹2

（1岐阜大・応用生物，2上智大・理工）

3D0900
ショウジョウバエDrcd1遺伝子の精巣における機能
○山内 祐子，山本 さくら，向 正則
（甲南大・院自然科学・生物)

3D0915
ショウジョウバエのinnexin2遺伝子による卵形成過程の制御
○加藤 大貴，向 正則
（甲南大・自然科学研究科・生物)

3D0930
ショウジョウバエ始原生殖細胞においてNanosが制御する下
流遺伝子の網羅的探索

○熊田 裕司，佐藤 仁泰，小林 悟
（基生研）

3D0945
ショウジョウバエ始原生殖細胞における自律的性決定機構

○橋山 一哉，林 良樹，小林 悟
（岡崎統合バイオ・基生研）

3D1000
ショウジョウバエ生殖幹細胞ニッチにおけるヘパラン硫酸プロ
テオグリカンの役割

○林 良樹1，津田 弥生2，小林 悟1，中藤 博志2

（1基生研 統合バイオ，2Univ. of Minnesota, GCD）

3D1015
ミジンコ（Daphnia pulex）の単為発生卵は減数しない「減
数分裂」でつくられるのか？

○蛭田 千鶴江1，西田 千鶴子2，栃内 新1

（1北大・院理・自然史科学，2北大・院理・生命理学）

3D1030
魚類精巣分化過程における体細胞の動態

○小林 亨1,2

（1愛媛大・南水研・松山分室，2愛媛大・大学院連合農学研究
科）

3D1045
魚類卵母細胞型ラミンＢ３のＲＳリピートを認識するキナー
ゼ、ＳＲＰＫ１の解析

○山口 明彦，小川 真理子，松山 倫也
（九州大・農院・海洋生物）

3D1100  精巣細胞の再集合-皮下移植によるゼブラフィッシ
ュ精原幹細胞の増殖と精子形成
○河崎 敏広，新屋 みのり，齊藤 憲二，酒井 則良
（遺伝研・小型魚類開発）

3D1115
ゼブラフィッシュ生体における卵成熟と排卵の誘導

○徳元 俊伸1，井伊 早苗1，蜂須賀 香里1，徳元 美佳2

（1静岡大・理・生物科学，2男女共同参画推進室）

3D1130
第一減数分裂期のヒトデ卵母細胞に取り込まれた精子の中心体
と核の挙動

○根本 心一1,3，宮崎 敦子1，鷲谷 節子2，辻村 とも子2，田村
美和1，上村 伊佐緒3（1お茶大・理・生物，湾岸センター，2一
橋大，3首都大・院理工・生命科学）

3D1145
イトマキヒトデ減数第一分裂における細胞表層の収縮の伝播

○福田 翔太，佐藤 節子，浜口 幸久
（東京工業大学大学院 生命理工学研究科 生物プロセス 浜口
研）

3F0900
核内共生細菌ホロスポラが識別するゾウリムシ大核膜物質に対
する抗体の作成

○田中 健也，藤島 政博
（山口大・大学院・理工学研究科・環境共生系専攻）

3F0915
クロレラソロキニアーナはミドリゾウリムシに共生すると細胞
壁のレクチン結合能を失う

西嶋 綾子1，児玉 有紀2,3，○藤島 政博1,2

（1山口大・院理工・自然共生科学，2山口大・院理工・環境共生
系，3学振・PD）

3F0930
ミドリゾウリムシの共生クロレラは宿主トリコシストの密度を
変化させる

○児玉 有紀 1,2，藤島 政博1

（1山口大・院理工・環境共生，2学振PD）

3F0945
ADF/cofilin様蛋白質Adf73pによる繊毛虫テトラヒメナの
アクチン細胞骨格の制御の解析

○汐崎 七海1，中野 賢太郎1，ウロガ ドロタ2，デイブ ドラシテ
ィ2，ゲルティヒ ヤーセック2，沼田 治1（1筑波大・生命環境・構
造生物，2Department of Cellular Biology, University of Georgia）

3F1000
ヒメゾウリムシ細胞表層シートを用いた繊毛運動の解析

○久冨 理1，堀 学2，野口 宗憲1

（1富山大・院理工・生物圏，2山口大・院理工・環境共生系）

3F1015
パラボリックフライトによる変動重力場における生物対流パタ
ーンの応答

○最上 善広1，安里 枝利子1，鹿毛 あずさ1，千葉 陽子2，和田
祐子1，木村（勝） 由美子1，久保田 彩水1，新堀 真希1

（1お茶大・大学院・生命科学，2お茶大・理・生物）

3F1030
中心子構築の足場として機能する新規クラミドモナス蛋白質
Ccp201

○白土 玄，神谷 律，廣野 雅文
（東大・院理・生物科学）

3F1045
鞭毛ダイニン外腕ドッキング複合体の構造と機能

○若林 憲一1，大和 幹人1，臼倉 治郎2，神谷 律1

（1東大・院理・生物科学，2名大・エコトピア・融合プロジェク
ト）

3F1100
低濃度ATP下で運動停止を示すウニ精子鞭毛における機械的
変形による振動の誘導

渡辺 友美，○真行寺 千佳子
（東大・院理・生物科学）

3F1115
非加水分解ATPアナログの結合がウニ精子鞭毛外腕ダイニン
の滑り活性に及ぼす効果

○中野 泉，真行寺 千佳子
（東大・院理・生物科学）

3F1130
機械刺激により誘起されるウニ精子鞭毛反応におけるカルシウ
ムの役割

○蒲原 祐花，真行寺 千佳子
（東大・院理・生物科学）

3F1145
ホヤ精子鞭毛カラクシンの鞭毛運動における機能

○水野 克俊，柴 小菊，稲葉 一男
（筑波大・生命環境・下田臨海）
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3B1200
上皮細胞増殖誘起能：イトマキヒトデ胚間充織細胞に見出した
新規な形態形成機能

○濱中 玄1，松本 緑1，金子 洋之2

（1慶大・院理・基礎理，2慶大・生物）

3B1215
イトマキヒトデ形態形成：間充織細胞の配置パターン

○金子 洋之1，濱中 玄2，保坂 恵利3，細谷 夏実3

（1慶応義塾大学自然科学研究教育センター，2慶応義塾大学理工
学部生命情報3大妻女子大学社会情報）

3B1230
イトマキヒトデ胚に存在するクロマチン会合性トランスグルタ
ミナーゼの機能解析

○池上 晋1，西山 了1,2，山崎 明子3，加藤 宏一2

（1長浜バイオ大学，2名古屋市立大学・院システム自然科学，3広
島大学・院生物圏科学）

3B1245
カタユウレイボヤNodalの左右非対称な発現制御機構と機能の
解析

○吉田 慶太，西駕 秀俊
（首都大・院理工・生命科学）

3B1330
ショウジョウバエ内臓中胚葉のabd-A が内胚葉の部域特異的
な遺伝子発現を制御する

下岡 リリー，原田 由美子，○村上 柳太郎
（山口大・理学部・生物・化学）

3B1345
チョウのハネにおける鱗粉細胞配列パターンの形成機構：複数
の基本機構の関与

○吉田 昭広1，木下 勉2

（1JT生命誌研究館2立教大学・理学部・生命理学科）

3B1400
シロオビアゲハの擬態紋様に関与する遺伝子の探索

○西川 英輝，藤原 晴彦
（東京大・院新領域・先端生命）

3B1415
カブラハバチにおけるlarval RNAi法を用いた Distal-less
遺伝子の解析

○吉山 直利1,3，東城 幸治2，畠山 正統3

（1信州大・院・地球生物圏科学，2信州大・理・生物，3農業生物
資源研・昆虫）

3C1200
ツメガエル変態における TRAIL による幼生型赤血球の選択的
細胞死

○田村 啓，回渕 修治，柴 忠義，高松 信彦，伊藤 道彦
（北里大・理・生物情報科学）

3C1215
アフリカツメガエル変態期における赤血球の増殖と甲状腺ホル
モンの作用

○山口 雅裕，木下 勉
（立教大・理・生命理）

3C1230
ツメガエル尾部退縮における免疫系の関与

五十嵐 一博1，前野 貢2，○井筒 ゆみ2

（1新潟大・院・自然，2新潟大・理・生物）

3C1245
両生類アフリカツメガエルにおける皮膚創傷治癒と器官再生と
の関係

○丸岡 玉枝1，薬師寺 那由他2，大湖 史朗1，天野 孝紀3，城石
俊彦3，横山 仁1，田村 宏治1（1東北大・院・生命科学，2理研・
RCAI，3遺伝研・系統生物研究センター）

3C1330  エレクトロポレーションを用いたオオミジンコへの
遺伝子導入
○加藤 泰彦1，小林 かおる1，渡邉 肇1,2，井口 泰泉1

（1自然科学研究機構・基生研・岡崎統合バイオ，2大阪大・院
工・生命先端）

3C1345
マイクロ流体チップへの細胞自動供給モジュール

○長谷川 明之，ウベット フセイン，前 泰志，田窪 朋仁，大
原 賢一，新井 健生
（大阪大・院基礎工・システム創成）

3C1400
スタイネガー記載スミソニアン博物館蔵日本産ハ虫類の原図

○溝口 元
（立正大・院社会福祉・生命科学）

3C1415
未来の生物学者を育てる－「ＢＳリーグ－めざそう 未来の生
物学者！」－

○土岐田 昌和，尾嶋 好美，町田 龍一郎，佐藤 忍
（筑波大・生命環境学群・生物学類）

3D1200
イトマキヒトデ卵成熟再開時のCa2+上昇における卵表層アクチ
ン線維の関与

○経塚 啓一郎1，サンテラ ルイジア2

（ 1東北大・院生命・海生研センター， 2Laboratory of Cell
Signaling, Stazione Zoologica ‘Anton Dohrn’）

3D1215
食虫目スンクスの精子における鞭毛構成成分Spetex-1の局在
解析

○岩本 静花，金子 たかね，飯田 弘
（九州大院・農・動物）

3D1230
ラット精巣性上皮における Ceacam6 と Ceacam6-L の異
所的発現

○栗尾 仁之，初田 弘，村山 絵美，飯田 弘
（九州大・院農・動物学）

3D1245
ラット精子鞭毛におけるTektin2およびTektin2結合タンパ
ク質の細胞内局在

○島崎 明佳，村山 絵美，金子 たかね，飯田 弘
（九州大院・農・動物）

3D1430
ヒトデの卵母細胞ペアが電気パルスで融合する過程の視覚的記
録

○米田 満樹
（東京都東久留米市滝山5-7-7）

3D1445
ヒラムシ卵の受精嚢内における発生開始機構

○佐々木 博成，出口 竜作
（宮城教育大・生物）

3F1200
ホヤ精子運動活性化に関与するアデニル酸シクラーゼの同定

○柴 小菊，保住 暁子，稲葉 一男
（筑波大・下田臨海）

3F1215
浸透圧ショックによるサケ科魚類精子の細胞外K+, Ca2+非依存
的運動活性化

○竹井 元，奥野 誠
（東京大学・院 総合文化・生命環境）

3F1230
タンガニイカ湖産シクリッドにおける行動と精子の共進化

○守田 昌哉，竹村 明洋
（琉球大・熱性研）

3F1245
性ステロイドホルモンによる精子超活性化のnon-genomic
regulation

○藤ノ木 政勝
（獨医大・医・生理）

3F1330
毛顎動物の横紋筋の微細構造に関する研究

○鶴田 浩平，松野 あきら
（島根大・院・生物資源・生物生命）

3F1345
昆虫飛翔筋収縮の温度感受性はミオシンでなく収縮調節系に起
因する

○岩本 裕之
（SPring-8・JASRI）

3F1400
魚類黄色素胞におけるプロラクチン（ＰＲＬ）のシグナル伝達
とＰＲＬ受容体の発現

○矢野 雄大1，西口 慶一2，吉岡 亨1，大島 範子1

（1東邦大学・院理・生物分子科学，2東邦大・薬・薬）

3F1415
脊椎動物のロドプシンにおけるリガンド分子との共有結合の進
化的意義

○松山 オジョス 武1，山下 高廣1，今井 啓雄2，七田 芳則1

（1京都大学・院理・生物，2京都大学霊長類研究所）

14:30

14:45



第3日目 9月19日（土）15:00～18:00 口演発表（B～F）
C会場 D会場 F会場A会場 B会場

16:30

16:45

17:00

17:15

17:30

17:45

3B1530
Xenopus卵色素含有表層は、受精後、予定背側ではなく腹側
向かって回転する。

○品川 敦紀
（山形大・理・生物）

3B1545
イモリ胚の原腸陥入における内胚葉細胞の運動と細胞内カルシ
ウムイオン動員機構

○増本 三香1，小畑 秀一1，高野 和敬2，駒崎 伸二2，生沼 勉3，
浅島 誠4（1北里大・一般教育・生物，2埼玉医科大・医・解剖，
3宮崎大・医・解剖，4東大，産総研・器官発生工学）

3B1600
イモリ初期原腸胚から単離した予定内胚葉細胞にみられる細胞
伸長及び細胞運動のしくみ

○小畑 秀一1，増本 三香1，高野 和敬2，駒崎 伸二2，生沼 勉3，
浅島 誠4,5（1北里大・一般教育・生物，2埼玉医科大・医・解剖，
3宮崎大・医・解剖，4産総研，5東大）

3B1615
アフリカツメガエルの初期発生におけるクエン酸合成酵素の機
能

○桑名 貴幸，上野 秀一，岩尾 康宏
（山口大・院医系・応用分子生命科学）

3B1630
アフリカツメガエル初期胚の表層と内層の反応性の差異

○高橋 秀治1，祢次金 進2，原本 悦和1，有泉 高史2，浅島 誠2

（1東大・総合・生命科学構造化センター，2東大・院総合・生命
科学構造化センター，3東大・院総合・生命）

3B1645
バフンウニSulfは骨片形成におけるVEGFシグナルの調節に
関与する

○藤田 和将，武智 永里子，坂本 尚昭，山本 卓
（広大・院理・数理）

3B1700
バフンウニ胚におけるNanosの機能

藤井 孝吉1，坂本 尚昭1，落合 博1，住吉 範子1，岡光 憂佳1，
美濃川 拓哉2，○山本 卓1

（1広島大学・院理・数理分子生命，2東北大学・院生命・浅虫海
洋生物学研究センター）

3B1715
ニッポンウミシダHox遺伝子の発現とクラスター構造の解析
○鶴ヶ谷 柊子1，黒川 大輔1，柴田 朋子1，大田 竜也2，池尾
一穂3，赤坂 甲治1

（1東大・院理・臨海，2総研大・先導科学，3遺伝研・遺伝情報分
析）

3B1730
直接発生ヨツアナカシパン幼生におけるHox遺伝子の発現解析
○土本 純，山口 正晃
（金沢大・院・自然科学）

3B1745
ポリプテルス，ヤツメにみる脊椎動物胚葉形成の祖先型

○相沢 慎一，竹内 雅貴
（理研神戸，CDB，ボデイプラン）

3C1530
ニホンミツバチは炭酸ガス濃度と熱でオオスズメバチを殺す

○菅原 道夫，坂本 文夫
（京都学園大学バイオ環境学部）

3C1545
ハチ目昆虫の社会性行動・化学コミュニケーションとヒトの科
学コミュニケーション

○笹川 浩美1，窪川 かおる2，奥田 隆3，所 雅彦4，山岡 亮平5，
鈴木 良次6，奥野 光1，中野 良一1（1（財）JSF・科学技術館，2東
大海洋研，3農生資研，4森林総研，5京工繊大，6金沢工大）

3C1600
神戸市に侵入したアルゼンチンアリにおける、体表炭化水素を
介した巣仲間識別

○小林（城所） 碧，尾崎 まみこ
（神戸大・院理・生物）

3C1615
ヤマトシロアリ（Reticulitermes speratus）の雄ワーカー
は有性生殖に参加している

○藤田 愛，渡辺 裕文
（（独）農業生物資源研究所）

3C1630
霊長類寄生性シラミ類における共生細菌の起源と進化

○深津 武馬1，細川 貴弘1，古賀 隆一1，二河 成男2，加藤 卓
也3，羽山 伸一3，竹節 治夫4，田中 伊知郎5

（1産業技術総合研究所，2放送大学，3日本獣医生命科学大学，
4地獄谷野猿公苑，5四日市大学）

3C1645
ブンブクウニ類の形態、生活様式と生息分布の関係

○齋藤 礼弥，金沢 謙一
（神奈川大・院理・生物）

3C1700
特定外来生物カワヒバリガイの分布拡大プロセスの推定

○富永 篤1，五箇 公一1，木村 妙子2，伊藤 健二3

（1国立環境研，2三重大・生物資源，3農環研）

3C1715
ニワトリ雛のリスク感受性選択―階層ベイズモデルを用いた推
定―

○川森 愛1，松島 俊也2

（1北大・院生命・生命システム，2北大・院理学・生命理学）

3C1730
超低周波電磁波が雄マウス生殖器官に及ぼす影響の暴露時間に
よる違い

○畑中 恒夫
（千葉大・教育・理科教育）

3C1745
霊長類カニクイサルの視覚評価

○菅野 江里子1，富田 浩史1，姫 志剛2，砂金 ひとみ1，松坂
昌哉3，虫明 元3，廣井 照1，王 卓1，玉井 信4

（1東北大・国際高等融合領域，2東北大・生命科学・脳機能解析，
3東北大・医・生体システム生理学，4東北大・医）

3D1500
アフリカツメガエル卵母細胞表層顆粒レクチンの機能について
の再評価

○永田 三郎
（日本女子大・理・生物）

3D1515
超高感度細胞呼吸計測技術を応用した単一卵子呼吸能解析

○阿部 宏之1，齋藤 剛史2，横尾 正樹3，珠玖 仁2，末永 智一2

（1山形大・院理工・物質化学，2東北大・院環境科学，3東北大・
未来医工学）

3D1530
運動開始時と卵海水処理時のウニ精子に見られる呼吸活性と活
性酸素種について

○風間 真，日野 晶也
（神奈川大学・理・生物）

3D1545
マボヤ精子ProacrosinとSpermosinが相互作用する脂質輸
送タンパク質に関する解析

○赤坂 茉莉，澤田 均
（名古屋大・院理・臨海）

3D1600
カタユウレイボヤ精子活性化における脂質ラフトの役割

○朱 麗紅，稲葉 一男
（筑波大学下田臨海）

3D1615
ラット精液における活性酸素種消去機構

○春見 達郎1，宍戸 直美2，中村 正雄2，立野 裕幸3，林 要喜
知4，清水 範彦5，柳町 隆造6

（1旭川医大・解剖，2旭川医大・化学，3旭川医大・生物，4旭川
医大・生命科学，5旭川医大・動物，6ハワイ大・生物発生研）

3D1630
マウス精子の先体反応はいつ起こるか？

神 繭子1，藤原 英史2，垣内 康孝1，馬場 昭次1，千葉 和義1，
○広橋 教貴1

（1お茶大・院・ライフサイエンス，2（株）ドキュメンタリーチャ
ンネル）

3D1645
マウス受精卵におけるCa2+オシレーション発生時のCa2+流
入の解析

○高橋 徹，畑中 貴之，原 悠輔，白川 英樹
（電通大・量子物質工）

3D1700
イモリ受精時のCa2+濃度上昇を引き起こす卵付活分子の作用と
種特異性

○原田 裕一郎，上野 秀一，岩尾 康宏
（山口大・院医系・応用分子生命科学）

3D1715
イトマキヒトデ受精卵における前核の行動にみられる雌雄差

○立花 和則，新田 勝弘，岸本 健雄
（東工大・院生命理工・生命情報）

3D1730
カタユウレイボヤにおける精子と卵の相互作用に関する研究

○山口 顕，齋藤 貴子，原田 淑人，澤田 均
（名古屋大・院理・臨海）

3D1745
後口動物における卵外被構造タンパク質ARISの保存性

○成瀬 正啓1，昌谷 洋1，星 元紀2，松本 緑1

（1慶應義塾・院理工・生命システム情報，2放送大学）

3F1530
マシコヒゲムシ栄養体の組織学的および細胞構造学的研究

○松野 あきら1，山崎 由美子1，笹山 雄一2

（1島根大・生科・生物，2金沢大学自然計測応用研究センター）

3F1545
昆虫培養細胞におけるGap結合関連蛋白質Innexinの超高圧
電顕像の3次元画像解析

○伏木 大輔1，四方 雅人1，中田 香奈1，有井 達夫2，吉村 亮
一1，遠藤 泰久1（1京都工繊大・院工芸科学・応用生物，2生理
学研究所・脳機能計測支援センター）

3F1600
原腸形成運動におけるXenopus Slingshot（XSSH）の機
能

○武田 太郎，太和田 智之，阿部 洋志
（千葉大学大学院・融合科学研究科・ナノバイオロジーコース）

3F1615
微小管結合タンパク質ダイナミン２の細胞分裂期特異的なリン
酸化

○森田 真規子，濱生 こずえ，細谷 浩史
（広島大・院理・生物）

3F1630
収縮環におけるリン酸化ミオシンII局在のライブイメージング

○板倉 志帆，濱生 こずえ，細谷 浩史
（広島大学・院理・生物）

3F1645
貝柱内転筋と牽引筋のＣａ制御

○矢沢 洋一1,2

（1北海道教育大学旭川校，2東大三崎臨海実験所）

3F1700
マガキトロポミオシンアイソフォームのアクチン結合性と胚で
の局在について

○伊藤 篤子1，藤ノ木 政勝2

（1慶應大・商・生物，2獨協医・医・生理）

3F1715
線虫生殖巣筋上皮細胞の収縮制御にトロポニンＩが欠かせない

○大日方 昂1，斧 加奈子2，斧 正一郎2

（1帝京平成大・健康栄養，2Department of Pathology, Emory
University）

3F1730
エクトピックに発現したクラミドモナスの非保守的アクチン
（NAP）の重合性

○箕浦 高子
（中央大・理工・生命科学）

3F1745
GTP加水分解反応と微小管構造の動態

○上村 慎治1，岩本 裕之2，宮代 大輔3

（1中大・理工・生命，2（財）高輝度光科学研究センター・バイオ
ソフトマテリアル3）

15:30

15:45

16:00

16:15

15:00

15:15



第3日目 9月19日（土）9:00～12:00 口演発表（G～K）
I会場 J会場 K会場G会場 H会場

9:00

9:15

9:30

9:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

3H0900
カタユウレイボヤCCK/gastrin family ペプチド同族体
Cionin の機能解析

○関口 俊男1，川田 剛士1，小笠原 道生2，佐竹 炎1

（1（財）サントリー生物有機科学研究所，2千葉大院融合科学）

3H0915
カタユウレイボヤのニューロテンシン様ペプチドの機能解析

○川田 剛士1，青山 雅人1，関口 俊男1，小笠原 道生2，濱田
麻友子3，佐藤 矩行3，佐竹 炎1

（1（財）サントリー生物有機科学研究所，2千葉大学大学院融合
科学研究科，3沖縄科学技術研究基盤整備機構）

3H0930
ホヤGnRH受容体ヘテロダイマーのPKC分子種特異的活性化
によるERKシグナル調節

○酒井 翼1，青山 雅人1，日下部 岳広2，津田 基之2，佐竹 炎1

（1（財）サントリー生物有機科学研究所，2兵庫県立大学大学院
生命理学研究科）

3H0945
原索動物と頭索動物のカルシトニンファミリーの違い

関口 俊男，○佐竹 炎
（サントリー生有研）

3H1000
軟体動物エストロゲン受容体様タンパク質とリガンドとの相互
作用解析

○水上 薫，長澤 香幸，雑賀 絢，齋藤 真奈美，高橋 滋，高
橋 勇二
（東京薬科大・生命科学・環境ストレス生理学）

3H1015
ナメクジウオの２種類のステロイドホルモン受容体遺伝子の単
離と機能解析

○勝 義直1，窪川 かおる2，漆谷 博志3，井口 泰泉3

（1北大・院理・生命理学，2東大・海洋研，3自然科学研究機構・
岡崎統合バイオ）

3H1030
ウロコのアッセイ系を用いた水酸化多環芳香族炭化水素類の魚
類の骨代謝に及ぼす影響

○鈴木 信雄1，早川 和一2，服部 淳彦3

（1金沢大・臨海，2金沢大・医薬保健研究域，3東京医科歯科大・
教養部）

3H1045
新生仔マウス脳スライス培養におけるオキシトシン細胞形態に
対するイソフラボンの影響

○吉村 亮一，山本 絵梨香，遠藤 泰久
（京都工繊大）

3H1100
哺乳類卵巣組織におけるタキキニンの生物学的役割について

○青山 雅人，川田 剛士，佐竹 炎
（財団法人サントリー生物有機科学研究所）

3H1115
アフリカツメガエルにおける赤血球系細胞の免疫染色と細胞蛋
白質変動の検出

○別府 実穂1，奥井 武仁1，小坂‐野川 菜美1，會沢 洋一2，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）

3H1130
末梢好中球数増多にともなうアフリカツメガエル好中球産生調
節因子の発現の変化

○加藤 友啓1，小野寺 秀和1，恩田 信洋1，赤塚 龍平1，松田
悠1，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）

3H1145
糖尿病マウス下垂体前葉における発情ホルモン受容体mRNA
の発現解析

○真鍋 芳江1，森脇 晃義1，上島 孝久1，林 英生1，竹内 栄2，
高橋 純夫2（1中国学園大・現代生活・人間栄養学科，2岡山大・
院・自然科学）

3I0900
カイコのトマト葉に対する摂食反応

村上 聡，○片田 美幸，北澤 裕太，横山 岳，蜷木 理
（東京農工大・院・農）

3I0915
アメリカウミザリガニのオペラント学習：レバー押し型条件付
けによる行動学的検証

○冨菜 雄介
（北海道大学・生命科学院・生命システム科学コース）

3I0930
コオロギの歩行に関連した前大脳ニューロンの活動様式

○甲斐 加樹来1，岡田 二郎2

（1長崎大院・生産科学・環境，2長崎大・環境）

3I0945
接近物体に対するカマキリ防御行動

○山脇 兆史
（九大・理・生物科学）

3I1000
ミツバチ採餌蜂の脳における視覚情報処理と神経活動の関連

○木矢 剛智1,2，久保 健雄1

（1東大・院理・生物科学，2金沢大・理工・生物）

3I1015
アゲハにおける視葉からキノコ体への神経経路

○木下 充代1，エルジュンディ バジル2，蟻川 謙太郎1，ホンベ
ルグ ウベ2

（1総合研究大学院大学・葉山高等研究センタ－，2University of
Marburg・Animal Physiology）

3I1030
求蜜行動中のアゲハにおける着地に関わる色受容細胞

○越高 久晴1,2，木下 充代2，蟻川 謙太郎2

（1横浜市大・院総合科学・バイオ科学，2総研大・葉山高等研究
センター）

3I1045
ウスバシロチョウ（アゲハチョウ科）における個眼多様性

○粟田 ひろ子，松下 敦子，若桑 基博，蟻川 謙太郎
（総研大・葉山高等研）

3I1100
キンギョ嗅球神経回路におけるGnRHペプチドの神経修飾作用

○河合 喬文，阿部 秀樹，岡 良隆
（東京大学・院理・生物科学）

3I1115
終神経GnRHニューロンのペースメーカー活動に対する
GABAの興奮性作用

○中根 亮，岡 良隆
（東京大学・院理・生物科学）

3I1130
トランスジェニックメダカを用いたGnRH2ニューロンの生理
学的解析

○西川 圭，神田 真司，阿部 秀樹，岡 良隆
（東大・院理・生物科学）

3I1145
メダカGnRH3ニューロンにおけるco-transmitterとしての
グルタミン酸

○赤染 康久，神田 真司，岡 良隆
（東京大・院理・生物科学）

3J0900
クロマグロ等の時間分解能と視感度

○松本 太朗1，伊原 大志1，石田 義成2，澤田 好史2,3，倉田 道
雄3，岡田 貴彦3，石橋 泰典1

（1近畿大・農，2大阪コミュニケーションアート専門学校，3近畿
大・水研・大島）

3J0915
ゼブラフィッシュは光と地磁気に依存して定位する

○武部 明1，鯉沼 正美1，岡野 恵子1，久保 葉子1，岡野 俊行1,2

（1早大・院先進理工・電生，2科技機構・PRESTO）

3J0930
視細胞をコンディショナルに欠損する遺伝子組換えゼブラフィ
ッシュの体色変化

○松本 翔，小島 大輔，白木 知也，深田 吉孝
（東京大・院理・生化）

3J0945
深海性魚類ザラビクニン成体と稚魚における網膜層構造の特徴

溝端 桃英1，北田 貢2，高山 茂樹3，三輪 哲也4，大石 正5，○
保 智己1（1奈良女子大・院人間文化，2新江ノ島水族館，3魚津
水族館，4海洋研究開発機構，5奈良佐保短大）

3J1000
ゼブラフィッシュ松果体におけるパラピノプシンの組織化学的
解析

○和田 清二，山下（川野） 絵美，小柳 光正，寺北 明久
（大阪市大・院理・生物地球）

3J1015
パラピノプシンが機能する松果体紫外光受容細胞でのアレスチ
ンの役割

○山下（川野） 絵美1，小柳 光正1，七田 芳則2，大石 正3，保
智己 4，寺北 明久 1（1大阪市大・院理・生物地球，2京大・院
理・生物物理，3奈良佐保短大，4奈良女子大・院人間文化）

3J1030
硬骨魚類に存在する複数のメラノプシンの生化学的性質の比較
解析

○神野 有香1，小柳 光正1，塚本 寿夫1，山下（川野） 絵美1，
七田 芳則2，寺北 明久1

（1大阪市大・院理・生物地球，2京大・院理・生物物理）

3J1045
４層構造の網膜が関与するハエトリグモの視覚の分子基盤

○小柳 光正1，永田 崇1，塚本 寿夫1，磯野 邦夫2，蟻川 謙太
郎3，寺北 明久1

（1大阪市大・院理・生物地球，2東北大・院情報科学・情報生物
学，3総研大・先導研）

3J1100
ハマダラカにおける機能未知の光受容タンパク質エンセファロ
プシンの組織化学的解析

○本多 隼人，永田 崇，小柳 光正，寺北 明久
（大阪市大・院理・生物地球）

3J1115
ロドプシン輸送を阻害する変異体のスクリーニング

○佐藤 明子
（名古屋大学大学院理学研究科生命理学専攻）

3J1130
原始的脊索動物ホヤ幼生の視細胞内信号伝達系

○中川 将司，中島 千乃，勝本 真平，菅 智博
（兵県大・院生命）

3J1145
二量体化に注目したロドプシンと代謝型グルタミン酸受容体の
機能発現機構の比較解析

○山下 高廣，柳川 正隆，七田 芳則
（京大・院理・生物物理）

3K0900
大阪大学豊中キャンパスで発見したイタチムシ

○鈴木 隆仁，常木 和日子，古屋 秀隆
（阪大・院理・生物）

3K0915
薩南諸島における動吻動物の分類学的研究

○山崎 博史，馬渡 峻輔，柁原 宏
（北海道大・院理・自然史科学）

3K0930
45年ぶりの底生タコの新亜種について

○グレドル イアン
（東北文化学園大・総合政策）

3K0945
嚢舌類（軟体動物・腹足綱）を宿主とする内部寄生性カイアシ類
の日本初記録

○須藤 耕佑1，平野 義明2，平野 弥生3

（1千葉大・院・自然，2千葉大・院・理，3千葉大・海洋バイオ）

3K1000
Loxosomella plakorticolaに近縁な６未記載種の形態的特
徴（内肛動物門）

○伊勢戸 徹
（京大・フィ研・瀬戸臨海）

3K1015
野外より採集されたナマコの巨大オーリクラリア幼生の変態

○柴田 大輔1，清水 加奈2，峯水 亮3，ソリマン タハ4，小松
美英子5（1富山大・院理工・地球生命環境，2富山大・院理工・
生物，3峯水写真事務所，4富山大・理・生物，5富山大・院理
工・生命情報システム）

3K1030
中生動物ニハイチュウの種分化と細胞数の減少

○古屋 秀隆，福井 綾子，鈴木 一隆，常木 和日子
（阪大・院理・生物）

3K1045
宝石サンゴミトコンドリアゲノムの構造とその多様性

○米田 悠佑1，香山 ひわ1，古賀 久美子1，宇田 幸司1，岩崎
望2，鈴木 知彦1

（1高知大・理，2高知大・海洋生物研究教育施設）

3K1100
琉球列島産ヤマタニシ類の分子系統地理と種分化

○上島 励1，阿部 渉1，矢後 勝也1，山崎 一憲1，王 敏2

（1東京大・院理・生物，2華南農業大学）

3K1115
四国北部で環状重複を示すアカサビザトウムシ（クモガタ綱）
の染色体数分化

○鶴崎 展巨，川口 みなこ
（鳥取大・地域・生物）

3K1130
ヒョウモンショウジョウバエ亜属2種の核型および行動の比較

○高森 久樹1，芝田 晴彦1，ヴィエット ブイチュアン2，青塚
正志3（1東京学芸大・生命，2ベトナム国立自然史博物館，3首都
大・理工・生命科学）

3K1145
国内外ヒメギボシムシPtychodera flavaの分子系統解析

○佐藤 仁，田川 訓史
（広大・院理・生物）

3G0900
アルテミアの乾燥シストで活性化される遺伝子の解析

○田中 晋1，南部 文子1，南部 滋郎2

（1産業医大・産業保健・人間情報科学，2日本赤十字九州国際看
護大）

3G0915
カニクイザルマイクロサテライトマーカーの開発

○東濃 篤徳1，長田 直樹2，数藤 由美子3，平田 誠2，亀岡 洋
祐2，高橋 一朗2，寺尾 惠治1

（1（独）医薬基盤研・霊長類医科学，2（独）医薬基盤研・生物資
源研究部，3日本赤十字社・中央血液研究所）

3G0930
カエルの高効率トランスジェニックシステムを用いた機能ゲノ
ム学的研究の展開

○荻野 肇，越智 陽城
（奈良先端大・バイオサイエンス）

3G0945
ウコッケイにみられる過剰な体内メラニン産生Fmの責任領域
に存在する遺伝子重複

○四宮 愛1，木下 圭司2，水谷 誠2，並河 鷹夫2，萱嶋 泰成3，
秋山 豊子1（1慶應大・生物，2名大・院・生命農学・ABRC，3静
県大・食品栄養科学）

3G1000
野生メダカにおける性的可塑性の遺伝的多様性

○佐藤 忠，明正 大純，酒泉 満，濱口 哲
（新潟大・自然科学系）

3G1015
ルソンメダカの性決定遺伝子の同定と性決定遺伝子交代のシナ
リオ

○明正 大純1，成瀬 清2，大竹 博之3，濱口 哲1，酒泉 満1

（1新潟大・院・自然科学 2基生研・バイオリソース，3九大・医
院・分子生命）

3G1030
ニュージーランド固有昆虫種ツリーウェタとアルパインウェタ
の脂質

○片桐 千仭，岩崎 正純
（北大・低温研）

3G1045
ヨロイイソギンチャク ２ドメイン型アルギニンキナーゼの協同
性

○多田 博，鈴木 知彦
（高知大学・院理・生化学）

3G1100
テトラヒメナの２種類のアルギニンキナーゼの性質と局在I

道端 珠梨，宇田 幸司，○鈴木 知彦
（高知大学理学部物質科学科）

3G1115
クマムシのアルギニンキナーゼ遺伝子の単離とその酵素活性

○宇田 幸司，石田 観佳子，松井 透，鈴木 知彦
（高知大・理）

3G1130
カイコのアポリポホリン-IIIの自然免疫における役割

○高橋 洋平，加藤 由佳子，落合 正則
（北大・低温研）

3G1145
エクジステロイド脱リン酸化酵素の部位特異的変異導入による
触媒機構の解析

○樋之口 由貴子1，井場 誠子2，伊藤 洋一1，徳重 秀樹1，園部
治之2

（1甲南大・院自然科学・生物2甲南大・理工・生物）



第3日目 9月19日（土）12:00～15:00 口演発表（G～K）
I会場 J会場 K会場G会場 H会場

12:00

12:15

12:30

12:45

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

3H1200
脊索動物の糖タンパク質ホルモンの進化

○丹藤 由希子1，李 在萬2，日下部 宜宏2，ロイ ソナリ1，窪川
かおる1

（1東大・海洋研，2九大・院農・生物資源開発管理学）

3H1215
ホヤ下垂体研究の現状 －マボヤとカタユーレイボヤの比較

○寺門 潔1，下谷 豊和2，野崎 眞澄2

（1埼玉大・理・生体，2新潟大・理3新潟大・理）

3H1230
クロヌタウナギの腺下垂体細胞に対するエストロジェンとテス
トステロン投与の影響

○野崎 眞澄，本田 香織，三木 誠，下谷 豊和，内田 勝久
（新潟・理・臨海）

3H1245
キンギョの摂食行動と情動行動に及ぼすオクタデカニューロペ
プチド（ODN）の影響

○松田 恒平1，和田 亘平1，レプリンス ジェローム2，トノンマ
リークリスティーヌ2，丸山 圭介1，内山 実1，ボードリー ユベ
ルト2（1富山大・院理工・生体制御，2University of Rouen）

3H1430
ナメクジウオの性ステロイドとその代謝酵素の存在と脊椎動物
との比較

ロイ ソナリ1，丹藤 由希子1，野崎 眞澄2，○窪川 かおる1

（1東京大学・海洋研究所，2新潟大学・臨海）

3H1445
メダカ排卵におけるプロスタグランジンとその合成酵素COX-
2の役割

○藤森 千加，荻原 克益，萩原 茜，高橋 孝行
（北海道大・院先端生命）

3I1200
収益逓減下の意思決定とセロトニン系

松浪 庄平1，網田 英敏1，○松島 俊也2

（1北大・院生命・生命システム，2北大・院理学・生命理学）

3I1215
競争採餌と衝動的選択：時間的割引の回収リスク仮説

○網田 英敏1，松島 俊也2

（1北大・院生命・生命システム，2北大・院理学・生命理学）

3I1230
ネオンドワーフ・レインボー頭頂部の色変化と色素胞

○鹿木 宣宏1，大島 範子1，宮地 和幸2

（1東邦大・院理・生物分子科学，2東邦大・理・生物）

3I1245
コネキシンはゼブラフィッシュのストライプ幅も規定する

○渡邉 正勝，近藤 滋
（阪大・生命機能）

3I1330
ウナギ腎臓におけるSO4

2-輸送の環境イオン濃度による切り替
え

○渡邊 太朗，竹井 祥郎
（東大・海洋研）

3I1345
ウナギの延髄最最後野を介した浸透圧受容と飲水調節

○野畑 重教，竹井 祥郎
（東京大学・海洋研・生理）

3I1400
スジキレボヤ由来のNrampによる四価バナジウム輸送

○植木 龍也，道端 齊
（広島大・院理・生物科学）

3I1415
サバクネズミは絶水によりエネルギー代謝を脂肪から糖に変更
する

○竹井 祥郎1，バルトロ レイ2，ドナルド ジョン2

（1東京大・海洋研，2ディーキン大・生命環境）

3I1430
PDF遺伝子にコードされたペプチドPAPの役割

○下東 美樹1，伊藤 太一2，続 祐実1，齋藤 緑1，古賀 啓太3，
高橋 邦明4，松島 綾美3，上田 龍4，谷村 禎一2，中川 裕之1，
下東 康幸3，松本 顕5（1福岡大・理・地球圏，2九大・院理・生，
3九大・院理・化，4国立遺伝研・系統生物，5順天堂大・医・生）

3J1200
錐体視物質活性状態の分子挙動

佐藤 恵太，山下 高廣，○七田 芳則
（京大・院理・生物物理）

3J1215
コイ錐体視細胞における高いcGMP合成活性

○竹本 訓彦，橘木 修志，河村 悟
（阪大・院生命機能）

3J1230
ゼブラフィッシュ錐体の主要なタンパク質ES1のノックダウン
解析

○増田 隆昌1，和田 恭高1,2，河村 悟1,2

（1阪大・院・生命機能，2阪大・院理・生物）

3J1245
RPE65ノックアウトマウスにおける異常なS型-錐体オプシン
の蓄積

○佐藤 孝太1，中澤 満2，石黒 誠一3

（1岩手大学大学院連合農学研究科，2弘前大学大学院医学研究科
眼科学，3弘前大学農学生命科学部）

3J1430
ショウジョウバエ自然突然変異系統の多様な対飢餓戦略

西村 梓，石田 裕幸，○尾崎 まみこ
（神戸大・院理・生物）

3J1445
D-リモネン臭に対するクロキンバエの忌避行動：触角とマキシ
ラリーパルプの役割分担

○前田 徹1，平口 鉄太郎2，尾崎 まみこ1

（1神戸大・院理・生物，2東京工業大学）

3K1200
ツルクモヒトデ目（棘皮動物門：クモヒトデ綱）の分子系統解
析

○岡西 政典1，藤田 敏彦1,2

（1東大・院理・生物科学，2国立科博・動物）

3K1215
ヒトデ類の発生様式は異なる複数の系統で独立に進化する

○若林 香織1,2，竹上 勉3，小松 美英子4

（1富山大・院理工・地球生命環境，2東大病院・循内，3金医大・
総医研・分子腫瘍，4富山大・院理工・生命情報システム）

3K1230
東北日本産ハコネサンショウウオにみられる３遺伝型について

○吉川 夏彦，松井 正文，西川 完途
（京都大・人間・環境）

3K1245
絶滅危惧種イシカワガエルにおける飼育下繁殖の試みと交配後
隔離機構の解明

○住田 正幸1，佐藤 直樹1，倉林 敦1，大海 昌平2，勝連 盛輝3，
太田 英利4，福庭 博子5，菅原 芳明5，藤井 保5（1広島大・院理・
両生類研，2奄美市，3沖縄県衛生環境研，4琉球大，5県立広島大）

3K1330
ストモコードとは何か？－遺伝子発現解析からの答え－

○田川 訓史1，川島 武士2，久保田 洋3，田川－佐々木 あかね1，
ハンフリーズ トム4，佐藤 矩行2

（1広島大・院理・臨海，2沖縄科学技術研究基盤整備機構，3京都
大・院理・生物，4University of Hawaii）

3K1345
ミトコンドリアゲノムに基づく尾索動物の分子系統解析

○横堀 伸一1，大曽根 祐1，倉林 敦3，西川 淳4，広瀬 裕一2，
山岸 明彦1

（1東京薬大・生命科学・分子生命科学，2琉球大・理・海洋自然
科学，3広島大・院理・両生類研，4東京大・海洋研）

3K1400
硬骨魚類咽頭派生体の進化～Pax1/9の重複によるPax1と
Pax9、その発現と機能の変化～

○岡田 和訓1，猪早 敬二2，工藤 明2，和田 洋1

（1筑波大・院生命環境，2東工大・生命理工）

3K1415
無尾両生類真皮のカルシウム沈着の解析

○岡田 守弘，田澤 一朗，矢尾板 芳郎
（広島大・院理・両生類研）

3G1200
昆虫が発達させてきたラッカーゼ活性化系に関する研究

○朝野 維起，楠本 一洋，相垣 敏郎
（首都大・院理工・生命）

3G1215
カイコ胚子発生初期におけるグリコーゲンシンターゼキナーゼ
3βの機能解析

○山本 貴之1，加藤 智美1，中村 和生1，澤田 博司2

（1北里大・一般教育・生物，2日本大・文理・総合文化）

3G1230
カイコの初期発生における一酸化窒素合成酵素（NOS）について

○澤田 博司1，山本 貴之2，山濱 由美3，間瀬 啓介4，平川 暖
果1，外川 徹1，飯野 煕彦1（1日大・文理・生物，2北里大・一般
教育・生物，3浜松医大・生物，4農業生物資源研）

3G1245
脂肪酸CoA合成酵素からルシフェラーゼへの人工進化

○大場 裕一1，飯田 幸一郎1，井上 敏2

（1名古屋大院・生命農学，2チッソ・横浜研
内分泌）

3G1430
In situハイブリダイゼーションによるカイコ神経ペプチド発
現細胞の網羅的マッピング

○田中 良明1，ローラー ラディスラブ2，ジットナン ドゥサン2

（1農生研・昆虫科学・制御剤，2Slovak Academy of Sciences）

3G1445
キイロショウジョウバエにおけるecdysoneによる発育のタ
イミングの決定

○小野 肇1，西田 律夫1，オコナー マイケル2

（1京都大・院農・応用生命，2HHMI/University of Minnesota）
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3H1500
PGC-1αは卵巣顆粒膜細胞のプロジェステロン合成を亢進さ
せる

○矢澤 隆志1，稲岡 斉彦1，岡田 令子1，水谷 哲也1，山崎 由希子1，
宇佐美 陽子1，栗林 真悠1，梅澤 明弘2，宮本 薫1（1福井大学・医学
部・分子生体情報学，2国立成育医療センター研究所・生殖医療部門）

3H1515
マナマコクビフリンの作用機構の解析：クビフリンアナログの
作用

○吉国 通庸1，加藤 愼一1，鶴丸 早織1，山根 知樹1，大野 薫2，
山野 恵祐3（1九大・院農・アクアフィールド，2基生研・生殖，
3水研セ・養殖研）

3H1530
クサフグの産卵期におけるLPXRFaとその受容体の遺伝子発
現変動

○Shahjahan  MD，本橋 英治，安東 宏徳
（九州大・院農・動物資源科学）

3H1545
画像処理によるメダカ行動解析システムの構築

○林 大悟1，川村 敏之2

（1福井工業高等専門学校・専攻科・環境システム工学専攻，2福
井工業高等専門学校・物質工学科）

3H1600
水槽内における産卵期のクサフグの集合行動

○本橋 英治1，土井 啓行2，安東 宏徳1

（1九大・院農・動物資源科学，2下関市立しものせき水族館・海
響館）

3H1615
スンクス（Suncus murinus）を用いた空腹期胃運動の研究
坂原 聖士1，謝 祚云1，筒井 千尋2，織田 銑一3，伊藤 漸4，○
坂井 貴文1,5

（1埼玉大・院理工，2東京都市大・総合研，3名古屋大・院生命農
学，4群馬大・名誉教授，5埼玉大・脳科学セ）

3H1630
イトマキヒトデ放射神経由来のリラキシン様ペプチド、生殖巣
刺激物質（GSS）の作用機構

○三田 雅敏1，山本 和俊2，柴田 安司3，大野 薫3，長濱 嘉孝3

（1東京学芸大・教育・生命科学，2早大・教育・生物，3基生研・
生殖）

3H1645
クロヌタウナギにおける組換え生殖腺刺激ホルモンの構築

○内田 勝久1，亀井 宏泰2，森山 俊介3，山田 英佑1，千葉 洋
明3，野崎 眞澄1

（1新潟大・理・臨海，2ミシガン大，3北里大・海洋生命科学）

3H1700
ニワトリ胚下垂体における隆起部の形態形成と水晶体への分化
能について

○井上 麻紀子1，高木 宏泰1，椎名 智也1，王 睿1，坂井 貴文1,2

（1埼玉大・院理工，2埼玉大・脳科学セ）

3H1715
メダカにおける視床下部GnRHニューロン活動と下垂体遺伝子
発現の日内変動

○苅郷 友美1，神田 真司1，相川 雅人1，阿部 秀樹1，大久保
範聡2，岡 良隆1

（1東大・院理・生物科学，2東大・農学生命）

3H1730
メダカキスペプチン神経系による視索前野GnRH神経系の制御

○神田 真司1，赤染 康久1，大久保 範聡1,2，岡 良隆1

（1東京大学・院理・生物科学，2東京大学・院農・水圏）

3H1745
メダカ脳におけるkiss1およびkiss2ニューロンの生殖制御に
対する関与

○三谷 優太，赤染 康久，神田 真司，善方 文太郎，岡 良隆
（東京大・院理・生物）

3I1530
等脚甲殻類オオグソクムシ心筋に対する興奮ホルモンの作用と
細胞内Ca2+動態

山田 慎吾1，○田中 浩輔2，桑澤 清明3，黒川 信1

（1首都大・院理工・生命科学，2杏林大・医・生物，3岡山理科
大・基礎理学）

3I1545
キイロショウジョウバエの低温麻痺からの回復時間とリン脂質

○後藤 慎介1，宇高 寛子1，上田 千晶1，片桐 千仭2

（1大阪市大・院理，2北大・低温研）

3I1600
アルテミア休眠胚の休眠覚醒に及ぼす高温（35～39℃）の影
響

○南部 滋郎1，田中 晋2，南部 文子2，中野 正博2

（1日赤九州国際看護大，2産医大・産保・人間情報科学）

3I1615
概年リズムの同調において重要なのは日長の絶対値か変化量
か？

宮崎 洋祐，○沼田 英治
（大阪市大・院理・生物地球）

3I1630
ホソヘリカメムシ概日時計遺伝子の光周性への関与

○池野 知子，沼田 英治，後藤 慎介
（大阪市大・院理・生物地球）

3I1645
マダラシミ時計遺伝子Clockの発現リズムとRNA干渉による
機能解析

○鎌江 優一，富岡 憲治
（岡山大学・院・自然科学）

3I1700
フタホシコオロギ視葉外組織での時計遺伝子per iod、
timeless mRNA発現の時間的制御
○瓜生 央大，富岡 憲治
（岡山大・院・自然科学）

3I1715
キイロショウジョウバエ概日時計機構への加齢の影響

○梅崎 勇次郎，富岡 憲治
（岡山大・院・自然科学）

3I1730
母子分離中の環境温度が新生ラットの概日リズムに及ぼす影響

○吉川 朋子1，松野 亜美2，山仲 勇二郎2，西出 真也2，本間
さと1,2，本間 研一1

（1北海道大・院医・時間医学，2北海道大・院医・生理）

3J1500
ショウジョウバエを用いた匂いによる振動現象の機構研究

○田中 暢明1,2，ストップファー マーク1

（1National Institute of Child Health and Human Development，2

京都大学）

3J1515
甲虫類サナギの防衛行動（I）腹部回転反射

○仲村 達弥1，倉内 敏章1，山脇 兆史2，市川 敏夫2

（1九大・院システム生命・生命理学，2九大・院理・生物科学）

3J1530
甲虫類サナギの防衛行動（II）ジントラップ反射

○倉内 敏章1，仲村 達弥1，山脇 兆史2，市川 敏夫2

（1九大・院システム生命・生命理学，2九大・院理・生物科学）

3J1545
甲虫類サナギの防衛行動（III）腹部振動+振り回し

○市川 敏夫1，倉内 敏章2

（1九大・院理・生物，2九大・院システム生命・生命理学）

3J1600
コオロギの連続気流刺激に対する逃避行動馴化と尾葉感覚系の
方向依存的可塑性

○小川 宏人1，大江 桃子2

（1北大・院理・生命理学，2北大・理・生物）

3J1615
クロオオアリ触角における雌特異的感覚子

○中西 あき1，西野 浩史2，渡邉 英博1，横張 文男1，西川 道
子1

（1福岡大・理・地球圏科学，2北大・電子研・神経情報）

3J1630
クロオオアリ触角葉における雌特異的糸球体群

中西 あき1，西野 浩史2，渡邉 英博1，横張 文男1，○西川 道
子1

（1福岡大・理・地球圏科学，2北大・電子研・神経情報）

3J1645
昆虫前大脳における感覚処理-行動発現を繋ぐ神経細胞群の探索

○並木 重宏，神崎 亮平
（東大・先端研）

3J1700
ホヤ幼生のGnRH神経系とGnRH神経系の進化

○日下部 岳広1，寺嶋 泰子1，宮本 由紀1，堀江 健生2

（1甲南大・理工・生物，2筑波大・下田臨海）

3J1715
マボヤ生体内におけるフェノール酸化酵素（PO）活性の変動

○阿部 健之1，澤田 知夫2，石井 照久3，大竹 伸一1

（1日本大学・医学部・生物学，2山口大学・医学研究科・器官解
剖，3秋田大学・教文・生物）

3J1730
原索動物と脊椎動物におけるToll様受容体のリガンド認識様式
の違い

○佐々木 尚子1，関口 俊男1，川田 剛士1，小笠原 道生2，楠本
正一1，佐竹 炎1（1（財）サントリー生有研，2千葉大・院融合科
学・ナノサイエンス）

3J1745
有尾両生類アカハライモリにおける異種赤血球自然凝集素：環
境温度変化による産生増強

○大根田 輝，杵渕 謙二郎，細野 正道
（新潟大学・大学院・自然科学研究科）

3K1530
シマミズウドンゲ（曲形動物の唯一の淡水産種）の萼部の再生に
関する研究

○石井 照久，井上 彩子
（秋田大・教文・生物）

3K1545
脊椎動物における神経堤の獲得と転写因子の進化

○小野 廣記，和田 洋
（筑波大・院生命環境）

3K1600
アノールトカゲ（Anolis）2種間におけるニッチ分化形質として
の後肢長の比較

○若狭 甫1，カディスキューバ アントニオ2，サンオクトレナ
アバ2，横山 仁1，河田 雅圭1，田村 宏治1

（1東北大・生命科学，2Universidad de La Habana）

3K1615
棘皮動物の幼生骨片獲得にかかわる分子機構の進化

○古賀 皓之，和田 洋
（筑波大・院生命環境）

3K1630
ヤマトハサミコムシ Occasjapyx japonicus（Enderlein）
の内顎口形成

○関谷 薫1，町田 龍一郎2

（1筑波大・院生命環境・構造生物，2筑波大・菅平高原実験セン
ター）

3K1645
ヒトツモンイシノミの engrailed 相同遺伝子の発現解析（六
脚類：イシノミ目）

○中垣 裕貴1，佐久間 将2，丹羽 尚3，林 茂生3，町田 龍一郎4

（1筑波大・院生命環境・構造生物，2神奈川県立生命の星・地球博物館，3理化
学研究所発生・再生科学総合研究センター，4筑波大・菅平高原実験センター）

3K1700
チョウ（甲殻類：鰓尾亜綱）の吸盤に見る新規性の成立と機能
的相関の保持

○梶 智就
（静岡大・院理・地球科学）

3G1500
ヨトウガ蛹休眠誘導と休眠覚醒の内分泌調節

○溝口 明1，片岡 宏誌2

（1名古屋大・院理・生命理学，2東大・新領域・先端生命）

3G1515
ショウジョウバエIGF様ペプチドが変態期の発育を制御する

○岡本 直樹1，山中 直岐2，片岡 宏誌3，オコナー マイケル2，
溝口 明4

（1名大・院生命農・応用分子生命科学，2Univ. of Minnesota，
3東大・院新領域・先端生命，4名大・院理・生命理）

3G1530
カイコガ変態期における糖代謝変化と老廃物蓄積の解析

○鈴木 匠，羽野 陽子，桜井 勝，岩見 雅史
（金沢大・院自然・生命科学）

3G1545
ウシガエルサイトゾルにおけるヨードチロニンスルホトランス
フェラーゼ活性の検討

Rahman  Farhana1，○山内 清志2

（1静岡大・院理工・環境科学，2静岡大・理・生物科学）

3G1600
ツメガエル尾退縮時の糖質ステロイドによる甲状腺ホルモン代
謝酵素の発現制御

○河原 明，武方 未来，小島 みなみ，彦坂 暁
（広島大・院総合科学・行動科学）

3G1615
無尾両生類の変態における形態変化のタイミングの決定要因

中島 圭介，藤本 健太，○矢尾板 芳郎
（広島大・院理・両生類研）

3G1630
ショウジョウバエのオクトパミン受容体betaの機能解析

○大原 裕也，萱嶋 泰成，小林 公子
（静岡県立大学・生活健康科学研究科・人類遺伝学研究室）

3G1645
Studies on translational regulation of moxd gene;
the facts and artifacts 

○松田 学，池田 香里，岡村 直道
（筑波大・院人間総合科学・生命システム）

3G1700
肺魚からみたアクアポリン（AQP）遺伝子の分子進化

○今野 紀文1，兵藤 晋2，北村 咲奈1，松田 恒平1，内山 実1

（1富山大・院理工・生体制御，2東大・海洋研・生理）

3G1715
マウスマクロファージの酸性下での炎症性サイトカインの産生
低下におけるTDAG8の関与

○戸村 秀明，茂木 千尋，当房 雅之，中倉 敬，岡島 史和
（群馬大・生調研・シグナル伝達）

3G1730
酸化ストレス関連遺伝子PRDX3のショウジョウバエ相同遺伝
子Prx5037の機能解析
○萱嶋 泰成，小林 公子
（静岡県立大・食品栄養科学・院生活健康科学）

3G1745
過重力環境におけるマウス内分泌応答

○堀 友香，向井 千夏，奥野 誠
（東大院・総合文化・生命環境）

15:00

15:15


