
公益社団法人日本動物学会 平成 26年度事業報告 

 

１. 定時社員総会 
 平成 26 年 9 月 12 日(金)東北大学川内萩ホ－ルで開催。主な議案は 

1. 平成 25 年度 公益社団法人日本動物学会事業報告 

2. 平成 25 年度 社団法人日本動物学会決算報告（貸借対照表、損益計算書、及び財産

目録） 

 

２. 学術集会の開催 
 平成 26 年 9 月 11 日から 13 日まで、第 85 回日本動物学会大会を東北大学で開催。大会準

備委員会を組織して、講演、シンポジウム、高校生発表等を行った。口頭発表演題数 522

演題、高校生ポスター発表 55 演題、シンポジウム 66 演題（本部企画を含め 13 企画）、関

連集会 21 演題（6 企画）、公開ミニシンポ 3 演題。大会参加者 約 900 名 動物学ひろばに

は、1000 名以上の一般市民の参者があった。（公益１） 

 

３. 学術誌の刊行 
 Zoological Science (ZS)の刊行（第 31 巻 7 号～第 32 巻 3 号）。平成 26 年６月から 12 月６

回発行、平成２７年１月６月 ３回発行 隔月発行に変更のため、800 頁。（公益 1） 

 ZS の編集は、編集委員会委員（海外委員 2 名を含む）が行った。編集委員会は年 1 回開

催（公益１） 

 Open Access ジャーナル Zoological Letters を 2015 年１月 13 日に発刊した。ＯＡジャ－ナ

ルのため、巻号はない。平成２６年度の出版論文数は 18 論文（公益 1） 

 
４. Webによる広報活動の促進とニュースの発行 
 HP を利用して、大学等研究機関による職員募集、科学者によるセミナー、シンポジウム

の開催通知、動物学研究トピックスなどを随時掲載した。ニュースを月 1 回発行。 

 
５. データベース構築(ZooDiversity Web) 

1. 新たに ZS に出版された論文 120 編が対象とする動物種を調査した。 

併せて ZS 1–31 巻収録論文について、以下を行った。（公益１） 

2. 学名表記を欠く場合について、適切な学名を補完 

3. タイトルについて、不適切な学名表記を修正 

4. 研究対象について、学名に対応する英名の調査 

5. 研究対象について、所属する上位分類群名の調査 

 

６. Virtual Issues の発行 
今期は、新たな Vistual issue 刊行は行わなかった。 

  



７．研究の表彰 
・日本動物学会賞 

 会員を対象とし、動物学研究に新たな知見をもたらした研究に授与。本年は 1 件を、学

会賞等選考委員会による審査を経て、理事会の審議により決定した。 

1. 澤田 均（名古屋大学・大学院理学研究科附属臨海実験所） 

「ホヤの受精機構に関する研究」 

・日本動物学会奨励賞 

 会員を対象とし、今後の動物学研究を推進することが期待される若手研究者に授与。本

年は 1 件を、学会賞等選考委員会による審査を経て、理事会の審議により決定した。 

1. 谷口 俊介（筑波大学・生命環境系・下田臨海実験センター） 

「ウニ胚の神経形成および体軸形成メカニズムの解析」 

・Zoological Science Award 

 平成 25 年に出版された ZS 掲載論文より、各分野において、優秀でインパクトのある論

文の著者に授与。ZS 編集委員会による審査を経て、理事会の審議により決定した。(公益１) 

1. Static and Dynamic Hypergravity Responses of Osteoblasts and Osteoclasts in Medaka 

Scales 

Sachiko Yano, Kei-ichiro Kitamura, Yusuke Satoh, Masaki Nakano, Atsuhiko Hattori, 

Toshio Sekiguchi, Mika Ikegame, Hiroshi Nakashima, Katsunori Omori, Kazuichi 

Hayakawa, Atsuhiko Chiba, Yuichi Sasayama, Sadakazu Ejiri, Yuko Mikuni-Takagaki, 

Hiroyuki Mishima, Hisayuki Funahashi, Tatsuya Sakamoto and Nobuo Suzuki 

pg(s) 217–223 

メダカのウロコには骨と同様に骨芽細胞と破骨細胞が共存することを証明の上、そ

の培養系を開発し、骨が重力に応答して骨形成を行うメカニズムを解析した論文で

ある。静的な過重力と動的な過重力に対する応答性が異なっていることをはじめて

証明した点や宇宙生物学への発展など論文賞に値する。 

2. The Fishermen Were Right: Experimental Evidence for Tributary Refuge Hypothesis During 

Floods Full Access 

Itsuro Koizumi, Yukiyo Kanazawa and Yuuki Tanaka 

pg(s) 375–379 

定期的にダム放流のある川をフィールドに、洪水時には河川支流に魚が避難すると

いう通説を実証した研究。 

3. Genetic Diversity and Structure in the Sado Captive Population of the Japanese Crested Ibis 

Full Access 

Kensuke Urano, Kanako Tsubono, Yukio Taniguchi, Hirokazu Matsuda, Takahisa Yamada, 

Toshie Sugiyama, Kosuke Homma, Yoshinori Kaneko, Satoshi Yamagishi and Hiroaki 

Iwaisaki 

pg(s) 432–438 

佐渡に導入されたトキの遺伝構造および多様性を調べたもので、保全生態学的に重

要であり、一般社会の関心もひくと思われる。 

4. Olfactory Homing of Chum Salmon to Stable Compositions of Amino Acids in Natal Stream 



Water 

Yuzo Yamamoto, Hideaki Shibata and Hiroshi Ueda 

pg(s) 607–612 

筆者らが 2009 年に発表したサケ 母川回帰の鍵となる臭い物質が水溶性アミノ酸濃

度であるという知見に基づき、シロサケが遡上する天塩川水系をフィールドとして

河川水 のアミノ酸組成の季節変動を解析した。検出された 19 種類のアミノ酸のう

ち5-7種類は稚魚が下降 する春季と成魚が遡上する秋季でほぼ同じ濃度となること

を見いだした。天塩川を遡上した雄シロサケを用いた二分岐水路での行動実験の 結

果、遡上する天塩川水系の春季及び秋期のアミノ酸濃度に類似させた人工水により

多くの個体が誘引された。また嗅電図による解析では 春季と秋季の人工水を区別し

ていることも明らかとなった。この論文は春季と秋期であまり変動しない水溶性ア

ミノ酸の組成を記憶するこ とで、サケの母川回帰が起こることを行動と生理の二つ

の側面から明らかにした重要な研究である。 

5. Self and Nonself Recognition in a Marine Sponge, Halichondria japonica (Demospongiae)  

Yasunori Saito 

pg(s) 651–657 

ダイダイイソカイメンから切り出した組織片の接触実験により、同一種異個体にお

ける２種の接触拒否過程の解析、認識反応における中膠細胞の挙動解析、さらに、

クロイソカイメンの組織片に対する異種拒否反応との比較解析を行った論文である。

多細胞動物で最も下等なカイメン動物における自己・非自己認識能の存在とその認

識様式についての情報提示は、この機能の進化を考える上で重要であり、論文賞に

値する。 

6. Development of the Chondrocranium in Hagfishes, with Special Reference to the Early 

Evolution of Vertebrates 

Yasuhiro Oisi, Kinya G. Ota, Satoko Fujimoto, and Shigeru Kuratani 

pg(s) 944–961 

これまで形態発生過程のほとんど分かっていなかったヌタウナギの軟骨頭蓋の発生

過程を記載、分子系統的に近縁のヤツメウナギの成体、幼生における頭蓋形態と比

較、各骨格要素の相同性の決定を通じ、円口類の頭部形態の一般系を問うと同時に、

顎口類の頭蓋形態と決定的な相違のあることを報告した。 

 

・日本動物学会女性研究者奨励 OM 賞 

  安定した身分で研究を続けることが困難であるが、強い意志と高い志を持って研究に

意欲的に取り組もうとする会員を、学会賞等選考委員会による審査を経て、理事会の審

議により決定した。（公益 1） 

1. 岡本朋子（おかもと ともこ）・独立行政法人森林総合研究所・日本学術振興会特別

研究員 PD 

「花の化学的プロフィールの変化が昆虫の行動に与える影響の解明」 

2. 濱田-川口典子（はまだ-かわぐち のりこ）・東北大学大学院 生命科学研究科 脳

機能遺伝分野・研究支援者 



「ショウジョウバエ生殖幹細胞の増殖•分化を制御する新規シグナルの解明」 

 

・成茂動物科学賞基金奨励賞 

 動物学の全分野でユニークな研究を展開する会員を振興賞の候補者とする。会長及び副

会長 2 名と会長指名による 2 名の委員で選考し、理事会の審議により決定した。 

 

1. 細 将貴（ほそ まさき） 京都大学白眉センター 特定助教  

左右性を軸にした捕食者―被食者の共進化と種分化のダイナミクス 

 

・若手研究者国際会議出席補助金（江上基金・川口基金） 

 4 月から 9 月（江上基金対象）および 10 月から 3 月（川口基金対象）に開催される海外

国際会議に出席する若手研究者を対象に、渡航費を補助する。学会賞等選考委員会による

審査を経て、理事会の審議により決定した。 

江上基金      

1. 守野 孔明（筑波大学 生命環境科学研究科 生物学選考・博士課程２年） 

2. 木矢 剛智（金沢大学理工学研究自然システム学系生物学コース・特任教授） 

 

・動物学教育賞 

 活発な啓蒙活動等により動物学の社会への普及に著しく貢献した個人または団体とし、

本学会の会員・非会員を問わない。国籍も問わない。理事で構成する委員会で審議し、理

事会の審議により以下のように決定した。(公益 1) 

1. 本川 達雄 （東京工業大学大学院生命理工学研究科教授） 

 

７. 動物学の普及活動、生物科学学会連合による生物学の連携、協調活動 
 国際生物学賞、国際生物学オリンピックの推進を図り、支援を行った。また、生物科学

学会連合活動を生物系学会と連携して推進した。(公益１) 

 

８. 委員会の活動 
（広報委員会） 

○ホームページ等により学会内外への広報活動を行った。 

○メールマガジンにより、会員向け情報の提供を行った。 

 

（図書委員会） 

出版・図書委員会メンバーに小泉修会員を追加した: 

高宗和史（熊本大）、柁原 宏（北大）、小林 一也（弘前大）、 

竹内 秀明（東大）、成瀬 清 (基生研)、本川 雅治（京大）、佐藤 明子（広大）吉国 通庸（九

大）小泉 修（福岡女子大） 



 

１．丸善出版の動物学百科事典 

2014 年 12 月 22 日、Web 会議：丸善出版株式会社企画・編集部・小林秀一郎氏から 「動物

学の百科事典」の企画内容の説明をうけ、動物学 会会長を編集委員長と して学会で

出版を引き受け、編集幹事（小泉、高宗、浅見）が章立て案を検討することとなった。 

（出席者：武田洋幸、小泉修、高宗和史、浅見崇比呂） 

2015 年 1 月 31 日、編集幹事会：丸善出版会議室で、企画・編集部・小林秀一郎氏 及び松

平彩子氏と「「動物学の百科事典」の企画内容を再検討し、章立て案を もとに、各章

につき編集委員 2 名の候補者を検討した。各章の編集委員には約 30 項目および各項目

の執筆候補者を選定してもらうこととなった。 

（出席者：小泉修、高宗和史、浅見崇比呂） 

2015 年 2 月 20 日、理事会：「動物学百科事典」の企画内容を説明し、理事会から編集幹事

が編集委員の選定を含む以降の出版業務を一任されて進めることとなった。 

2015 年 3 月 28 日、編集委員会：丸善出版会議室で、編集幹事 3 名および全 12 章の編集委

員が集まり、出版企画と中項目候補および執筆候補 者の選定の方針・日程等について

検討した。 

2015 年 6 月 14 日、編集幹事会：各章の編集委員が選定した中項目案、執筆者案をもとに、

章立て及び章間の重複の解消に向けた今後の編集方針・作業日程等について検討した。 

 

２．Springer の Animal Diversity and Generality 

2014年 12月 22日、Web会議：Springerからの本シリーズの継続出版の依頼について検討し、

動物学会会員に呼びかけて本シリーズの出版を継続する方針で検討することとなった。 

2015 年 2 月 20 日、理事会：Springer からの本シリーズの第 1～3 巻の編集・査読進行状況に

ついて報告した。継続出版につき理事会で検討し、それを学会で進めることとなった。 

 
（男女共同参画連絡会） 

１ ランチョンセミナー開催 

 第 85 回大会開催中の 9 月 11 日（木）12:00～13:00、第 14 回男女共同参画懇談会「ラン

チョン企画：動物学会の多様なワークライフバランスの実現を目指して―動物学者の生き方

を本音で語り合おう！－」を開催し、100 名を超える参加者があった。道上達男会員（東大）

から「大規模アンケートから見えてきた動物学会の現状と解決への糸口」の発表があり、

引き続きグループディスカッション「動物学を、誰もが、自立して、自分らしく行うため

に」を 4 テーマ 8 グループで実施した。 

２ 動物学会会員のアンケートデータ解析 

 第 6 期委員会による男女共同参画学協会連絡会実施による第 3 回大規模アンケート調査

（2011 年 11-12 月）の動物学会データの解析・分析の結果を引き継ぎ、さらなる解析を進

めて最終報告書（案）を完成させた。最終チェック後にホームページで公開予定。 

３ 男女共同参画学協会連絡会での活動 

正式加盟学会として運営委員会（ 2014 年 8 月 4 日、2015 年 1 月 14 日、4 月 27 日）の出席、



提言ワーキンググループへの参加、女子中高生夏の学校へのグッズ提供協力、2014 年 10 月

14（土）第 12 回連絡会シンポジウムでの参加発表、2014 年学協会連絡会加盟盟学会活動報

告およびの提出、を行った。 

４ キャリアパス小委員会との連携 

将来計画委員会との合同小委員会であるキャリアパス小委員会から提案のあったポスドク

問題の検討に関して意見交換した。 

 

（将来計画委員会） 

将来計画委員会委員名簿 

増田隆一（北大）、渡辺明彦（山形大）、和田洋（筑波大）、石原顕紀（静岡大）＊、古屋秀

隆（阪大）、椋田崇夫（鳥取大）＊、守田昌哉（琉球大）沼田英治（京大・委員長）＊ 

＊はキャリアパス小委員会（委員長：石原）の委員 

１．理事選挙制度について 

阿形前会長および武田会長からの「公益社団法人化によって起こった矛盾点の解消に向け

た議論を」との依頼を受け、「理事選挙制度について」のメール会議で議論、2 月 20 日の理

事会に報告を提出した。 

第 1 回メール会議（10 月 24 日～31 日） 

第 2 回メール会議（11 月 17 日～12 月 3 日） 

第 3 回メール会議（12 月 3 日～9 日） 

第 4 回メール会議（12 月 9 日～11 日） 

第 5 回メール会議（12 月 24 日～25 日） 

第 6 回メール会議（1 月 6 日～7 日）報告案の作成 

第 7 回メール会議（1 月 9 日）報告の決定 

２．キャリアパスについて 

男女共同参画委員会と共同で設置したキャリアパス小委員会において、「ポスドク問題につ

いて」メール会議で議論を行い、4 月 5 日に男女共同参画委員会と将来計画委員会に報告を

提出した。 

第 1 回メール会議（1 月 18 日～2 月 7 日） 

第 2 回メール会議（2 月 9 日～4 月 2 日） 

第 3 回メール会議（4 月 3 日～5 日）報告の作成 

 

（教育委員会） 

平成 26 年度は、各支部において、高校生による研究発表会の開催を中心とした活動を行っ

た。詳細は以下の通り。 

１．北海道支部 

事業名：日本動物学会北海道支部第 59 回大会 高校生特別発表 

実施日：平成 26 年 8 月 23 日（土） 

会場：函館国際水産・海洋総合研究センター 

演題数：ポスター 5 題（発表者数 4 校 8 名、参加者数 4 校 11 名） 



２．東北支部 

事業名：日本動物学会平成 26 年度東北支部大会 高校生による科学研究発表 

実施日：平成 26 年 7 月 12 日（土） 会場：岩手大学 10 題 

事業名：親子で楽しむ動物学 14：みえるしくみ～基礎から臨床応用の可能性まで～ 

実施日：平成 26 年 7 月 13 日（日） 

会場：岩手大学復興祈念銀河ホール 

出席者：一般親子 50 名、学会会員、学生 60 名 

事業名：動物学フォトコンテスト 

応募機関：平成 26 年 5 月 1 日(木)～6 月 20 日(金） 

応募資格：応募資格：東北 6 県に在住、または通勤、通学している方々（日本動物学会

会員に限定しない） 

最優秀賞 1 名、優秀賞 3 名を選出し、入賞 4 名の写真を支部ホームページに掲載した 

３．関東支部 

事業名：日本動物学会第 67 回関東支部大会 高校生発表・中学生発表・小中学生発表 

実施日：平成 27 年 3 月 14 日（土） 

会場：早稲田大学・先端生命医科学センター 

演題数：ポスター 12 題 

４．中部支部 

事業名：平成 26 年度の日本動物学会中部支部大会 能登海洋教育フォーラム 

実施日：平成 26 年 11 月 22 日（土） 

会場：金沢大学能登臨海実験施設 

演題数：教育フォーラム講演 6 題 

高校生口演 8 題 

中学生ポスター 2 題 

５．近畿支部 

事業名：2014 年 (公社)日本動物学会近畿支部秋季講演会「見え方の仕組み」 

実施日：平成 26 年 11 月 29 日(土) 

会場：大阪大学総合学術博物館セミナー室 

参加者：27 名（うち中学高校生 7 名） 

６．中国・四国支部 

事業名：2015 年度中国四国地区生物系三学会合同大会愛媛大会 高校生ポスター発表 

実施日：平成 27 年 5 月 16 日（土） 

会場：愛媛大学 

演題数：ポスター54 題 

７．九州支部 

事業名：日本動物学会九州支部・九州沖縄植物学会・日本生態学会九州地区合同大会 高

校生ポスター発表（同日に福岡県高等学校生物部会が開催された） 

実施日：平成 27 年 5 月 23 日（土） 

会場：福岡大学理学部 

 演題数：ポスター 16 題（参加者数 高校生約 70 名、高校教員約 



40 名） 

 

（国際交流委員会） 

報告事項 

平成 27-28 年度動物学会国際交流委員： 

青沼仁志（北大）、横山仁（東北）、安東宏徳（新潟大）、稲葉一男（筑波大、委員長）、徳

元俊伸（静岡大）、梅園良彦（兵庫県立大）、渡邉英博（福岡大） 

 

１．第１回動物学国際交流セミナー（報告、添付写真） 

日程：平成 26 年 9 月 14 日～16 日 

場所：東北大学大学院生命科学研究科附属浅虫海洋生物学教育研究センター 

参加者：18 名（教員 7 名、ポスドク 2 名、学生 9 名） 

9 月 14 日（日）17 時、集合、自己紹介（英語で一人 3 分程度）、ミキサー 

9 月 15 日（月）： 

10-12 時 招待講演 Christian Sardet 

  （フランスビルフランシェ臨海実験所 CNRS パリ６大学名誉教授） 

  "An exploration of world plankton: Tara expeditions and Plankton Chronicles". 

12-14 時 昼食、磯散策、記念撮影 

14 時- 話題提供（参加者全員） 

   1. 東北大学名誉教授 加藤秀生 

   2. 筑波大学下田臨海実験センター 稲葉一男 

   3. 東北大学浅虫海洋生物学教育研究センター 中本章貴 

   4. 研究紹介（参加者全員） 

17 時- BBQ 

9 月 16 日（火）：朝 解散（国際交流セミナーの様子：添付写真） 

 

２．第２回動物学国際交流セミナー（新潟大会）の準備進捗状況 

世話人：安東宏徳（新潟大）（協力：坂本竜哉 岡山大、鈴木信雄 金沢大） 

日程：平成２７年９月２０日(日)〜２１日(月) 

場所：新潟大学理学部附属佐渡臨海実験所 

海外からの招待講演者（予定）: 

Robert M. Dores 教授（University of Denver, USA） 

Ishwar S. Parhar 教授（Monash University Malaysia, Malaysia） 

John A. Donald 教授（Deakin University, Australia） 

旅費等：動物学会本部（上限：概ね３０万円 [昨年度実績]）、新潟大学拠点 

経費、岡山大学拠点経費 



 
 

３．（関連事項）22 nd ICZ シンポジウムについて 

プログラム委員長（日本動物学会副会長）沼田英治 

シンポジウム小委員会委員長（日本動物学会国際交流担当理事）稲葉一男  

小委員会名簿：浅見崇比呂（信州大）、安東宏徳（新潟大）、稲葉一男（筑波大・委員

長）、富岡憲治（岡山大）谷口俊介（筑波大） 

２月末締め切りでシンポジウムを公募する。 

 

（シンポジウム募集案内） 

公益社団法人日本動物学会会員のみなさま 

 すでにご承知の方も多いと思いますが、2016 年 11 月 15 日（火）～19 日（土）に、沖縄

にて第 22 回国際動物学会議（International Conference of Zoology, 22nd ICZ）と第 87 回日本動

物学会大会の合同大会を開催いたします。現在、基調講演（Plenary lecture）の依頼が進め

られています。詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。 

http://www.zoology.or.jp/2016-jointmeeting/ 

 合同大会のうち、22nd ICZ のセクションではシンポジウム（Symposium）22 件の開催を

予定しています。それぞれのシンポジウムは原則として 15 分の講演（質疑含む）×8 人で計

2 時間を予定しています。この機会にぜひ動物学会会員のみなさま、とりわけ若手の方にシ

ンポジウムのオーガナイザーになっていただけばと考えています。内容は動物学であれば

どの分野でもかまいません。また、海外からのコオーガナイザーと連名にしていただくこ

とを推奨します。 

 添付の申込書に記入して、2015 年 1 月 30 日（金）までに下記の２つのアドレスにお送り

ください。なお、演者氏名は可能な範囲でお書きください（ご本人の了承を得ておく必要

はありません）。 

 

第１回動物学国際交流セミ

ナー（浅虫）の様子 



 



 



 
 
（ＩＴ委員会） 
IT 委員会名簿 

阿部秀樹（名大、委員長）、吉田学（東大）、成瀬清（基生研）、蟻川謙太郎（担当理事） 

 

6 月 9 日（第１回）、7 月 9 日（第２回）にテレビ会議で IT 委員会を開催し、１）2015 年度

新潟大会での演題登録を巡って生じた問題点の改善案、２）2016 年度の沖縄における国際・

国内合同大会の参加登録・演題登録の手順について話し合った。第２回会議には、IT 委員

と事務局長に加え、沖縄大会の関係者（尾崎、広瀬、徳田の各会員）にもご出席いただい

た。意見を集約して IT 委員会として最善の方法を考え、サイトを運営する会社（ダイナッ

クス、杏林社）とスペックの詳細を打ち合わせ中。参加費などの支払いはクレジットカー

ドに対応できる見込み。第３回は 9 月 16 日に開催予定。 

 

９．動物学の普及活動、生物科学学会連合による生物学の連携、協調活動 

国際生物学賞、国際生物学オリンピックの推進を図り、支援を行う。そのため、JSPS,国

際生物学オリンピック日本委員会に各１０万円の寄附を行った。また、生物科学学会連合

活動を生物系学会と連携して推進した。 

 

１０．支部による活動 
・北海道支部 

 



公益社団法人日本動物学会北海道支部 平成 26 年度事業報告書 

（2014 年 7 月 1 日～2015 年 6 月 30 日） 

 

① 支部会員数 

139 名 （2015 年 6 月 30 日現在） 

② 支部役員会 

（第１回） 

日時：2014 年 8 月 23 日 12:30～13:30 

場所：函館国際水産・海洋総合研究センター 中会議室 

参加者：高畑雅一、山下正兼、増田隆一、栃内新、黒岩麻里、高久元、三浦徹、清水宗敬、

荻原克益、山羽悦郎、西野浩史、都木靖彰、荒井克俊、東藤孝、春見達郎 

欠席者：和多和宏、山家秀信、松原創、木村敦、鈴木仁、林要喜知、相馬雅代、勝義直、

柁原宏、青沼仁志、水波誠、松島俊也、小川宏人 

（第２回） 

日時：2015 年 4 月 23 日 10:00～12:00 

場所：北海道大学理学部 5 号館 813 室 

参加者：高畑雅一、山下正兼、松島俊也、栃内新、黒岩麻里、木村敦、鈴木仁、林要喜知、

荻原克益、西野浩史、春見達郎 

欠席者：高久元、都木靖彰、荒井克俊、松原創、相馬雅代、青沼仁志、三浦徹、山羽悦郎 

③ 支部大会 

日時：2014 年 8 月 23 日 

場所：函館国際水産・海洋総合研究センター 大会議室 

一般発表：口頭発表 14 題 

     高校生ポスター 5 題 

優秀発表賞： 

一般発表部門 

最優秀賞 大竹智史（北大・院生命）  

優秀賞 石野魁盛（北大・院水産）  

 

特別発表部門 

生態系保全賞 鈴木勘太郎，田浦あかり，薄井左京，藤原啓数（旭川西高）  

生物多様性保全賞 宇久村三世（札幌旭丘高）  

野生生物環境科学賞 阿部美也子，大塚拓海（釧路湖陵高）  

野生生物環境下学賞 藤田航輝，松原夏（釧路湖陵高）  

系統分類貢献賞 大山啄弥，中村秀（函館水産高）  

 

④ 北海道支部講演会 

(1) 第 552 回支部講演会 

日時：平成 26 年 8 月 12 日（火）15:00～16:00 

場所：北海道大学理学部 5 号館 5-407 室 



演題：Sebas elephant – スウェーデン国立自然史博物館に保管されているゾウの基準標本に

関する研究 

講師：ウルフ ヨハンソン研究員（スウェーデン国立自然史博物館） 

 

(2) 第 553 回支部講演会 

日時：2014 年 10 月 20 日（月） 16：00～17：00 

場所：北海道大学理学部 5 号館 4 階 5-407 室 

演題：Biodiversity in fisheries: the importance of discards 

（漁業における生物多様性：漁獲物投棄の重要性） 

講師：Teresa Cerveira Borges 

 

(3) 第 554 回支部講演会 

日時：2015 年 2 月 13 日（金） 13：00～14：30 

場所：北海道大学理学部 5 号館 4 階 5-407 室 

演題：高等脊椎動物における器官再生の可能性 

～イモリ・ウーパールーパーの器官再生メカニズムは高等脊椎動物に 

応用できるのか？ 

講師：佐藤伸（岡山大学異分野融合先端研究コア） 

 

(4) 第 555 回支部講演会 

日時：2015 年 2 月 16 日（月） 17：00～18：30 

場所：北海道大学理学部 5 号館 8 階 5-813 室 

演題：線虫 C. elegans の「意思決定」のための情報処理演算とその分子基盤 

講師：木村幸太郎（大阪大学大学院理学研究科生物科学専攻） 

 

(5) 第 556 回支部講演会 

日時：2015 年 2 月 16 日（月） 17：00～18：30 

場所：北海道大学理学部 5 号館 8 階 5-813 室 

演題：無脊椎動物体系学における 35 年間の研究―私的展望 

35 years of research in invertebrate systematics 

—a personal perspective  

講師：ペール・スントベリ教授（スウェーデン・ヨーテボリ大学） 

 

(6) 第 557 回支部講演会 

日時：2015 年 4 月 9 日（木）10：00～11：00 

場所：北海道大学理学部 5 号館 4 階 5-407 室 

演題：鳥類の早期学習をモデルにした学習能力を賦与する脳内分子機構 

講師：本間光一教授（帝京大学・薬学部） 

 



(7) 第 558 回支部講演会 

日時：2015 年 6 月 15 日（月）16：30～18：00 

場所：北海道大学理学部 5 号館 8 階 5-813 室 

演題：カエルの逆襲 

～リバース・ジェネティクスでカエルをヒト遺伝病のモデル生物にする～ 

講師：中山 卓哉（ヴァージニア大学生物学部） 

 

(8) 第 559 回支部講演会 

日時：2015 年 6 月 26 日（金）17：00～18：30 

場所：北海道大学理学部 5 号館 4 階 5-407 室 

演題：ソングバード大脳聴覚野における聴覚記憶の脳内表現： 

社会的つながりに基づく学習の神経基盤の解明を目指して 

講師：柳原真（沖縄科学技術大学院大学・臨界期の神経メカニズム研究ユニット） 

 

⑤ 後援 

・第 5 回ペプチド・ホルモン研究会 (2014 年 12 月 13 日開催)  

・第 18 回科学探検ひろば 2015（サイエンスボランティア旭川主催、2015 年 1 月 10～11 日） 

・市民公開シンポジウム「シマフクロウ・タンチョウを指標とした生物多様性保全：北海

道の過去・現在・未来」(2015 年 2 月 11 日)  

  

・東北支部 

①平成 26年度日本動物学会東北支部大会 

 平成 26 年７月 12 日（土）13：00～17：00（一般口演、高校生発表） 

 平成 26 年７月 13 日（日） 9：00～12：00（総会、一般口演） 

 岩手大学復興祈念銀河ホール 

  一般口頭発表：27 件 

  高校生口頭発表：10 件 

 参加者：約 90 名（高校生を含む） 

②平成 26年度公益社団法人日本動物学会東北支部役員会 

 平成 26 年 7 月 12 日（土）11:00〜13:00 

 岩手大学工学部・共用教育研究棟 203 室 

 出席者：田村支部長、玉手代表委員、松浦委員（岩手）、黒谷委員（山形）、 

     松岡委員（福島）、西野会計幹事、小金澤庶務幹事 

＜議題＞ 

  １）平成 25 年度決算案・平成 26 年度予算案（会計） 

 ２）次期支部大会開催地について（庶務） 

 ３）支部大会開催について（庶務） 

 ４）支部役員（秋田地区支部委員、広報担当幹事）の委嘱について 



 ５）「親子で楽しむ動物学」開催のための指針（庶務） 

 ６）フォトコンテスト開催について（庶務） 

 ７）北海道支部との連携について（出口理事・庶務） 

 ８）その他   

③平成 26年度公益社団法人日本動物学会東北支部総会 

  平成 26 年 7 月 13 日（日）11:30〜12:00 

  岩手大学復興祈念銀河ホール 

＜報告事項＞ 

 １）理事会報告 

 ２）第 85 回日本動物学会仙台大会について（支部長） 

 ３）庶務報告 

 ４）会計報告 

 ５）フォトコンテスト審査結果（添付書類参考） 

 ６）その他 

＜審議事項＞ 

 １）次期支部大会開催地について 

 ２）その他 

④一般向け講演会「親子で楽しむ動物学 14 みえるしくみ」（添付資料参考） 

 平成 26 年７月 13 日（日） 13：00～15：00 

 岩手大学復興祈念銀河ホール 

  講演会「みえるしくみ〜基礎から臨床応用の可能性まで」講師：冨田浩史 

  体験教室：錯視を体験できるエイムズの部屋をつくってみよう 講師：若林篤光 

  一般参加者：約 50 名、学会関係者・学生：約 60 名 

 

・関東支部 

① 平成 25年度 関東支部会主催公開講演会 

    「多様な生命現象の分子・遺伝子基盤」 

      〜 生物教科書の新たなトピックについて研究者が語る 〜 

【日 時】 平成 25 年 8 月 31 日（土） 15 時〜19 時 

【会 場】 東京大学理学部２号館講堂（東京都文京区 7-3-1） 

【参加者】 約 70 名 

15 時 00 分～ はじめに  竹内秀明（東大・院理） 

15 時 10 分～ 新学習指導要領により高校生物はどのように変わるか？嶋田正和（東大・院

総合文化） 

15 時 30 分～ ミツバチの尻振りダンスを司る脳の分子神経的基盤 久保健雄（東大・院理） 

16 時 40 分～ 昆虫から探る免疫の仕組み〜宿主と病原体の攻防 矢野 環（東北大・院薬） 

17 時 40 分～ 軟体動物を用いた神経可塑性研究 松尾亮太（福岡女子大・国際文理） 

18 時 40 分～ 総合討論 



19 時 00 分  閉会 

 

② 第 66回関東支部大会および関東支部総会 

【日 時】 2014 年 3 月 15 日（土）     

【会 場】 東京大学大気海洋研究所 

   （千葉県柏市柏の葉 5-1-5 東京大学柏キャンパス内） 

【大会長】 竹井 祥郎 会員（東京大学大気海洋研究所） 

【演題数】 一般演題（ポスター）：54 演題  中高生ポスター：26 演題 

【参加者】 238 名（うち、中高生 68 名） 

プログラム： 

 10:00  受付開始、ポスター掲示 

 10:30-12:15  公開シンポジウム(大気海洋研究所・講堂)  

   「地球温暖化で変わる? 海洋生物の住処と暮らし」 

    1.川幡穂高 (東京大学大気海洋研究所・海洋底テクトニクス分野) 

    2.狩野泰則 (東京大学大気海洋研究所・底生生物分野) 

    3.木村伸吾 (東京大学新領域創成科学研究科・自然環境学専攻) 

 12:30-13:00  総会(同上) 

 13:00-14:00  昼休み 

 14:00-16:30  ポスター発表(大気海洋研究所・ホール)  

 17:00-     懇親会(柏キャンパス内) 

 

・中部支部 

① 支部大会 

日時：平成 24 年 11 月 17 日（土）－18 日（日） 

会場：松本市浅間温泉みやま荘 

一般口演・ポスター発表 

演題数：口頭発表 25 題、 

    ポスター発表 25 題、高校生口演発表 2 題、高校生ポスター発表 2 題 

公開フォーラム 「生物学のこれから」  

講演 1. 島田正和「新学習指導要領による生態・進化教育の新しい流れ」 

  講演 2． 斎藤淳一「国際生物学オリンピックと生物教育」 

公開シンポジウム 「極限に生きる動物たち」 

  講演１．鈴木忠「怪物の生物学：クマムシの不思議」 

  講演 2．東城幸治「砂漠に生きる新規昆虫目・カカトアルキの謎」 

  講演 3. 藤原義弘「海底に沈んだ鯨が支える生態系」 

  講演 4．宮崎淳一「極限に生きる深海生物群集の進化」 

     生物アート展示・販売 

     アニマック生物アートサークル「生物部」 

     ハサミックワールド浅見雅信 



参加者：230 名  

 

・近畿支部 

① 「知と学びのサミット：個性が育むサイエンス―ノーベル賞受賞者が語る」後援 

日時 2013 年 9 月 23 日（月） 14:00～16:00 

場所 ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター（大阪市北区大深町 3-1 グラ

ンフロント大阪） 

講演・対談 下村 脩「緑色蛍光たんぱく質の発見―決してあきらめない」 

益川敏英「夢をつかむ『好奇心』に迫る 

中村桂子 

阿形清和 

ブースにおいて動物学会近畿支部の活動を紹介した。 

 

② 支部委員会報告 

日時 2013 年 11 月 16 日（土）11：00～12：10 

場所 京都産業大学むすびわざ館（京都市下京区中堂寺命婦町 1-100） 

１． 支部長報告・理事会報告 

２． 2012 年度（公益社団法人化後）会計報告 

３． 2013 年度会計中間報告 

 

日時 2014 年 5 月 10 日（土）11：00～11：45 

場所 兵庫県立大学新在家キャンパス（姫路市新在家本町 1-1-12） 

１． 支部長報告 

２． 2013 年度会計中間報告 

３． 2014 年度事業計画・予算案 

４． 支部選挙 

 

③ 支部会報告 

日時 2013 年 11 月 16 日（土） 13:00～16:00 

場所 京都産業大学むすびわざ館（京都市下京区中堂寺命婦町 1-100） 

参加者数 81 名（うち会員 19 名） 

公開講演会 

動物の形作りの謎 八杉貞雄 

生物はどうやって失った形を再生するのか 阿形清和 

動物の背と腹ができるしくみ 武田洋幸 

形作りから進化の謎に迫る－鳥はほんとうに恐竜なのだろうか－ 田村宏治 

 

日時 2014 年 5 月 10 日（土）13：30～17：45 



場所 兵庫県立大学新在家キャンパス（姫路市新在家本町 1-1-12） 

参加者数 29 名（うち会員 16 名） 

1. 支部総会 

2. 会員による研究発表 

線虫 C. elegans の温度応答-適応における 3 量体 G タンパク質を介した情報伝達 ○宇多美

里・宇治澤知代・石割友博・木村真衣・太田茜・久原篤（甲南大・理工、統合ニューロバ

イオロジー研究所） 

線虫 C. elegans の温度応答-適応の組織間ネットワーク ○園田悟・太田茜・田中沙季・久原

篤（甲南大・理工） 

世界各地の線虫 C. elegans の温度応答と記憶の多様性に関わる遺伝子 ○岡畑美咲・古川翔

子・五百蔵誠・高垣菜式・太田茜・久原篤（甲南大・理工） 

線虫 C. elegans における温度応答の人工進化と新規変異体の解析 ○木下ゆかり・太田茜・

宇多美里・久原篤（甲南大・理工） 

シリアカニクバエの成虫発育の完了時刻と羽化時刻 ○西村晃爾・志賀向子（大阪市大・院

理） 

クロオオアリの働きアリにおける巣仲間識別に関与する体表炭化水素受容体の局在と機能

解析にむけて ○竹市裕介 1・尾崎浩一 2・北條賢 1・尾崎まみこ 1（1 神大・院理・生物、2

島大・生物資源・生物） 

哺乳類 NDRG1 のゼブラフィッシュ相同蛋白質の視細胞における機能解析 ○瀧田真平 1・

和田恭高 1, 2・河村悟 1, 2（1 阪大院・理・生物科学、2 阪大院・生命機能） 

ゼブラフィッシュ初期胚の神経上皮にみられる特徴的な Ca2+濃度変化のイメージング ○

岡本晋一・中川将司・八田公平（兵庫県立大学大学院・生命理学研究科・生命科学専攻） 

ゼブラフィッシュにおけるマウスナー細胞を抑制する GABA 作動性神経の探索 ○井上智

裕・東毅・池永隆徳・八田公平（兵庫県立大学生命理学研究科・生体情報学Ⅰ講座） 

桿体・錐体視細胞の外節膜に発現している蛋白質の比較 ○深川貴志 1・橘木修志 1,2・河村

悟 1,2（1 大阪大学・大学院生命機能研究科、2 大阪大学・大学院理学研究科） 

GcMAF (Gc-protein derived macrophage activating factor)レセプターの同定に向けて ○井上貴

裕・石川真実・石井宏和・西方敬人（甲南大・FIRST） 

3. 特別講演 



オオサンショウウオを取り巻く環境 

栃本武良（日本ハンザキ研究所） 

 

・中国四国支部 

① 支部大会 

＜中国四国支部第６６回大会（中国四国地区生物系三学会合同大会）＞ 

日時：平成 26 年 5 月 10 日（土）～11 日（日） 

会場：岡山理科大学 

演題数：口頭発表 31 題（動物 11 題、植物 12 題、生態 8 題） 

     ポスター発表 66 題（動物 33 題、植物 24 題、生態 9 題） 

     公開講演会 「化石から見る動植物の世界」 講演 3 題 

     高校生ポスター発表 36 題 

参加者：三学会関係 164 名（動物 73 名、植物 58 名、生態 33 名） 

    高校・一般 160 名 

② 県例会等 

＜山口大学理学部サイエンスワールド 2013＞ 

日時：平成 25 年 10 月 20 日（日） 

場所：山口大学吉田キャンパス 

内容：学生による科学体験企画を中心とした、地域住民への理工系の魅力発信。 

 （出展企画数：20 件、高校生ポスター発表 3 校 5 テーマ） 

参加者：690 名 

＜高知県例会（第１０６回土佐生物学会）＞ 

日時：平成 25 年 12 月 7 日（土） 9：30～17：35 

会場：高知大学メディアの森 6 階メディアホール  

講演数：6 題が日本動物学会会員 

参加者：約 100 名 

＜シンポジウム 「湖山池の生物相・生態系の激変と汽水化事業の問題点」＞ 

日時：平成 25 年 12 月 14 日（土） 13：25〜16：20  

会場：鳥取県立博物館 会議室 

演題数：7 題 

参加者：40 名 

鳥取県生物学会との共催 

 

＜2013 年度愛媛県例会＞ 

日時：平成 25 年 12 月 14 日（土） 13:00～15:00 

場所：松山市文京町２−５ 愛媛大学理学部・共通ゼミ室（419-2） 

講演数：5 題 

参加者：25 名 



 

③共催研究会 

＜生物・工学 接着・粘着連携研究会＞ 

日時：平成 26 年 2 月 6 日（木） 13：00〜17：40 

場所：広島大学理学部 E 棟 E002 講義室（広島県東広島市） 

演題：招待講演４題 

参加：約 30 名 

日本接着学会との共催 

 

・九州支部 

① 三学会合同鹿児島例会（同時開催:シンポジウム「奄美群島の生物多様性４-海はつなが

っているか？-」） 

日時： 平成 25 年 7 月 13 日(土)  

場所： 鹿児島大学郡元キャンパス  

1.種多様性と分布の空間構造〜多様性が高いとはどういう状態か？〜 山本智子（鹿児島大

学水産学部） 

2.エコトーンと生育環境の多様性が支える奄美群島の海産植物 寺田隆太（鹿児島大学水産

学部） 

3.南西諸島における海岸性動物の生物地理：ヤドカリ類 vs 魚類 河井崇（琉球大学工学部） 

4.薩南諸島の魚類多様性—これまでの研究成果と今後の課題 本村浩之（鹿児島大学総合研

究博物館） 

5.鹿児島大学における奄美群島の生物多様性研究 山根正気（鹿児島大学総合研究博物館） 

参加者数：65 名 

（生態学会員 14 名、動物学会員 2 名、植物学会員 2 名、会員外（学生） 13 名、会

員外（教職員） 13 名、会員外（一般） 14 名、奄美大島会場 7 名） 

 

 

② 第 3回九州地区動物学談話会 

日時： 2013 年 8 月 16 日（土）～17 日（日） 

場所： 福岡大学くじゅうの杜キャンパス やまなみ荘（大分県九重町田野 230） 

1.魚類咽頭歯の摂食時における運動パターンの観察 池永隆徳（鹿児島大学） 

2.ナメクジの脳におけるアセチルコリン作動性神経の分布 松尾亮太（福岡女子大学） 

3.ナメクジ脳の DNA 増幅可逆性と脳再生能力の進化 魚住奈々（福岡女子大学） 

4.ナメクジ脳内におけるヒスタミンの役割と分布 熊谷萌子 （福岡女子大学） 

5.マウス、ウシ精子頭部における Tektin2、Tektin3 の局在 肥山恵理奈 （九州大学） 

6.生殖細胞の分化に伴うセリン合成酵素（PHGDH）発現の推移について 荒木敦之 （九

州大学） 

7.チゴガニのウェービング行動と環境化学物質の関係 廣瀬陽 （長崎大学） 

8.コオロギの嗅覚学習に対するメチルキサンチンの影響とその作用メカニズム 杉町誓児 



（長崎大学） 

9.昆虫アンテナへの接触刺激に対するアンテナ運動神経の応答 武田慎也 （長崎大学） 

10.カマキリ前胸神経節における運動ニューロンの同定 高木啓吾 （九州大学） 

11.ミツバチ脳における触角振動感受性ニューロンの応答様式 甲斐加樹来 （福岡大学） 

12.  特別講演 最近の分子進化学について思う 小泉修 （福岡女子大学名誉教授） 

参加者数： 35 名 

③ 三学会合同宮崎例会 

日時：2013 年 11 月 9 日（土） 

場所：宮崎大学農学部 

1. 植物細胞における葉緑体形成の分子機構 ～タンパク質輸送からシグナル伝達まで～ 

稲葉丈人（宮崎大学農学部生物生産） 

2. 絶滅危惧種ウナギについて考える 香川浩彦（宮崎大学農学部海洋生物環境） 

参加者数： 22 名 

④ 三学会合同佐賀例会 

日時： 2013 年 11 月 9 日（土） 

場所： 佐賀大学農学部 

1. 根粒形成および菌根形成が光により制御される仕組み 永田真紀（佐賀大学農学研究科）

（植物学会） 

2. どのアリに子を託す？ ーアリ散布型スゲ属２種の種子散布戦略とその適応意義ー 田

中弘毅（鹿児島大学連合農学研究科）（生態学会） 

3. 海を越えて移動するハスモンヨトウにみられる食草域の変異 藤條純夫（佐賀大学名誉

教授）（動物学会） 

参加者数： 23 名 

⑤ 三学会合同熊本例会 

日時： 2012 年 11 月 16 日（土） 

場所： 熊本大学大学院自然科学研究科  

1. 「脳の形作り」の解明を目指して 畠山淳（熊本大・発生医学研・脳発生） 

2. 八代海におけるクロツラヘラサギの越冬・採餌生態と保全 高野茂樹（熊本大・院・自

然科学） 

 3. サツマイモネコブ線虫の植物感染過程における分子機構の解析 江島千佳（熊本大・

院・自然科学） 

参加者数： 21 名 

⑥ 三学会合同福岡例会 
日時： 2012 年 12 月 7 日(土)  

場所： 福岡大学 18 号館（理学部） 

1. 柱頭葯間多型を示すジンリョウユリの近交弱勢 植物：横田静香（九州大学大学院工学

研究院環境社会部門） 

2. アオモンイトトンボの雌二型維持機構 生態：澤田浩司（福岡県立福岡高校） 

3. ミツバチ脳内における触角振動感受性ニューロンの応答特性～尻振りダンスの距離情報

解読の視点から～ 動物：甲斐加樹来（福岡大学理学部地球圏科学科） 



参加者数： 26 名 

⑦ 三学会合同鹿児島例会（コア SSH研究会と合同開催） 

日時： 2013 年 12 月 7 日(土)  

場所： 鹿児島大学理学部  

特別講演演題：「マメ科植物と根粒菌 ～共生の仕組みと窒素固定～」 

特別講演演者：阿部美紀子（鹿児島大学大学院理工学研究科・教授）  

高校生によるポスター発表： 18 件 

高校生による課題研究ポスター発表−鹿児島県高校理科部会推薦：  

1. ヒゲコガネの生態解明に挑む 鹿児島県立国分高等学校 サイエンス部昆虫班 

2. 防音壁の研究 池田高等学校 SSH 課題研究物理班 

3. 火山灰の降灰の期待値 池田高等学校 SSH 課題研究数学班 

4. 火山灰からガラスを作る～ガラスに適した火山灰の模索と火山灰ガラスの応用 鹿児島

県立錦江湾高等学校 化学研究部 

参加者数： 130 名 

⑧ 三学会合同長崎例会 

日時： 2013 年 12 月 14 日（土） 

場所： 長崎大学文教キャンパス 

1. ゴキブリのアンテナにおけるパッシブタッチとアクティブタッチの神経機構 ○武田慎

也・岡田二郎（長大院水環） 

2. 人工飼育下のチゴガニにおけるウェービング行動の解析 ○廣瀬陽（長大院水環）・藤崎

顕彰（九大院シス情）・内田誠一（九大院シス情）・岡田二郎（長大院水環） 

3. ヒラアオノリ配偶子の凍結保存 ○金井剛志・桑野和可（長大院水環） 

4. 長崎県の島嶼における高等植物フロラ ○東谷直哉・中島佑輔・中西こずえ（長大環境） 

5. 済州島（韓国）の蘚苔類フロラとフロラ多様性 ○任垠映（長大生産）・中西こずえ（長

大環境） 

6. 東部南太平洋のはえ縄漁業における海鳥混獲問題とトリラインと加重枝縄の併用効果の

検証 ○佐藤成祥（長大院水環 水研セ国際水研）・勝又信博（水研セ国際水研）・横田耕介

（水研セ開発セ）・上原崇敬（水研セ開発セ）・伏島一平（水研セ開発セ）・南浩史（水研セ

国際水研） 

7. 白川河口干潟に優占する埋在性二枚貝 3 種の個体群動態と潜砂行動特性の関係 ○竹内

清治（長大院水環）・山田文彦（熊大院自然科学）・玉置昭夫（長大院水環） 

参加者数： 34 名 



⑨ 三学会合同大分例会 

日時： 2012 年 12 月 21 日（土） 

場所： 大分大学教育福祉科学部 

1. オオイタサンショウウオの卵・幼生の発育と溶存酸素量の関係 山本一成・永野昌博（大

分大学院・ 教育） 

2. 大分のタカの渡り 渡会満寿男（ＮPO 法人希少生物研究会） 

参加者数： 30 名  

⑩ 熊本大学理学部主催公開実習「遺伝子を見てみよう」 

日時： 1 回目 2013 年 11 月 10 日（日）; 2 回目 2013 年 12 月 8 日（日）, 各 10 時〜17 時 

場所： 熊本大学理学部 

対象： 熊本県内の高校生 

1）遺伝子の説明 

2）自分の口内上皮細胞から DNA を調整して、PCR により繰り返し配列がある DNA 領域を

増幅（個人識別） 

3）蛍光顕微鏡による自分の細胞と核を観察 

4）電子顕微鏡により DNA および細胞を観察 

5）遺伝子改変個体（メダカとカエル）の観察 

参加者数： 1 回目 3 名；2 回目 6 名 

⑪ 四学会合同沖縄例会（沖縄生物学会を含む：四学会合同沖縄大会の公開シンポジウム

「琉球諸島の世界自然遺産登録に向けて：琉球諸島の生物多様性と保全の現状」として開

催） 

日程：2014 年 5 月 24 日（土） 

場所：琉球大学大学会館３階特別会議室 

1. 奄美・琉球諸島の世界自然遺産登録の課題 吉田正人（筑波大学大学院・人間総合科学

研究科・世界遺産専攻） 

2. 琉球諸島の生物多様性保全のための保護区配置と生態系管理 久保田康裕 (琉球大学・

理学部) 

参加者数： 160 名  

⑫ 第 67 回 日本動物学会九州支部大会（四学会合同沖縄大会） 

日程：2014 年 5 月 24 日（土）～25 日（日） 

場所：琉球大学共通教育棟 

ポスター発表 （四学会合わせて 62 題） 

1. ゴンズイの超  pH 感受性を用いた摂餌行動  ＊清原貞夫 (鹿児島大学 )・ John 

Caprio(Louisiana State University)． 

2. 受精の特異性はミドリイシ属サンゴの生殖隔離に関与するか？ ＊大木駿(琉大・熱生

研)・Kowalski Radoslaw(Polish Academy of Sciences)・守田昌哉(琉大・熱生研)． 

3. ミドリイシ属サンゴに局在する種特異的な受精に関与するタンパク質の探索 ＊守田昌

哉(琉大・熱性研)． 

4. 中枢神経系の起源と進化：刺胞動物の神経環 ＊小泉修・市丸ゆかり・稲葉貴子・美濃

部純子(福岡女子大・人間環境)． 



5. 精子鞭毛の外側緻密線維構成蛋白質 ODF1 と相互作用する分子の解析 ＊尾立佳織・飯

田弘(九大院・農・動物)． 

6. マウスにおける４回膜貫通型タンパク質 Ms4a13 の局在解析 ＊金子たかね・飯田弘(九

大院・農・動物)． 

7. 哺乳類生殖細胞に局在する Tmco5A の解析 ＊福田敦子・金子たかね・飯田弘(九大院・

農・動物)． 

8. ラット精巣上体における lipocalin10 の発現と局在 ＊池田瑛人・飯田弘(九州大院・農・

動物学)． 

9. 社会性昆虫クロオオアリの巣仲間認識に関わる触角感覚子の嗅応答の特徴 ＊平田圭・

Thomas Carle・渡邉英博・横張文男(福岡大・理・地球圏)． 

10. ワモンゴキブリ二次嗅覚ニューロンの匂い刺激応答と形態解析 ＊椋本聖悟・渡邉英

博・横張文男(福岡大・理・地球圏)． 

11. 膜翅目類昆虫の脳構造の進化過程の解析 ＊原口貴寛・渡邉英博・横張文男(福岡大・

理・地球圏). 

12. アオダイショウにおけるアルビノ変異の原因遺伝子の解析 ＊財津将平 1、柴田弘紀 2、

仁田坂英二 1 (1 九大・院理、2 九大・生医研)． 

13. ホヤ被嚢軟化症の病原虫”ホヤムシ”はどこからマボヤの被嚢に入るのか？ ＊広瀬裕

一(琉大・理)・熊谷明・縄田暁(宮城県・水産技術)・北村真一(愛媛大・理)． 

14. チゴガニの集団的ウェービング行動の画像解析 ＊廣瀬 陽・岡田 二郎(長崎大院・水

環) ・藤崎 顕彰・内田 誠一(九大院・シス情)． 

参加人数： 235 名 

 

１１．国際動物学会議開催 

 2016 年に日本で開催される国際動物学会議に関して、委員会を組織して計画立案を行っ

た。開催場所は沖縄県であるが、国内大会との合同とする企画を立てた。テーマは「「New 

waves of zoological science in the 21st century」(仮）」とし、現在、各分野で活躍中の研究者を

基調講演に招聘することが順調に進んでいる。概要は以下の通り。 

---------------------------------- 

第 22 回 国際動物学会議 および 第 87 回 日本動物学会年会 合同大会 

日時：2016 年 11 月 15 日-19 日 

会場：沖縄科学技術大学院大学（恩納村）、沖縄コンベンションセンター（宜野 

湾市） 

主催：国際動物学会（ISZS）、公益社団法人日本動物学会 

---------------------------------- 

11/15-16 は沖縄科学技術大学院で国際動物会議を開催 

11/17-19 に沖縄コンベンションセンターで国内学会と国際動物会議との合同大会 

11/19 の午後が動物広場と公開講演会(那覇市) 

-国際動物会議の大会委員長--佐藤矩行会員 

国内学会の大会委員長--広瀬裕一会員 

合同大会委員長--武田洋幸会員 


