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id003 J-20 ⾧谷部 政治
チャバネアオカメムシにおけるMyoinhibitory peptideによる栄養状態に応じた体液糖

と卵巣発達の制御

id004 P-03 大塚 攻
瀬戸内海産シロウオ（ハゼ科）に寄生するウオジラミ類の未記載種の寄生状況と生活

史

id006 O-20 鶴崎 展巨 鳥取県智頭町のイラカザトウムシ染色体交雑帯へのシカ害の影響

id009 K-12 広瀬 裕一
被嚢軟化症を発症したマボヤでは血球のアロ認識は認められるが、被嚢クチクラは再

生できない

id012 J-15 西 孝子 イソアワモチの神経活動における浸透圧変化とアクアポリン

id013 P-20 溝口 元 現存史資料からみた動物学者箕作佳吉、五島清太郎の基礎・実用研究、社会貢献

id014 N-08 深町 昌司 青色盲メダカの青色光感受性

id015 J-18 岡田 守弘 個体死を制御する分泌因子の分子機構の解明

id017 D-07 中島 圭介 透明ガエルの作り方

id018 A-22 井上 潤 進化的に保存された非コード配列の新たなデータベース

id020 H-16 三田 雅敏 新規に同定したヒトデのリラキシン様生殖腺刺激ペプチド(RGP)受容体について

id022 I-08 山口 明彦 トラフグ下垂体スフェロイド培養系の開発とゴナドトロピン合成機構の解明

id023 D-18 熊野 岳 二胚葉性動物における形づくり：エダアシクラゲの触手枝分かれ機構

id024 P-21 木原 章 ナポリ動物学実験所標本室の由来

id031 O-14 古屋 秀隆 ニハイチュウにみられるプロジェネシス型個体

id032 J-16 塚本 寿夫 無脊椎動物オプシンの特性を活用した細胞応答の光操作

id035 L-23 岩室 祥一 サドガエル皮膚に由来する生体防御ペプチドは動植物双方の病原菌に作用する

id036 G-11 松原 遼 イモリ四肢発生における前後軸形成遺伝子の指形態形成への機能

id038 A-07 森 康慈 lasp-2のリン酸化サイト解析

id039 L-09 山口 和晃 深海での光受容に特化したジンベエザメの視覚

id040 I-22 矢澤 隆志 ブタにおける11-ケトテストステロンの産生と機能

id041 F-07 泉水 奏 ホヤ幼生における尾部吸収後の付着と付着基質の濡れ性の関係

id042 H-03 中島 忠章 三次元マウス子宮モデルを用いた子宮内腔上皮と子宮腺発生機構の解明

id045 M-23 飯野 史織
ミツバチ働きバチ脳で採餌行動により誘導されるエクダイソン受容体の標的遺伝子の

探索

id046 B-01 森田 光
繊毛虫ミドリゾウリムシの共生クロレラが与えるミジンコからの捕食率への影響につ

いて

id047 G-04 諸角 涼介 イモリの膵臓の発達過程の解析

id048 E-05 豊田 美香
熱ストレス下におけるショウジョウバエの胚発生過程の品質管理に関わる分子機構の

解析

id050 I-18 荻原 克益 マウス濾胞選択におけるアクチビン-エストラジオール17βの関与

id053 C-06 濱生 こずえ がん関連変異DAPK3の発現は細胞質分裂を失敗させる

id054 M-12 福本 晃久
線虫C. elegansの低温馴化は神経系におけるミトコンドリア脂肪酸β-酸化関連分子に

よって制御される

id056 C-01 笠井 虹汰 細胞骨格の観察に適したニワトリアストロサイトの調製方法の検討

id057 M-18 西塚 悠人 新規ショウジョウバエモデルを用いた鬱を引き起こす神経メカニズムの解明

id062 C-17 武藤 将道 フタホシコオロギの中腸上皮形成に卵黄細胞は関与するのか？（昆虫綱・直翅目）

id063 M-13 堀 沙耶香 逃避行動最適化に必要な二相性神経応答とシナプス発生の分子機序

id066 O-05 彦坂 暁 瀬戸内海産無腸動物ナイカイムチョウウズムシの実験室における成⾧と成熟

id067 M-11 澤本 美香 プラナリア咽頭における摂食調節に関わる神経細胞種同定

id068 O-19 中野 裕昭 日本における珍渦虫の採集記録

id069 O-08 頼本 隼汰
ササコナフキツノアブラムシと二種の細胞内共生細菌が織りなす複合共生系：共生細

菌の機能・局在解析

id070 K-20 野本 昌代 広塩性軟骨魚アカエイの鰓塩類細胞に発現するイオン輸送分子群の組織化学的解析

id071 C-05 米本 秋 Lasp-2が glioblastoma（ガン化アストロサイト細胞株）の運動性に及ぼす影響

id072 B-03 城倉 圭 クシクラゲ櫛板の構築とその繊毛運動におけるCTENO189の役割

id073 O-16 泉 貴人
“海の富士山”は何者か？―セトモノイソギンチャク上科（イソギンチャク目）の最新

の系統

id074 H-17 川田 剛士 カタユウレイボヤにおけるプロスタグランジン受容体のシグナル伝達解析

id075 H-23 林 暁智 プロゲステロン受容体の11-デオキシコルチゾール結合のin vitroおよびin silico解析

id076 O-06 大木 雄介 餌料環境が海産無脊椎動物の卵栄養型幼生の着底に与える影響

id077 J-01 鹿毛 あずさ 群体性ボルボックス目緑藻Pleodorina starrii精子束の遊泳

id078 C-02 岩田 悠利
ニワトリ大脳神経細胞、大脳由来 astrocyteにおけるlasp-2 に対するshRNAベクター

の効果

登録者氏名
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id080 I-20 若山 幹太 ラットの脳の性分化に対する成育環境の影響

id081 I-19 荒井 秀冬 マウスの分界条床核に投射する血管作動性腸管ペプチドニューロンの性差

id082 B-08 甘利 友花
深海性二枚貝シチヨウシンカイヒバリガイにおける化学合成細菌を共生させる鰓上皮

細胞のユニークな構造

id085 L-22 田中 達也
オオハナサキガエル（Odorrana supranarina）皮膚に由来する生体防御ペプチドの機

能解析

id086 N-17 中川 秀樹 アマガエルHyla japonicaの着地点までの距離に依存したジャンプの非連続的変容

id087 E-13 奥出 絃太 トンボの変態および体色形成に関与する脱皮ホルモン関連転写因子の機能解析

id088 O-01 望月 祐希 マウスにおける恐怖消去学習を制御する視床皮質投射

id090 E-06 兒山 萌華 熱ストレスによるショウジョウバエ卵形成過程の一時停止と再開現象

id091 E-07 神谷 日向子 ショウジョウバエの温熱耐性現象と温熱耐性獲得個体が子に与える影響

id092 C-03 玉川 拓実 Lasp-2がニワトリ繊維芽細胞の運動性に及ぼす影響

id094 M-04 池内 大樹 繊毛型光受容細胞で機能するオプシンの多様性解析

id095 O-04 前川 文彦 統一試験法を用いた複数機関での発達期化学物質曝露の行動影響解析

id096 D-06 樫本 玲菜 メキシコサラマンダーにおける真皮コラーゲン構造解析および皮膚再生の再評価

id097 H-02 武田 奈々 マウス胚盤胞形成における接着結合とE-カドヘリンの役割

id098 M-14 杉浦 健太 緩歩動物クマムシの精子における動態と形態の関係に迫る

id099 G-10 高橋 雄 アフリカツメガエルのエピコーダルな椎体は神経弓の腹側縁から形成される

id100 A-04 近藤 祥子 メダカ卵巣における排卵後の濾胞細胞層の分解機構

id101 C-12 小川 凜 太陽虫Actinophrys solの軸足に着目した免疫細胞化学的・超微形態学的解析

id103 I-21 横木 杏香 ニューロメジンU遺伝子改変ラットにおける摂食と脂肪蓄積の解析

id107 O-02 田川 菜月 マウス視索前野に位置する新規脳領域と巣作り行動との関係

id108 P-06 菅原 光
ミトコンドリアDNA COI領域を用いた新潟沖日本海産キタクシノハクモヒトデの集団

遺伝学的解析

id109 K-08 竹内 一輝 マダラシミ概日時計の光同調機構の解析

id110 O-18 山崎 博史 トゲカワムシ科動吻動物の系統解析

id111 F-21 山下 将平 ツメガエル交雑受精を用いた膜接着・融合のしくみの解明

id112 F-24 杉田 采子 ツメガエル無細胞系を用いた前核移動と接合核形成の解析

id113 A-12 宮川 美里
ウメマツアリで進化した性決定初期シグナルの複数化を可能にする feminizer遺伝子

について

id114 N-15 樋口 祐那 鱗食魚における利きの成立過程と発達段階依存的な捕食スキルの獲得

id115 I-10 ⾧谷部 孝
甲状腺ホルモンにより繊維芽細胞で発現誘導されるFoxl1のツメガエル小腸幹細胞

ニッチへの関与

id116 H-18 松原 伸 ホヤの組織特異的遺伝子に着目した比較解析と進化的洞察

id117 M-20 小金澤 雅之 ショウジョウバエ婚姻贈呈様行動における液滴吐き戻しに関わるニューロン

id118 P-10 小笠原 道生 オタマボヤ内柱における分泌関連および甲状腺関連形質の領域化

id119 D-24 林 牧子 着底後の成⾧過程に着目したイロウミウシ科ウミウシの個体発生過程の解明

id120 E-15 鈴木 智佳 調節発生の分子メカニズムを探る

id122 K-01 桑野 理子 キイロショウジョウバエ概日時計におけるPDF/CCHa1神経ペプチド の相互作用

id124 C-16 坂上 登亮 無腸目Praesagittifera naikaiensisの感覚器の構造と機能に関する新しい洞察

id126 H-08 星野 涼 交尾後の生殖幹細胞増殖を誘導する腸ホルモンと栄養の関係性

id127 E-02 藤原 基洋
オオヒメグモ胚の形作りは、体軸の向きを基に自己組織化された細胞の力学により達

成される

id128 F-23 越智 洋登 ツメガエル受精における卵内Ca2+濃度上昇および精子と卵の膜融合の解析

id129 B-11 竹下 峻平 Artemia耐久卵孵化過程におけるトロポミオシンの機能構造解析

id130 B-09 小玉 智恵 二枚貝類アカガイにおけるトロポミオシンアイソフォームの解析

id131 N-12 吉田 将之 自由行動中のゼブラフィッシュからの呼吸計測と新奇場面テストへの応用

id132 L-05 西浦 賀乃子 魚類の鰭における化学感覚受容体遺伝子の発現探索

id133 E-12 谷野 宏樹
日本列島産フタバカゲロウCloeon dipterumの胎生システム：栄養供給の方法と未受

精卵の吸収現象について

id134 E-22 徳岡 三紀 ホヤ32細胞期胚におけるNodalの発現には転写補因子Fogが必要である

id135 H-19 大杉 知裕 コレシストキニン・ガストリンホモログCioninによる排卵誘導機構

id136 B-15 岡村 康司 カタユウレイボヤ神経系におけるアンキリン分子の分布

id137 M-16 伊藤 浩史 イカ色素胞の温度と光による制御

id138 G-18 藤本 健太
アフリカツメガエル小腸再構築において結合組織特異的に発現する幹細胞ニッチ因子

候補Wnt2b

id139 F-16 阿部 玄武 Twin-tail表現型の発生学的要因の解析
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id140 L-06 鈴木 偉久
成魚嗅上皮へのGCaMP6s in vivo 電気穿孔によって可視化したミドリフグ嗅細胞の匂

い応答

id141 A-05 別所-上原 学 盗タンパク質による生物発光：トガリウミホタルから光を盗むキンメモドキ

id142 F-22 境 眞実 ネッタイツメガエル受精における電位依存的な精子侵入のしくみ

id143 D-12 苅田 奈穂 マウス精巣上体における糖輸送体の局在解析

id144 G-20 水島 秀成 ウズラ初期胚の?性-胚性遷移期におけるretinoblastoma分解シグナリング解析

id145 F-12 高津 誠秀 ゼブラフィッシュ頭蓋底軟骨前駆細胞の増殖不均一性

id146 D-04 岡本 啓吾 インドネシアメダカのオスにおける臀鰭伸⾧の分子基盤

id147 F-03 ⾧谷川 達也 カタユウレイボヤにおけるNK6遺伝子の転写調節領域の解析

id148 C-19 山崎 桃果
鱗翅目のナノ構造体に基づいた高感度分子同定方法：オオムラサキ鱗粉及びにヤママ

ユ触覚の階層的三次元構造の活用

id149 H-07 黒瀬 成美 ハリネズミの針形成に関わる進化発生学的研究

id150 E-17 谷口 順子 ウニ幼生の光による幽門の開口

id151 G-17 深澤 太郎 アフリカツメガエル幼生尾再生不応期における免疫応答ネットワーク

id152 L-18 藤藪 千尋 脊椎動物の光受容タンパク質Opn5の特徴的な分子特性に関わるアミノ酸残基

id153 N-05 足立 晴彦 カブトムシ幼虫における掘進メカニズムの解明

id154 J-09 小林 卓
チャコウラナメクジ嗅覚中枢のin vitro同期的振動ネットワークを駆動するアセチルコ

リン作動性シナプス

id155 E-03 大澤 郁摩 CRISPR/Cas9によるオオミジンコDaphnia magnaのHox遺伝子Deformedの機能解析

id156 I-07 安東 宏徳
クサフグ前脳における半月周発現遺伝子群：神経ペプチド前駆体遺伝子群と受容体遺

伝子群の発現変動パターンの逆相関

id157 E-10 古関 将斗
神経組織の構成細胞における遺伝子発現の進化がもたらしたショウジョウバエの水玉

模様

id160 E-11 大森 裕介 カイコ新規突然変異体「腹部2体節欠損蚕」

id161 M-01 森 司 新規捕食者の存在が熱帯ツメガエルに与える表現系の可塑性

id162 H-12 豊田 賢治 幼若ホルモンがズワイガニのオスらしさを決める？

id163 M-05 山下 高廣 光サイクルで活性がコントロールされる脊椎動物ロドプシンの創製

id164 J-22 立石  康介 ワモンゴキブリの性フェロモン受容体の同定

id165 N-06 一橋 和義 クロナマコの新しい環境に移された後の24時間の行動

id166 G-02 高宗 和史
Xenopus laevisの精子形成過程において減数分裂時に発現するmegs.L遺伝子と類似し

た遺伝子の同定

id167 G-05 上田 隆太朗 アフリカツメガエル幼生肝皮質に出現する骨髄球の性状

id168 D-16 竹田 典代 エダアシクラゲのオスクラゲに見られる口側から波状に広がる放精

id169 C-20 桑鶴 真啓 X線マイクロCTによるオオカマキリ前肢の筋骨格系の三次元構造観察

id170 M-22 関口 学 キイロショウジョウバエ概日時計ネットワークの解析

id171 I-01 藤内 美紀 メダカ雄における社会順位がオピオイド受容体発現に及ぼす影響

id172 I-02 牧野 大輝 VT遺伝子欠損メダカ仔魚における群れ形成行動の発達と脳内egr1発現

id173 G-01 金山 千紘 アフリカツメガエルにおけるXTdrd6遺伝子のzygoticな発現開始時期の解析

id174 E-14 北沢 千里 直接発生型イトマキヒトデ科2種のブラキオラリア幼生期における部分個体の発生能

id175 A-23 武井 則雄 遺伝子欠損マウスを用いた癌精巣特異分子の表現型解析

id176 F-04 堀江 良子
単一細胞トランスクリプトーム解析によるホヤ幼生の尾部に存在する双極型感覚神経

細胞の分化機構の解析

id177 K-02 片岡 知樹 キイロショウジョウバエの概日リズムと高温ストレス耐性

id178 K-09 遠藤 貢司 カマキリ神経系への電気刺激によって誘発される前肢運動と神経活動の観察

id180 I-09 花岡 尚輝 成体アカハライモリ間脳視索前野部の神経新生

id181 C-04 田中 萌 actin系細胞骨格におけるlasp-2とlasp-1の相互作用解析

id182 M-15 中山 新 偏光で模様を作るエゾハリイカの求愛ディスプレイ

id184 L-03 福永 耕大 人工的な月光条件が与える月周性産卵魚カンモンハタの産卵への影響

id185 K-04 齋藤 愛加 キイロショウジョウバエにおける PDF時計細胞の夕方活動への影響

id186 D-09 黒田 春也 哺乳類胚頭部における中胚葉・神経堤細胞分布境界の再検討

id187 P-11 山岸 雅幸 カタユウレイボヤ幼若体における内柱の領域化と細胞分化

id188 I-12 内藤 万菜 溶解性向上を目指した視床下部分泌性小タンパク質NPGLの有機化学合成と作用解析

id189 F-17 田中 祥貴
ゼブラフィッシュ胸ビレのShh-Hox遺伝子群発現から考える条鰭類胸ビレ骨格形態進

化
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id190 C-21 渡辺 開智 ウニ胚形態形成の細胞骨格観察に基づくモデル化

id191 J-17 山口 雅裕 広塩性カニ類の体液調節に対する外液イオン組成とpHの影響

id192 N-16 小林 裕太 クサフグの産卵行動日の決定因子

id193 G-12 戸澤 紗代 イモリ後肢伸⾧におけるhox13遺伝子の機能解析

id195 L-10 小川 洋平 転写因子Foxq2は青色感受性の錐体光受容細胞を規定する

id196 G-14 佐藤 伸 アホロートル四肢再生における真皮線維芽細胞の分化の揺らぎに関与する遺伝子

id197 P-08 中島 大暁 Octopus alatus の再記載

id199 H-13 森岡 葵 甲殻類の雄に特異的な眼柄ホルモンの探索

id200 I-03 藤森 千加 真骨魚類の進化における脳下垂体を制御するGnRHの発現変化メカニズム

id201 K-03 後藤 慎介 ナミニクバエの光周性の性差をもたらす生理機構

id202 A-16 瀬戸 彬 hoxc11aはメダカの背鰭を有する体節の形成に必要である

id203 E-24 濵田 果歩 マボヤの原腸陥入と単離内胚葉割球のブレブ形成活性について

id204 N-18 君嶋 勝弥 カエル幼生の嗅覚とそれに伴う忌避行動に関する研究

id205 L-11 和田 清二 オプシン欠損変異体を用いたゼブラフィッシュ松果体光応答の解析

id206 J-10 古川 康雄 電位依存性K+チャネルにおけるＮ型不活性化とＣ型不活性化の解離

id207 G-06 前野 貢 ツメガエルcsf3受容体遺伝子への変異導入による原始赤血球の分化の抑制

id208 H-10 水野 陽介 キイロショウジョウバエの幼若ホルモン生合成器官に投射する神経細胞の同定

id209 P-07 岡西 政典
現生・化石の研究から見えてきた相模湾産クモヒトデ類の自然史と環境指標生物とし

ての応用の可能性

id211 H-09 黒木 祥友 キイロショウジョウバエの生殖休眠を制御する内分泌器官直接投射神経の機能解析

id212 B-12 大石 紗友美 変態関連遺伝子によるカメムシ共生器官および共生細菌の形態制御

id213 B-13 野崎 真史 カイコ血球細胞数およびガラスへの付着性等における系統間差異について

id214 B-02 近藤 裕祐 クラミドモナスにおける軸糸ダイニンの活性調節

id215 A-11 山部 貴央 スズメガ科昆虫オオスカシバの新規ゲノムアセンブリと比較ゲノム解析

id218 P-13 待井 ⾧敏 シクリッドの適応形質・肥大化した唇の遺伝的基盤の解明

id219 J-03 佐藤 文 ヒドラを用いた睡眠制御化合物の探索

id220 J-19 眞宅 統基 CPRクチクラタンパク質サブファミリー間のキチン結合性の比較

id221 K-05 篠原 従道
タンボコオロギの光周性制御機構に関わる胚発生初期に発現する時計遺伝子Clockの

機能解析

id222 E-08 浅岡 美穂 ショウジョウバエ系統の凍結保存技術の実用化に向けて

id223 G-09 小畑 秀一 アカハライモリ幼生の椎骨形成における骨化と分節化

id224 L-12 白田 泰士 非視覚オプシンゼブラフィッシュOpn3のGタンパク質活性化能の解析

id225 H-21 下山 紘也 トラザメ産卵周期におけるプロゲステロンの役割

id226 M-06 高草 大悟 哺乳類の非視覚オプシンOpn3の分子特性の解析

id227 J-14 髙橋 直樹 原始的な多細胞動物に存在するオプシン様GPCRの解析

id229 H-20 油谷 直孝 アカエイ腎臓における淡水適応の分子メカニズム

id230 K-06 水谷 瑞穂 オオクロコガネにおける時計遺伝子の発現リズム

id231 A-15 立道 花林 マーモラタスメダカY染色体特異的エンハンサーの機能解析

id232 A-14 村田 芽吹 スラウェシ産ジャワメダカでは多重重複したDmrt1がオス決定に関与する

id233 K-10 佐藤 龍
ハエトリグモのユニークな奥行き知覚メカニズムを支えるロドプシンの吸収極大波⾧

制御機構の解析

id234 A-08 吉田 真明 ゲノム配列に基づくカイダコ類卵殻タンパク質の進化

id235 H-14 星合 志樹 甲殻類の浸透圧調節ホルモンの探索

id236 P-04 竹中 將起 純淡水生物サワガニの系統進化～定説を覆す海流分散～

id238 E-16 鎌田 真衣 ウニ胚原腸陥入におけるトロポニンIの機能解析

id239 D-08 雪田 聡 両生類無尾目における皮質骨形成過程の比較

id240 K-15 関口 俊男 カタユウレイボヤにおける芳香族炭化水素受容体の分子機能解析

id241 K-21 山﨑 大嬉 タツノオトシゴの育児嚢におけるアンモニア輸送

id242 N-01 呂 惠 フタホシコオロギにおける味覚回避学習

id243 L-13 佐藤 恵太 メダカ網膜における細胞外マトリックスタンパク質eyes shut homologの機能解析

id244 P-17 東城 幸治 カワガラス糞からの遺伝子解析手法の確立とカワガラス類の分子系統地理研究

id245 G-15 鈴木 誠 ツメガエル幼生における脳再生過程の三次元形態解析

id247 I-04 大原 倫仁 ソマトラクチン（SL）遺伝子の欠損ゼブラフィッシュの作出とその表現型の観察

id248 H-04 片野 亘 転写因子Sall1/4による心筋および心臓前駆細胞の増殖制御

id249 D-13 金子 たかね 精子のアクロゾーム形成に関わるTMCO2とCYPT1の解析

id250 I-06 井上 咲良
雄性ホルモンが引き起こす成熟雌ティラピアの脳の性転換におけるIGF-1の関与につ

いて
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id251 E-04 高畑 佑伍 ミジンコの単為生殖から有性生殖への生殖戦略転換における減数分裂の誘導

id252 J-08 定本 久世 軟体動物チャコウラナメクジ中枢神経系に発現するイネキシン遺伝子産物の分類

id253 D-10 Sutrisno Aldy Anindyawan
3D VISUALIZATION OF GENE EXPRESSION USING CoMBI AS A POWERFUL

TOOL FOR MORPHOLOGICAL ANALYSIS

id254 O-09 阿部 潮音 日⾧に応じた性決定を行うミジンコにおける明暗条件の認識方法

id255 G-23 池田 達郎 雄マウス始原生殖細胞の次世代に至るクローン動態の解析

id256 L-14 山本 悠貴
松果体オプシン、パラピノプシン変異ゼブラフィッシュを用いた光依存的な行動の解

析

id257 K-13 藤掛 雄馬 カタユウレイボヤの心臓における拍動反転機構の実験生理学的解明

id258 L-15 山下（川野） 絵美 ヤツメウナギの成⾧過程における網膜視細胞の発達の免疫組織化学的解析

id259 J-11 戸谷 勇輝 巻貝の味覚嫌悪学習におけるオートファジーとセロトニンの役割

id260 A-01 中川 春風 エンハンサー・プロモーター間のDNA特性による転写活性化への影響

id261 B-10 田中 彬寛 クマムシ固有な新規細胞骨格タンパク質による耐性への寄与の解析

id262 N-09 若園 彩花 ミナミメダカにおける雄間の優劣と交配をめぐる立場の関係

id263 G-24 佐藤 丈生
精巣特異的⾧鎖非コードRNAであるTesraによるPrss42/Tessp-2転写活性化のin vitro

とin vivoでの検証

id264 G-19 矢口 陽菜 鳥類始原生殖細胞の各移動ステップにおけるSDF-1/CXCR4シグナルの役割

id265 C-13 Sarper Safiye E. 刺胞動物ポリプの触手が生える時空間パターンを決める発生機構

id266 K-11 髙田 悠太 青色光の毒性に対するキイロショウジョウバエの適応現象

id267 D-15 菊地 充 エダクダクラゲのクラゲ形成条件

id268 K-07 上野 翔也 ルリタテハ成虫における季節型発現調節について

id269 L-02 奥田 恵理 プルキンエ細胞集団がなすゼブラフィッシュ小脳の広域神経回路ダイナミクス

id270 L-16 真野 桃歌 ゼブラフィッシュ網膜におけるメラノプシン発現水平細胞の光に対する応答の解析

id271 D-03 住田 流香 交配・非交配状態に応じて変化するメダカ精子形成ダイナミクスの解析

id272 D-05 横澤 満聡 ゼブラフィッシュの尾ヒレにおける形の再生メカニズム

id273 O-21 唐沢 重考 アマミサソリモドキの分布状況および系統地理学的考察

id274 A-02 酒井 祐輔 造礁性のウスエダミドリイシがもつ多様なオプシン類の光受容特性の解析

id275 B-17 小坪 優斗 魚類の再上皮化における表皮シート下層細胞の形態変化１- Ca2+シグナルの関与

id276 H-15 濱里 都乃
ウスエダミドリイシにおける性ステロイドホルモン合成酵素17B-HSDの卵形成に関連

した発現変動

id277 H-06 中村 朱里 黒毛マウスC57BL/6の皮膚を圧迫して血流を一時的に遮断すると白毛が生じる

id279 O-13 露木 葵唯 沖縄本島から得られたボニニア属ヒラムシ類（扁形動物門多岐腸目）の2未記載種

id280 K-16 坂本 梨緒 培養下における魚類表皮シートの再形成とオートファジーの関与

id282 B-18 牧野 絢 魚類の再上皮化における表皮シート下層細胞の形態変化２- LPAの作用

id283 C-07 設樂 彩子
血管内皮細胞と血管平滑筋細胞による二層培養血管モデルの熱ストレス応答―マイク

ロチップ灌流培養システムを用いた解析―

id284 B-16 柴 小菊 ホヤ精子の鞭毛運動調節におけるCNGチャネルの役割

id285 C-08 横山 悠太朗 SCGB3A2のマクロファージへの作用に関する研究

id286 P-12 板山 紘典 原索動物の内柱におけるvWF様遺伝子群の収斂的発現

id287 K-17 岡田 瑠琉 培養下における魚類の表皮シート成⾧に対するヒアルロニダーゼの影響

id288 P-01 田邊 拓己 東アジア産フタツメイソウミグモ（ウミグモ綱、イソウミグモ科）の種分類について

id289 G-16 竹原 舞 イモリにおける精巣再生機構の解明

id290 F-11 木村 優太 インドメダカとハブスメダカにおけるオス分化因子Gsdfの解析

id291 C-14 鈴木 太一 エダアシクラゲの温度応答メカニズムのトランスクリプトーム解析

id292 A-19 佐藤 晃輔 アフリカツメガエル硫酸基転移酵素遺伝子群のエピゲノム解析

id293 N-10 横井 佐織 配偶者選択におけるオキシトシンの性的二形性

id294 H-01 今 汰一 マウス初期胚の微小管ネットワーク形成とダイニンによる細胞内輸送の解析

id295 O-15 宮澤 秀幸 平板動物の系統間での季節変動の違い

id297 O-10 片山 蒼
沖縄島沿岸に生息するクロフジツボ類の1種Tetraclita kurosioensisにおける生殖年周

期と関与する環境要因

id298 K-22 山口 陽子 円口類ヌタウナギの鰓と腎臓の機能

id299 A-03 中村 瑠璃 幼若ホルモン誘導性転写因子hairyの組織依存的な誘導

id300 D-11 中野 汰一 マウス膵島におけるパネキシンサブタイプの発現

id301 B-19 佐藤 圭祐 ゼブラフィッシュ初期発生に重要なpou5f3 mRNA翻訳の時空間的制御機構

id303 M-17 加賀谷 勝史 カイカムリの帽子づくり行動個性へのベイズ的アプローチ

id304 B-20 Mori-Kreiner Risa ゼブラフィッシュの網膜色素上皮細胞明暗順応におけるSemaphorin3faの役割
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id305 M-21 木矢 剛智 Splitシステムを利用した活動依存的神経回路ラベル法の高度化

id306 N-20 三浦 桃子
ヒヨコにおいて生物的運動の知覚が正常に発生するためには、後期胚中枢神経系のア

セチルコリン−ＧＡＢＡ系の活動が必要である

id307 N-21 松島 俊也
ヒヨコなぜ餌パッチ利用時間を最適化できないのだろうか？限界値定理と回顧的利潤

率に基づく確率的意思決定

id308 E-01 内田 流星 脱皮動物クマムシにおける幼若ホルモンの構造と機能

id309 E-18 山川 隼平 ウニの初期発生における遺伝子発現の種内・個体差の検出

id310 M-24 岩井 碩慶
一時的社会寄生種トゲアリ（Polyrhachis lamellidens）による化学偽装とその偽装機

構の解明

id311 N-02 木内 和秀 コオロギ気流誘導性逃避行動は刺激時の運動状態によって変化する

id312 J-07 森下 文浩
福島第一原発周辺沿岸で生殖の季節性を失った巻貝の神経節に発現する遺伝子の網羅

的解析

id313 D-19 冨士田 壮佑 エダアシクラゲの器官再生における幹細胞の動態とその役割の解明

id314 B-21 高田 裕貴 3ʼ 非翻訳領域末端の短縮による母性 Pou5f1/Oct4 mRNA 新規翻訳制御機構の解明

id315 L-19 橘木 修志 ウシガエル桿体視細胞の外節膜における脂質分布と光応答

id317 A-10 藤原 克斗 ヤマトシロアリにおける性決定経路の下流遺伝子の探索

id318 H-11 沓掛 磨也子 社会性アブラムシの兵隊分化における初期発現遺伝子の解析

id320 J-04 三尋木 幸恵 新たな刺胞動物-褐虫藻共生モデル系の確立と共生特異性の種間比較

id321 P-14 森本 航太 lasp family の分子進化

id322 F-18 吉田 渓悟 ゼブラフィッシュ胸ヒレ内骨格が再生できない原因の探索と解明

id323 O-07 細谷 夏実 身近な生活体験を活かした海洋教育「海育」の提案

id324 F-02 曽谷 実玖 カタユウレイボヤ幼生の神経索グリア細胞の多様性と機能

id325 G-13 横山 仁
ツメガエルにおけるshhの四肢特異的遠位エンハンサー・MFCS1の活性化プロセスの

解析 ―幼生と成体での比較―

id326 B-07 池永 潤平 ヒモムシの受精における種認証システムに関わる分子の探索

id327 B-04 佐藤 友
クシクラゲ櫛板を構成する新規タンパク質CTENO35およびCTENO78により示された

繊毛間リンクの2段構造

id328 J-05 藤本 幹太
ヨーロッパモノアラガイの中枢神経系における時計遺伝子 period のユビキタスな発

現

id329 F-14 西江 友美 環境化学物質がゼブラフィッシュ発生時のレチノイン酸シグナルに与える影響

id330 C-15 中内 祐二 ナミウズムシ全虫体光学顕微鏡用標本の透明化技法の検討

id331 F-08 堀江 万友子 魚類卵膜硬化の分子機構

id332 N-13 髙田 将真 カラシン目における咽頭顎の形態および運動様式の解析

id333 D-17 石井 悠 サンゴ発生過程における変態可逆性に関わる遺伝子発現パターン

id334 O-17 村山 慶季
ビゼンクラゲRhopilema esculentumとスナイロクラゲRhopilema asamushi の分類

学的再検討

id335 D-20 田中 啓之 ミズクラゲの再生現象

id336 D-02 光永 敬子 ゲノム編集メダカを用いたスルファターゼファミリーの形態形成における機能の解析

id337 C-18 紺野 在 ヒトスジシマカの全身透明化法開発

id338 K-14 大川 奈菜子
カタユウレイボヤ幼生の鼻プラコード様組織に生じるgnrh2発現感覚神経細胞の細胞

内シグナル伝達経路の解析

id339 M-07 三浦 貴 思春期マウスにおける短期のカロリー制限が大腸炎感受性に与える影響の検討

id340 J-21 上山 拓己
内部寄生蜂 Asobara japonica の寄生成立を司る毒成分の同定に向けたマルチオミク

ス解析

id341 N-07 村田 大夢 光遺伝学的手法によるホヤ幼生のマウスナー細胞様神経の機能解析

id342 D-23 阿部 真典 物理的な左右性情報を左右非対称な遺伝子発現に変換するシグナル伝達経路の解析

id344 F-20 後藤 小百合 アカハライモリ卵ジェリー層のpHは精子運動を活発化する

id345 M-03 小竹 康平
カナヘビ科における新規アクアポリン(AQP6/a2S)の同定及びAQP6/a2遺伝子の分子

進化

id347 C-09 斎藤 祐見子 トランスクリプトーム解析による新たな繊毛⾧調節分子の同定

id348 L-07 河村 理輝 匂い暴露による東アフリカ産シクリッドの嗅神経細胞の応答

id349 L-04 岡野 俊行 魚類の眼に存在する不定時法時計

id350 J-06 松尾 亮太 ナメクジの網膜視細胞における部位特異的なニューロペプチドの発現

id351 M-08 森 和奈 スンクス腸管におけるLPS投与後の炎症応答の検討

id352 I-13 成松 勇樹 視床下部分泌性小タンパク質NPGLが肥満マウスの骨格筋に及ぼす影響

id353 G-22 平松 優一 AMPK 活性化剤がマウス精子の機能とATP 量に及ぼす影響
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id354 P-15 曽我部 篤 ヨウジウオ科魚類におけるバソトシン1a1受容体遺伝子の消失

id355 P-16 富永 篤 MIG-seq解析によるアカハライモリの北日本系統と南伊豆系統の進化プロセスの解明

id356 O-03 清水 稀惠 幼若期の母親選好性の個体差と成⾧後の行動との関係

id357 I-11 加藤 正暉 ニワトリの脳におけるNeuromedin Bと受容体のmRNA発現分布の解析

id358 O-11 紫藤 拓巳 ホヤ卵透明性の進化と紫外線透過率の測定

id360 A-06 村瀬 訓平 ゼブラフィッシュの尾ひれ再生のレチノイン酸シグナルによる制御機構

id361 F-13 松田 大樹 ゼブラフィッシュはNeurod1発現細胞を源に膵β細胞を再生する

id362 F-09 村瀬 愛枝 ポリプテルスの外鰓形成を誘導する因子の探索

id363 M-09 竹見 祥大 スンクス（Suncus murinus）の腸内細菌の解析

id367 H-05 田上 優佳 心臓形成におけるPitx2の発現極性とHas2の発現制御

id368 J-12 中居 詢子 淡水産巻貝中枢神経系内のインスリンシグナル伝達経路の解析

id371 J-13 近本 望充
淡水産巻貝Lymnaea stagnalisの中枢神経系におけるセロトニントランスポーターの

発現局在と学習記憶機構の解析

id372 C-23 日下部 りえ 脊椎動物の対鰭筋および鰓下筋の進化

id373 B-05 中川 裕之 ミズクラゲのサルコメア形成における機械的収縮の役割

id374 J-23 岡田 二郎
コオロギの嗅覚学習に対するネオニコチノイド（イミダクロプリド、クロチアニジ

ン、チアメソキサム）の影響

id375 I-15 望月 みのり
多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）モデルマウス卵巣におけるゴナドトロピンに対する反

応性について

id376 P-02 鈴木 由妃
カイヤドリウミグモ(節足動物門，ウミグモ綱）はトックリウミグモ科の一員なの

か？：分子系統学的及び比較形態学的再検討

id377 E-09 村上 柳太郎 Cdx は左右相称動物を特徴づける管状の消化器官の進化において主要な役割を担った

id378 H-24 小穴 進 ハイギョミネラルコルチコイド受容体の機能解析

id379 I-16 大谷 瞳子 新生仔期マウスへのアンドロゲン投与による多嚢胞性卵巣症候群誘導機構の解析

id380 D-01 渡邊 花菜
卵巣由来zona pellucida (ZP)で卵膜を形成するゼブラフィッシュは血中に存在するZP

で卵膜を形成する能力も備える

id381 G-03 客野 瑞月 イモリの発生初期における生殖細胞形成には母性因子が寄与する

id382 C-22 田村 元樹 円口類と顎口類の三叉神経枝の相同性に関する研究

id383 N-14 更谷 有哉 単色光下におけるドジョウ稚魚の行動量測定

id384 E-19 清本 正人 海産バイオリソースを活用したリモート臨海実習の可能性

id385 P-09 吉川 広輝 遺伝子発現解析を用いた軟体動物多板綱における貝殻および骨片の進化的起源の探索

id386 E-23 有吉 愛実 カタユウレイボヤ胚におけるMycの機能解析

id387 I-14 森脇 翔悟
マウスにおいてRFamide-related peptideの脳室内投与がエネルギー代謝調節に及ぼ

す影響

id388 L-08 加嶋 広武 ヌタウナギ(Eptatretus burgeri)の嗅覚受容体レパートリー

id389 F-06 船越 悠 ヨーロッパザラボヤの発生段階表と3次元胚発生画像リソースの作製

id390 I-05 渡邉 桂佑 キンギョの接触走性に及ぼすα-黒色素胞刺激ホルモンの投与の影響

id391 B-06 北野 優花 ミズクラゲポリプにおける神経繊維分布の観察

id392 F-15 黒田 純平 魚類ヒレ骨形成の足場であるコラーゲン結晶体の新規輸送システム

id393 K-18 喜納 泰斗 アカエイ栄養子宮絨毛のトランスクリプトーム解析

id394 N-22 青木 直哉 円盤型トレーニング装置を用いた刷り込み行動解析

id395 M-10 神田 幸輝 繊毛虫ハルテリアの高速遊泳の特徴づけ

id397 M-02 加藤 太一 アフリカツメガエル赤血球膜蛋白質の低温環境におけるプロテオーム変化

id398 E-20 小川 博久 ウニの個別飼育プログラムにおける児童の意識の変容

id399 I-17 小島 史也 マウス卵巣におけるエストロゲン合成酵素アロマターゼ遺伝子Cyp19a1の発現制御

id400 G-08 坂口 裕介 脊索動物における単眼から双眼への進化機構の研究

id401 D-22 舘岡 美紅 軟体動物の割球運命特異化における系統特異的転写因子TALE2の役割

id403 F-10 重谷 安代 原始的硬骨魚ポリプテルスの側線後方移動時における表皮基底膜の変化と感丘形成

id404 C-11 黒川 美樹 太陽虫Raphidocystis contractilisの軸足収縮前後の微小管動態の解析

id406 F-05 堀田 耕司 Cionaの初期の運動行動のリズムは単一運動ニューロンにより決定される

id407 N-11 富原 壮真
メス性行動制御への関与が示唆される終脳腹側野領域におけるエストロジェン性修飾

作用の形態学的基盤

id408 J-02 佐原 歩奈 クラミドモナス鞭毛マイナーダイニンの解析

id410 N-03 加茂 駿翼 コオロギ尾葉の機械感覚子の部分的切除による気流誘導性逃避行動への影響
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id411 H-22 村松 万里
軟骨魚類に8種おける下垂体糖タンパク質ホルモン遺伝子とその受容体遺伝子および

その分子進化

id414 E-21 小田（石井） いずみ ホヤ後期胚における筋肉構造遺伝子の転写調節機構

id415 M-19 小林 遥香 恐怖による逃避行動の持続時間を規定する神経メカニズムの解明

id416 D-14 高村 克美 ミズクラゲ生殖巣の発生と雌雄分化

id417 P-19 井口 綾夏 隠岐諸島知夫タヌキの糞便DNA解析による多様性

id418 L-17 福田 彩華 脳下垂体の光受容を起点とした体色変化メカニズムの解析

id419 L-01 木村 悟 ポリプテルスの小脳のニューロンにおける神経伝達物質関連遺伝子の発現

id420 C-10 上野 裕則
Dpcdノックアウトマウスの側脳室における内腕ダイニンの遺伝子発現と繊毛運動解

析

id423 L-20 原田 由美子
紫外光はツメガエル幼生の影刺激誘発性の反射運動を停止させ、完全な不動化を引き

起こす

id424 C-24 東山 大毅 軟骨魚類は表情筋を持ちうるか？

id425 O-12 八木 光晴
なぜ魚はプラスチックを食べてしまうのか？：バイオフィルム付着による誤食メカニ

ズムの検証

id426 G-07 道上 達男 ツメガエル胚の神経領域決定における物理的な力な関与

id428 N-04 平口 鉄太郎 老化による運動性の変化

id429 K-19 大石 雄太
脊椎動物の繁殖様式と卵黄タンパク質ビテロジェニンおよびその受容体の遺伝子レ

パートリーの関連性を探る

id431 N-19 戸張 靖子 ノルアドレナリンα2A受容体の活性化による雄ウズラの求愛発声の抑制

id432 A-18 安岡 有理 ツメガエルを用いたミトコンドリアゲノム編集への挑戦

id433 L-21 日下部 誠 ウシガエル幼生の浸透圧調節機構

id434 F-19 田牧 輝久 ゼブラフィッシュヒレ再生における再生エンハンサー

id435 D-21 佐藤 啓輔 らせん卵割型発生の卵割期に発現開始する転写因子レパートリーの比較解析

id436 F-01 大沼 耕平 ホヤ幼生の脳にあるドーパミン産生細胞の発生メカニズムの解析

id437 A-13 明正 大純
⾧崎県平戸産ミナミメダカ個体群におけるDmyに次ぐ第2の性決定遺伝子GsdfneoYの

獲得機構と第3の性決定遺伝子の探索

id438 A-17 古川 春佳 SMIS遺伝子の重複はイモリ科において起こった

id439 B-14 花田 拓巳 ヤマトシロアリの兵隊とワーカーの触角における網羅的遺伝子発現解析

id440 A-09 千頭 康彦 無翅昆虫マダラシミ Thermobia domestica から見出された性決定遺伝子の多機能性

id441 A-20 海老原 充 リクガメ酸味受容体PKD2L1の比較解析

id442 P-05 ZHANG YANG Zygothrica genus group に属するキノコ食ショウジョウバエの系統関係と食性の進化

id443 A-21 中野 陽介 大脳皮質進化を駆動したヒト特異的重複遺伝子の網羅的探索

id444 G-21 石井 泰雄 鳥類胚消化管における器官特異的平滑筋層の形成

id446 K-23 木村 優希
水陸両生の古代魚・ポリプテルスの陸上飼育に伴う遺伝子発現および形態の変化 −エ

ラの繊毛と浸透圧調節に着目して−

id451 P-18 楢橋 真理環 ミャンマーの鳥類DNAバーコード解析
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