
公開用
大会アクセス情報は掲載してません。



このほかにも、日本動物学会賞および奨励賞の口演発表もあります（p.14をご覧ください）。
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プログラム集表紙デザイン：永井日香里

オンライン米子大会の各種ポスターおよび冊子体の表紙は、水墨画調にデザインしていただきました。

表紙も含めて両面印刷すると、一般演題のポスター発表プログラムは、
見開きで1会場分となります。

http://mabeldesign07.com/
http://mabeldesign07.com/
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本大会を，私たち鳥取県および近隣県のメンバーで構成される大会準備委員会は鳥取
県で初めて開催される日本動物学会大会として鋭意準備して参りましたが，周知のとお
り，昨年は新型コロナウィルス問題勃発のため1年延期いたしました。残念ながら，こ
のコロナ問題は今年も解消せず，本大会はオンライン大会として開催する運びとなりま
した。
すでに事務局からメールで何度か連絡されておりますように，本オンライン大会は

「Gather.town」というビデオ通話システムを利用して運営されます。オンラインです
が，各会場への出入り，議論，会員どうしの親睦などが容易なシステムですので，是非，
この機会をおおいに活用して，有意義な大会となるよう，多くの皆様のご来場を心より
お待ちしております。
なお，最終日（9月4日 土曜日）の，「動物学ひろば」と「公開講演会 山陰の自然，
その過去・現在・未来」は予定開催場所であった米子コンベンションセンター（米子市
末広町）にて対面で実施の予定です（動物学ひろばと公開講演会はオンライン配信も併
用）。お近くにお住まいのみなさまは，是非こちらにもお越し下さい（ただし，ご来場
いただくには事前予約—8月27日締め切り—が必要です。また，今夏の新型コロナウィ
ルス感染者急増については鳥取県も例外ではなく，これらの対面行事は開催中止となる
場合もありますこと，予めご了解ください）。
実行委員会の委員一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

大会長 鳥取大学（名誉教授）・鶴崎展巨
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【オンライン米子大会の概要】
 学術集会（シンポジウム等口演発表と一般演題・各賞受賞者ポスター発表）および懇親会は、

オンラインで開催します。
 市民公開イベントのうち、高校生発表と動物学ひろば（オンラインコンテンツ）をオンライン

で開催します。米子市で開催を予定していた動物学ひろば（展示）と公開講演会は開催を2022

年3月19日に延期します。
 オンラインでの開催のうち、ポスター発表と一部の口演発表をGather.town、各種シンポジウム

等口演発表および総会等の本部企画はZoomを使用します。
 各種オンラインコンテンツについて、アクセス範囲を下図にまとめています。当然ながら、大

会参加者は全てのオンラインコンテンツ（図ではエリアとしています）にアクセスできます。
なお、キャリアパス小委員会および男女共同参画委員会企画については、学会員であれば大会
に参加登録をしていなくてもアクセスできます。さらに、高校生発表と動物学ひろばについて
は、一般にも公開しています。

オンラインコンテンツのアクセス可能エリア

一般演題
ポスター会場
24演題/会場

A

一般演題
ポスター会場
24演題/会場

P
…

一般演題ポスター会場
16会場(A～P)

シンポジウム
総会等会場

エントランス棟
大会本部，懇親会・企業展示等
各賞受賞者ポスター会場

大会参加者エリア

学会本部棟

高校生発表
動物学ひろば

学会員交流棟

キャリアパス小委
男女共同参画委
関連集会

一
般
公
開
エ
リ
ア

学
会
員
公
開
エ
リ
ア

公開講演会

ZoomまたはZoom Webinar

Gather.town

その他のオンラインプラットフォーム

【Gather.townについて】
 オンライン空間であるGather.townに設置した大会会場に参加者自身をアバターとして入場させ

ます（入場の方法をp. 5「大会会場へのアクセス」に記載しているので、まずはそちらをご参照
いただき、以下の説明をご覧いただくとイメージが湧きやすいと思います）。

 Gather.townは、複数の参加者とビデオ会話できる機能を備えており、アバター同士が近づくと、
ビデオ会話が可能になります。アバター同士が離れていくと、互いの声も次第に聞こえなくなり、同調
してライブビデオも見えなくなっていきます。つまり、現地開催の臨場感を味わいながら参加でき
るオンラインシステムです。
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 ポスター発表会場では、それぞれのポスターパネルの前方にプライベートスペースを設置して
います。このスペース内で演者と聴衆が共存することでビデオ会話が可能となり、リアルタイ
ムで研究を解説し、互いに議論することができます（p. 4の図をご参照ください）。

 したがって、Gather.townでは、基本的に皆様のカメラ・マイクをONにして大会にご参加いた
だき、大会参加者間での交流にご活用ください。

 ここまで簡単に説明しましたが、百聞は一見に如かず。ぜひ学会本部が準備したGather.townの
デモサイト（https://gather.town/app/rLqkOL2mvWobUgYh/piazza）でご体感ください。
Gather.town会場への入場方法や基本的な操作方法については、p.6「Gather.town 会場入場にあ
たって」をご参照ください。

因幡大学の平井さんと鳥取大学の
椋田さんが大会会場で出くわしま
した。この場でもビデオ会話が可
能ですが、近くを通る人に会話が
聞こえてしまいます。
そこで、
「下のプライベートスペースで折り入っ
て話しましょうか。」

ふたりの距離が重要！
互いが離れると、自動
的にライブチャットは
OFFになります。

周囲と床の色が異なる
ところはプライベート
スペース。この範囲に
いる人は距離が離れて
いてもビデオ会話が
できる！

ここもプライベート
スペース。この範囲の
外にいる人には会話は
聞こえない。
ヒソヒソ話には小さな
スペースがおすすめ。

ここもプライベート
スペース。ミーティング
するには会議室がおすす
め。空いていればご自由
にお使いください。

 Gather.townについての説明をYouTube（https://youtu.be/7OLLpcIdB9I）に掲載しています。
ぜひご覧ください。

 大会会場には、プライベートスペース（例えば、床の色が周囲とは異なったり、テーブルと椅
子が置いてあったりします。会議室もプライベートスペースの1つです。）を用意しました。

 プライベートスペースに入ると、アバター同士の距離が離れていても、間近で話しているのと
同様にビデオ会話を楽しめます。また、プライベートエリア内での会話は、プライベートス
ペース外の人（アバター）には聞こえません。したがって、周囲に気兼ねせずに会話を楽しむ
には、エントランス棟・メインロビーに用意してあるプライベートスペースや会議室のご利用
をお勧めします。

【お願い：必ず遵守してください！】
Gather.townを利用される際には、一度に複数のブラウザのタブやウィンドウで複数
の会場等を開いたままにしないでください！

利用していない会場等のタブやウィンドウは必ず閉じ、Gather.townを表示
するブラウザのタブやウィンドウは必ず1つだけにしてください。
利用せずともタブやウィンドウで会場等が開かれたままになっていると、アクセス
状態が維持され、各会場等のアクセス数が契約上限を超過し、大会運営が困難にな
ります。

各会場にアクセスが集中しすぎた場合には、会場を一旦閉鎖することがあります。

https://gather.town/app/rLqkOL2mvWobUgYh/piazza
https://youtu.be/7OLLpcIdB9I
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【ポスター発表について】
 一般演題のポスター番号は、アルファベットと枝番からなっており、アルファベットはポス

ター会場、枝番は各会場内での番号を表しています。
たとえば、「D-26」であれば、ポスターD会場の26番目のポスターです。

 一般演題の各ポスター会場には最大で24演題分のポスターが掲載されており、一部の会場は、
複数の分野にまたがってポスターが掲載されています。

 各賞受賞者のポスターは、エントランス棟・②ポスターハブルーム（p.8参照）に掲載されてい
ます。

 ポスター発表については、大会1日目の午後にコアタイムを設けています（p.12「大会日程表」
参照）。演者の皆様は、コアタイムの間は必ずパソコンのカメラ・マイクをONにして、ご自身
のポスターの前でお待ちいただき、聴衆の訪問に応じてビデオ会話で解説してください。

 演者は、①自らのパソコン画面にGather.townのポスターボードに掲載しているePosterを拡大
し、その画像をGather.townで「共有」することで、スクロールしたり、さらに拡大したり、指
し示したりしながら解説することができます。あるいは、②別途用意したパワーポイントファ
イル等をご自身のパソコン上で開き、その画像（スライドショー等）を「共有」して説明する
ことも可能です。「画面共有」の方法は、p.10の「Gather.town利用のコツ2」でご案内してい
ます。

【重要なお願い】
オンライン米子大会のコンテンツを許可なく取得することは厳禁です。
ご理解とご協力をお願いいたします。

 オンライン米子大会で行われるすべての企画（Zoom、Gather.town、そのほかのオンライン
プラットフォーム、現地開催の各企画）において、いかなる理由、方法（録音、録画、スク
リーンショット、ダウンロード等）であっても、演者等の許可なく、その一部あるいはすべ
ての情報を無断で取得することは厳禁です。

 禁止行為が発覚した場合には学会および大会本部が厳しく対応を協議します。

ePosterePosterePoster

ePosterePosterePoster

このﾎﾟｽﾀｰ発表の
ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｽﾍﾟｰｽ
（説明・議論が
可能な範囲）

中央の女性研究者OM賞受賞
者の発表を聞くためには、周
囲の床の色と異なる「ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰ
ﾄｽﾍﾟｰｽ」に入らなければなり
ません！ちなみに、このス
ペースの定員は12名。

 一度にビデオ会話が可能な人数、
すなわち、プライベートスペース
の定員は、演者を含めて9名（一
般演題）または12名（各賞受賞
者）です。

 右図は各賞受賞者ポスター会場の
様子です。ポスターパネル周囲の
床の色の濃い部分がプライベート
スペースです。
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Gather.townの各棟・会場は、22時に一旦閉鎖します。

第92回 日本動物学会オンライン米子大会 日程表

その後、15分程度で再入場可能になりますので引き続きご利用ください。

大会2日目(9月3日)の 懇親会 は、
エントランス棟・「鳥取砂丘」で行います。
メインロビー下方にあるゲートをお進みください。

鳥取県イメージキャラクター
「トリピー」です。

2022年3月19日(土)に
開催延期となりました。

オンラインコンテンツ
のみ実施します。
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学術集会プログラム



開催日 開催時間
企画番号・企画名

9月1日
（水）

大会前日
15:00～21:00

K1 非モデル生物を材料とした神経行動学のイマとミライ

K2 第39回ホヤの生物学談話会

K3
【日本動物分類学会シンポジウム】
繁殖干渉と種分化：体サイズの分化は生殖隔離を強化する？

9月2日
（木）

大会1日目

9:30～12:00

S1 生殖に違いをもたらすモノたち

S2 動物学とソフトロボット

S3
第5回ペプチド・ホルモン研究会シンポジウム

～多様な分泌制御による生体防御システム～

S4
未開の研究対象「ハゼ」に見る多様性の魅力とその可能性

―マクロからミクロ、実験系から理論系まで―

18:30~20:30 K4
キャリアパス小委員会企画・動物学会員のキャリアパス
～センパイの場合～

9月3日
（金）

大会2日目

9:30～12:00

S5 Re3: Remodeling, Regeneration & Reprogramming

S6 国立沖縄自然史博物館の設立は万人のため

S7
魚類の繁殖と成長：
保存された分子機構から形質の多様性が生じる仕組みの探求

13:00 ～15:00 NS
本部企画シンポジウム・ナリシゲシンポジウム
「リサーチヒストリー：動物学研究の転換点」

19:30～21:30 K5 男女共同参画委員会企画・バーチャル懇談会

9月4日
（土）

大会3日目

9:30～12:00

S8 動物学における時間生物学研究

S9
ウナギへの挑戦、ウナギでの挑戦
—ラボからフィールドまで―

S10
【(共催) JSTさきがけ：生命機能メカニズム解明のための光操作技術】
オプトバイオロジー：神経科学や生理学の“光”によるブレイクスルー

2022年3月19日(土)
に開催延期

公開講演会
「山陰の自然、その過去・現在・未来～私たちが守り続けたい生き物たち～」

各種シンポジウム・関連集会タイムテーブル
およびダイレクトアクセス

92nd Annual Meeting of the ZSJ
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 下表の企画名をクリックすると、口演会場(ZoomあるいはGather.town)に直接アクセスで
きます。

 Zoomによる企画では、ひとつのアカウントを複数の企画で共用しています。このため、
企画実施日以外に企画名をクリックすると、現在開催されている別の企画に聴衆として
参加することになります。各企画の実施当日以外はクリックをお控えください。

 下表に掲載しているZoomアクセス情報が変更になった場合は、エントランス棟・①シン
ポジウム会場ハブルームに新しい情報を掲載します。

 Gather.townによる企画(K4, 5)は、大会期間中、いつでもアクセス可能です。

Gather.townとZoomを同時に開いていると、パソコンに負荷がかかり、
コマ落ちや音飛びが発生します。
 Zoom視聴の際には、Gather.townを閉じることをお勧めします。

Zoom利用の場合、企画実施日以外で企画名をクリックすると、現在開催されている別の企画に聴衆として
参加することになります。各企画の実施当日以外はクリックをお控えください。



本部企画シンポジウム：
ナリシゲシンポジウム・プログラム
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NS-1 禁断の進化研究
阿形 清和（基礎生物学研究所）

NS-2 アゲハの眼に星空 ～ 個眼蛍光と色覚研究
蟻川 謙太郎（総合研究大学院大学）

NS-3 アブラムシ、兵隊、共生微生物：大学院修士課程のころ
深津 武馬（産業技術総合研究所/東京大学/筑波大学）

NS-4 俯瞰と展望：世界の広がりとつながりを知る
長谷川 眞理子（総合研究大学院大学）

9月3日(金) 13：00～15：00 Zoom

 NS リサーチヒストリー：動物学研究の転換点
オーガナイザー：稲葉 一男（公益社団法人日本動物学会・会長，筑波大・下田臨海）
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シンポジウム・プログラム
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S1-1 配偶子融合に至る分子メカニズム
Molecular machinery of gamete fusion in mice

井上 直和 Naokazu Inoue（福島県立医科大・医学部・生体情報伝達研究所）
S1-2 精子走化性運動を司る細胞内カルシウムの調節機構

Control mechanisms of [Ca2+]i in the ascidian spermatozoon during chemotactic behavior

吉田 学 Manabu Yoshida （東京大・院理・臨海）
S1-3 イカにおいて生殖に違いをもたらすモノは○○である

A thing that makes different in squid reproduction is XX

広橋 教貴 Noritaka Hirohashi（島根大・生命科学）
S1-4 卵食型サメ類の栄養卵の実態に迫る

Assessing nutrient eggs in an oophagous shark

野津 了 Ryo Nozu（熊本大・院先端科学・生物科学）
S1-5 シロイヌナズナの生殖に伴う非配偶子融合の意義

Roles of non-gametic cell fusion during sexual reproduction in Arabidopsis thaliana

丸山 大輔 Daisuke Maruyama, 須崎 大地 Daichi Susaki, 太田 かおる Kaoru Ohta, 木下 哲
Tetsu Kinoshita（横浜市立大・木原生物学研究所）

9月2日(木) 9：30～12：00 Zoom

 S1 生殖に違いをもたらすモノたち
オーガナイザー：佐藤 裕公 Yuhkoh Satouh（群馬大・生体調節研究所）

井上 直和 Naokazu Inoue（福島県立医科大・医学部・生体情報伝達研究所）

9月2日(木) 9：30～12：00 Zoom

 S2 動物学とソフトロボット
オーガナイザー：郡司 芽久 Megu Gunji（東洋大・生命科学）

伊藤 浩史 Hiroshi Ito（九州大・院芸術工学）
加賀谷 勝史 Katsushi Kagaya（東京大・院情報理工学）
山﨑 剛史 Takeshi Yamasaki（山階鳥類研究所）

S2-1 ペンギンの遊泳の流体力学とロボティクス
Fluid dynamics and robotics of swimming penguins

田中 博人 Hiroto Tanaka（東京工業大・工学院・機械系）
S2-2 ウミドリの飛行と遊泳の進化生物学と流体力学

Evolutionary biology and fluid dynamics of flying and swimming in seabirds

菊地 デイル 万次郎 Dale M. Kikuchi（東京工業大・工学院機械系）
S2-3 軟体動物学とソフトロボット機構学の間の正の超スパイラル共同研究

Positive super-spiral collaborative research between mollusk zoology and soft robot mechanism

多田隈 建二郎 Kenjiro Tadakuma（東北大・院情報科学・応用情報科学専攻）
S2-4 分岐した吻をもつヒモムシの系統的位置

Phylogenetic position(s) of ribbonworms with branched proboscis

柁原 宏 Hiroshi Kajihara（北海道大・院理・生物科学）
S2-5 昆虫の翅の折り畳みの幾何学とその工学応用

Geometry of Insect Wing Folding and its Application

斉藤 一哉 Kazuya Saito（九州大・院芸術工学研究院）
S2-6 昆虫と甲虫（昆虫綱，コウチュウ目）における翅の折り畳みの多様性

Diversity of wing foldings in insects and beetles (Insecta, Coleoptera)

野村 周平 Shuhei Nomura（国立科学博物館・動物研究部）
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S3-1 遺伝子発現解析を介して生体防御ペプチドの分泌制御機構を鳥取にて考える
Aspects of regulatory mechanisms of gene expression and external secretion of host defense peptides 

in avian and amphibian

岩室 祥一 Shawichi Iwamuro1, 菊山 榮 Sakae Kikuyama2, 小林 哲也 Tetsuya Kobayashi3（1東邦大・理
・生物，2早大・教育・総合科学学術院・生物，3埼玉大・院理工・生体制御）

S3-2 上皮細胞間接着装置タイトジャンクションによる外分泌システムの構築と生体防御
Tight junctions organize exocrine systems

田中 啓雄 Hiroo Tanaka1,2, 田村 淳 Atsushi Tamura1,2, 月田 早智子 Sachiko Tsukita2（ 1帝京大・医
・薬理学，2帝京大・先端総合研究機構）

S3-3 皮膚バリアを制御する皮脂腺の新たな働き
A new function of sebaceous glands in controlling the skin barrier

原口 省吾 Shogo Haraguchi1, 大滝 博和 Hirokazu Ohtaki2, 杉浦 悠毅 Yuki Sugiura3, 原田 一貴
Kazuki Harada4, 坪井 貴司 Takashi Tsuboi4（1昭和大・医・生化学， 2昭和大・医・解剖学，
3慶應義塾大・医・医化学，4東京大・院総合文化・生命環境）

S3-4 神経ペプチドPACAPによる涙液分泌促進作用と角膜上皮治癒作用
Facilitatory effects of neuropeptide PACAP on the tear secretion and the corneal healing

中町 智哉 Tomoya Nakamachi（富山大・学術研究部・理学系）

9月2日(木) 9：30～12：00 Zoom

 S3 第5回ペプチド・ホルモン研究会シンポジウム
～多様な分泌制御による生体防御システム～

オーガナイザー：中町 智哉 Tomoya Nakamachi （富山大・学術研究部・理学系）
佐藤 貴弘 Takahiro Sato（久留米大・分子生命科学研究所・遺伝情報研究部門）

9月2日(木) 9：30～12：00 Zoom

 S4 未開の研究対象「ハゼ」に見る多様性の魅力とその可能性
―マクロからミクロ、実験系から理論系まで―

オーガナイザー：福田 和也 Kazuya Fukuda（広島大・院統合生命・向島臨海）
邉見 由美 Yumi Henmi（京都大・フィールド研・舞鶴）

S4-1 ハゼ研究のススメ～生態からみた多様性とその魅力～
Recommendations for the study of gobies: diversity and its attraction from the perspective of their ecology

國島 大河 Taiga Kunishima（和歌山県立自然博物館）
S4-2 ハゼ類による甲殻類の巣穴利用行動

Gobiid fishes living together with other organisms: crustacean burrow utilization

邉見 由美 Yumi Henmi（京都大・フィールド研・舞鶴）
S4-3 社会行動としての性表現：ハゼの性転換から考える

Sex change in gobies as a social behavior

澤田 紘太 Kota Sawada（水産機構・資源研）
S4-4 ヨシノボリ属魚類における平行的な淡水化と種分化

Parallel freshwater adaptation and speciation in Rhinogobius gobies

山﨑 曜 Yo Yamasaki（国立遺伝学研究所）
S4-5 乾燥と闘うトビハゼが獲得した行動多様性

Mudskippers has acquired various behaviors to struggle against dryness

片山 侑駿 Yukitoshi Katayama（岡山大・自然科学・臨海）
S4-6 脳内バソトシン・イソトシン系に注目したハゼ類の多様な婚姻形態を生み出す神経基盤の探索

Comparative neurological study related to vasotosin and isotocin in gobiid fish with different mating system

福田 和也 Kazuya Fukuda（広島大・院統合生命・向島臨海）
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9月3日(金) 9：30～12：00 Zoom

 S5 Re3: Remodeling, Regeneration & Reprogramming

オーガナイザー：鈴木 賢一 Kenichi Suzuki（基礎生物学研究所・新規モデル生物開発センター）

S5-1 ネッタイツメガエルの変態における甲状腺ホルモン受容体の役割
Thyroid hormone receptor (TR) knockout leads to premature adult tissue development while liganded

TR is required for larval tissue degeneration

柴田 侑毅 Yuki Shibata1, Shi Yun-Bo1（Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health 

and Human Development (NICHD), National Institute of Health (NIH)）
S5-2 ホヤの変態を駆動する組織・細胞・分子の相互作用

Tissue and molecular interactions conducting tail regression during ascidian metamorphosis

笹倉 靖徳 Yasunori Sasakura（筑波大・生命環境・下田臨海）
S5-3 新規1細胞トータルRNAシーケンス法を用いたプラナリア全RNAアトラス計画

Construction of a Planarian Total RNA Atlas by using a novel single-cell total RNA sequencing technology

林 哲太郎 Tetsutaro Hayashi, 久世 真理子 Mariko Kuse, 二階堂 愛 Itoshi Nikaido（理化学研究所・
BDR・バイオインフォ）

S5-4 Macrostomum lignano: a powerful model organism to study stem cells, regeneration and more...

Wudarski Jakub（National Institute for Basic Biology）
S5-5 Unique gene program in newt limb development and regeneration

鈴木 美有紀 Miyuki Suzuki1, 鈴木 賢一 Kenichi Suzuki2（1基生研・生命熱動態，2基生研・新規モデル）
S5-6 新規核移植法を利用した絶滅危惧動物細胞の転写リプログラミング誘導

Transcriptional reprogramming of somatic cells derived from an endangered animal using a novel 

nuclear transfer system

冨川 順子 Junko Tomikawa1, Christopher Penfold2, 神谷 拓磨 Takuma Kamiya1, 

日比野 理沙 Risa Hibino1, 安齋 政幸 Masayuki, Anzai3, 松本 和也 Kazuya Matsumoto1,     

宮本 圭 Kei Miyamoto1（1近畿大・生物理工，2University of Cambridge, Department of Physiology, 

Development and Neuroscience，3近畿大・先端技術総合研究所）

9月3日(金) 9：30～12：00 Zoom

 S6 国立沖縄自然史博物館の設立は万人のため
オーガナイザー：馬渡 駿介 Shunsuke F. Mawatari（北海道大・名誉教授）

長濱嘉孝 Yoshitaka Nagahama（基生研・名誉教授）

S6-1 国立沖縄自然史博物館の実現に向けての活動
Initiatives towards the establishment of the National Museum of Natural History, Okinawa

岸本 健雄 Takeo Kishimoto1,2（1お茶の水女子大学・SEC，2(一社) 国立沖縄自然史博物館設立準備
委員会）

S6-2 自然史に特化した博物館を設ける意義と課題
Expectation and issues for a new museum specialized for natural history

細矢 剛 Tsuyoshi Hosoya（国立科学博物館・植物研究部）
S6-3 東南アジアの海洋動物の自然史：海洋生物地理学から見た重要性

Natural history of marine invertebrates in southwestern Asia: marine biogeographical importance

大塚 攻 Susumu Ohtsuka1, 鈴木 紀毅 Noritoshi Suzuki2（1広島大・院統合生命科学，2東北大・
院理・地学）

S6-4 動物地理学研究と自然史博物館
Zoogeographical research and natural history museums

増田 隆一 Ryuichi Masuda（北海道大・院理・生物科学）
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9月3日(金) 9：30～12：00 Zoom

 S7 魚類の繁殖と成長：
保存された分子機構から形質の多様性が生じる仕組みの探求

オーガナイザー：飯田 敦夫 Atsuo Iida（名古屋大・院生命農・動物科学）
馬谷 千恵 Chie Umatani（東京大・院理・生物科学）

S7-1 環境酸素の揺らぎが引き出す魚類胚の成長
Fluctuating environmental oxygen and growth potential in fish embryos

亀井 宏泰 Hiroyasu Kamei（金沢大・理工・生命理工）
S7-2 卵黄依存的な発現変動を示す神経ペプチドの機能解析

Functional analysis of neuropeptide showing yolk-dependent expression

馬谷 千恵 Chie Umatani1, 田杭 夕里佳 Yurika Tagui1, 古川 史也 Fumiya Furukawa2, 

富原 壮真 Soma Tomihara1,3, 神田 真司 Shinji Kanda3, 武田 洋幸 Hiroyuki Takeda1, 

岡 良隆 Yoshitaka Oka1（1東京大・院理・生物科学，2北里大・海洋生命科学，3東京大・大海研）
S7-3 魚類とアワビから見る卵黄代謝生理学

Physiology and metabolism of egg yolk in some fishes and abalones

古川 史也 Fumiya Furukawa1, 小山 夢玄 Mugen Koyama1, 青柳 晶大 Akihiro Aoyagi1, 

松崎 貴子 Takako Matsuzaki1, 小林 楓 Kaede Kobayashi1, 佐野 香織 Kaori Sano2, 

平岡 潔 Kiyoshi Hiraoka3, 内田 勝久 Katsuhisa Uchida4, 林 慶君 Ching-Chun Lin5, 

曾 庸哲 Yung-Che Tseng5, 安元 剛 Ko Yasumoto1, 神保 充 Mitsuru Jimbo1, 

奥村 誠一 Sei-ichi Okumura1, 黃 鵬鵬 Pung-Pung Hwang5（1北里大・海洋生命科学， 2城西大・理，
3株式会社フジキン，4宮崎大・農，5Academia Sinica）

S7-4 卵生軟骨魚トラザメ胚における消化吸収機構の発達
Nutrient absorption in the developing embryo of cloudy catshark, Scyliorhinus torazame

本田 祐基 Yuki Honda1, 高木 亙 Wataru Takag1, 小川 展弘 Nobuhiro Ogawa1, 

徳永 幸太郎 Kotaro Tokunaga2,  小藤 一弥 Kazuya Kofuji2, 工樂 樹洋 Shigehiro Kuraku3,4, 

兵藤 晋 Susumu Hyodo1（1東京大・大海研，2アクアワールド茨城県大洗水族館，3国立遺伝研，4理研
・BDR）

S7-5 胎生硬骨魚の妊娠の分子生物学
Molecular Biology on Gestation of Viviparous Teleost

飯田 敦夫 Atsuo Iida（名古屋大・院生命農・動物科学）
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9月4日(土) 9：30～12：00 Zoom

 S8 動物学における時間生物学研究
オーガナイザー：志賀 向子 Sakiko Shiga（大阪大・院理・生物科学）

小島 大輔 Daisuke Kojima（東京大・院理）
吉井 大志 Taishi Yoshii（岡山大・院理）

S8-1 時計出力による絶食時エネルギー恒常性の維持機構の解明
Circadian clock output has a pivotal role in Energy homeostasis during the fasting status

浅野 吉政 Yoshimasa Asano, 酒井 誠之介 Seinosuke Sakai,  吉種 光 Hikari Yoshitane, 深田 吉孝
Yoshitaka Fukada（東京大・院理・生物科学）

S8-2 光生物学から時間生物学へ転進した経緯：概日リズムとカルシウムイオンシグナリング
From photobiology to chronobiology: Circadian rhythm and Calcium ion signaling

深田 吉孝 Yoshitaka Fukada（東京大・院医・附属疾患生命工学センター）
S8-3 フタホシコオロギにおける時計遺伝子発現細胞の解析

Analysis of the clock gene expression cells in the cricket Gryllus bimaculatus

守山 禎之 Yoshiyuki Moriyama（川崎医科大・医・自然科学）
S8-4 コオロギ視葉概日時計の光同調機構

Photic entrainment mechanism of the circadian clock in the cricket, Gryllus bimaculatus

富岡 憲治 Kenji Tomioka（岡山大・学術研究院・自然科学学域）
S8-5 世代を超えるタイマーが制御するアブラムシの季節適応

Transgenerational timer regulates the seasonal adaptation of aphids

松田 直樹 Naoki Matsuda（基礎生物学研究所）
S8-6 時間生物学とわたしの研究人生

Chronobiology and my research life

沼田 英治 Hideharu Numata（京都大）
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9月4日(土) 9：30～12：00 Zoom

 S9 ウナギへの挑戦、ウナギでの挑戦
—ラボからフィールドまで―

オーガナイザー：渡辺 茂 Shigeru Watanabe（慶應義塾大・文・心理学）
椋田 崇生 Takao Mukuda（鳥取大・医・解剖）
塚田 岳大 Takehiro Tsukada（東邦大・理・生物分子科学）

S9-1 ニホンウナギの中枢視覚神経路
Central visual pathways in the Japanese eel Anguilla japonica

萩尾 華子 Hanako Hagio1,2, 渡邉 果奈 Kana Watanabe1, 山本 直之 Naoyuki Yamamoto1（1名古屋大
・院生命農・動物科学・水圏動物学，2名古屋大・高等研究院）

S9-2 ニホンウナギ空間学習の神経機構
Neural mechanisms of spatial learning in Japanese eels

渡辺 茂 Shigeru Watanabe（慶應義塾大・文・心理学）
S9-3 ニホンウナギの遊泳パターン解析

Analysis of swimming patterns in Japanese eels

篠塚 一貴 Kazutaka Shinozuka（理化学研究所・脳神経科学研究センター）
S9-4 実験池におけるニホンウナギの行動解析

Behavioral analysis of Japanese eels in an experimental pond

渡辺 俊 Shun Watanabe1, 市川 光太郎 Kotaro Ichikawa2, 三田村 啓理 Hiromichi Mitamura2（1近畿大・農，
2京都大・フィールド科学教育研究センター）

S9-5 黄ウナギ期ニホンウナギの天然魚と養殖魚の活動量変化と環境要因
Changes in activity levels of wild and hatchery reared yellow eels of Anguilla japonica and environmental 

factors

市川 光太郎 Kotaro Ichikawa1, 八木 智也 Tomoya Yagi2, 渡辺 俊 Shun Watanabe3, 三田村 啓理
Hiromichi Mitamura1（1京都大・フィールド科学教育研究センター・海洋生物環境学分野，
2京都大，3近畿大）

S9-6 都会のウナギと田舎のウナギ：異なる河川環境における生息地特性とその保全
Eels in urban and rural rivers: habitat characteristics and conservation in different environments

黒木 真里 Mari Kuroki（東京大・院農・水圏生物）
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9月4日(土) 9：30～12：00 Zoom

 S10 【(共催) JSTさきがけ：生命機能メカニズム解明のための光操作技術】
オプトバイオロジー：神経科学や生理学の“光”によるブレイクスルー

オーガナイザー：寺北 明久 Akihisa Terakita（大阪市大・院理・生物地球，大阪市大・OCARINA）

S10-1 光に照らし出された塩味受容の細胞分子メカニズム
Coding, signaling and neurotransmission of attractive salty taste in the taste buds

樽野 陽幸 Akiyuki Taruno（京都府立医科大・院医・細胞生理学，JST・さきがけ）
S10-2 経シナプス性ウイルストレーサーと光を用いた神経回路解析

Neural circuits analysis with trans-synaptic viral tracers and light

近藤 邦生 Kunio Kondoh（生理学研究所，JST・さきがけ）
S10-3 機能的狙い撃ち単一細胞電気穿孔法を用いた新規研究方法

Functionally targeted single cell electroporation to investigate single neurons in the cerebral cortex in vivo

佐藤 達雄 Tatsuo Sato（モナシュ大・バイオメディシン・ディスカバリー研究所，JST・さきがけ）
S10-4 光による同調的輸送開始法の開発

A new method for synchronized transport of cargo protein

多胡 辰哉 Tatsuya Tago1, 小川 巧 Takumi Ogawa1, 佐藤 卓至 Takunori Sato1, 

佐藤 明子 Akiko Sato1（1広島大・院統合生命科学・生命環境総合科学プログラム）
S10-5 桿体視細胞だけで見られたドパミンによるcAMP依存性キナーゼ抑制と光感度抑制

Dopamine suppresses cAMP-dependent kinase (PKA) and light sensitivity of rod photoreceptor cells

佐藤 慎哉 Shinya Sato1,2, 松田 道行 Michiyuki Matsuda2,3,4（1国循・先端医療技術開発部，2京都大・
院医，3京都大・院生命科学，4京都大・iCeMS）

S10-6 睡眠ステージに応じて変化するマウス脳内グリア細胞活動の光計測
Optical imaging of glial cell activity which varies during sleep-wake cycle in mice

常松 友美 Tomomi Tsunematsu（東北大・院生命科学，東北大・学際研，JST・さきがけ）

15



サテライトシンポジウム・プログラム

K1-1 ワモンゴキブリの性フェロモン受容機構の解明に向けて
Toward understanding the sex pheromone reception in the American cockroach

渡邉 英博 Hidehiro Watanabe（福岡大・理・地球圏科学）
K1-2 アゲハチョウの食草認識に関わる味覚関連遺伝子群の解析

Analysis of chemosensory genes related to host plant recognition in swallowtail butterfly

宇賀神 篤 AtsushiUgajin（JT生命誌研究館）
K1-3 “もぐもぐ行動”を行うハゼ類の口腔と脳の形態学的研究

Morphological study of the oral cavity and the brain of gobies performing mogu-mogu behavior

萩尾 華子 Hanako Hagio1, 山本 直之 Naoyuki Yamamoto2（1名古屋大・高等研究院・院生命農・
水圏動物学，2名古屋大・院生命農・水圏動物学）

K1-4 歌の感覚学習における社会的関係の影響
Social associations and song learning in zebra finches

森 千紘 Chihiro Mori（帝京大・薬・病態分子生物）
K1-5 鳴禽類の歌行動進化の神経分子メカニズム

Neural molecular mechanisms of song evolution in songbirds

田路 矩之 Noriyuki Toji1, 柴田 ゆき野 Yukino Shibata2, 辰本 荘司 Shoji Tatsumoto3, 

石川 裕恵 Hiroe Ishikawa3, 郷 康広 Yasuhiro Go3, 和多 和宏 Kazuhiro Wada1 （1北海道大・院理・
生物，2北海道大・院生命・生命システム，3NINS・ExCELLS）

K1-6 膜電位イメージング-コネクトーム融合法によるヒルの多機能性神経回路の生理・解剖学的解析
Physiological and anatomical analysis of multifunctional neural circuits in the leech using the 

functional connectome method

冨菜 雄介 Yusuke Tomina（北海道大・電子科学研究所・ニコンイメージングセンター）
K1-7 “神経遺伝学”的方法論を取り入れたコオロギ行動学の確立に向けて

～これまでの取り組み、課題と展望～
Toward establishing “Neurogenetics” in non-model insects: recent advances & further perspectives in 

cricket behavioral neurogenetics

渡邊 崇之 Takayuki Watanabe（総研大・先導研）

9月1日(水) 15：00～21：00 Zoom

 K1 非モデル生物を材料とした神経行動学のイマとミライ
オーガナイザー：渡邊 崇之 Takayuki Watanabe（総研大・先導研）

冨菜 雄介 Yusuke Tomina（北海道大・電子科学研究所・ニコンイメージングセンター）

92nd Annual Meeting of the ZSJ

Meeting Overview ＆ Program
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関連集会・プログラム
9月1日(水) 15：00～21：00 Zoom

 K2 第39回ホヤの生物学談話会
オーガナイザー：堀江 健生 Takeo Horie（筑波大・下田臨海）

小沼 健 Takeshi Onuma（大阪大・院理学・生物科学）
関口 俊男 Toshio Sekiguchi（金沢大・環日本海域環境研究センター・臨海実験施設）

K2-1 助成金に頼らない助成金獲得とその後の群体性ホヤ類の進化学研究の進捗報告
Progress report on evolutionary studies of gregarious ascidians after getting grants that don't depend on 

grants

長谷川 尚弘 Naohiro Hasegawa（北海道大・理学院・自然史科学専攻）
K2-2 カタユウレイボヤ姉妹種における熱ストレスへの適応戦略

Strategy of thermal environmental adaptation in Ciona species complex

佐藤 敦子 Atsuko Sato（お茶の水女子大・基幹研究院自然科学系，東北大・院生命科学）
K2-3 オタマボヤのハウス形成：セルロース繊維をもちいた形づくり

House construction with cellulose fibers in the larvacean, Oikopleura dioica

小沼 健 Takeshi Onuma1,4, 山崎 慎太郎 Shintaro Yamasaki2, 秋山 正和 Masakazu Akiyama3, 西田 宏記
Hiroki Nishida1（1鹿児島大・院理工・生物学，2大阪大・院工・機械工学，3明治大・MIMS，4大阪大・
院理・生物科学）

K2-4 ホヤの受精における自己非自己細胞認識とライシン系について
Self-nonself-recognition and lysin system during ascidian fertilization

澤田 均 Hitoshi Sawada（金城学院大・生活環境・食環境栄養）

9月1日(水) 15：00～21：00 Zoom

 K3 【日本動物分類学会シンポジウム】繁殖干渉と種分化:

体サイズの分化は生殖隔離を強化する？
オーガナイザー：鶴崎 展巨 Nobuo Tsurusaki（鳥取大・農）

唐沢 重考 Shigenori Karasawa（鳥取大・農）
太田 悠造 Yuzo Ota（山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館）

K3-1 ザトウムシの近縁種間のサイズ分化，形質置換，繁殖干渉
Divergence of Size between two closely related species, character displacement, and reproductive 

interference

鶴崎 展巨 Nobuo Tsurusaki（鳥取大・農）
K3-2 相似形の交尾器をもつナミハグモ類の地理的変異と生殖的形質置換

Geographic variation and reproductive character displacement in Cybaeus spiders with similarly 

shaped copulatory organs

井原 庸 Yoh Ihara（京都大・院理・動物系統）
K3-3 ヤスデ類における機械的隔離

Mechanical isolation in millipedes

田辺 力 Tsutomu Tanabe1, 曽田 貞滋 Teiji Sota2（1熊本大・院先端科学・基礎科学，2京都大・院理
・動物生態）

K3-4 ヒメオサムシの群集依存的な体サイズ進化がオスの交尾戦術に与える影響
Effects of community-dependent body size evolution on male mating tactics in the ground beetle 

Carabus japonicus

奥崎 穰 Yutaka Okuzaki（東京大・総合文化研究科）
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9月2日(木) 18：30～20：30 Gather.town

 K4 キャリアパス小委員会企画・動物学会員のキャリアパス
～センパイの場合～

オーガナイザー：西野 敦雄 Atsuo Nishino（弘前大・農学生命・生物，キャリアパス小委員会委員長）
柴 小菊 Kogiku Shiba（筑波大・下田臨海センター，キャリアパス小委員会副委員長）

9月3日(金) 19：30～21：30 Gather.town

 K5 男女共同参画委員会企画・バーチャル懇談会
オーガナイザー：広瀬 慎美子 Mamiko Hirose（東海大・海洋・環境社会）

K5-1 第21回男女共同参画懇談会 ランチョン企画 ワーク・ライフ・バランスを考える ～動物学者の取り
組みを話そう～
The 21th ZSJ Meeting on Equal Participation of Men and Women in Science: “Thinking about Work-

Life Balance ? Let’s talk about zoologist effort ? ”
広瀬 慎美子 Mamiko Hirose1, 吉田 薫 Kaoru Yoshida2, 中内 祐二 Yuni Nakauchi3（1東海大・海洋・
環境社会，2桐蔭横浜大・医用工・生命医工，3山形大・理・理）

ご登壇いただく“センパイ”
石原 顕紀 Akinori Ishihara（静岡大・理・生物）
志賀 向子 Sakiko Shiga（大阪大・院理・生物）
関井 清乃 Kiyono Sekii（弘前大・農学生命・生物）
山口 雅裕 Masahiro Yamaguchi（鈴鹿高専・生物応用化学）
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一般演題・受賞者ポスター発表
ダイレクトアクセス

会場名・分野
（会場名をクリックするとポスター会場に直接アクセスできます。）

一
般

演
題

ポ
ス

タ
ー

発
表

会
場

A 生化学，遺伝

B 細胞生物１

C 細胞生物２，形態１

D 形態２，発生１

E 発生２

F 発生３

G 発生４

H 発生５，内分泌１

I 内分泌２

 本ページには、ポスター会場と発表分野の対応表を掲載しています。
 表中の会場名（A～Pおよび受賞者ポスター発表会）をクリックすると、各会場に直接アクセス

できます。
 最初はこの表からアクセスしていただいて差し支えありませんが、過剰アクセスを防止するた

めに、ポスター会場間の移動は、各ポスター会場に設置された会場間移動ツール「たる」をご利
用ください（下記参照）。

 各会場にアクセスするためのパスワードは、8/25に学会本部から配信されたメールの「大会情
報」に掲載していますので、あらかじめご確認ください。

 次のページ以降は、両面印刷・見開きで1会場分の演題（最大24演題）を掲載しています。
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会場名・分野
（会場名をクリックするとポスター会場に直接アクセスできます。）

一
般

演
題

ポ
ス

タ
ー

発
表

会
場

J 生理１

K 生理２

L 生理３

M 生理４，行動１

N 行動２

O 行動３，生態，分類・系統１

P 分類・系統２
受賞者ポスター発表会場

（ポスター会場ハブルーム）
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【ポスター会場間移動ツール「たる」について】
 各会場には、会場間移動ツール「たる」を設置しています。
 移動したい会場名の「たる」のそばにアバターを移動させると、キーボードの「Enter」を押す

ようにメッセージが出ます。
 「Enter」を押すと、希望の会場にワープします。
 移動先でもパスワードを要求されるので、8/25に学会本部から配信されたメールの「大会情

報」に記載されているポスター会場共通パスワードを入れてください。

Gather.townの各棟・会場は、22時に一旦閉鎖します。

その後、15分程度で再入場可能になりますので引き続きご利用ください。

【お願い：必ず遵守してください！】
Gather.townを利用される際には、一度に複数のブラウザのタブやウィンドウで複数
の会場等を開いたままにしないでください！

利用していない会場等のタブやウィンドウは必ず閉じ、Gather.townを表示
するブラウザのタブやウィンドウは必ず1つだけにしてください。
各会場にアクセスが集中しすぎた場合には、会場を一旦閉鎖することがあります。



生化学 Biochemistry

一般演題ポスター発表

A 会場

92nd Annual Meeting of the ZSJ
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A-01 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
Effect of DNA properties between enhancer and promoter on transcriptional activation

中川 春風 Haruka Nakagawa1, 高木 春奈 Haruna Takagi2, 立本 小百合 Sayuri Tatemoto1, 粟津 暁紀
Akinori Awazu1,2, 山本 卓 Takashi Yamamoto1,2, 坂本 尚昭 Naoaki Sakamoto1,2 （1広島大・院統合生命・数理生
命科学, 2広島大・院理・数理分子生命理学）

A-02 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
Spectroscopic characterization of various opsins found in a reef-building coral

酒井 祐輔 Yusuke Sakai1, 塚本 寿夫 Hisao Tsukamoto2,3, 小柳 光正 Mitsumasa Koyanagi1,4, 寺北 明久
Akihisa Terakita1,4 （1大阪市立大・院理, 2神戸大・院理, 3JST・さきがけ, 4大阪市立大・複合先端研究機構）

A-03 幼若ホルモン誘導性転写因子hairyの組織依存的な誘導
Tissue dependent induction of the juvenile hormone-inducible transcription factor, hairy

中村 瑠璃 Ruri Nakamura1, 下段 詩絵理 Shieri Shimodaira1, 猿谷 琴音 Kotone Saruya1, 粥川 琢巳 Takumi Kayukawa2, 
成瀬 佳奈 Kana Naruse1, 栂 浩平 Kouhei Toga1,  篠田 徹郎 Tetsuro Shinoda3, 外川 徹 Toru Togawa1（1日本大
・文理・生命科学, 2農研機構・生物機能部門, 3福島大・食農）

A-04 メダカ卵巣における排卵後の濾胞細胞層の分解機構
Mechanism for degradation of follicle layers after ovulation in medaka ovary

近藤 祥子 Yoshiko Kondo1, 荻原 克益 Katsueki Ogiwara1（1北海道大・院理・生物）

A-05 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
Kleptoprotein bioluminescence: Parapriacanthus fish obtain luciferase from ostracod prey

別所-上原 学 Manabu Bessho-Uehara1, 山本 直之 Naoyuki Yamamoto2, 重信 秀治 Shuji Shigenobu3, 大場 裕一
Yuichi Oba 4 （1名古屋大・高等研究院（理）, 2名古屋大・農, 3基生研, 4中部大学・応用生物）

A-06 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
Analysis of the regulation by retinoic acid signaling during zebrafish fin regeneration

村瀬 訓平 Kumpei Murase1, 谷下 絵里 Eri Tanishita1, 中島 朋哉 Tomoya Nakashima1, 永嶌 鮎美 Ayumi Nagashima1, 
川上 厚志 Atsushi Kawakami1（ 1東京工業大・生命理工）

A-07 lasp-2のリン酸化サイト解析
Analysis of lasp-2 phosphorylation site

森 康慈 Yasushige Mori1, 山本 沙矢香 Sayaka Yamamoto2,  山形 楠 Nan Yamagata2, 西岡 朋生 Tomoki Nishioka3, 
貝淵 弘三 Kouzou Kaibuti3, 寺崎 朝子 Asako Terasaki4 （1千葉大・理・生物学科, 2千葉大・院融合理工学, 3名古屋大・
院医, 4千葉大・院融合理工学・先進理化学専攻）

A-08 ゲノム配列に基づくカイダコ類卵殻タンパク質の進化
Conchiferan shell matrix proteins in the Argonaut octopus eggshell

吉田 真明 Masa-aki Yoshida1, スティアマルガ デフィン Davin Setiamarga2, 廣田 和樹 Kazuki Hirota3, 佐々木 猛智
Takenori Sasaki4 （1島根大・生物資源・隠岐臨海, 2和歌山高専・生物応用化学, 3東京大・院理・生物, 4東京大・
総合博物館）

A-09 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
Pleiotropic effects of sex-determining genes in a apterygote, Thermobia domestica

千頭 康彦 Yasuhiko Chikami1,2, 新美 輝幸 Teruyuki Niimi1,2（1総合研究大学院大・生命科学・基礎生物学, 2基礎
生物学研究所・進化発生研究部門）

A-10 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
Searching for the downstream genes of sex determination pathway in Reticulitermes speratus

藤原 克斗 Kokuto Fujiwara1, 宮崎 智史 Satoshi Miyazaki2, 前川 清人 Kiyoto Maekawa3（1富山大・院理工, 2玉川大
・院農, 3富山大・学術・理）

A-11 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
De novo genome assembly and comparative analysis of the coffee bee hawk moth Cephonodes hylas (Lepidoptera: 
Sphingidae)

山部 貴央 Takahiro Yamabe1, 梶谷 嶺 Rei Kajitani1, 豊田 敦 Atsushi Toyoda2, 伊藤 武彦 Takehiko Itoh1 （1東京工業大
・生命理工学院, 2国立遺伝学研究所・比較ゲノム解析研究室）

遺伝 Genetics
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A-12 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
The feminizer gene integrates multi-locus complementary sex determination signals in Japanese ant, Vollenhovia emeryi

宮川 美里 Misato Miyakawa1, 宮川 一志 Hitoshi Miyakawa1（1宇都宮大・バイオ・環境生理）

A-13 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

Evolutionary mechanisms of the second sex-determining gene GsdfneoY and search for the third sex-determining 
gene in Oryzias latipes population from Nagasaki

明正 大純 Taijun Myosho1, 藤本 慎吾 Shingo Fuzimoto2, 小林 亨 Thoru Kobayashi1（1静岡県大・食品・環境,      
2琉球大・熱生研）

A-14 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
Multiple duplicated copies of Dmrt1 are involved in male determination in Oryzias javanicus

村田 芽吹 Mebuki Murata1, 安齋 賢 Satoshi Ansai2, 竹花 佑介 Yusuke Takehana1（1長浜バイオ大・バイオサイエンス
・発生遺伝学, 2東北大・生命科学）

A-15 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
Functional analysis for Y chromosome-specific enhancer of Oryzias marmoratus

立道 花林 Karin Tatemichi1, 竹花 佑介 Yusuke Takehana1（1長浜バイオ大・バイオサイエンス・発生遺伝学）

A-16 hoxc11aはメダカの背鰭を有する体節の形成に必要である
hoxc11a is essential for somitogenesis with dorsal fin of medaka

瀬戸 彬 Akira Seto1, 松井 翔太 Shota Matsui2, 佐藤 忠 Tadashi Sato3, 松田 勝 Masaru Matsuda4, 酒泉 満
Mitsuru Sakaizumi2 （1宇都宮大・院地域創生・工農総合科学・分子農学, 2新潟大・院自然科学, 3基生研・
バイオリソース, 4宇都宮大・バイオ）

A-17 SMIS遺伝子の重複はイモリ科において起こった
Duplication of sperm motility initiating substance gene occurred in Salamandridae

古川 春佳 Haruka Furukawa1, 富永 篤 Atsushi Tominaga2, 高山－渡辺 絵理子 Eriko Takayama-Watanabe3, 
渡邉 明彦 Akihiko Watanabe4（1山形大・院理工・理学, 2琉球大・教育, 3山形大・基盤教育, 4山形大・理）

A-18 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
The challenge of mitochondrial genome editing using Xenopus

安岡 有理 Yuuri Yasuoka1, 岡﨑 康司 Yasushi Okazaki1（ 1理研・IMS・応用ゲノム解析技術研究チーム）

A-19 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
Epigenetic analysis of sulfotransferase gene family in Xenopus laevis

佐藤 晃輔 Kosuke Sato1, 石原 顕紀 Akinori Ishihara2, 山内 清志 Kiyoshi Yamauchi2 （1静岡大・院理・生物, 2静岡大
・理・生物）

A-20 リクガメ酸味受容体PKD2L1の比較解析
Comparative analysis of sour taste receptor from tortoises

海老原 充 Mitsuru Ebihara（関東学院大・理工・生命科学）

A-21 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
The comprehensive analysis  for human-specific genes  driving human cortical evolution

中野 陽介 Yosuke Nakano1, 鈴木 郁夫 Ikuo Suzuki1, 榎本 和生 Kazuo Emoto1,2（1東京大・院理・生物科学・
脳機能学研究分野, 2東京大・ニューロインテリジェンス国際研究機構）

A-22 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
Using dbCNS, a database of conserved noncoding sequences

井上 潤 Jun Inoue1, 斎藤 成也 Naruya Saitou2 （1東京大・大気海洋研究所・変動センター, 2国立遺伝学研究所・
集団遺伝研究室）

A-23 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
Phenotypic analysis of cancer testicular specific molecules using gene-deficient mice

武井 則雄 Norio Takei1, 太田 明伸 Akinobu Ota2, シバスンダラン カルナン Karnan Sivasundaram2, 細川 好孝
Yoshitaka Hosokawa2（1北海道大・院医・動物, 2愛知医科大・生化学）
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細胞生物１ Cell biology１
B-01 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

Effect of the symbiotic Chlorella variabilis of the ciliate Paramecium bursaria on the predation rate from Moina sp.
森田 光 Hikaru Morita1, 児玉 有紀 Yuuki Kodama2（1島根大・生物資源・生命科学, 2島根大・学術研究院・
農生命科学系）

B-02 クラミドモナスにおける軸糸ダイニンの活性調節
Regulation of axonemal dynein motor activity in Chlamydomonas

近藤 裕祐 Yusuke Kondo1, 八木 俊樹 Toshiki Yagi1（1県立広島大・総合学術・生命システム科学）

B-03 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
The role of CTENO189 in the structure and ciliary motility of ctenophore comb plate

城倉 圭 Kei Jokura1,2, 佐藤 友 Yu Sato2, 柴 小菊 Kogiku Shiba2, 稲葉 一男 Kazuo Inaba2（ 1エクセター大学, 
2筑波大・下田臨海）

B-04 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
Two-stage structure of the interciliary linkage indicated by the novel proteins CTENO35 and CTENO78 in the 
comb plate of the Ctenophore

佐藤 友 Yu Sato1, 城倉 圭 Kei Jokura1,2, 柴 小菊 Kogiku Shiba1, 稲葉 一男 Kazuo Inaba1（1筑波大・下田臨海, 
2エクセタ―大学）

B-05 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
Mechanical contraction refines sarcomere structures in an early ephyra of Aurelia sp1

中川 裕之 Hiroyuki Nakagawa1, 北野 優花 Yu-ka Kitano2, 本田 尚之 Naoyuki Honda2（1福岡大・理・地球圏科学, 
2福岡大・院理・地球圏科学）

B-06 ミズクラゲポリプにおける神経繊維分布の観察
Observation of nerve fiber distribution in jellyfish Aurelia aurita polyp

北野 優花 Yuka Kitano1, 井上 貴詔 Takatugu Inoue2, 中川 裕之 Hiroyuki Nakagawa2（1福岡大・院理・地球圏科学,
2福岡大・理・地球圏科学）

B-07 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
Species-specific recognition authentication in fertilization of nemerteans

池永 潤平 Jumpei Ikenaga1, 吉田 学 Manabu Yoshida1（1東京大・院理・臨海）

B-08 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
Unique structure of gill epithelial cells harbouring chemosymbiotic bacteria in the deep-sea vent mussel, 
Bathymodiolus septemdierum

甘利 友花 Yuka Amari1,2, 多米 晃裕 Akihiro Tame3, 高木 善弘 Yoshihiro Takaki1, 津田 美和子 Miwako Tuda1, 
飯塚 怜 Rei Iizuka4, 船津 高志 Takashi Funatsu5, 吉田 尊雄 Takao Yoshida1,2, 生田 哲朗 Teturou Ikuta1,2（1海洋研究
開発機構, 2東京海洋大・院海洋科学技術・海洋生命資源科学, 3マリンワークジャパン, 4東京大・院理・生物科学, 
5東京大・院薬・薬科学）

B-09 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
Characterization of tropomyosin isoforms obtained from the Ark Shell, Scapharca broughtonii

小玉 智恵 Tomoe Kodama1, 伊藤 篤子 Atsuko Itoh1（1東京工業高等専門学校・物質工学専攻）

B-10 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
A new stress-induced cytoskeletal proteins of tardigrades contribute to tolerance

田中 彬寛 Akihiro Tanaka1, 國枝 武和 Takekazu Kunieda1, 渡邊 健斗 Kento Watanabe1, 鎌田 周一 Shuichi Kamata1

（1東京大・院理・生物科学）

B-11 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
Characterization of tropomyosin isoforms in hatching process from dormant eggs of Artemia

竹下 峻平 Shumpei Takeshita1, 伊藤 篤子 Atsuko Itoh1（1東京工業高等専門学校・物質工学専攻）

B-12 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
Morphological changes of symbiotic organs and symbiotic bacteria regulated by metamorphosis related genes in stinkbug

大石 紗友美 Sayumi Oishi1,2, 水谷 雅希 Masaki Mizutani2, 森山 実 Minoru Moriyama2, 深津 武馬 Takema
Fukatsu1,2（1東京大・院理・生物科学, 2産総研・生物プロセス）

B-13 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
Differences between strains in the number of silkworm hemocytes and adhesiveness to glass

野崎 真史 Masahito Nozaki1, 片山 豪 Takeshi Katayama2（1太田市立太田高等学校, 2高崎健康福祉大・人間発達学部）

B 会場
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B-14 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
Comprehensive gene expression analysis of the soldier and worker antennae in the termite Reticulitermes speratus

花田 拓巳 Takumi Hanada1, 鈴木 諒平 Ryohei Suzuki1, 北條 賢 Masaru Hojo2, 林 良信 Yoshinobu Hayashi3, 
前川 清人 Kiyoto Maekawa4（1富山大・院・理工学教育部, 2関西学院大・理工学部, 3慶應義塾大・生物, 4富山大
・学術研究部・理学系）

B-15 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
Expression pattern of ankyrin in neural cells of Ciona robusta

岡村 康司 Yasushi Okamura1, 神野 有香 Yuka Jinno1, 森 梨沙 Risa Mori1（1大阪大・院医・生理学）

B-16 ホヤ精子の鞭毛運動調節におけるCNGチャネルの役割
The role of CNG channel in the regulation of flagellar motility in the ascidian sperm

柴 小菊 Kogiku Shiba1, 稲葉 一男 Kazuo Inaba1（1筑波大・下田臨海）

B-17 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
Changes in the morphology and mobility of fish keratocytes at the bottom of epidermal sheet through Ca2+ signaling

小坪 優斗 Masato Kotsubo1, 谷澤 李紗 Lisa Tanizawa2, 小高 未来 Mirai Kotaka2, 杉本 雅純 Masazumi Sugimoto2

（1東邦大・院理・生物分子科学, 2東邦大・理・生物分子科学）

B-18 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
Effect of LPA on change in the morphology and mobility of fish keratocytes at the bottom of epidermal sheet

牧野 絢 Jun Makino1, 仁茂田 愛美 Manami Nimoda2, 杉本 雅純 Masazumi Sugimoto2（1東邦大・院理・
生物分子科学, 2東邦大・理・生物分子科学）

B-19 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
The spatial and temporal regulation of pou5f3 translation in zebrafish that is important for early development

佐藤 圭祐 Keisuke Sato1, 小谷 友也 Tomoya Kotani2（1北海道大・院生命科学・生命科学, 2北海道大・院理・
生物科学）

B-20 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
The role of Semaphorin3fa in retinal pigment epithelial response to light

Mori-Kreiner Risa1,2,3,5, Gobeil Sophie5, Kalifa Amira1,2,3,5, Halabi Rami2,3,5, McFarlane Sarah2,3,4,5（1Program of 
Neuroscience, 2Hotchkiss Brain Institute, 3Alberta Children’s Hospital Research Institute, 4Department of Cell 
Biology and Anatomy, 5University of Calgary）

B-21 3’ 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
The novel mechanism of translational regulation of maternal Pou5f1/Oct4 mRNA by shortening the 3’ end of 
untranslated region

高田 裕貴 Yuki Takada1, 小谷 友也 Tomoya Kotani2（1北海道大・院生命・生命システム, 2北海道大・院理・生物）
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細胞生物２ Cell biology２
C-01 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

Examination of preparation process of chicken astrocytes suitable for observation of cytoskeleton
笠井 虹汰 Kota Kasai1, 萱島 慧一 Keiichi Kayasima1, 佃 聡子 Satoko Tsukuda1, 田村 安樹子 Akiko Tamura1, 
松本 桂 Kei Matsumoto1, 藤田 優輝 Yuki Fujita1, 中田 志保子 Shihoko Nakata1, 金子 達朗 Tatsuro Kaneko1, 
中山 綾子 Ayako Nakagawa1, 中川 裕之 Hiroyuki Nakayama2, 寺崎 朝子 Asako Terasaki1（1千葉大・理・生物,     
2福岡大・理・地球圏化学科）

C-02 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
Effect of shRNA vector on lasp-2 in chicken cerebral nerve cells and chicken astrocyte

岩田 悠利 Yuto Iwata1, 戸島 拓郎 Takuro Tojima2, 上口 裕之 Hiroyuki Kamiguchi3, 秋山 博紀 Hiroki Akiyama4, 
寺崎 朝子 Asako Terasaki1, 門井 宏平 Kohei Kadoi1, 田中 萌 Moe Tanaka1（1千葉大・理・生物, 2理化学研究所・
光量子工学研究領域・生細胞超解像イメージング研究チーム, 3理化学研究所・脳科学総合研究センター・神経
成長機構研究チーム, 4早稲田大・人間科学・健康福祉科学）

C-03 Lasp-2がニワトリ繊維芽細胞の運動性に及ぼす影響
Lasp-2 regulates cell motility of chicken fibroblast

玉川 拓実 Takumi Tamagawa1, 田中 萌 Moe Tamnaka1, 山本 紗矢香 Sayaka Yamamoto1, 山形 楠 Nan Yamagata1, 
中山 綾子 Ayako Nakayama1, 中川 裕之 Hiroyuki Nakayama2, 寺崎 朝子 Asako Terasaki1（1千葉大・神経プロテオミクス
研究室, 2福岡大・細胞生物学研究室）

C-04 actin系細胞骨格におけるlasp-2とlasp-1の相互作用解析
Interaction analysis of lasp-2 and lasp-1 in actin cytoskeleton

田中 萌 Moe Tanaka1, 山形 楠 Nan Yamagata1, 山本 紗矢香 Sayaka Yamamoto1, 冨永 樹実 Juma Tominaga4,      
玉川 拓実 Takumi Tamagawa1, 中山 綾子 Ayako Nakayama2, 中川 裕之 Hiroyuki Nakagawa3, 
戸島 拓郎 Takuro Tojima5, 上口 裕之 Hiroyuki Kamiguchi6, 秋山 博紀 Hiroki Akiyama7, 寺崎 朝子 Asako Terasaki2

（1千葉大・融合理工・先進理化学・生物, 2千葉大・院理, 3福岡大・理学部・地球圏科学科, 4千葉大・理学部・
生物学科, 5理化学研究所・光量子工学研究領域・生細胞超解像イメージング研究チーム, 6理化学研究所・
脳科学総合研究センター・神経成長機構研究チーム, 7早稲田大・人間科学・健康福祉科学）

C-05 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
Lasp-2 regulates cell motility of human glioblastoma

米本 秋 Syu Yonemoto1, 佃 聡子 Satoko Tsukuda1, 田村 安樹子 Akiko Tamura1, 中山 綾子 Ayako Nakayama1,     
吉井 幸恵 Yukie Yosii3, 高野 和儀 Kazunori Takano2, 寺崎 朝子 Asako Terasaki1（1千葉大・神経プロテオミクス
研究室, 2千葉大・バイオシグナル研究室, 3放射線医学総合研究所）

C-06 がん関連変異DAPK3の発現は細胞質分裂を失敗させる
Cancer-associated DAPK3 mutations impair cytokinesis

小野 太一郎 Taichiro Ono1, 寺田 富美 Fumi Terada2, 奥村 美紗子 Misako Okumura1,2,3, 
千原 崇裕 Takahiro Chihara1,2,3, 濱生 こずえ Kozue Hamao1,2,3（1広島大・院理・生物科学, 2広島大・院統合生命
・生命医科学, 3広島大・院統合生命・基礎生物学）

C-07 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―

Heat stress response of a two-layer cultured vascular model in a microfluidic system by using endothelial cells and 
smooth muscle cells

設樂 彩子 Ayako Shitara1,  佐藤 健二郎 Kenjiro Sato2, 大谷-金子 律子 Ritsuko Ohtani-Kaneko 1,2（ 1東洋大・
院生命科学, 2東洋大・生体医工学研究センター）

C-08 SCGB3A2のマクロファージへの作用に関する研究
Study on the effect of SCGB3A2 in macrophages

横山 悠太朗 Yutaro Yokoyama1, 弦巻 拓 Taku Turumaki1, 石川 文雄 Humio Ishikawa2, 阿部 宏之 Hiroyuki Abe1, 
黒谷 玲子 Reiko Kurotani1（1山形大・院理工学・バイオ化学工学専攻, 2つくば国際大・医療保険学・臨床検査学）

C-09 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
Ciliary GPCR-associated transcriptome as a key regulator of cilia length control

斎藤 祐見子 Yumiko Saito1, 宮本 達雄 Tatsuo Miyamoto2, 小林 勇喜 Yuki Kobayashi1（1広島大・院統合生命,
2広島大・原医研）

C-10 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
The expression of inner dynein gene and the analysis of ciliary motion in the lateral ventricle of Dpcd knockout mice

上野 裕則 Hironori Ueno1, 山本 太樹 Taiki Yamamoto2, 竹内 和人 Kazuhito Takeuchi2, 永田 雄一 Yuichi Nagata2, 
大岡 史治 Fumiharu Ohka2, 夏目 敦至 Atsushi Natsume2, 齋藤 竜太 Ryuta Saito2（1愛知教育大・教育学部・理科
教育講座, 2名古屋大・医学部・脳神経外科）

C 会場
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C-11 太陽虫Raphidocystis contractilisの軸足収縮前後の微小管動態の解析
Microtubule dynamics before and after rapid axopodial contraction in the heliozoan Raphidocystis contractilis

黒川 美樹 Miki Kurokawa1, 坂上 登亮 Tosuke Sakagami2, 池田 理佐 Risa Ikeda2, 安藤 元紀 Motonori Ando1,2

（1岡山大・院教育・細胞生理, 2岡山大・院環境生命・動物生理）

C-12 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
Immunocytochemical and ultrastructural analysis of axopodia in the heliozoan Actinophrys sol

小川 凜 Rin Ogawa1, 黒川 美樹 Miki Kurokawa1, 坂上 登亮 Tosuke Sakagami2, 安藤 元紀 Motonori Ando1,2（1岡
山大・院教育・細胞生理, 2岡山大・院環境生命・動物生理）

C-13 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
Developmental mechanisms arranging spatiotemporal coordinates of tentacles in Cnidarian polyps

Safiye E. Sarper（理研BDR）

C-14 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
Transcriptome analysis of the temperature response mechanisms in Cladonema pacificum

鈴木 太一 Taichi Suzuki1, 倉永 英里奈 Erina Kuranaga1, 中嶋 悠一朗 Yuichiro Nakajima2（1東北大・院生命科学
・生態発生適応・組織形成, 2東京大・院薬学・遺伝学）

C-15 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
Investigation of planarian musculature by using  optical clearing techniques

後藤 孝太 Takato Goto1, 太田 有香 Yuka Ohta1, 中内 祐二 Yuni Nakauchi1（1山形大・理・理（生物））

C-16 無腸目Praesagittifera naikaiensisの感覚器の構造と機能に関する新しい洞察
Novel insights into structure and function of the sensory organs in an acoel worm, Praesagittifera naikaiensis

坂上 登亮 Tosuke Sakagami1, 渡邉 佳穂 Kaho Watanabe2, 濱田 麻友子 Mayuko Hamada3, 畑生 俊光 Toshimitsu Hatabu1, 
安藤 元紀 Motonori Ando1,2（1岡山大・院環境生命・動物生理, 2岡山大・院教育・細胞生理, 3岡山大・理・牛窓臨海
実験所）

C-17 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）
Does the yolk cell of Gryllus bimaculatus participate in the midgut epithelium formation? (Insecta: Orthoptera)

武藤 将道 Shodo Mtow1,2, 塘 忠顕 Tadaaki Tsutsumi1, 町田 龍一郎 Ryuichiro Machida2（1福島大・共生システム理工,
2筑波大・山岳科学・菅平高原実験所）

C-18 ヒトスジシマカの全身透明化法開発
Whole-mount tissue clearing for the Agian tiger mosquito

紺野 在 Alu Konno1, 鈴木 哲朗 Tetsuro Suzuki1（1浜松医科大・ウイルス・寄生虫学）

C-19 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

Highly Sensitive Molecular Spectroscopy Based on Nanostructures from Lepidoptera: A Biomimetic Approach 
Using Great purple emperor Scales and Japanese silk moth Antennae

山崎 桃果 Momoka Yamazaki1, 竹井 弘之 Hiroyuki Takei2,3（1東洋大・院生命・生命, 2東洋大・生命・生命, 
3東洋大・バイオ・ナノセ）

C-20 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
Three-dimensional observation of the musculoskeletal system of forelegs in the mantis using micro-computed tomography

桑鶴 真啓 MahiroKuwazuru1,  山脇 兆史 Yoshifumi Yamawaki2（1九州大・院システム生命, 2九州大・院理・生物科学）

C-21 ウニ胚形態形成の細胞骨格観察に基づくモデル化
Modeling of sea urchin gastrulation based on cytoskeleton imaging

渡辺 開智 Kaichi Watanabe1, 安井 優平 Yuhei Yasui1, 黒瀬 友太 Yuta Kurose2, 坂本 尚昭 Naoaki Sakamoto1, 
粟津 暁紀 Akinori Awazu1（1広島大・院統合生命, 2広島大・院理）

C-22 円口類と顎口類の三叉神経枝の相同性に関する研究
A study on the Homology of Trigeminal nerve Branches in cyclostomes and gnathostomes

田村 元樹 Motoki Tamura1, 石川 遼太 Ryota Ishikawa1, Juan PASCUAL ANAYA2, 村上 安則 Yasunori Murakami1

（1愛媛大・院・理工・環境機能, 2特定国立研究開発法人理化学研究所）

C-23 脊椎動物の対鰭筋および鰓下筋の進化
Morphological complexity and its genetic background in fin-associated and hypobranchial muscles of vertebrates

日下部 りえ Rie Kusakabe1, 倉谷 滋 Shigeru Kuratani1,2（1理研BDR, 2理研CPR）

C-24 軟骨魚類は表情筋を持ちうるか？
Can chondrichthyes evolve facial muscles?

東山 大毅 Hiroki Higashiyama（東京大・医・代謝生理化学）

形態１ Morphology１
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形態２ Morphology２
D-01 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

Zebrafish, which form egg envelope using ovary-derived zona pellucida (ZP), has an ability to form egg envelope 
using ZP in the blood

渡邊 花菜 Kana Watanabe1, 神田 真司 Shinji Kanda2, 佐野 香織 Kaori Sano3（1城西大・院薬・薬科学, 2東京大・
大海研・生理学, 3城西大・理・化学）

D-02 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
Functional analysis of sulfatase family using knock-out medaka

光永 敬子 Keiko Mitsunaga-Nakatsubo1, 猪早 敬二 Keiji Inohaya2, 安増 茂樹 Shigeki Yasumasu3（1広島大・院統合生命
・数理生命科学, 2東工大・生命理工学院, 3上智大・理工・物質生命）

D-03 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
Dynamics of spermatogenesis and change in testicular morphology under ‘mating’ and ‘non-mating’ conditions in medaka

住田 流香 Ruka Sumita1, 西村 俊哉 Toshiya Nishimura1,2, 田中 実 Minoru Tanaka1（1名古屋大・院理, 2北海道大・
院水産）

D-04 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
Molecular basis of anal fin elongation in male Indonesian medaka

岡本 啓吾 Keigo Okamoto1, 安齋 賢 Satoshi Ansai2, 荻野 由紀子 Yukiko Ogino3（1九州大・院生物資源環境科学府・
資源生物科学, 2東北大・院生命科学研究科, 3九州大・農・国際農業教育研究推進センター）

D-05 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
Mechanism of shape regeneration in zebrafish caudal fin

横澤 満聡 Misato Yokozawa1, 松村 慧奈 Keina Matumura1, 横田 裕輝 Yuuki Yokota1, 川上 厚志 Atsushi Kawakami1

（1東京工業大・生命理工学院・生命理工学コース・川上研究室）

D-06 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
Analysis of dermal collagen structure and reevaluation of skin regeneration in Ambystoma mexicanum

樫本 玲菜 Rena Kashimoto1, 佐藤 伸 Akira Satoh2（1岡山大・院自然・地球生命, 2岡山大・異コア）

D-07 透明ガエルの作り方
How to generate see-through frogs

中島 圭介 Keisuke Nakajima1, 嶋村 正樹 Masaki Shimamura2, 古野 伸明 Nobuaki Furuno1（1広島大・両生研, 
2広島大・院統合生命）

D-08 両生類無尾目における皮質骨形成過程の比較
Comparison of cortical bone formation processes in anuran amphibians

雪田 聡 Akira Yukita1,2, 近藤 恵昭 Yoshiaki Kondo3, 高橋 祐貴 Yuki Takahashi2, 塚原 文典 Huminori Tsukahara2

（1静岡大・教育学部・理科, 2静岡大・院理・生命科学, 3静岡大・院農・応用生命）

D-09 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
Revisiting the mesoderm/neural crest cells boundaries in the mammalian embryonic head

黒田 春也 Shunya Kuroda1,2, 足立 礼孝 Noritaka Adachi3, 倉谷 滋 Shigeru Kuratani2 （1神戸大・院理・生物学,
2理研・BDR, 3東邦大・理・生物学）

D-10 3D VISUALIZATION OF GENE EXPRESSION USING CoMBI AS A POWERFUL TOOL FOR MORPHOLOGICAL 
ANALYSIS

Aldy Anindyawan Sutrisno1, 片野 亘 Wataru Katano2, 川村 颯 Hayata Kawamura2, 多鹿 友喜 Yuki Tajika3, 小柴 和子
Kazuko Koshiba1,2（1東洋大・生命科学・応用生物, 2東洋大・院生命・生命科学, 3群馬大・院医学）

D-11 マウス膵島におけるパネキシンサブタイプの発現
Expression of Pannexin Subtypes in Mouse Pancreatic Islets

中野 汰一 Taichi Nakano1, 藏本 博史 Hirofumi Kuramoto1, 吉村 亮一 Ryoichi Yoshimura1（1京都工芸繊維大・
院工芸科学・応用生物学）

D-12 マウス精巣上体における糖輸送体の局在解析
Expression and localization of sugar transporters in mouse epididymis

苅田 奈穂 Naho Kanda1, 小林 春也 Haruya Kobayashi1, 大見 拓未 Takumi Omi1, 坂上 登亮 Tosuke Sakagami2, 
安藤 元紀 Motonori Ando1,2（1岡山大・院教育・細胞生理, 2岡山大・院環境生命・動物生理）

D-13 精子のアクロゾーム形成に関わるTMCO2とCYPT1の解析
Analysis of TMCO2 and CYPT1 as acrosome-forming molecules during spermiogenesis

金子 たかね Takane Kaneko1, 濱田 大夢 Hiromu Hamada1, 餅田 泉 Izumi Mochida1, 藤 沙織 Saori Toh1, 田中 宏光
Hiromitsu Tanaka2, 岩森 巨樹 Naoki Iwamori1, 岩森 督子 Tokuko Iwamori1, 飯田 弘 Hiroshi Iida1（1九州大・院農
・動物, 2長崎国際大・薬・分子生物学）
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D-14 ミズクラゲ生殖巣の発生と雌雄分化
Development and sex-determination of Aurelia aurita gonads

高村 克美 Katsumi Takamura1, 池原 正恒 Masanobu Ikehara2, 水上 雅晴 Masaharu Mizukami1, 植木 龍也
Tatsuya Ueki3（1福山大・生命工学・海洋生物科学, 2福山大・工学研究科・生命工学, 3広島大・院統合生命・
基礎生物学）

D-15 エダクダクラゲのクラゲ形成条件
Conditions for medusa formation in Proboscidactyla flavicirrata

菊地 充 Mitsuru Kikuchi1, 出口 竜作 Ryusaku Deguchi1（1宮城教育大・生物）

D-16 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
Wave-like spread of sperm release in a male medusa of Cladonema pacificum

竹田 典代 Noriyo Takeda1, 出口 竜作 Ryusaku Deguchi2, 彦坂 暁 Akira Hikosaka1（1広島大・院統合生命, 2宮城
教育大・生物）

D-17 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
Gene expression patterns involved in metamorphosis reversibility during coral development

石井 悠 Yuu Ishii1,2, 服田 昌之 Masayuki Hatta3, 出口 竜作 Ryusaku Deguchi2, 河田 雅圭 Masakado Kawata1, 
丸山 真一朗 Shinichiro Maruyama1,3（1東北大・院生命, 2宮教大・院教育, 3お茶大・基幹研・自然科学）

D-18 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
Branching morphogenesis in the medusa tentacles of the jellyfish Cladonema pacificum

Shiting Hou1, 藤木 聡世 Akiyo Fujiki1, Zhu Zianrong1, 柴田 紗希 Saki Shibata3, 中本 章貴 Ayaki Nakamoto2, 
熊野 岳 Gaku Kumano1（1東北大・院生命・浅虫臨海, 2青森大・薬, 3北里大・獣医）

D-19 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
Investigating the behavior and role of stem cells during organ regeneration in jellyfish Cladonema pacificum

冨士田 壮佑 Sosuke Fujita1, 倉永 英里奈 Erina Kuranaga1, 中嶋 悠一朗 Yu-ichiro Nakajima2（1東北大・院生命科学, 
2東京大・院薬学）

D-20 ミズクラゲの再生現象
Regeneration of moonjelly

田中 啓之 Hiroyuki Tanaka1, 藤本 理佳 Rika Fujimoto2, 松田 翔 Shou Matsuda2, 青木 南月実 Natsumi Aoki2

（1北海道大・院水, 2北海道大・水産）

D-21 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
Conservation of transcription factor repertory in cleavage stage of spiralian development

佐藤 啓輔 Keisuke Sato1, 和田 洋 Hiroshi Wada2, 守野 孔明 Yoshiaki Morino2（1筑波大・理工情報生命学術院・
生命地球科学, 2筑波大・生命環境系）

D-22 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
The role of lineage-specific transcription factor TALE2 in blastomere fate specification in mollusca

舘岡 美紅 Miku Tateoka1, 和田 洋 Hiroshi Wada2, 守野 孔明 Yoshiaki Morino2（1筑波大・生物学学位プログラム, 
2筑波大・生命環境系）

D-23 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
Analysis of signal transduction pathways that convert physical chiral information into L-R asymmetric gene expression

阿部 真典 Masanori Abe1, 市川 双葉 Futaba Ichikawa2, 黒田 玲子 Reiko Kuroda1（1中部大・先端研究センター,   
2東京理科大・院理工・応用生物科学）

D-24 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
Development of Chromodorididae nudibranchs with emphasis on juvenile stages

林 牧子 Makiko Hayashi1, 中野 裕昭 Hiroaki Nakano2（1筑波大・生命地球科学・下田臨海, 2筑波大・生命環境系
・下田臨海）
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発生２ Developmental Biology２
E-01 脱皮動物クマムシにおける幼若ホルモンの構造と機能

Structure and function of juvenile hormone in tardigrades
内田 流星 Ryusei Uchida1, 湊 廣輝 Hiroki Minato1, 杉浦 健太 Kenta Sugiura2, 謝 肖男 Shonan Sha3, 宮川 一志
Hitoshi Miyakawa3, 松本 緑 Midori Matsumoto1（1慶應義塾大・理工学部・生命情報学科, 2群馬大・生体調節研究所, 
3宇都宮大・バイオサイエンス教育研究センター）

E-02 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
Shaping of house spider embryo is achieved by self-organized cell mechanics under orientation of body axes

藤原 基洋 Motohiro Fujiwara1, 小田 広樹 Hiroki Oda1,2（1JT生命誌研究館, 2大阪大・院理）

E-03 CRISPR/Cas9によるオオミジンコDaphnia magnaのHox遺伝子Deformedの機能解析
Functional analysis of Hox gene Deformed in water flea by CRISPR/Cas9

大澤 郁摩 Ikuma Osawa1, 時下 進一 Shinichi Tokishita1, 志賀 靖弘 Yasuhiro Shiga1（1東京薬科大・生命・応用生命）

E-04 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
Meiosis induction for sexual reproduction in cyclical parthenogenetic female of Daphnia pulex

高畑 佑伍 Yugo Takahata1, 宮川 一志 Hitoshi Miyakawa1（1宇都宮大・バイオ・環境生理）

E-05 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
Quality control mechanism involved in heat resistance during embryogenesis of  Drosophila melanogaster

豊田 美香 Mika Toyoda1, 中原 皓平 Kouhei Nakahara1, 向 正則 Masanori Mukai1（1甲南大・理工学部・生物学科）

E-06 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
Transient reproductive arrest induced by heat shock through an apoptosis-like process during oogenesis in Drosophila

兒山 萌華 Moeka Koyama1, 表田 花菜子 Kanako Omoteda1, 向 正則 Masanori Mukai1（1甲南大・理工学部）

E-07 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
Heat-induced hormesis in Drosophila and its effects on progenies

神谷 日向子 Hinako Jintani1, 小野 桃花 Momoka Ono1, 向 正則 Masanori Mukai1（1甲南大・理工学部）

E-08 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
Offspring production from cryopreserved primordial germ cells in Drosophila

浅岡 美穂 Miho Asaoka1. 西村 香里 Kaori Nishimura2, 酒巻 由梨奈 Yurina Sakamaki3, 福元 達也 Tatsuya Fukumoto4, 
田中 大介 Daisuke Tanaka 4, 高野 敏行 Toshiyuki Takano2, 小林 悟 Satoru Kobayashi1,3（1筑波大・生存ダイナミクス
研究センター・小林研究室, 2京都工芸繊維大・昆虫先端研究推進拠点・ショウジョウバエ遺伝資源, 3筑波大・生命
環境科学・生物科学, 4農業・食品産業技術総合研・遺伝資源センター）

E-09 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
Cdx plays an essential role in the evolution of the tubular digestive organ in bilaterians

村上 柳太郎 Ryutaro Murakami1, 金尾 昭洋 Akihiro Kanao1, 上岡 早紀 Saki Kamioka1, 土方 亮 Ryo Hijikata1, 
原田 由美子 Yumiko Harada1（1山口大・院創成科学・地球圏生命物質科学系）

E-10 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
The polka-dotted pattern in a fruit fly is generated by the evolution of the toolkit gene expression in specific 
accessory cells of nerve tissues

古関 将斗 Masato Koseki1, 田中 暢明 Nobuaki Tanaka2,3, 越川 滋行 Shigeyuki Koshikawa1,4（1北海道大・院環境
科学院, 2北海道大・院生命科学院, 3北海道大・理学研究院, 4北海道大・地球環境科学研究院）

E-11 カイコ新規突然変異体「腹部2体節欠損蚕」
Genetically and morphological characters of a newly found short body mutant of the silkworm, Bombyx mori

大森 裕介 Yusuke Omori1, 櫻田 智也 Tomoya Sakurada2, 金児 雄 Yu Kaneko1,2（1弘前大・院農学生命科学, 2弘前大
・農学生命科学）

E-12 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
Viviparous traits of the Japanese populations of Cloeon dipterum: Finding a unique system of nutrient supply and 
undeveloped egg absorption

谷野 宏樹 Koki Yano1, 東城 幸治 Koji Tojo2（1信州大・院総合医理工学研究科, 2信州大・理学系）

E-13 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
Functional analyses of ecdysone-related transcription factors in Odonata

奥出 絃太 Genta Okude1,2,3, 深津 武馬 Takema Fukatsu1,2, 二橋 亮 Ryo Futahashi2（1東京大・院理・生物, 2産総研
・生物プロセス, 3遺伝研・生態遺伝）
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E-14 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
Developmental potential of partial larvae during brachiolaria larval stage in two direct developing species of Asterinidae

北沢 千里 Chisato Kitazawa1,2, 植村 拓海 Takumi Uemura1, 清水 朝子 Asako Shimizu1, 森本 悠哉 Yuuya Morimoto1, 
山中 明 Akira Yamanaka3（1山口大・教育・理科教育, 2山口大・院東アジア, 3山口大・院創成科学）

E-15 調節発生の分子メカニズムを探る
Initial analysis for understanding molecular mechanisms of regulative development

鈴木 智佳 Haruka Suzuki1,2, 谷口 順子 Junko Yaguchi1, 谷口 俊介 Shunsuke Yaguchi1,3（1筑波大・生命環境・下田臨海, 
2JSPS, 3JST・さきがけ）

E-16 ウニ胚原腸陥入におけるトロポニンIの機能解析
Functional analysis of troponinI during the sea urchin gastrulation

鎌田 真衣 Mai Kamata1,2, 谷口 友梨 Yuri Taniguchi2, 谷口 俊介 Shunsuke Yaguchi2,3（1筑波大・院理工・生物,    
2筑波大・生命環境・下田臨海, 3JST・さきがけ）

E-17 ウニ幼生の光による幽門の開口
Sea urchin larvae utilize light for regulationg the pyloric opening

谷口 順子 Junko Yaguchi1, 谷口 俊介 Shunsuke Yaguchi1,2（1筑波大・生命環境系・下田臨海実験センター, 
2JST・さきがけ）

E-18 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
Detection of individual and infraspecific variation of gene expression during early development of sea urchins

山川 隼平 Shumpei Yamakawa1, 守野 孔明 Yoshiaki Morino1, 和田 洋 Hiroshi Wada1（1筑波大・生命環境）

E-19 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
Remote marine course using marine bioresource

清本 正人 Masato Kiyomoto1, 吉田 隆太 Ryuta Yoshida1, 和田 祐子 Yuuko Wada1（1お茶大・湾岸センター)

E-20 ウニの個別飼育プログラムにおける児童の意識の変容
Changes in children's attitudes during an individual sea urchin breeding program

小川 博久 Hirohisa Ogawa1, 花園 誠 Makoto Hanazono1（1帝京科学大・院理工・先端科学技術）

E-21 ホヤ後期胚における筋肉構造遺伝子の転写調節機構
Transcriptional regulation of muscle structure genes during late embryogenesis in Ciona intesitinalis type A
小田(石井) いずみ Izumi Oda-Ishii1, Deli Yu1, 岩村 優里 Yuri Iwamura1, 佐藤 ゆたか Yutaka Satou1（1京都大・ 院理
・生物科学）

E-22 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
The transcriptional cofactor Fog is required for the expression of Nodal in ascidian 32-cell stage embryos

徳岡 三紀 Miki Tokuoka1, 佐藤 ゆたか Yutaka Satou1（1京都大・院理・生物科学）

E-23 カタユウレイボヤ胚におけるMycの機能解析
Functional analysis of Myc in the Ciona robusta embryo

有吉 愛実 Manami Ariyoshi1, 米須 清敬 Kiyotaka Komesu1, 川原 詩織 Shiori Kawahara1, 合原 勇馬 Yuma Gouhara1, 
藤原 滋樹 Shigeki Fujiwara1（1高知大・理工・化学生命理工学科）

E-24 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
Ascidian gastrulation and blebbing activity of isolated endoderm blastomeres

濵田 果歩 Kaho Hamada1, 西田 遥香 Haruka Nishida1, 児下 未佳 Mika Koshita1, 西田 宏記 Hiroki Nishida1

（1大阪大・院理・生物科学）
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発生３ Developmental Biology３
F-01 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

The developmental mechanism of the dopaminergic cells in the brain of the Ciona larva
大沼 耕平 Kouhei Oonuma1,2, 日下部 岳広 Takehiro G. Kusakabe1（1甲南大・理工・生物・統合ニューロ, 2北海道大
・遺制研）

F-02 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
Diversity and function of nerve cord glia cells in the Ciona intestinalis larva

曽谷 実玖 Miku Sotani1, 大川 奈菜子 Nanako Okawa1, 堀江 健生 Takeo Horie2, 大沼 耕平 Kouhei Oonuma1,3, 
日下部 岳広 Takehiro G.  Kusakabe1（1甲南大・院自然科学・生物/統合ニューロ, 2筑波大・下田臨海, 3北海道大
・遺制研）

F-03 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
Enhancer analysis of NK6 gene in C.intestinalis

長谷川 達也 Tatsuya Hasegawa1, 堀江 良子 Ryoko Horie1, 笹倉 靖徳 Yasunori Sasakura1, 堀江 健生 Takeo Horie1

（1筑波大・下田臨海実験センター）

F-04 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
Differentiation mechanism of Bipolar Tail Neurons by whole embryo single cell RNA-sequencing

堀江 良子 Ryoko Horie1, 日下部 岳広 Takehiro G.  Kusakabe2,3, 笹倉 靖徳 Yasunori Sasakura1, 堀江 健生 Takeo Horie1

（1筑波大・下田臨海実験センター, 2甲南大・理工学部生物学科, 3甲南大・統合ニューロバイオロジー研究所）

F-05 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
A single motor neuron determines the rhythm of early motor behavior in Ciona

堀田 耕司 Kohji Hotta1,4, 赤星 太一 Taichi Akahoshi1, 内海 円花 Madoka Utsumi4, 大沼 耕平 Kouhei Oonuma2, 
村上 誠 Makoto Murakami2, 堀江 健生Takeo Horie3, 日下部 岳広 Takehiro G. Kusakabe2, 岡 浩太郎 Kotaro Oka1,4

（1慶應大・基礎理工・生命システム情報, 2甲南大・理工・生物・統合ニューロ, 3筑波大・下田臨海, 4慶應大
・理工・生命情報）

F-06 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
Developmental Table and Three-dimensional Embryological Image Resource of the Ascidian Ascidiella aspersa

船越 悠 Haruka Funakoshi1, 紫藤 拓巳 Takumi Shito1, 岡 浩太郎 Kotaro Oka1, 堀田 耕司 Kohji Hotta1（1慶應義塾大
・院理工学研究科・基礎理工学専攻）

F-07 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
Larval settlement after tail absorption with regard to the substrate wettability in an ascidian, Phallusia philippinensis

泉水 奏 Noburu Sensui1, 広瀬 裕一 Yuichi Hirose2（1琉球大・医・人体解剖学講座, 2琉球大・理・海洋自然科学科)

F-08 魚類卵膜硬化の分子機構
Molecular mechanism of egg envelope hardening in teleost

堀江 万友子 Mayuko Horie1, 佐久間 航大 Kodai Sakuma1, 安増 茂樹 Shigeki Yasumasu2, 川口 眞理 Mari Kawaguchi2

（1上智大・院理工学研究科・生物科学領域, 2上智大・理工学部・物質生命理工）

F-09 ポリプテルスの外鰓形成を誘導する因子の探索
Toward identification of factors inducing bichir external gill development

村瀬 愛枝 Aie Murase1, 小田 鼓乃佳 Konoka Oda1, 岡部 正隆 Masataka Okabe2, 藤村 衡至 Koji Fujimura1（1新潟大
・院自然研, 2慈恵医大・解剖）

F-10 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
Regeneration of epidermis basal lamina during posterior lateral line neuromast development in Polypterus

重谷 安代 Yasuyo Shigetani1, 立花 利公 Toshiaki Tachibana1, 岡部 正隆 Masataka Okabe1（1東京慈恵会医科大・
医・解剖）

F-11 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
Analysis of male differentiation factor Gsdf in Oryzias dancena and Oryzias hubbsi

木村 優太 Yuta Kimura1, 竹花 佑介 Yusuke Takehana1, 小川 聖貴 Masaki Ogawa2（1長浜バイオ大・院理・バイオ
サイエンス, 2長浜バイオ大・バイオサイエンス・アニマルバイオサイエンス）

F-12 ゼブラフィッシュ頭蓋底軟骨前駆細胞の増殖不均一性
Heterogeneous proliferation of precursor cells of the prechordal cartilage during skull base formation in zebrafish

高津 誠秀 Masahide Takatsu1, 大湖 史朗 Shiro Ohgo1, 和田 直之 Naoyuki Wada1（1東京理科大・院理工学研究科
・応用生物科学専攻）

F-13 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
Neurod1 expressing cells are a major source for the regenerating pancreatic β cell in zebrafish

松田 大樹 Hiroki Matsuda（立命館大・生命・生医）
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F-14 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
The effects of bisphenol A against zebrafish development

西江 友美 Tomomi Nishie1, 中本 茉那 Mana Nakamoto1, 寺口 夏樹 Natsuki Teraguchi1, 田中 大雅 Taiga Tanaka1, 
大森 駿一 Syun-ichi Oomori1, 楠見 憲一郎 Ken-ichiro Kusumi1, 日比 正彦 Masahiko Hibi2, 平澤 明 Akira Hirasawa3, 
高田 達之 Tatsuyuki Takada3（1立命館大・薬, 2名古屋大・院理・生命理学, 3京都大・院薬・医薬創成情報科学）

F-15 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
The novel transporting system of the collagen fibers which play as scaffolds for fin bones formation in teleost fish

黒田 純平 Junpei Kuroda1,2, 近藤 滋 Shigeru Kondo1（1大阪大・院生命機能研究科, 2理化学研究所・細胞場構造
研究チーム）

F-16 Twin-tail表現型の発生学的要因の解析
Analysis of developmental mechanism for the twin-tail phenotype

阿部 玄武 Gembu Abe1, 田村 宏治 Koji Tamura1（1東北大・生命・生体発生適応科学）

F-17 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
The morphological evolution of pectoral fin skeleton of teleosts in view of the expression patterns of Shh-Hox genes 
in zebrafish

田中 祥貴 Yoshitaka Tanaka1, 安齋 賢 Satoshi Ansai2, 阿部 玄武 Gembu Abe1, 田村 宏治 Koji Tamura1（1東北大
・院生命・動物発生, 2東北大・院生命・分子行動）

F-18 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
Exploration and elucidation of the cause of non-regeneration in the endoskeleton of zebrafish pectoral fin

吉田 渓悟 Keigo Yoshida1, 阿部 玄武 Gembu Abe1, 田村 宏治 Koji Tamura1（1東北大・院生命科学・動物発生）

F-19 ゼブラフィッシュヒレ再生における再生エンハンサー
Enhancer elements for the transcription of regeneration-induced genes

田牧 輝久 Teruhisa Tamaki1, 吉田 貴史 Takafumi Yoshida1, 川上 厚志 Atsushi Kawakami1（1東京工大・生命理工
学院）

F-20 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
The pH of egg jelly layer involves activation of sperm motility in Cynops pyrrhogaster

後藤 小百合 Sayuri Goto1, 高山-渡辺 絵理子 Eriko Takayama-Watanabe2, 渡邉 明彦 Akihiko Watanabe3（1山形大
・院理工・理学, 2山形大・基盤教育, 3山形大・理・生物）

F-21 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
Investigation of the mechanism of membrane adhesion and fusion by cross-fertilization in frogs, Xenopus

山下 将平 Shohei Yamashita1, 岩尾 康宏 Yasuhiro Iwao1, 上野 秀一 Shuichi Ueno1（1山口大・院創成科学・地球圏
生命物質科学）

F-22 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
The mechanism of voltage-dependent entry of sperm into the egg during fertilization of the frog, Xenopus tropicalis

境 眞実 Mami Sakai1, 渡部 茉美 Mami Watabe1, 中島 圭介 Keisuke Nakajima2, 矢尾板 芳郎 Yoshio Yaoita2, 
岩尾 康宏 Yasuhiro Iwao1, 上野 秀一 Shuichi Ueno1（1山口大・院創成科学・地球圏生命物質科学, 2広島大・両生類
研究センター）

F-23 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
The analysis of intracellular Ca2+ increase and sperm-egg membrane fusion during fertilization of the frog, 
Xenopus laevis

越智 洋登 Hiroto Ochi1, 岩尾 康宏 Yasuhiro Iwao1, 上野 秀一, Syuiti Ueno1（1山口大・院創成科学研究科・地球圏
生命物質科学）

F-24 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
The analysis of pronuclear migration and zygote nucleus formation by Xenopus Cell-free system

杉田 采子 Ayako Sugita1, 木本 ちひろ Chihiro Kimoto1, 原 裕貴 Yuki Hara1, 岩尾 康宏 Yasuhiro Iwao1, 上野 秀一
Shuichi Ueno1（1山口大・院創成科学・地球圏生命物質科学）
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発生４ Developmental Biology４
G-01 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

Analysis of zygotic XTdrd6 gene expression in Xenopus laevis
金山 千紘 Chihiro Kanayama1, 髙宗 和史 Kazufumi Takamune2（1熊本大・院自然科学・生物, 2熊本大・先端科学
・生物科学）

G-02 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
Identification of gene similar to megs.L gene which is expressed during meiosis in Xenopus spermatogenesis

菅村 和永 Kazuhisa Sugamura1, 高宗 和史 Kazufumi Takamune2（1熊本大・院自然科学・生物, 2熊本大・先端科学
・生物科学）

G-03 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
Maternal factor is required for PGC differentiation in the early development of the Iberian ribbed newt 
(Pleurodeles waltl)

客野 瑞月 Mitsuki Kyakuno1,2, 佐久間 哲志 Tetsushi Sakuma1, 鈴木 賢一 Ken-ichi Suzuki3, 山本 卓 Takashi Yamamoto1, 
田澤 一朗 Ichiro Tazawa1,2, 古野 伸明 Nobuaki Furuno1,2, 野瀬 俊明 Toshiaki Noce4, 恒川 直樹 Naoki Tsunekawa5, 
竹内 隆Takashi Takeuchi6, 林 利憲 Toshinori Hayashi1,2（1広島大・院統合生命, 2広島大・両生類研究センター, 3基礎
生物学研究所・新規モデル生物開発センター, 4慶応大・医・生理学教室, 5日本大・生物資源科学, 6鳥取大・医・
生命科学）

G-04 イモリの膵臓の発達過程の解析
Developmental process of pancreas in newt

諸角 涼介 Ryosuke Morozumi1,3, 客野 瑞月 Mitsuki Kyakuno1,3, 上桝 仁志 Hitoshi Uemasu2, 難波 範行 Noriyuki Nanba2, 
田澤 一朗 Ichiro Tazawa1,3, 古野 伸明 Nobuaki Furuno1,3, 林 利憲 Toshinori Hayashi1,3（1広島大・院統合生命, 2鳥取大
・医学部, 3広島大・両生類研究センター）

G-05 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
Characterization of the myeloid cells emerged in the cortex of tadpole liver in Xenopus laevis

上田 隆太朗 Ryutaro Ueda1, 田鍋 未樹 Miki Tanabe2, 福永 実久 Miku Fukunaga3, 加藤 尚志 Takashi Kato3, 前野 貢
Mitsugu Maeno4（1新潟大・院自然科学, 2新潟大・理・生物, 3早稲田大・教育・生物, 4新潟大・自然科学系）

G-06 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
Primitive erythropoiesis is impaired by mutagenesis to csf3 receptor gene in Xenopus laevis embryo

前野 貢 Mitsugu Maeno1, 上田 隆太朗 Ryutaro Ueda2（1新潟大・自然科学系, 2新潟大・院自然科学）

G-07 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
Involvement of physical force in Xenopus ectodermal patterning

道上 達男 Tatsuo Michiue1, 金島 時 Toki Kaneshima1, 小川 真生 Masaki Ogawa1, 山元 孝佳 Takayoshi Yamamoto1

（1東京大・院総合文化・広域科学）

G-08 脊索動物における単眼から双眼への進化機構の研究
Research of evolutionary mechanism from mono eye to bilateral eyes in chordates

坂口 裕介 Yusuke Sakaguchi1, 高野 友篤 Tomoatsu Takano2, 井川 武 Takeshi Igawa1, 阪上 起世 Kiyo Sakagami3, 
鈴木 誠 Makoto Suzuki1, 鈴木 菜花 Nanoka Suzuki1, 荻野 肇 Hajime Ogino1（1広島大・両生類研究センター, 
2京都大・院医学研究科, 3長浜バイオ大・バイオサイエンス学部）

G-09 アカハライモリ幼生の椎骨形成における骨化と分節化
Ossification and segmentation of vertebra during development of Japanese fire belly newt (Cynops pyrrhogaster)

小畑 秀一 Shuichi Obata1,2,3, 谷中 竜之介 Ryunosuke Yanaka1, 鈴木 なごみ Nagomi Suzuki2（1北里大・院医療系
・形態形成機構学, 2北里大・医療衛生・解剖組織学, 3横浜市立大・医・組織学）

G-10 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
Epichordal centrum in Xenopus laevis is derived from the ventral margin of neural arches

高橋 雄 Yu Takahashi1, 内山 英穂 Hideho Uchiyama2, 北嶋 聡 Satoshi Kitajima1（1国立医薬品食品衛生研究所・
毒性部, 2横浜市立大・院生命ナノシステム科学研究科）

G-11 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
Genes function for the digital pattering that regulate anteroposterior axis of limb development in the newt 
(Pleurodeles waltl)

松原 遼 Haruka Matsubara1, 竹内 隆 Takashi Takeuchi1（1鳥取大・医・生命科学）

G-12 イモリ後肢伸長におけるhox13遺伝子の機能解析
Functional analysis of the hox13 gene in newt hindlimb bud elongation

戸澤 紗代 Sayo Tozawa1, 南谷 史奈 Fumina Minamitani2, 林 利憲 Toshinori Hayashi3, 松原 遼 Haruka Matsubara2, 
竹内 隆 Takashi Takeuchi2（1鳥取大・院医学系, 2鳥取大・医・生命科学, 3広島大・両生類研究センター）
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G-13 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―
Activation  process of limb-specific distal enhancer (MFCS1) of shh (sonic hedgehog) in  Xenopus laevis ―what is 
different between larva and adult?―

多田 玲美 Reimi Tada1, 東舘 拓也 Takuya Higashidate2, 石川 奨馬 Shoma Ishikawa1, 川口 茜 Akane Kawaguchi3, 
薬師寺 那由他 Nayuta Yakushiji4, 越智 陽城 Haruki Ochi5. 荻野 肇 Hajime Ogino6, 田村 宏冶 Koji Tamura2, 
横山 仁 Hitoshi Yokoyama1（1弘前大・農学生命・分子生命, 2東北大・院生命科学, 3Research Institute of Molecular 
Pathology, 4理研・IMS, 5山形大・医, 6広島大・両生類研）

G-14 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
A key molecule in fluctuation of cellular differentiation in axolotl limb regeneration

佐藤 伸 AIRA SATOH1,2（1岡山大・異分野コア・器官再構築, 2岡山大・自然科学）

G-15 ツメガエル幼生における脳再生過程の三次元形態解析
Three-dimensional morphological analysis of the brain regeneration in Xenopus tadpole

石井 理央奈 Riona Ishii1,2, 鈴木 誠 Makoto Suzuki1,2,3, 鈴木 菜花 Nanoka Suzuki1, 荻野 肇 Hajime Ogino1,2,3

（1広島大・両生類研, 2広島大・院理・生物科学, 3広島大・院統合生命）

G-16 イモリにおける精巣再生機構の解明
Investigation of testicular regeneration in newt

竹原 舞 MAI TAKEHARA1,2, 客野 瑞月 MITSUKI KYAKUNO2,3, 佐藤 幸夫 YUKIO SATO4, 竹内 隆
TAKASHI TAKEUCHI4, 田澤 一朗 ICHIRO TAZAWA2,3, 古野 伸明 NOBUAKI FURUNO2,3, 林 利憲
TOSHINORI HAYASHI2,3（1広島大・理・生物科学, 2広島大・両生類研究センター, 3広島大・院統合生命科学, 
4鳥取大・医・生命科学）

G-17 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
The network of immune responses against tail amputation during the refractory period of Xenopus laevis tadpole 
tail regeneration

深澤 太郎 Taro Fukazawa（東京大・院理・生物科学）

G-18 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
Expression analysis of connective tissue-specific Wnt2b, a candidate stem cell niche factor, during Xenopus laevis
intestinal remodeling

藤本 健太 Kenta Fujimoto1, 長谷部 孝 Takashi Hasebe1, 岡 敦子 Atsuko Ishizuya-Oka1（1日本医科大・生物）

G-19 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
SDF-1/CXCR4 signal-dependent and -independent migration of avian primordial germ cell

矢口 陽菜 Haruna Yaguchi1, 齋藤 大介 Daisuke Saito2（1九州大・理・生物, 2九州大・院理・生物）

G-20 ウズラ初期胚の母性-胚性遷移期におけるretinoblastoma分解シグナリング解析
Retinoblastoma degradation analysis during maternal-to-zygotic transition in Japanese quail blastoderm

水島 秀成 Shusei Mizushima1, 笹浪 知宏 Tomohiro Sasanami2, 小野 珠乙 Tamao Ono3,4, 松崎 芽衣 Mei Matsuzaki5, 
神作 宜男 Norio Kansaku6, 黒岩 麻里 Asato Kuroiwa1（1北海道大・院理・生物科学, 2静岡大・農, 3松本歯科大・歯, 
4信州大・農, 5広島大・院統合生命科学, 6麻布大・獣医）

G-21 鳥類胚消化管における器官特異的平滑筋層の形成
Formation of organ-specific smooth muscle layers in the avian digestive tract

石井 泰雄 Yasuo Ishii1, 芦田 航 Wataru Ashida2, 満友 陽子 Yoko Mitsutomo1, 八杉 貞雄 Sadao Yasugi2（1東京女子
医科大・統合教育学修センター・基礎科学, 2京都産業大・総合生命科学部）

G-22 AMPK 活性化剤がマウス精子の機能とATP 量に及ぼす影響
Effects of AMPK Activators on Sperm Functions and ATP Content in Mouse Sperm

平松 優一 Yuichi Hiramatsu1, 宮本 敦希 Atsuki Miyamoto2, 井尻 貴之 Takashi Ijiri2（1摂南大・院理工・生命科学, 
2摂南大・理工・生命科学）

G-23 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
Clonal dynamics of developing germ cells in murine testes

池田 達郎 Tatsuro Ikeda1, Langhinrichs Maurice2,3, Nizharadze Tamar2,3, Höfer Thomas2,3, Rodewald Hans-Reimer2,3,  
吉田 松生 Shosei Yoshida1,4（1基生研・生殖細胞, 2ドイツ癌研究センター, 3ハイデルベルク大, 4総研大・生命科学）

G-24 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
In vitro and in vivo validation of Prss42/Tessp-2 transcriptional activation by a testis-specific long noncoding RNA, 
Tesra

佐藤 丈生 Josei Sato1, 佐藤 優衣 Yui Satoh1, 寺尾 美穂 Miho Terao2, 高田 修治 Shuji Takada2, 木村 敦
Atsushi Kimura1,3（1北海道大・生命科学院・生命システム科学コース, 2国立成育医療研究センター研究所, 
3北海道大・理学研究院・生物科学部門）
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発生５ Developmental Biology５
H-01 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

Analysis of microtubule network formation and intracellular trafficking by dynein in early mouse embryos
今 汰一 Taichi Kon1,  坂原 聖士 Satoshi Sakahara1, 高倉 啓 Kei Takakura1, 黒谷 玲子 Reiko Kurotani1, 阿部 宏之
Hiroyuki Abe1（1山形大・院理工・バイオ化学）

H-02 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
The role of Adherens junction and E-cadherin in mouse blastocyst formation

武田 奈々 Nana TAKEDA1, 坂原 聖士 Satoshi SAKAHARA1, 高倉 啓 Kei TAKAKURA1, 黒谷 玲子 Reiko KUROTANI1, 
阿部 宏之 Hiroyuki ABE1（1山形大・院理工・バイオ化学）

H-03 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
Mechanism of development of the uterine luminal epithelium and glands in the three-dimensional mouse uterine model

中島 忠章 Tadaaki Nakajima1, 佐藤 友美 Tomomi Sato2（1横浜市立大・理, 2横浜市立大・院生命ナノシステム科学
研究科)

H-04 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
Sall1/4 are essential for proliferation of cardiomyocytes and cardiac progenitors

片野 亘 Wataru Katano1, 森 俊太 Shunta Mori2, 多鹿 友喜 Yuki Tajika3, 竹内 純 Jun Takeuchi4, 小柴 和子
Kazuko Koshiba1,2（1東洋大・院生命・生命科学, 2東洋大・生命・応用生物, 3群馬大・院医学, 4東京医科歯科大
・難治研）

H-05 心臓形成におけるPitx2の発現極性とHas2の発現制御
Expression polarity of Pitx2 and the regulation of Has2 expression during heart development

田上 優佳 Yuka Tagami1, 川村 颯 Hayata Kawamura1, 片野 亘 Wataru Katano1, 小柴 和子 Kazuko Koshiba1,2

（1東洋大・院生命科学研究科, 2東洋大・生命科学部）

H-06 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
Hair graying induced by temporal interruption of blood flow in the dorsal skin of C57BL/6 mice

中村 朱里 Akari Nakamura1, 新部 一太郎 Ichitaro Niibe2, 徳重 美咲 Misaki Tokushige2, 吉田 菜々子 Nanako Yoshida2, 
北村 美帆 Miho Kitamura2, 松崎 貴 Takashi Matsuzaki2（1島根大・院自然科学研究科・農生命科学専攻, 2Shimane 
Univ., Fac. Life & Environ. Sci., Dept. Life Sci.）

H-07 ハリネズミの針形成に関わる進化発生学的研究
Evolutional developmental study of hedgehog’s spines
黒瀬 成美 Narumi Kurose1, 田中 亮輔 Ryosuke Tanaka1, 小林 汐織 Shiori Kobayashi1, 重谷 安代 Yasuyo Shigetani2, 
岡部 正隆 Masataka Okabe2, 長澤 竜樹 Tatsuki Nagasawa1, 二階堂 雅人 Masato Nikaido1（1東工大・生命理工学院, 
2東京慈恵会医科大）

H-08 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
The interaction between nutrient and gut hormone in mating-induced germline stem cell proliferation in the fruit 
fly Drosophila melanogaster

星野 涼 Ryo Hoshino1, 吉成 祐人 Yuto Yoshinari2, 近藤 周 Shu Kondo3, 谷本 拓 Hiromu Tanimoto4, 丹羽 隆介
Ryusuke Niwa2（1筑波大・院理・生物, 2筑波大・生存ダイナミクス研究センター, 3国立遺伝学研究所, 4東北大・
院理・生命科学）

H-09 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
Neuronal control of reproductive dormancy in the fruit fly Drosophila melanogaster

黒木 祥友 Yoshitomo Kurogi1, 井村 英輔 Eisuke Imura2, 星野 涼 Ryo Hoshino1, 水野 陽介 Yosuke Mizuno1, 
Marcela Nouzova3, 松山 茂 Sigeru Matsuyama4, 溝口 明 Akira Mizoguchi5, 近藤 周 Shu Kondo6, 谷本 拓
Hiromu Tanimoto7, Fernando G. Noriega3, 丹羽 隆介 Ryusuke Niwa2（1筑波大・院生物学学位プログラム, 2筑波大
・TARAセ, 3Florida International University, Department of Biological Sciences, 4筑波大・生命環境, 5愛知学大・院・教
養, 6東京理科大・先進工学, 7東北大・院生命科学）

H-10 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
Identification of the corpora allata-projecting neurons in adult Drosophila melanogaster

水野 陽介 Yosuke Mizuno1, 井村 英輔 Eisuke Imura2, 黒木 祥友 Yoshitomo Kurogi1, 島田 裕子 Yuko Shimada2, 
近藤 周 Shu Kondo3, 谷本 拓 Hiromu Tanimoto4, Sebastian Hückesfeld5, Michael J. Pankratz5, 丹羽 隆介
Ryusuke Niwa2（1筑波大・院生物学学位プログラム, 2筑波大・TARAセ, 3東京理科大・先進工学, 4東北大・院生命, 
5Univ. of Bonn・Life and Medical Sciences Bonn）
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H-11 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
Identification of early genes expressed in the soldier differentiation cascade in a social aphid, Tuberaphis styraci

沓掛 磨也子 Mayako Kutsukake1, 柴尾 晴信 Harunobu Shibao2, 深津 武馬 Takema Fukatsu1（1産総研・生物プロセス, 
2筑波大・生命環境系）

H-12 幼若ホルモンがズワイガニのオスらしさを決める？
Does juvenile hormone determine the maleness of snow crab?

豊田 賢治 Kenji Toyota1,3,7, 山本 岳男 Takeo Yamamoto2, 宮川 信一 Shinichi Miyagawa3, 井原 賢 Masaru Ihara4, 
森 友子 Tomoko Mori5, 重信 秀治 Shuji Shigenobu6, 大平 剛 Tsuyoshi Ohira7（1新潟大・佐渡臨海, 2水産技研・
小浜, 3東京理科大・先進工学, 4京都大・流域圏総合環境質研究センター, 5基生研・生物機能情報分析室, 6基生研
・進化ゲノミクス, 7神奈川大・理）

H-13 甲殻類の雄に特異的な眼柄ホルモンの探索
Isolation of novel crustacean male specific eyestalk hormones

森岡 葵 Aoi Morioka1, 山本 岳男 Takeo Yamamoto2, 豊田 賢治 Kenji Toyota3, 大平 剛 Tsuyoshi Ohira4（1神奈川大
・理, 2水産技研・小浜, 3新潟大・臨海, 4神奈川大・理）

H-14 甲殻類の浸透圧調節ホルモンの探索
Isolation of a novel crustacean osmoregulatory hormone

星合 志樹 Mokoti Hoshiai1, 萩原 裕大 Yudai Hagiwara1, 豊田 賢治 Kenji Toyota2, 市川 卓 Takashi Ichikawa3, 大平 剛
Tsuyoshi Ohira1（1神奈川大・理, 2新潟大・佐渡自然共生科学センター臨海実験所, 3東京農業大・生物産業学部）

H-15 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
Expression changes associated with oogenesis of sex steroid hormone synthase 17B-HSD in Acropora tenuis

濱里 都乃 Hirono Hamazato1, Ee Suan Tan1, 武方 宏樹 Hiroki Takekata2, 竹村 明洋 Akihiro Takemura3（1琉球大
・院理工・海洋自然科学, 2琉球大・戦プ, 3琉球大・理・海洋自然科学）

H-16 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
A novel G-protein-coupled receptor for starfish gonadotropic hormone, relaxin-like gonad-stimulating peptide

三田 雅敏 Masatoshi Mita1, 松原 伸 Shin Matsubara2, 大杉 知裕 Tomohiro Osugi2, 白石 慧 Akira Shiraishi2, 和田 明澄
Azumi Wada2, 佐竹 炎 Honoo Satake2（1昭和大・医・生化学, 2サントリー生命科学財団・生有研）

H-17 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
Analyses of signal transduction of an ascidian prostaglandin receptor

川田 剛士 Tsuyoshi Kawada1, 松原 伸 Shin Matsubara1, 佐竹 炎 Honoo Satake1（1サントリー生科財団・生有研）

H-18 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
Comparative analyses between the tissue-specific genes of ascidians and their homologs of zebrafish and mice

松原 伸 Shin Matsubara1, 大杉 知裕 Tomohiro Osugi1, 白石 慧 Akira Shiraishi1, 和田 明澄 Azumi Wada1, 佐竹 炎
Honoo Satake1（1サントリー生科財団）

H-19 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
Cionin, a vertebrate cholecystokinin/gastrin homolog induces ovulation in Ciona intestinalis

大杉 知裕 Tomohiro Osugi1, 宮坂 奈津子 Natsuko Miyasaka1, 白石 慧 Akira Shiraishi1, 松原 伸 Shin Matsubara1, 
佐竹 炎 Honoo Satake1（1サントリー生科財団・生有研）

H-20 アカエイ腎臓における淡水適応の分子メカニズム
Molecular mechanisms for acclimation to freshwater in the kidney of red stingray

油谷 直孝 Naotaka Aburatani1, 高木 亙 Wataru Takagi1, 工樂 樹洋 Shigehiro Kuraku2, 齊藤 和裕 Kazuhiro Saito3, 
牛堂 和一郎 Waichiro Godo3, 坂本 竜哉 Tatsuya Sakamoto3, 兵藤 晋 Susumu Hyodo1（1東京大・大気海洋研究所, 
2国立遺伝学研究所, 3岡山大・牛窓臨海）

H-21 トラザメ産卵周期におけるプロゲステロンの役割
A role of progesterone in egg laying cycle of cloudy catshark Scyliorhinus torazame

下山 紘也 Koya Shimoyama1, 井上 拓人 Takuto Inoue1, 斎藤 萌々子 Momoko Saito1, 有村 省吾 Syogo Arimura1, 
小林 牧人 Makito Kobayashi2, 徳永 幸太郎 Kotaro Tokunaga3, 高木 亙 Wataru Takagi1, 兵藤 晋 Susumu Hyodo1

（1東京大・大気海洋研究所, 2国際基督教大・自然科学デパートメント, 3アクアワールド茨城県大洗水族館）

H-22 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
Molecular evolution of the genes for pituitary glycoprotein hormones and their receptors in the cartilaginous fish

村松 万里 Banri Muramatsu1, 鈴木 雅一 Masakazu Suzuki1（1静岡大・院理・生物科学）

H-23 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
In vitro and in silico analysis of 11-deoxycortisol binding of progesterone receptors

林 暁智 Xiaozhi Lin1, 兵藤 晋 Susumu Hyodo2, 勝 義直 Yoshinao Katsu1（1北海道大・院生命・生命システム, 
2東京大・大気海洋研）

H-24 ハイギョミネラルコルチコイド受容体の機能解析
Functional characterization of lungfish mineralocorticoid receptor

小穴 進 Shin Oana1, 兵藤 晋 Susumu Hyodo2, 勝 義直 Yoshinao Katsu1（1北海道大・生命科学院・生命システム科学, 
2東京大・大気海洋研究所）
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内分泌２ Endocrinology２
I-01 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

Effect of social rank on opioid receptor expression in male medaka
藤内 美紀 Miki Fujiuchi1, 大塚 愛理 Airi Otsuka2, 加川 尚 Nao Kagawa1,2（1近畿大・院総理・理学, 2近畿大・理工
・生命科学）

I-02 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
Development of schooling behavior and egr1 expression in brain of VT-knockout medaka larvae

牧野 大輝 Hiroki Makino1, 田名網 華衣 Hanae Tanaami2, 大塚 愛理 Airi Otsuka2, 神田 真司 Shinji Kanda3, 岡 良隆
Yoshitaka Oka4, 加川 尚 Nao Kagawa1,2（1近畿大・院総理・理学, 2近畿大・理工・生命科学, 3東京大・大気海洋
研・生理, 4東京大・院理・生物）

I-03 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
The mechanism of expression change of GnRH projecting to the pituitary during teleost fish evolution

藤森 千加 Chika Fujimori1, 杉本 航平 Kohei Sugimoto2, 佐野 香織 Kaori Sano3, 神田 真司 Shinji Kanda1（1東京大
・大気海洋研究所・生理学分野, 2東京大・院理・生物科学, 3城西大・理・化学）

I-04 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
Production of somatolactin knockout Zebrafish and observation of its phenotype

大原 倫仁 Norihito Oohara1, 南 和希 Kazuki Minami1, 今野 紀文 Norihumi Konno2, 中町 智哉 Tomoya Nakamachi2, 
松田 恒平 Kouhei Matsuda2（1富山大・院理工・生体制御, 2富山大・学術研究・理学）

I-05 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
Effect of administration of α-melanocyte stimulating hormone on thigmotaxis in goldfish

渡邉 桂佑 Keisuke Watanabe1, 今野 紀文 Norifumi Konno2, 中町 智哉 Tomoya Nakamachi2, 松田 恒平
Kouhei Matsuda2（1富山大・院生命融合・生体情報, 2富山大・学術研究・理学）

I-06 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
The possible role of IGF-1 in androgen-induced sex reversal of the female tilapia brain

井上 咲良 Sakura Inoue1, 金子 凌 Ryo Kaneko1, 塩野 鈴佳 Suzuka Shiono1, 曾 庸哲 Yung-Che Tseng2, 
大谷－金子 律子 Ritsuko Ohtani-Kaneko1（1東洋大・院生命科学, 2台湾中央研究院細胞與個體生物學研究所）

I-07 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

Semilunar expression genes in the forebrain of grass puffer: opposite patterns of neuropeptide precursor and 
receptor genes during a lunar month

安東 宏徳 Hironori Ando1, Zahangir Md. Mahiuddin1, 豊田 賢治 Kenji Toyota1（1新潟大・佐渡自然共生科学センター
・臨海）

I-08 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
Pituitary spheroid culture system methods and application for gonadotropin synthesis in T. rubripes

山口 明彦 Akihiko Yamaguchi（九州大・農院・海洋生物）

I-09 成体アカハライモリ間脳視索前野部の神経新生
Adult neurogenesis in the preoptic area of the diencephalon of the Japanese red-bellied newt

花岡 尚輝 Naoki Hanaoka1, 井村 基 Motoi Imura1, 岩佐 亜美 Ami Iwasa1, 大和田 孝祐 Kosuke Ohwada1, 岩室 祥一
Shawichi Iwamuro1, 豊田 ふみよ Fumiyo Toyoda2, 菊山 榮 Sakae Kikuyama3, 蓮沼 至 Itaru Hasunuma1（1東邦大・
理・生物, 2奈良医大・医・第一生理, 3早大・教育総合科学・生物）

I-10 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
Involvement of thyroid hormone-induced expression of Foxl1 in subepithelial fibroblasts in intestinal stem cell 
niche formation of Xenopus laevis

長谷部 孝 Takashi Hasebe1, 藤本 健太 Kenta Fujimoto1, 岡 敦子 Atsuko Ishizuya-Oka1（1日本医科大・生物）

I-11 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
Localization of Neuromedin B and its receptor in the chicken brain

加藤 正暉 Masaki Kato1, 岩越 栄子 Eiko Iwakoshi1, 古満 芽久美 Megumi Furumitsu1, 浮穴 和義 Kazuyoshi Ukena1

（1広島大・院統合生命）

I-12 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
Organic chemical synthesis and action of neurosecretory protein GL for improving solubility

内藤 万菜 Mana Naito1, 岩越 栄子 Eiko Iwakoshi1, 古満 芽久美 Megumi Furumitsu1, 成松 勇樹 Yuki Narimatsu1, 
福村 圭介 Keisuke Fukumura1, 三村 朱花 Ayaka Mimura1, 浮穴 和義 Kazuyoshi Ukena1（1広島大・院統合生命）
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36



I-13 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
Effects of neurosecretory protein GL on skeletal muscle in obese mice

成松 勇樹 Yuki Narimatsu1, 三村 朱花 Ayaka Mimura1, 福村 圭介 Keisuke Fukumura1, 岩越 栄子 Eiko Iwakoshi1, 
古満 芽久美 Megumi Furumitsu1, 森脇 翔悟 Shogo Moriwaki1, 渡邊 大輝 Daiki Watanabe2, 浮穴 和義
Kazuyoshi Ukena1（1広島大・院統合生命, 2広島大・院人間社会）

I-14 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
Effects of intracerebroventricular infusion of RFamide-related peptide on energy metabolism in mice

森脇 翔悟 Shogo Moriwaki1, 成松 勇樹 Yuki Narimatsu1, 福村 圭介 Keisuke Fukumura1, 岩越 栄子 Eiko Iwakoshi1, 
内藤 万菜 Mana Naito1, 古満 芽久美 Megumi Furumitsu1, 浮穴 和義 Kazuyoshi Ukena1（1広島大・院統合生命）

I-15 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
Ovarian response to gonadotropins of a neonatal androgen-induced mouse model of polycystic ovary syndrome

望月 みのり Minori Mochizuki1, 佐藤 友美 Tomomi Sato1（1横浜市立大・院生命ナノ・生命環境）

I-16 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
Effects of testosterone propionate exposure to neonatal mice on the ovary

大谷 瞳子 Toko Ohtani1, 佐藤 友美 Tomomi Sato1（1横浜市立大・院生命ナノ・生命環境）

I-17 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
The regulation of estrogen synthetic enzyme Cyp19a1 expression in mouse ovary

小島 史也 Fumiya Ojima1, 藤岡 竜矢 Ryuya Fujioka2, 相澤 清香 Sayaka Aizawa2, 御輿 真穂 Maho Ogoshi2, 竹内 栄
Sakae Takeuchi2, 高橋 純夫 Sumio Takahashi2（1川崎医大・医・自然科学, 2岡山大・院自然科学）

I-18 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
Involvement of activin and estrogen-17β in mouse follicle selection

渡邊 弥也 Mitsuya Watanabe1, 荻原 克益 Katsueki Ogiwara1（1北海道大・院理・生物）

I-19 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
Sex difference in vasoactive intestinal peptide neurons projecting to the bed nucleus of the stria terminalis in mice

荒井 秀冬 Hideto Arai1, 塚原 伸治 Shinji Tsukahara1（1埼玉大・院理工・生命科学）

I-20 ラットの脳の性分化に対する成育環境の影響
Effect of rearing conditions on the sexual differentiation of the brain in rats

若山 幹太 Kanta Wakayama1, 塚原 伸治 Shinji Tsukahara1（1埼玉大・院理工・生命科学）

I-21 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
Feeding and fat accumulation in neuromedin U genome-edited rats

横木 杏香 Kyoka Yokogi1, 小島 史也 Fumiya Ojima2, 竹内 栄 Sakae Takeuchi1, 松山 誠 Makoto Matsuyama3, 
相澤 清香 Sayaka Aizawa1（1岡山大・院自科・生物科学, 2川崎医大・自然科学, 3重井医学）

I-22 ブタにおける11-ケトテストステロンの産生と機能
Production and function of 11KT in pig

矢澤 隆志 Takashi Yazawa1, 佐藤 貴弘 Takahiro Sato2, 井田 隆徳 Takanori Ida3（1旭川医科大・生化学講座, 2久留米大
・分子生命科学研究所・遺伝情報研究部門, 3宮崎大・フロンティア科学総合研究センター）

I-23 ミネラルコルチコイド受容体ノックアウトメダカにおける異常な視覚依存行動の解明に関する研究
Study on elucidation of abnormal sight dependence behavior in mineralocorticoid receptor knockout (MR-KO) medaka

唐 嘉榮 Jiashen Tang1, 今野 紀文 Norifumi Konno3, 中町 智哉 Tomoya Nakamachi3, 坂本 浩隆 Hirotaka Sakamoto2, 
坂本竜哉 Tatsuya Sakamoto2, 松田 恒平 Kouhei Matsuda3 （1富山大・院理工院理工・生体制御生体制御, 2岡山大
・理・牛窓臨海実験所, 3富山大・学術研究）
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生理１ Physiology１
J-01 群体性ボルボックス目緑藻Pleodorina starrii 精子束の遊泳

Swimming of sperm packets of the colonial volvocine green alga Pleodorina starrii
鹿毛 あずさ Azusa Kage1, 高橋 昂平 Kohei Takahashi2, 野崎 久義 Hisayoshi Nozaki2, 東山 哲也 Tetsuya Higashiyama2, 
西坂 崇之 Takayuki Nishizaka1（1学習院大・物理, 2東京大・院理・生物科学）

J-02 クラミドモナス鞭毛マイナーダイニンの解析
Analysis of Chlamydomonas flagella minor dyneins

佐原 歩奈 Ayuna Sahara（県立広島大・生物資源科学）

J-03 ヒドラを用いた睡眠制御化合物の探索
Drug screening using Hydra sleep

佐藤 文 Aya Sato1, 金谷 啓之 Hiroyuki Kanaya2, 伊藤 太一 Taichi Itoh1（1九州大・基幹教育院, 2東京大・院医学系
研究科）

J-04 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
Establishment of a new model system for cnidaria-zooxanthella symbiosis and comparison of symbiosis specificity

三尋木 幸恵 Yukie Mihirogi1, 服田 昌之 Masayuki Hatta1,2, 中村 澄香 Sumika Nakamura1, 金田 海愛 Michika Kaneda2

（1お茶の水女子大・院ライフサイエンス, 2お茶の水女子大・理・生物）

J-05 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
Ubiquitous expression of the clock gene period in the central nervous system of Lymnaea stagnalis

藤本 幹太 Kanta Fujimoto1, 戸谷 勇輝 Yuki Totani1, 伊藤 悦朗 Etsuro Ito1（1早稲田大・教育・生物）

J-06 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
Region-specific expression of neuropeptides in the retina of the terrestrial slug Limax

松尾 亮太 Ryota Matsuo1, 松尾 優子 Yuko Matsuo1（1福岡女子大・国際文理・環境科学）

J-07 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
Transcriptome analysis on the ganglia of Thais clavigera with consecutive sexual maturation, found near FDNPP

森下 文浩 Fumihiro Morishita1, 堀口 敏宏 Toshihiro Horiguchi2, 植木 龍也 Tatsuya Ueki1, 今村 拓也
Takuya Imamura3（1広島大・院統合生命・基礎生物, 2(国研) 国立環境研, 3広島大・院統合生命・生命医科学）

J-08 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
Classification of innexin gene transcripts in the central nervous system of the terrestrial slug Limax valentianus

定本 久世 Hisayo Sadamoto1, 高橋 宏暢 Hironobu Takahashi2, 小林 卓 Suguru Kobayashi1, 得丸 博史
Hiroshi Tokumaru1（1徳島文理大・香川薬, 2徳島文理大・薬）

J-09 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
Cholinergic induction of synchronous oscillation in the slug neuronal network in vitro

小林 卓 Suguru Kobayashi1,2, 樫村 雅志 Masashi Kashimura1, 大森 優衣 Yui Omori1, 松尾 圭介 Keisuke Matsuo1, 
定本久世 Hisayo Sadamoto1（1徳島文理大・香川薬・病態生理, 2徳島文理大・神経研・神経振動）

J-10 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
Dissociation of N-type and C-type inactivation in a Kv1 channel

岩室 徳成 Tokunari Iwamuro1, 糸原 一輝 Kazuki Itohara2, 古川 康雄 Yasuo Furukawa1（1広島大・院統合生命・
神経生物, 2広島大・総合科学部）

J-11 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
The role of autophagy and serotonin in conditioned taste aversion in the pond snail Lymnaea stagnalis

戸谷 勇輝 Yuki Totani1, 伊藤 悦朗 Etsuro Ito1（1早稲田大・教育・生物）

J-12 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
Analysis of insulin signaling pathway in the central nervous system in the pond snail

中居 詢子 Junko Nakai1, 戸谷 勇輝 Yuki Totani1, 伊藤 悦朗 Etsuro Ito1（1早稲田大・教育・生物）

J-13 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
Expression analysis of the effect of serotonin transporter on learning memory in pond snail Lymnaea stagnalis

近本 望充 Nozomi Chikamoto1, 中居 詢子 Junko Nakai1, 戸谷 勇輝 Yuki Totani1, 伊藤 悦朗 Etsuro Ito1（1早稲田大
・教育・生物）

J-14 原始的な多細胞動物に存在するオプシン様GPCRの解析
Investigation of opsin-like GPCRs identified in a primitive multicellular animal

髙橋 直樹 Naoki Takahashi1, 寺北 明久 Akihisa Terakita1,2, 小柳 光正 Mitsumasa Koyanagi1,2（1大阪市立大・
院理学研究科, 2大阪市立大・OCARINA）
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J-15 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
Neural activities against the osmotic changes and aquaporin

西 孝子 Takako Nishi1, 松尾 亮太 Ryota Matsuo2（1専修大・自然科学, 2福岡女子大・神経科学）

J-16 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
Optical control of cellular responses using invertebrate opsins

塚本 寿夫 Hisao Tsukamoto1,2, 久保 義弘 Yoshihiro Kubo3（1神戸大・院理・生物, 2JST・さきがけ, 3生理学研究所
・神経機能素子）

J-17 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
Effects of ionic composition and pH of bathing media on osmotic and ionic regulation of hemolymph in euryhaline crabs

山口 雅裕 Masahiro Yamaguchi1, 曽我 康一 Kouichi Soga2（1鈴鹿高専・生物応用化学科, 2大阪市大・院理・生物
地球系）

J-18 個体死を制御する分泌因子の分子機構の解明
A role of secretory factor that regulate organismal death

岡田 守弘 Morihiro Okada1, 高野 智美 Tomomi Takano1, Sakan Yoo1（1理研BDR・動的恒常性研究チーム）

J-19 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
Comparison of chitin binding activity between the two subfamilies of the CPR cuticular proteins

眞宅 統基 Toki Shintaku1, 菅野 彩佳 Ayaka Kanno1, 長谷川 遼 Ryo Hasegawa1, 保久村 俊朗 Toshiro Hokumura1, 
栂 浩平 Kouhei Toga1, 外川 徹 Toru Togawa1（1日本大・文理・生命科学）

J-20 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
Nutritional status-dependent regulation of hemolymph sugar and ovarian development by myoinhibitory peptide in 
Plautia stali

長谷部 政治 Masaharu Hasebe1, 志賀 向子 Sakiko Shiga1（1大阪大・院理・生物科学）

J-21 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
Multi-omics analysis for identification of the venom component produced by an endoparasitoid wasp Asobara japonica

上山 拓己 Takumi Kamiyama1, 島田 裕子 Yuko Shimada2, 田中 裕之 Hiroyuki Tanaka3, 豊田 敦 Atsushi Toyoda4, 
伊藤 武彦 Takehiko Itoh3, 丹羽 隆介 Ryusuke Niwa2（1筑波大・院生命環境科学, 2筑波大・TARAセ, 3東工大・
生命理工, 4遺伝研・比較ゲノム解析）

J-22 ワモンゴキブリの性フェロモン受容体の同定
Identification of sex pheromone receptors in the American cockroach

立石 康介 Kosuke Tateishi1,2, 渡邊 崇之 Takayuki Watanabe3, 西野 浩史 Hiroshi Nishino4, 水波 誠 Makoto Mizunami5, 
渡邉 英博 Hidehiro Watanabe1（1福岡大・理・地球圏, 2JSPS・特別研究員DC2, 3総研大・先導研, 4北海道大・
電子研, 5北海道大・理院）

J-23 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
Effects of neonicotinoids (imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam) on olfactory learning in crickets

松田 悠汰 Yuta Matsuda1, 岡田 二郎 Jiro Okada1（1長崎大・環境）
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生理２ Physiology２
K-01 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

Interaction between the two circadian neuropeptides - PDF and CCHa1 - in Drosophila melanogaster
桑野 理子 Riko Kuwano1, 桂 万喜 Maki Katsura1, 吉井 大志 Taishi Yoshii1（1岡山大・院自然科学）

K-02 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
Circadian rhythms and heat-stress tolerance in Drosophila melanogaster

片岡 知樹 Tomoki Kataoka1, 吉井 大志 Taishi Yoshii1（1岡山大・院自然科学）

K-03 ナミニクバエの光周性の性差をもたらす生理機構
Physiological mechanisms underpinning the sexual difference in photoperiodic induction of diapause in a flesh fly

後藤 慎介 Shinsuke Goto（大阪市大・院理）

K-04 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
Effect of PDF clock neurons on evening activity in Drosophila melanogaster

齋藤 愛加 Aika Saito1, 中西 日向子 Hinako Nakanishi2, 吉井 大志 Taishi Yoshii1（1岡山大・院自然科学・生物科学,
1岡山大・マッチングプログラムコース）

K-05 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
Functional analysis of a clock gene Clock expressed during early embryogenesis in the regulation of photoperiodic 
response in a cricket, Modicogryllus siamensis

篠原 従道 Tsugumichi Shinohara1, 富岡 憲治 Kenji Tomioka2（1大阪市立大・院理・生物地球, 2岡山大・院地球
生命・生物科学）

K-06 オオクロコガネにおける時計遺伝子の発現リズム
Analysis of the expression pattern of clock gene in Holotrichia parallela

水谷 瑞穂 Mizuho Mizutani1, 渡邊 耕平 Kohei Watanabe2, 志賀 向子 Sakiko Shiga3（1大阪大・院理・生物科学, 
2大阪大・院理・生物科学, 3大阪大・理学研究科）

K-07 ルリタテハ成虫における季節型発現調節について
Regulatory mechanism of seasonal morph development in Kaniska canece

上野 翔也 Shoya Ueno1, 吉松 友祈野 Yurino Yoshimatsu2, 北沢 千里 Chisato Kitazawa3, 山中 明 Akira Yamanaka1

（1山口大・院創成・生物学, 2山口大・理・生物・化学, 3山口大・教育・理科教育）

K-08 マダラシミ概日時計の光同調機構の解析
Analysis of the light entrainment mechanism of the circadian clock of the firebrat Thermobia domestica

竹内 一輝 Kazuki Takeuchi1, 富岡 憲治 Kenji Tomioka2（1岡山大・院自然, 2岡山大・学術研究院・自然）

K-09 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
Observation of foreleg movements and neural activities in the praying mantis induced by electric stimulation to the 
nervous system

遠藤 貢司 Koji Endo1, 山脇 兆史 Yoshifumi Yamawaki2（1九州大・院システム生命, 2九州大・院理・生物科学）

K-10 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
Analysis of the spectral tuning of jumping spider rhodopsin underlying its unique depth perception mechanism

佐藤 龍 Ryu Sato（大阪市立大・院理・生物地球系専攻）

K-11 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
Adaptation of Drosophila melanogaster to blue light toxicity

髙田 悠太 Yuta Takada1, 堀 雅敏 Masatoshi Hori1（1東北大・院農・応用生命科学）

K-12 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
Contact reaction and cuticle regeneration in an edible ascidian, Halocynthia roretzi, affected by soft tunic syndrome

広瀬 裕一 Euichi Hirose1, 澤田 知夫 Tomoo Sawada2, 本庄 美穂 Miho Honjo3, 柳田 哲矢 Tetsuya Yanagida4, 
飯田 貴次 Takaji Iida5, 仲山 慶 Kei Nakayama6, 北村 真一 Shinichi Kitamura6（1琉球大・理, 2山口大・医, 3宮城県
水産技術総合センター, 4山口大・共同獣医, 5岡山理科大・獣医, 6愛媛大・沿岸環境科学研究センター）

K-13 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
Experimental elucidation of physiological mechanisms of the heart-beat reversal in Ciona robusta

藤掛 雄馬 Yuma Fujikake1,2, 西野 敦雄 Atsuo Nishino1,2（1岩手大・連合農学・生物資源, 2弘前大・農学生命・生物）

K-14 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
Analysis of intracellular signal transduction pathway in gnrh2-expressing sensory neurons developed from the 
olfactory placode-like tissue of the Ciona larva

大川 奈菜子 Nanako Okawa1, 桑原 里佳 Rika Kuwahara2, 泉 有紗 Arisa Izumi2, 本村 晴佳 Haruka Motomura1, 
岡畑 美咲 Misaki Okahata1,2, 久原 篤 Atsushi Kuhara1,2, 日下部 岳広 Takehiro G. Kusakabe1,2（1甲南大・院自然
科学, 2甲南大・理工・統合ニューロ）
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K-15 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
Molecular functional analysis of aryl hydrocarbon receptor in Ciona intestinalis type A

関口 俊男 Toshio Sekiguchi1, 中山 理 Satoshi Nakayama2, 矢澤 隆志 Takashi Yazawa3, 小笠原 道生 Michio Ogasawara4, 
鈴木 信雄 Nobuo Suzuki1, 和田 修一 Shyuichi Wada5（1金沢大・環日センター・臨海, 2千葉大・院融合理工・生物,   
3旭川医大・生化, 4千葉大・院理・生物, 5長浜バイオ・バイオサイエンス・アニマルバイオ）

K-16 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
Involvement of autophagy in the reconstruction of fish epidermal sheet in culture

坂本 梨緒 Rio Sakamoto1, 阿部 春野 Haruno Abe2, 野澤 真子 Mako Nozawa2, 杉本 雅純 Masazumi Sugimoto2

（1東邦大・院理・生物分子科学, 2東邦大・理・生物分子科学）

K-17 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
Effect of hyaluronidase on the growth of epidermal sheet in cultured fish scale-skin

岡田 瑠琉 Lulu Okada1, 黒川 真生 Mao Kurokawa2, 田中 綾 Aya Tanaka3, 杉本 雅純 Masazumi Sugimoto4（1東邦大
・院理・生物分子科学, 2東邦大・理・生物分子科学, 3東邦大・理・生物分子科学, 4東邦大・理・生物分子科学）

K-18 アカエイ栄養子宮絨毛のトランスクリプトーム解析
Transcriptome analysis of trophonemata in red stingrays (Hemitrygon akajei)

喜納 泰斗 Taito Kina1, 増田 哲也 Tetsuya Masuda1, 朝比奈 潔 Kiyoshi Asahina1, 鈴木 美和 Miwa Suzuki1（1日本大
・生物資源・応用生命科学）

K-19 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
Exploring the relationship between vertebrate reproductive modes and the gene repertoire of the egg yolk protein 
vitellogenin and its receptors

大石 雄太 Yuta Ohishi1,2,3, 工樂 樹洋 Shigehiro Kuraku2,4（1神戸大・院理・生物学専攻, 2理研BDR・分子配列比較
解析チーム, 3理研BDR・形態進化研究チーム, 4遺伝研・分子生命史研究室）

K-20 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
Histological analysis of ion transporters expressed in gill ionocytes of euryhaline stingray Hemitrygon akajei

野本 昌代 Masayo Nomoto1, 高木 亙 Wataru Takagi1, 齊藤 和裕 Kazuhiro Saito2, 牛堂 和一郎 Waichiro Godo2, 
坂本 竜哉 Tatsuya Sakamoto2, 兵藤 晋 Susumu Hyodo1（1東京大・大気海洋研究所・海洋生命科学・生理学, 
2岡山大・理学部附属牛窓臨海実験所）

K-21 タツノオトシゴの育児嚢におけるアンモニア輸送
Ammonia transport in the brood pouch of seahorse

山﨑 大嬉 Hiroki Yamazaki1, 廣井 準也 Junya Hiroi2, 川口 眞理 Mari Kawaguchi3（1上智大・院・理工, 2聖マリ医大
・解剖, 3上智大・理工・物生）

K-22 円口類ヌタウナギの鰓と腎臓の機能
Molecular basis of the branchial and renal functions in the hagfish, Eptatretus burger

山口 陽子 Yoko Yamaguchi1, 池羽 希理子 Kiriko Ikeba2, 高木 亙 Wataru Takagi2（1島根大・学術研究院・農生命, 
2東京大・大海研・生理）

K-23 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－

Changes in gene expression and morphology of Polypterus senegalus in terrestrial environments
木村 優希 Yuki Kimura1, 中牟田 信明 Nobuaki Nakamuta2, 神田 真司 Shinji Kanda3, 兵藤 晋 Susumu Hyodo3, 
二階堂 雅人 Masato Nikaido1（1東京工業大・生命理工学院, 2岩手大・農学部, 3東京大・大気海洋研究所）
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生理３ Physiology３
L-01 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

Expression of neurotransmitter-related genes in neurons of the cerebellum of Polypterus senegalus
木村 悟 Satoru Kimura1, 下舞 凛子 Rinko Shimomai2, 松本 和将 Kazumasa Matsumoto2, 池永 隆徳 Takanori Ikenaga1

（1鹿児島大・院理工・生物学, 2鹿児島大・理・生命化学）

L-02 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
Resting-state network of Purkinje cell populations in the zebrafish cerebellum

奥田 恵理 Eri Okuda1, 日吉 加菜映 Kanae Hiyoshi1, 齋藤 魁登 Kaito Saito1, 村山 智哉 Tomoya Murayama1, 
弥益 恭 Kyo Yamasu1, 津田 佐知子 Sachiko Tsuda1（1埼玉大・院理工学研究科）

L-03 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
Effect of artificial moonlight on the lunar-synchronized spawning of honeycomb grouper

福永 耕大 Kodai Fukunaga1, 山科 芙美香 Fumika Yamashina2, 山内 千裕 Chihiro Yamauchi3, 竹内 悠記 Yuki Takeuchi4, 
竹村 明洋 Akihiro Takemura3（1琉球大・戦略的研究プロジェクトセンター, 2琉球大・院理工・海洋環境, 3琉球大・
理・生物, 4OIST・神経発生ユニット）

L-04 魚類の眼に存在する不定時法時計
Time-of-day-synchronized clocks in the fish eyes 

岡野 俊行 Toshiyuki Okano1, 中川 真里花 Marika Nakagawa1, 東海林 洋輔 Yosuke Shoji1, 岡野 恵子 Keiko Okano1

（1早稲田大・先進理工・電気情報生命）

L-05 魚類の鰭における化学感覚受容体遺伝子の発現探索
Exploring the expression of chemosensory receptor genes in fish fins

西浦 賀乃子 Kanoko Nishiura1, 長澤 竜樹 Tatsuki Nagasawa1, 二階堂 雅人 Masato Nikaido1（1東工大・生命理工学院）

L-06 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
Odor response of green spotted puffer olfactory sensory neurons visualized by GCaMP6s in vivo electroporations to 
the adult fish olfactory epithelium

鈴木 偉久 Takehisa Suzuki1, 阿部 秀樹 Hideki Abe1（1名古屋大・院生命農・動物科学・水圏動物学）

L-07 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
Neural activation in olfactory sensory neuron of East African Cichlid to odorant exposure

河村 理輝 Riki Kawamura1, 二階堂 雅人 Masato Nikaido1（1東工大・生命理工学院）

L-08 ヌタウナギ(Eptatretus burgeri)の嗅覚受容体レパートリー
Identification of repertory of olfactory receptors in the hagfish, Eptatretus burger

加嶋 広武 Hiromu Kashima1, 山口 陽子 Yoko Yamaguchi2（1島根大・生物資源・生命科学, 2島根大・学術研究院
・農生命）

L-09 深海での光受容に特化したジンベエザメの視覚
Deep-sea adaptation of whale shark vision is achieved by novel amino acid substitutions of rhodopsin

山口 和晃 Kazauki Yamaguchi1, 小柳 光正 Mitsumasa Koyanagi2, 佐藤 圭一 Keiichi Sato3,4, 寺北 明久 Akihisa Terakita2, 
工樂 樹洋 Shigehiro Kuraku1（1理研・BDR・分子配列比較解析, 2大阪市大・院理・生物地球, 3沖縄美ら島財団・
総合研, 4沖縄美ら海水族館）

L-10 転写因子Foxq2は青色感受性の錐体光受容細胞を規定する
Foxq2 determines blue cone identity in zebrafish

小川 洋平 Yohei Ogawa1, 白木 知也 Tomoya Shiraki1, 深田 吉孝 Yoshitaka Fukada1, 小島 大輔 Daisuke Kojima1

（1東京大・院理・生物科学）

L-11 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
Analyses of pineal photoresponses using opsin-deficient zebrafish

和田 清二 Seiji WADA1,2, 小柳 光正 Mitsumasa KOYANAGI1,2, 寺北 明久 Akhisa TERAKITA1,2（1大阪市立大・
院理・生物地球, 2大阪市立大・OCARINA）

L-12 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
Comparative investigation of G protein activation ability of a non-visual opsin, zebrafish Opn3

白田 泰士 Taishi Shirata1, 杉原 智博 Tomohiro Sugihara1, 永田 崇 Takashi Nagata2, 小柳 光正 Mitsumasa Koyanagi1,3, 
寺北 明久 Akihisa Terakita1.3（1大阪市大・院理, 2東京大・ISSP, 3大阪市大・OCARINA）

L-13 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
Function of the extracellular matrix protein eyes shut homolog in the medaka retina

佐藤 恵太 Keita Sato1, Liu Yang2, 山下 高廣 Takahiro Yamashita1, 大内 淑代 Hideyo Ohuchi1（1岡山大・院医歯薬
・細胞組織, 2京都大・院理・生物物理）
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L-14 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
Analysis of light-dependent behaviors with a pineal opsin, parapinopsin-mutant zebrafish

山本 悠貴 Yuki Yamamoto1, 斉藤 智香 Tomoka Saito1, 和田 清二 Seiji Wada2, 小柳 光正 Mitsumasa Koyanagi2, 
寺北 明久 Akihisa Terakita2（1大阪市立大・院理, 2大阪市立大・OCARINA）

L-15 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
Immunohistochemical characterization of the photoreceptor cells in the retina of the larval and adult lampreys

山下(川野) 絵美 Emi Kawano-Yamashita1, 保 智己 Satoshi Tamotsu1（1奈良女子大・理・化学生物環境）

L-16 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
Analysis of light responses of melanopsin-expressing retinal horizontal cells in zebrafish

真野 桃歌 Momoka Mano1, 和田 清二 Seiji Wada1,2, 小柳 光正 Mitsumasa Koyanagi1,2, 寺北 明久 Akihisa Terakita1,2

（1大阪市立大・院理・生物地球, 2大阪市立大・OCARINA）

L-17 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
Direct photoreception by pituitary endocrine cell suggests a novel hormone release mechanism

福田 彩華 Ayaka Fukuda1,3, 佐藤 恵太 Keita Sato2, 藤森 千加 Chika Fujimori1, 馬谷 千恵 Chie Umatani3, 神田 真
司 Shinji Kanda1（1東京大・大海研・生理, 2岡山大・院医歯薬・細胞組織, 3東京大・院理・生物）

L-18 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
Identification of the amino acid residue responsible for UV-sensitive bistable property of vertebrate non-visual 
opsin Opn5

藤藪 千尋 Chihiro Fujiyabu1, 佐藤 恵太 Keita Sato2, 今元 泰 Yasushi Imamoto1, 大内 淑代 Hideyo Ohuchi2, 
七田 芳則 Yoshinori Shichida3, 山下 高廣 Takahiro Yamashita1（1京都大・院理・生物科学, 2岡山大・院医歯薬・
細胞組織, 3立命館大・総研機構）

L-19 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
The effect of lipid distribution in the outer segment membranes on photoresponses of bullfrog rod photoreceptor cells

橘木 修志 Shuji Tachibanaki1, 妹尾 圭司 Keiji Seno2,西田 菜々穂 Nanaho Nishida1, 上田 昌宏 Masahiro Ueda1

（1大阪大・院生命機能, 2浜松医科大・医・総合人間）

L-20 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
Irradiation of the ultraviolet light arrests the reflective movement induced by shadow stimuli, leading to the 
complete immobilization in Xenopus larva

原田 由美子 Yumiko Harada1, 廣瀬 みづき Mizuki Hirose2, 清水 祐希 Yuki Shimizu2, 西川 真帆 Maho Nishikawa2, 
村上 柳太郎 Ryutaro Murakami1（1山口大・院創成科学・地球圏生命物質科学系, 2山口大・理学部・生物・化学科）

L-21 ウシガエル幼生の浸透圧調節機構
Osmoregulatory mechanisms in the tadpoles of bullfrog

日下部 誠 Makoto Kusakabe1,2, 水谷 麻希 Maki Mizutani2, 石原 顕紀 Akinori Ishihara2（1静岡大・理・創造理学, 
2静岡大・理・生物科学）

L-22 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
Molecular cloning and functional analyses of host defense peptides in the skin of Large tip-nosed frog, 
Odorrana supranarina

田中 達也 Tatsuya Tanaka1, 蓮沼 至 Itaru Hasunuma1, 小林 哲也 Tetsuya Kobayashi2, 菊山 榮 Sakae Kikuyama3, 
岩室 祥一 Shawichi Iwamuro1（1東邦大・理・生物, 2埼玉大・院理工・生体制御, 3早稲田大・教育・総合科学学術院
・生物）

L-23 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
Antimicrobial Property and Mode of Action of the Skin Peptides of the Sado Wrinkled Frog, Glandirana susurra

岩室 祥一 Shawichi Iwamuro1, 小川 大輔 Daisuke Ogawa1, 鈴木 麻奈美 Manami Suzuki1, 稲村 有里子 Yuriko Inamura1, 
斎藤 海斗 Kaito Saito1, 蓮沼 至 Itaru Hasunuma1, 小林 哲也 Tetsuya Kobayashi2, 菊山 榮 Sakae Kikuyama3（1東邦大・
理・生物, 2埼玉大・院理工・生体制御, 3早稲田大・教育・総合科学学術院・生物）
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生理４ Physiology４
M-01 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

Xenopus tropicalis tadpoles adapt to unfamiliar predators by changing brain systems instead of morphological changes
森 司 Tsukasa Mori1, 君嶋 勝弥 Masaya Kimishima1, 佐々 海斗 Kaito Sassa1, 井上 菜穂子 Naoko Inoue1, 嶺井 隆平
Ryuhei Minei2, 小倉 淳 Atsushi Ogura2, 柏木 昭彦 Akihiko Kashiwagi3, 柏木 啓子 Keiko Kashiwagi3（1日本大・生物
資源・海洋, 2長浜バイオ・アニマル, 3広島大・両生類センター）

M-02 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
Proteomic changes in erythrocyte membrane proteins of the African clawed frog (Xenopus laevis) at low temperatures

加藤 太一 Taichi Kato1, 小俣 和輝 Kazuki Omata1,2, 小川 斐女 Ayame Ogawa1, 伊東 正剛 Masataka Ito3, 加藤 尚志
Takashi Kato1,2（1早稲田大・院先進理工・生命理工, 2早稲田大・教育・生物, 3日本大・医・小児）

M-03 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
Identification of a novel aquaporin (AQP6/a2S) in the family Lacertidae and molecular evolution of AQP6/a2 genes

小竹 康平 Kohei Kotake1, 鈴木 雅一 Masakazu Suzuki2（1静岡大・院理・生物科学, 2静岡大・理・生物科学）

M-04 繊毛型光受容細胞で機能するオプシンの多様性解析
Analysis of opsin diversity functioning in ciliary photoreceptor cells

池内 大樹 Hiroki Ikeuchi1, 酒井 佳寿美 Kazumi Sakai1, 山下 高廣 Takahiro Yamashita1（1京都大・院理）

M-05 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
Creation of photocyclic vertebrate rhodopsin

山下 高廣 Takahiro Yamashita1, 酒井 佳寿美 Kazumi Sakai1, 七田 芳則 Yoshinori Shichida2, 今元 泰 Yasushi Imamoto1

（1京都大・院理, 2立命館大・総研機構）

M-06 哺乳類の非視覚オプシンOpn3の分子特性の解析
Molecular characterization of mammalian non-visual opsin Opn3

髙草 大悟 Daigo Takakusa1, 杉原 智博 Tomohiro Sugihara1, 寺北 明久 Akihisa Terakita1,2, 小柳 光正
Mitsumasa Koyanagi1,2（1大阪市立大・院理学研究科, 2大阪市立・OCARINA）

M-07 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
Effects of short-term caloric restriction on susceptibility to colitis in adolescent mice

三浦 貴 Takashi Miura1, 坂田 一郎 Ichiro Sakata1, 竹見 祥大 Shota Takemi1（1埼玉大・院理・生命科学・細胞制御学
研究室）

M-08 スンクス腸管におけるLPS投与後の炎症応答の検討
Investigation of inflammation responses after LPS administration in suncus intestine

森 和奈 Kazuna Mori1, 坂田 一郎 Ichiro Sakata1, 竹見 祥大 Shota Takemi1（1埼玉大・院理・生命科学・細胞制御学
研究室）

M-09 スンクス（Suncus murinus）の腸内細菌の解析
Analysis of intestinal microbiota in Suncus murinus

竹見 祥大 Shota Takemi1, 三浦 貴 Takashi Miura1, 坂田 一郎 Ichiro Sakata1（1埼玉大・院理・生命科学）

M-10 繊毛虫ハルテリアの高速遊泳の特徴づけ
Characterization of high speed swimming in a ciliate Halteria sp.

神田 幸輝 Koki Kanda1, 西上 幸範 Yukinori Nishigami2. 佐藤 勝彦 Katsuhiko Sato2, 中垣 俊之 Toshiyuki Nakagaki2

（1北海道大・生命科学院, 2北海道大・電子科学研究所物理エソロジー研究室）

M-11 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
Identification of neuronal cell types involved in feeding regulation in the Planarian pharynx and approach to 
quantification of feeding volume at the individual level

澤本 美香 Mika Sawamoto1, 梅園 良彦 Yoshihiko Umesono2, 井上 武 Takeshi Inoue3（1兵庫県立大・院生命理学
研究科・生命科学専攻, 2兵庫県立大・院理学研究科, 3鳥取大・医・医学科）

M-12 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
Cold acclimation of C.elegans is regulated by mitochondrial fatty acid β - oxidation related molecule in neural cells

福本 晃久 Akihisa Fukumoto1, 岡畑 美咲 Misaki Okahata2, 水口 洋平 Yohei Minakuchi3, 豊田 敦 Atsushi Toyoda3, 
太田 茜 Akane Ohta2, 久原 篤 Atsushi Kuhara2,4（1甲南大・院自然科学研究科・生物学, 2甲南大・統合ニューロ
バイオロジー研究所, 3国立遺伝学研究所, 4PRIME, AMED）

行動１ Behavior１
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M-13 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
Contribution of a FOXD3/4 ortholog to optimization of avoidance behavior mediated by synaptic gene expression 
for a biphasic calcium response

堀 沙耶香 Sayaka Hori1, 三谷 昌平 Shohei Mitani2（1東京女子医大・統合教育学修センター・基礎科学, 2東京女子医大
・生理学・細胞生理）

M-14 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
Morphological differences in tardigrade spermatozoa induce variation in gamete motility

杉浦 健太 Kenta Sugiura1, 柴 小菊 Kogiku Shiba2, 稲葉 一男 Kazuo Inaba2, 松本 緑 Midori Matsumoto3（1群馬大
・生体調節研究所, 2筑波大・下田臨海実験センター, 3慶應義塾大・理工・生命情報）

M-15 偏光で模様を作るエゾハリイカの求愛ディスプレイ
Prominent polarization pattern of male cuttlefish during courtship behavior

中山 新 Arata Nakayama1, 桃井 駿介 Shunsuke Momoi2, 佐藤 成祥 Noriyoshi Sato3, 河村 知彦 Tomohiko Kawamura1, 
岩田 容子 Yoko Iwata1（1東京大・大気海洋研究所・資源生態分野, 2青森県営浅虫水族館, 3東海大・海洋学部・生物
生産学専攻）

M-16 イカ色素胞の温度と光による制御
Control of squid chromatophore by light and temperature

伊藤 浩史 Hiroshi Ito1, 上妻 多紀子 Takiko Kozuma1（1九州大・芸術工学）

M-17 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
A Bayesian approach to individual behavioral type in cap making by sponge crab

原田 桂太 Keita Harada1, 林 直輝 Naoki Hayashi2, 加賀谷 勝史 Katsushi Kagaya3（1京都大・フィールド研・瀬戸
臨海実験所, 2株式会社NTTデータ数理システム, 3東京大・情報理工）

M-18 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
Antidepressant-Responsive Anhedonia in Drosophila

西塚 悠人 Yuto Nishizuka1, 辻 真人 Masato Tsuji1, 榎本 和生 Kazuo Emoto1,2（1東京大・院理学系研究科, 2東京大
・ニューロインテリジェンス国際研究機構）

M-19 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
Neural mechanisms regulating the duration of fear-induced escape behavior

小林 遥香 Haruka Kobayashi1, 辻 真人 Masato Tsuji1,2, 榎本 和生 Kazuo Emoto1,2（1東京大・院理学系研究科・
生物科学専攻, 2東京大・ニューロインテリジェンス国際研究機構）

M-20 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
Neurons involved in vomiting in Drosophila nuptial gift behavior

小金澤 雅之 Masayuki Koganezawa1, 鈴木 拓也 Takuya Suzuki1, 山元 大輔 Daisuke Yamamoto2（1東北大・院生命科学, 
2情報通信研究機構・未来ICT研究所）

M-21 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
Refinement of activity-dependent neural circuit labeling methods through split system in the brain of vinegar fly, 
Drosophila melanogaster

木矢 剛智 Taketoshi Kiya（金沢大・理工・生命）

M-22 キイロショウジョウバエ概日時計ネットワークの解析
Analysis of the circadian clock network of Drosophila melanogaster

関口 学 Manabu Sekiguchi1, 井上 浩太郎 Koutaro Inoue1, 吉井 大志 Taishi Yoshii1（1岡山大・院自然科学）

M-23 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
Search for target genes of ecdysone receptor that is induced by foraging behavior in the brains of honey bee workers

飯野 史織 Shiori Iino1, 大矢 恵代 Satoyo Oya1, 角谷 徹仁 Tetsuji Kakutani1, 久保 健雄 Takeo Kubo1（1東京大・
院理・生物科学）

M-24 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
Elucidation of the chemical disguise and its mechanisms in the temporarily social parasitic spiny ant: Polyrhachis
lamellidens (Hymenoptera: Formicidae)

岩井 碩慶 Hironori Iwai1,2, 河野 暢明 Nobuaki Kono1,2, 冨田 勝 Masaru Tomita1,2,3, 堀川 大樹 Daiki Horikawa1,2, 
荒川 和晴 Kazuharu Arakawa1,2,3（1慶大・先端生命研, 2慶大・院政策・メディア・先端生命, 3慶大・環境情報）
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行動２ Behavior２
N-01 フタホシコオロギにおける味覚回避学習

Conditioned taste avoidance in the cricket Gryllus bimaculatus
呂 惠 HUI LYU（北海道大・生命科学院・水波研究室）

N-02 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
Crickets alter their wind-elicited escape behavior depending on the state of locomotion

木内 和秀 Kazuhide Kiuchi1, 設樂 久志 Hisashi Shidara2,3, 岩谷 靖 Yashushi Iwatani4, 小川 宏人 Hiroto Ogawa2

（1北海道大・院生命科学・生命システム, 2北海道大・院理・生物科学, 3三重大・院医・生化学, 4弘前大・院理工
・機械科学）

N-03 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
Effects of partial excision of the cercal mechanosensory hairs on the wind-elicited escape behavior of crickets

加茂 駿翼 Shunsuke Kamo1, 設樂 久志 Hisashi Shidara2,3, 小川 宏人 Hiroto Ogawa2（1北海道大・院生命科学・生命
システム, 2北海道大・院理・生物科学, 3三重大・院医・生化学）

N-04 老化による運動性の変化
Effect of age on motility in cricket

平口 鉄太郎 Tetsutaro Hiraguchi（川崎医療短期大学）

N-05 カブトムシ幼虫における掘進メカニズムの解明
Pivot burrowing of scarab beetle (Trypoxylus dichotomus) larva

足立 晴彦 Haruhiko Adachi1, 小澤 誠 Makoto Ozawa2, 八木 聡明 Satoshi Yagi2, 松本 旺二郎 Ojiro Matsumoto2, 
清田 誠 Makoto Seita1, 近藤 滋 Shigeru Kondo1（1大阪大・生命機能研究科, 2大阪大・基礎工学研究科）

N-06 クロナマコの新しい環境に移された後の24時間の行動
24h-Behavior of Black Seacucumber (Holothuria atra) After Being Moved to A New Environment

一橋 和義 Kazuyoshi Ichihashi1, 永井 伊作 Isaku Nagai2, 一橋 満留 Michiru Ichihashi3（1東京大・医・附属病院, 
2岡山大・学術研究院・自然科学学域, 3ホームクリニックのどか）

N-07 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
Functional analysis of Mauthner-cell-like neurons in Ciona robusta using optogenetics

村田 大夢 Hiromu Murata1, 中川 将司 Masashi Nakagawa1, 八田 公平 Kohei Hatta1, 堀江 健生 Takeo Horie2

（1兵庫県立大・理学研究科・生命科学専攻, 2筑波大・下田臨海実験センター・神経生理学分野）

N-08 青色盲メダカの青色光感受性
Blue-light sensitivity of blue-blind medaka
深町 昌司 Shoji Fukamachi（日本女子大・理・物質生物科学）

N-09 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
Relationship between social dominance and position in mating in male medaka, Oryzias latipes

若園 彩花 Ayaka Wakazono1, 古屋 康則 Yasunori Koya2（1岐阜大・院教育・理科, 2岐阜大・教育・理科）

N-10 配偶者選択におけるオキシトシンの性的二形性
Sexually dimorphic role of oxytocin in medaka mate choice

横井 佐織 Saori Yokoi1, 成瀬 清 Kiyoshi Naruse2, 亀井 保博 Yasuhiro Kamei2, 安齋 賢 Satoshi Ansai3, 木下 政人
Masato Kinoshita4, 水戸 麻里 Mari Mito5, 岩崎 信太郎 Shintaro Iwasaki5, 井ノ上 俊太郎 Shuntaro Inoue1, 奥山 輝大
Teruhiro Okuyama6, 中川 真一 Shinichi Nakagawa1, J Young Larry7, 竹内 秀明 Hideaki Takeuchi3（1北海道大・院薬,
2基生研, 3東北大・院生命科学, 4京都大・院農・応用生物科学, 5理研, 6東京大・定量研, 7エモリー大）

N-11 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
Anatomical basis of possible neuromodulatory effect of estrogen in the ventral telencephalon which is suggested to 
be involved in the activation of female sexual behavior

富原 壮真 Soma Tomihara1,2, 馬谷 千恵 Chie Umatani1, 中城 光琴 Mikoto Nakajo3, 神田 真司 Shinji Kanda2, 岡 良隆
Yoshitaka Oka1（1東京大・院理・生物科学, 2東京大・大気海洋研究所, 3大阪医科薬科大・医学部）

N-12 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
Recording of respiration wave from free-moving zebrafish and its application to the evaluation of emotional states

吉田 将之 Masayuki Yoshida（広島大・院統合生命）

N-13 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
Analyzing the morphology and function of pharyngeal jaw in Characiformes
髙田 将真 Shoma Takata1, 八田 公平 Kohei Hatta1, 岡田 央人 Hiroto Okada1, 上杉 健太朗 Kentaro Uesugi2, 星野 真人
Masato Hosino2（1兵庫県立大・理学研究科・生命科学専攻, 2公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)）
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N-14 単色光下におけるドジョウ稚魚の行動量測定
Locomotor activity of Japanese loach larvae under monochromatic light conditions

更谷 有哉 Yuya Saratani1, 岡野 恵子 Keiko Okano1, 岡野 俊行 Toshiyuki Okano1（1早稲田大・院先進・電気情報
生命）

N-15 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
The establishment process of laterality and the developmental phase-specific acquisition of predation skills in the 
scale-eating cichlid fish

樋口 祐那 Yuna Higuchi1, 池谷 幸樹 Koki Ikeya2, 田上 正隆 Masataka Tagami2, 小田 洋一 Yoichi Oda3, 竹内 勇一
Yuichi Takeuchi4（1富山大・医, 2アクア・トトぎふ, 3名古屋大・院理, 4富山大・院医）

N-16 クサフグの産卵行動日の決定因子
Determinants of grass puffer spawning behavior date

小林 裕太 Yuta Kobayashi（島根大・院医）

N-17 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
Discontinuous changes in jump behavior of the tree frog, Hyla japonica, depending on distance toward the point 
aimed at landing

中川 秀樹 Hideki Nakagawa1, 重藤 聖英 Kiyohide Sigetou2, 田上 知佳 Satoka Tanoue2（1九州工業大・情報工学
研究院・生命化学情報工学研究系, 2九州工業大・情報工学部・生命化学情報工学科）

N-18 カエル幼生の嗅覚とそれに伴う忌避行動に関する研究
Studies on the sense of smell and associated avoidance behavior of Rana pirica and Xenopus laevis tadpoles

君嶋 勝弥 Masaya Kimishima1, 三好 将生 Masaki Miyosi1, 井上 菜穂子 Naoko Inoue1, 森 司 Tsukasa Mori1（1日本大
・生物資源・海洋）

N-19 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
Noradrenergic alpha-2A receptor activation suppresses courtship vocalization in male Japanese quail

戸張 靖子 Yasuko Tobari1, 増澤 杏実 Ami Masuzawa1, 原田 倫圭 Norika Harada1（1麻布大・獣医学部・動物応用
科学）

N-20 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

Embryonic activation of acetylcholine-GABA system is necessary for normal development of visual perception of 
Johansson’s Biological Motion in domestic chicks

三浦 桃子 Momoko Miura1, Nina Patzke1, 田路 矩之 Noriyuki Toji1, 和多 和宏 Kazuhiro Wada1, 小倉 有紀子
Yukiko Ogura2, Paola Sgadò 3, Giorgio Vallortigara3, 本間 光一 Koichi Homma4, 松島 俊也 Toshiya Matsushima1,3

（1北海道大・理・生物, 2東京大・情報理工, 3Univ Trento, CIMeC, 4帝京大・薬）

N-21 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
Why are chicks unable to optimize the food patch-use time? Stochastic decision-making based on marginal-value 
theorem and retrospective local capture rate

松島 俊也 Toshiya Matsushima1,2, 藤川 雄基 Yuki Fujikawa2, 小倉 有紀子 Yukiko Ogura3, 川森 愛 Ai Kawamori4

（1北海道大・理・生物, 2Univ Trento, CIMeC, 3東京大・院・情報理工, 4統計数理研究所）

N-22 円盤型トレーニング装置を用いた刷り込み行動解析
Behavioral analysis using an imprinting disc apparatus

青木 直哉 Naoya Aoki1, 森 千紘 Chihiro Mori1, 藤田 俊之 Toshiyuki Fujita2, 山口 真二 Shinji Yamaguchi2, 本間 光一
Koichi Homma1（1帝京大・薬・病態分子生物, 2帝京大・薬・基礎生物）
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行動３ Behavior３
O-01 マウスにおける恐怖消去学習を制御する視床皮質投射

Thalamocortical projection driving fear extinction in Mus musculus
望月 祐希 Yuki Mochizuki1, 植松 朗 Akira Uematsu1,2,3, 榎本 和生 Kazuo Emoto1,2（1東京大・院理・生物科学, 
2東京大・ニューロインテリジェンス国際研究機構, 3理化学研究所・脳神経科学研究センター・学習・記憶神経
回路研究チーム）

O-02 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
The relationship between the novel brain area located in the preoptic area and  nest-building behavior of mice

田川 菜月 Natsuki Tagawa1, 恒岡 洋右 Yousuke Tsuneoka2, 森 啓太 Keita Mori3, 古戎 道典 Michinori Koebis4, 
船戸 弘正 Hiromasa Funato2, 饗場 篤 Atsu Aiba3,4, 飯野 雄一 Yuichi Iino3（1東邦大・院医・解剖学, 2東邦大・
医・解剖学, 3東京大・院理・生物科学, 4東京大・院医・疾患生命工学）

O-03 幼若期の母親選好性の個体差と成長後の行動との関係
Individual differences in infantile preference for mothers are associated with later behavior

清水 稀惠 Kie Shimizu1,2, 近藤 保彦 Yasuhiko Kondo3, 中村 和昭 Kazuaki Nakamura1,2（1埼玉大・院理工学研究科・
理工学専攻, 2国立成育医療研究センター研究所・薬剤治療研究部・実験薬理研究室, 3帝京科学大・生命環境学部・
アニマルサイエンス学科）

O-04 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
Analysis of behavioral effects of developmental chemical exposure at multiple institutions using a uniform test method

前川 文彦 Fumihiko Maekawa1, 遠藤 俊裕 Toshihiro Endo2, 掛山 正心 Masaki Kakeyama3（1国立環境研究所・
環境リスク・健康領域, 2フェノバンス・リサーチ・アンド・テクノロジー合同会社, 3早稲田大・人間科学学術院）

O-05 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
Growth and Maturation of Praesagittifera naikaiensis in the Laboratory

彦坂 暁 Akira Hikosaka1,2, 有本 佳那子 Kanako Arimoto2, 彦坂 智恵 Tomoe Hikosaka3（1広島大・院統合生命・
生命環境, 2広島大・総合科学, 3広島大・自然科学研究支援開発センター）

O-06 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
Effects of food environment on the settlement of lecithotrophic larva of the marine invertebrates

大木 雄介 Yusuke Oki1, 広瀬 雅人 Masato Hirose2（1北里大・院・海洋生命科学, 2北里大学・海洋生命科学）

O-07 身近な生活体験を活かした海洋教育「海育」の提案
Proposal for “Umi-iku," a marine education method for learning in an everyday context

細谷 夏実 Natsumi Hosoya（大妻女子大・社会情報・環境情報）

O-08 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
The function and the localization of dual-obligate endosymbionts in the aphid, Ceratovacuna japonica

頼本 隼汰 Shunta Yorimoto1,2, 服部 充 Mitsuru Hattori3, 重信 秀治 Shuji Shigenobu1,2（1総研大・生命科学・基礎
生物学, 2基生研・進化ゲノミクス, 3長崎大・水産・環境科学総合研究科（環境））

O-09 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
Analysis of photoperiod recognition in the environmental sex determination of the water flea Daphnia pulex

阿部 潮音 Shione Abe1, 宮川 一志 Hitoshi Miyakawa1（1宇都宮大・バイオ・環境生理）

O-10 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
Potential environmental factors involved in the annual reproductive cycle of Tetraclita kurosioensis inhabiting 
Okinawa island coast

片山 蒼 Aoi Katayama1, Ee Suan Tan1, 武方 宏樹 Hiroki Takekata2, Angka Mahardini3, 竹村 明洋 Akihiro Takemura4

（1琉球大・理工・海洋自然科学, 2琉球大・戦プ, 3KIOST, 4琉球大・理）

O-11 ホヤ卵透明性の進化と紫外線透過率の測定
Phylogenetic comparison of egg transparency of visible and UV range in ascidians

紫藤 拓巳 Takumi Shito1, 長谷川 尚弘 Naohiro Hasegawa2, 泉水 奏 Noburu Sensui3, 広瀬 裕一 Euichi Hirose4, 
岡 浩太郎 Kotaro Oka1, 堀田 耕司 Kohji Hotta1（1慶應義塾大・院理工学研究科・基礎理工学専攻, 2北海道大・
院理学院・自然史科学専攻, 3琉球大・院医学研究科・人体解剖学講座, 4琉球大・理・海洋自然科学科）

O-12 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
Why do fishes eat microplastics?: mechanism for ingestion of MP

八木 光晴 MITSUHARU YAGI1,2, 川口 俊哉 TOSHIYA KAWAGUCHI2, 小林 恒文 TSUNEFUMI KOBAYASHI2, 
清水 健一 KENICHI SHIMIZU1,2（1長崎大・水産, 2長崎大・院水環）

生態 Ecology

O 会場

48



分類・系統１ Taxonomy & Phylogeny１
O-13 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

Two undescribed species of Boninia (Platyhelminthes: Polycladida) from Okinawa Island
露木 葵唯 Aoi Tsuyuki1, 大矢 佑基 Yuki Oya1, 柁原 宏 Hiroshi Kajihara1（1北海道大・院理・生物）

O-14 ニハイチュウにみられるプロジェネシス型個体
Progenesis in dicyemid juvenile stages

古屋 秀隆 Hidetaka Furuya（大阪大・院理・生物科学)

O-15 平板動物の系統間での季節変動の違い
The differences of seasonal variation in occurrence among placozoan haplotypes

宮澤 秀幸 Hideyuki Miyazawa1, 中野 裕昭 Hiroaki Nakano2（1遺伝研・先端ゲノミクス推進セ, 2筑波大・下田臨海）

O-16 “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
Mt. Fuji in the ocean; the latest phylogeny of the superfamily Actinostoloidea (Actiniaria)
泉 貴人 Takato Izumi1, 柳 研介 Kensuke Yanagi2, 幸塚 久典 Hisanori Kohtsuka3（1琉球大・理・海洋自然科学, 
2千葉県立中央博・海の博物館, 3東京大・院理・臨海実験所）

O-17 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
Taxonomic revision of Rhopilema esculentum and Rhopilema asamushi (Cnidaria: Scyphozoa: Rhizostomatidae)

村山 慶季 Yoshiki Murayama1, 上遠野 拓也 Takuya Kadono2, 後藤 亮 Ryo Gotoh3, 半澤 直人 Naoto Hanzawa4

（1山形大・院理工, 2宮城県庁, 3千葉中央博, 4山形大・理）

O-18 トゲカワムシ科動吻動物の系統解析
Phylogeny of Echinoderidae (Phylum Kinorhyncha)

山崎 博史 Hiroshi Yamasaki（九州大・基幹教育院）

O-19 日本における珍渦虫の採集記録
Records of Xenoturbella from Japanese waters
中野 裕昭 Hiroaki Nakano1, 宮澤 秀幸 Hideyuki Miyazawa2（1筑波大・生命環境系・下田臨海, 2情報システム・
遺伝研・先端ゲノミクス推進セ）

O-20 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
Effects of plant damage by Sika deer Cervus nippon on a chromosomal hybrid zone of Gagrellopsis nodulifera
(Opiliones) in Chizu-cho, Tottori Prefecture, Japan

鶴崎 展巨 Nobuo Tsurusaki1, 堀田 菜月 Natsuki Hotta1（1鳥取大・農）

O-21 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
Distribution and biogeographical analysis of a Japanese whip-scorpion, Typopeltis stimpsonii (Wood, 1862)

唐沢 重考 Shigenori Karasawa1, 本多 正尚 Masanao Honda2, 緒方 則彦 Norihiko Ogata3, 三浦 大樹 Daijyu Miura4, 
粂川 義雅 Yoshimasa Kumekawa5, 長田 諭実 Satomi Nagata6（1鳥取大・農学部, 2筑波大・生命環境学群, 3長崎県立
壱岐高等学校, 4香川県, 5兵庫県南あわじ市役所, 6福岡県立伝習館高等学校）

49



分類・系統２ Taxonomy & Phylogeny２
P-01 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

Species classification of East Asian Ammothella biunguiculata (Pycnogonida, Ammotheidae) 
田邊 拓己 Takumi Tanabe1, 宮﨑 勝己 Katumi Miyazaki2（1新潟大・院自然科学研究科・環境科学専攻, 2新潟大
・理・自然環境科学プログラム）

P-02 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

Is Nymphonella tapetis (Arthropoda, Pycnogonida) a member of the Family Ascorhynchidae?: a molecular 
phylogenetic and comparative morphological reexamination

鈴木 由妃 Yuki Suzuki1, 宮﨑 勝己 Katsumi Miyazaki2（1新潟大・院自然科学, 2新潟大・理・自然環境）

P-03 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
Parasitism and life cycle of an undescribed species of Caligus on ice goby

大塚 攻 Susumu Ohtsuka1, 西田 雄介 Yusuke Nishida1, 近藤 裕介 Yusuke Kondo1, Danny Tang2（1広島大・院統合生命,
2Orange County Sheriff’s Department, CA, USA）

P-04 純淡水生物サワガニの系統進化～定説を覆す海流分散～
Phylogeography of Japanese Freshwater Crabs

竹中 將起 Masaki Takenaka1, 谷野 宏樹 Koki Yano2, 東城 幸治 Koji Tojo3（1筑波大・生命環境系, 2信州大・院総合
医理工, 3信州大・理・生物）

P-05 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
Phylogeny and evolution of mycophagy in the Zygothrica genus group (Diptera: Drosophilidae)

ZHANG YANG（北海道大・理学院・自然史科学専攻）

P-06 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
Population genetic analysis of Ophiura sarsii (Echinodermata, Ophiuroidea) from off Niigata, Sea of Japan using 
the mtDNA COI sequence

菅原 光 Hikaru Sugawara1, 宮崎 勝己 Katsumi Miyazaki2（1新潟大・院自然科学, 2新潟大・理・自然環境）

P-07 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
Natural history and potential applications as environmental indicator of brittle stars from Sagami Bay, revealed by 
studies of recent and fossil materials

岡西 政典 Masanori OKANISHI1, 三井 翔太 Shota MITSUI2, Chong CHEN3, 川端 美千代 Michiyo KAWABATA1, 
小森 いづみ Izumi KOMORI1, 幸塚 久典 Hisanori KOHTSUKA1（1東京大・院理・附属臨海, 2(株)海生研, 3海洋
研究開発機構）

P-08 Octopus alatus の再記載
Redescription of Octopus alatus (Sasaki, 1920)

中島 大暁 Hiroaki Nakajima1, 古屋 秀隆 Hidetaka Furuya1（1大阪大・院理・生物）

P-09 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
Gene expression analysis of molluscan Polyplacophora and evolution of the shell plate and sclerites

吉川 広輝 Hiroki Yoshikawa1, 守野 孔明 Yoshiaki Morino2, 和田 洋 Hiroshi Wada2（1筑波大・理工情報生命・生命
地球科学, 2筑波大・生命環境系）

P-10 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
Regionalization of glandular and thyroid-equivalent traits in the endostyle of Oikopleura dioica

小沼 健 Takeshi Onuma2, 中西 梨奈 Rina Nakanishi1, 笹倉 靖徳 Yasunori Sasakura3, 小笠原 道生 Michio Ogasawara1

（1千葉大・院理・生物, 2鹿児島大・院理工学, 3筑波大・下田臨海）

P-11 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
Regionalization and differentiation of endostyle cells in the juvenile of Ciona intestinalis

山岸 雅幸 Masayuki Yamagishi1, 小沼 健 Takeshi Onuma2, 笹倉 靖徳 Yasunori Sasakura3, 小笠原 道生 Michio Ogasawara1

（1千葉大・院理・生物, 2鹿児島大・院理工学, 3筑波大・下田臨海）

P-12 原索動物の内柱におけるvWF様遺伝子群の収斂的発現
Convergent expression of vWF-like genes in the protochodate endostyles

板山 紘典 Kosuke Itayama1, 山岸 雅幸 Masayuki Yamagishi1, 小沼 健 Takeshi Onuma2, 笹倉 靖徳 Yasunori Sasakura3, 
小笠原 道生 Michio Ogasawara1（1千葉大・院理・生物, 2鹿児島大・院理工学, 3筑波大・下田臨海）

P-13 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
Elucidating the genetic basis of hypertrophic lips, an adaptive trait in cichlids

待井 長敏 Nagatoshi Machii1, 畑島 諒 Ryo Hatashima1, 中村 遥奈 Haruna Nakamura1, 長澤 竜樹 Tatsuki Nagasawa1, 
二階堂 雅人 Masato Nikaido1（1東京工業大・生命理工学院）

P 会場
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P-14 lasp family の分子進化
The molecular evolution of lasp family in fish

森本 航太 Kota Morimoto1, 藤田 優輝 Yuki Fujita1, 一寸木 珠美 Tamami Chokki1, 西岡 達二 Tatsuji Nishioka1, 
中山 綾子 Ayako Nakayama1,4, 中江 祐樹 Yuki Nakae4, 小笠原 道生 Michio Ogasawara5, 山口 陽子 Yoko Yamaguchi2, 
勝山 裕 Yu Katsuyama3, 寺崎 朝子 Asako Terasaki1（1千葉大・融合理工学府生物学コース・神経プロテオミクス
研究室, 2島根大・生物資源科学部・生命科学科, 3滋賀医科大・解剖学講座・神経形態学部門, 4バイオビジネス
ソリューションズ株式会社, 5千葉大・融合理工学府生物学コース・遺伝子機能形態学）

P-15 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
Loss of vasotocin 1a1 receptor gene in syngnathid fishes

吉田 崚馬 Ryoma Yoshida1, 笹平 素生 Motoki Sasahira1, 西野 純子 Junko Nishino2, 西野 敦雄 Atsuo Nishino1, 
曽我部 篤 Atsushi Sogabe1（1弘前大・農学生命・生物, 2岩手大・院連合農学）

P-16 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
Elucidation of the evolutionary process of the northern lineage and the southern Izu lineage of Japanese newt by 
MIG-seq analysis

富永 篤 Atsushi Tominaga1, 吉川 夏彦 Natsuhiko Yoshikawa2, 松井 正文 Masafumi Matsui3, 長太 伸章 Nobuaki Nagata2, 
佐藤行人 Yukuto Sato4（1琉球大・教育学部, 2国立科学博物館, 3京都大・人間・環境学研究科, 4琉球大・医学部）

P-17 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
Establishment of genetic analytical methods for fecal specimens of the brown dipper, Cinclus pallasii, and the 
molecular phylogeography of Cinclus species (Aves, Passeriformes, Cinclidae)

灰方 郁人 Ikuto Haikata1, 鈴木 智也 Tomoya Suzuki1,2, 谷野 宏樹 Koki Yano1,3, 東城 幸治 Koji Tojo1,4, （1信州大
・理・生物科学, 2京都大・地球環境, 3基礎生物学研究所, 4信州大・山岳研）

P-18 ミャンマーの鳥類DNAバーコード解析
DNA barcode analysis of birds in Myanmar

楢橋 真理環 Maria Narahashi1, 西海 功 Isao Nishiumi2, Win Win Nwe Do3（1九州大・地球社会統合科学府, 
2国立科学博物館, 3Forest Research Institute, Myanmar）

P-19 隠岐諸島知夫タヌキの糞便DNA解析による多様性
Fecal DNA analysis of raccoon dogs in Chiburijima island

井口 綾夏 Ayaka Iguchi1, 吉田 真明 Masaaki Yoshida1（1島根大・院自・隠岐臨海）

P-20 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
Basic and practical research and social contribution of zoologists Kakichi Mitsukichi and Seitaro Goto from the 
viewpoint of existing historical materials

溝口 元 Hazime Mizoguchi（立正大・院社福・生命科学）

P-21 ナポリ動物学実験所標本室の由来
The origin of "Museo" at Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli

木原 章 Akira Kihara1, トラバリーニ アンドレア Andrea Travaglini1,2（1法政大・自然科学センター, 2Stazione 
Zoologica Anton Dohrndi Napoli）

51



64



53

市民公開イベント
プログラム



高校生発表

92nd Annual Meeting of the ZSJ

Meeting Overview ＆ Program

54

HP-01 高オレイン酸ヒマワリ種子給与が黒毛和種の脂肪中オレイン酸割合に及ぼす影響
○本間 紳吾，金子 光，白岩 嵩翔，工藤 瑞歌，斗米 香乃，中野 渡己紗，南雲 千凜，(指導教員)松本 理祐
青森県立三本木農業高等学校・動物科学科・産業動物研究班

HP-02 鶏卵の鮮度保持とサルモネラ菌対策に関する研究
○尾形 こうこ，(指導教員)松本 理祐
青森県立三本木農業高等学校・動物科学科・ＰＩＮＥ ＬＡＢ

HP-03 乾眠する生物の特性について
山口 颯太, 稲吉 瑞歩, 鎌田 紘季, 神村 遥登, 小牧 一希, 椿野 泰生, 吉田 智昭, (指導教員)繁戸 克彦
兵庫県立神戸高等学校・総合理学科

HP-04 クマムシの体内圧調節について ～拡張収縮は調整できる～
道上 雄海，奈尾 拓真， (指導教員)伊勢 昌宏
学校法人永守学園 京都先端科学大学附属高等学校・理科部クマムシ研究会

HP-05 ミドリゾウリムシと光の関係
小磯 太楊，沖本 彩希，黒井 直登，田中 柚妃，渡邉 啓仁， (指導教員)近本 邦彦
兵庫県立神戸高等学校・総合理学科

HP-06 線虫の寿命とストレスの関係
高橋 咲，鈴木 玲衣，千田 愛和，渡辺 伶奈，(指導教員)千葉 一江
岩手県立水沢高等学校・理数科センチュウ班

HP-07 両生類においての軟骨と硬骨の割合の変化
〇木村 優月，唯野 美月，佐々木 蛍都，大嶋 悠人，佐々木 えみ，(指導教員)二瓶 貴之
宮城県宮城第一高等学校・生物部

HP-08 蜘蛛糸の紫外線による強度測定
〇渡邉 駿，佐藤 大志，宇沼 雛妃，(指導教員)二瓶 貴之
宮城県宮城第一高等学校・生物部

HP-09 タマクラゲは再生できるのか
〇山内 楓哉，三神 幸太郎，鈴田 ゆかり，岡野 奏音，(指導教員) 二瓶 貴之
宮城県宮城第一高等学校・生物部

HP-10 蟻の鏡像認識
〇島津 了楽，實海 翔，高見 崇希，(指導教員)山本 夕貴
常翔学園高等学校 ガリレオプラン・生物ゼミ

HP-11 アリの巣作りに適した条件
野々村 青空,  平井 雄登，山根 颯太， (指導教員)棚橋 寿至
岐阜県立恵那高等学校・理数科

HP-12 メダカの鏡像自己認識
中島 渓悟，小栗 秀仁，土屋 剛洋，(指導教員)伊藤 英紀
岐阜県立恵那高等学校・理数科

HP-13 切断されたプラナリアを接着させる方法の開発
〇堀 稜矢，井川 諒一郎，(指導教員)山﨑 秀樹
福井県立高志高等学校・サイエンス部生物（プラナリア）

HP-14 マイクロスケールでの松枯れの再現実験の提案
門 陽友，槇田 周誠，横山 昂生，森本 萌花，柚木 優里奈，(指導教員)井上 純一
広島大学附属高等学校・科学研究班

オンラインコンテンツとして配信
https://www.zoology.or.jp/annual-meeting/1/student-poster/

高校生発表は、8月26日（木）から9月8日までの期間閲覧可能です。
発表サイトには、質疑応答用の掲示板を設けていますので高校生の皆さんの間でも
積極的にご活用ください。

https://www.zoology.or.jp/annual-meeting/1/student-poster/
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HP-15 親の性格は繁殖に影響するのか－ゼブラフィッシュを用いた検証－
角谷 明日香，長村 陽香，中山 陽南子，吉田 実加，(指導教員)井上 純一
広島大学附属高等学校・科学研究班

HP-16 スジエビがアズマヒキガエル幼生を捕食することによる影響調査及び嗜好調査
〇島村 一颯，板木 瞳汰，三原 大輝，杉本 駿水，植田 大海，(指導教員)戸嶋 一成
北海道旭川西高等学校・生物部

HP-17 タイムラプスカメラを使った天然記念物薩摩鶏の行動分析に関する研究
田原春 圭史，中原 遼太朗，中元 丈迅，吉松 花，(指導教員)草水 博己
鹿児島県立市来農芸高等学校・自主研究班

HP-18 クマムシにおける食餌と乾燥耐性獲得との関連
〇桐生 有花，(指導教員)宮澤俊義
学校法人星美学園 静岡サレジオ高等学校

HP-19 ヤマトシジミの殻表面模様の産地ごとの種内変異
〇三井 彩夏，山本 夏希，児玉 尚子，室本 勇也，後藤 大道，佐藤 知希，髙田 健吾，竹内 智哉，西野 侑吏，
横尾 侑眞，(指導教員)川勝 和哉
兵庫県立姫路東高等学校・科学部生物系研究部（シジミ班）

HP-20 ドクターフィッシュの生態について
佐藤 匠，原 七海，(指導教員)向江 佳織
神奈川県立相模原弥栄高等学校・サイエンス部

HP-21 カマキリの捕食行動
傍士 柚子妃，袁 昕煜，中村 陽登，(指導教員)向江 佳織
神奈川県立相模原弥栄高等学校・サイエンス部

HP-22 生産地におけるにぼしの胃の中の内容物の違い
〇柾木 嵩琉，(指導教員)副島 英子
福岡工業大学附属城東高等学校・科学部

HP-23 はらぺこオタマジャクシ
〇市場 飛向，(指導教員)副島 英子
福岡工業大学附属城東高等学校・科学部

HP-24 ウミホタルの生息に影響を与えているものについて～砂粒の大きさに注目して～
西本 陽翔，内野 稜太，(指導教員) 副島 英子
福岡工業大学附属城東高等学校・科学部

HP-25 ミシシッピアカミミガメの潜水行動の季節変化
尾上 愛実，(指導教員)松林 篤志
国立大学法人お茶の水女子大学附属高等学校

HP-26 ウニの食性の研究 ～ウニに好き嫌いはある？～
德丸 結衣，(指導教員)副島 英子
福岡工業大学附属城東高等学校・科学部

HP-27 人と野鳥の共存のために～ケリのグラウンドでの産卵を通して～
坂口 莉央，北野 ことな，川口 晃志郞，日下部 潤晟，勝田 みやび，(指導教員)村山 翔大
学校法人奈良学園 奈良学園登美ヶ丘高等学校普通科・奈良学園登美ヶ丘自然再生研究会

HP-28 植物精油のイエバエに対する忌避効果
坂田 日和，鈴木 峰成，中村 優友，村川 歩美， (指導教員)中澤 克行
兵庫県立神戸高等学校・総合理学科

HP-29 野生動物の個体数密度算出におけるRESTモデルの適応 ～浜北森林公園内におけるイノシシ・ニホンジカ・
ホンドタヌキの生態を中心に～

〇鈴木 伊織，持留 幸太，稲垣 佑一，髙田 誠真，千田 和也，松本 成雅，古川 智菜，川島 綾華，横田 真一，
(指導教員)出沢 良樹，(指導教員)伊藤 信一
浜松学芸中学校・高等学校・自然科学部

HP-30 異なる河川環境におけるタイワンシジミの移動動態 ～マーキング法による移動距離の特定～
〇齋藤 駿汰，馬場 朝滉，松本 成雅，鈴木 志昊，(指導教員)伊藤 信一
浜松学芸中学校・高等学校・自然科学部

HP-31 コアジサシの繁殖地として適した環境および卵や雛の捕食者の解明
〇持留 幸太，澤田 果行人，竹川 聡馬，(指導教員)伊藤 信一
浜松学芸中学校・高等学校・自然科学部
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HP-32 標識再捕獲法によるセミの生態調査
岡本 あかり， (指導教員)鍛治 秀樹
学校法人山村学園 山村学園高等学校

HP-33 コオロギはグループをつくるのか
〇寺前 翠琉希，西見 美里，(指導教員)山﨑 秀樹
福井県立高志高等学校・サイエンス部生物（コオロギ）

HP-34 手の消毒により生き残る常在菌は何か～石鹸・アルコール消毒の常在菌への影響をハンドスタンプとPCRにより
明らかにできるか～

〇須藤 友太，(指導教員)小島 理明
横浜市立横浜商業高等学校・自然科学部

HP-35 イノシシの生態調査と青色資材を用いた侵入防護研究～SDGsの目標達成に向けて～
○立木 愛梨，藤井 千鶴，(指導教員)大木 秀一
群馬県立利根実業高等学校 生物資源研究部・野生動物班

HP-36 発光素材としてのウミホタルの有効性の検証
北薗 花音，後藤 千夏，村上 綸，磯田 悠生，(指導教員)沓脱 侑記
広島大学附属高等学校・科学研究班

HP-37 ゼブラフィッシュの餌の選好性を用いた条件付け学習
尾﨑 藍，擣木 伽弥，大津 壮吾， (指導教員)田中 秀二
京都府立洛北高等学校

HP-38 プラナリアの糖代謝と酸化ストレス耐性
○吉本 理紗，石原 咲奈，中川 杏詞，大宅 暦，(指導教員)山本 夕貴
常翔学園高等学校 ガリレオプラン・生物ゼミ

HP-39 女子必見！肥満（♀）マウスでも手作り乳酸菌チョコレートでダイエット！
稲田 未来，(指導教員)天野 誉
学校法人山村学園 山村国際高等学校・生物部

HP-40 兵庫県南東部産セトウチサンショウウオ Hynobius setouchi のミトコンドリアDNA解析
〇鎌倉 亜斗夢，鈴木 凱斗，鈴木 一誠，木村 友紀，知覧 友昭，大畑 優翔，瀧本 陸登，渡部 嘉蔵，浜崎 真聡，
(指導教員)谷 良夫，(指導教員)小山 卓也
兵庫県立尼崎小田高等学校・科学研究部生物班

HP-41 兵庫県六甲山系の河川に生息するウキゴリ類のDNAバーコーディング
鈴木 一誠，木村 友紀，知覧 友昭，大畑 優翔，瀧本 陸登，渡部 嘉蔵，鎌倉 亜斗夢，鈴木 凱斗，浜崎 真聡，
(指導教員)谷 良夫，(指導教員)小山 卓也
兵庫県立尼崎小田高等学校・科学研究部生物班

HP-42 小型4K映像撮影システムを用いた駿河湾深海1750mの調査
〇渡邊 竣，〇肥田 友希，〇関野 萌衣，〇荒川 琉平，〇鈴木 檀， 小川 隼輝，藤江 優光，望月 倫，鈴木 悠矢，
(指導教員)大津 孝佳
独立行政法人国立高等専門学校機構 沼津工業高等専門学校・知財のTKY

HP-43 オオグソクムシの交替性転向反応の観察
〇北村 天，〇関野 萌衣，〇岩田 みなみ，〇肥田 友希，望月 倫，上野 晴瑚，渡邊 竣 ，藤井 莉咲，藤本 慎矢，
鈴木 悠矢， (指導教員)大津 孝佳
独立行政法人国立高等専門学校機構 沼津工業高等専門学校・知財のTKY

HP-44 駿河湾小型3D模型教材による深海生物の生息環境の考察
〇関野 萌衣，〇渡邊 竣，〇肥田 友希，〇藤井 莉咲，小川 隼輝，藤江 優光， 佐藤 ふみ，伊藤 ミモザ，鈴木 黎
菜，渡邉 健太，鈴木 悠矢，鈴木 檀，(指導教員)大津 孝佳
独立行政法人国立高等専門学校機構 沼津工業高等専門学校・知財のTKY

HP-45 トノサマバッタの「相変異」のメカニズムに関する研究
〇吉岡 秀斗， (指導教員)竹内 竜馬
三重県立宇治山田高等学校・生物部

HP-46 ミジンコは光がお好き？
土屋 稜至，藤井 暉大，(指導教員)宇田川 麻由
筑波大学附属駒場高等学校

HP-47 秋田市猿田川の鳥類相の変化の研究 ～野外調査の解析と合理化～
〇下田 楓大，田中 大翔，笛木 悠慎，湊 玲遠，(指導教員)部谷 正樹
秋田県立秋田南高等学校・自然科学部
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HP-48 環境DNA調査手法の獲得から属検出プライマー開発へ ―イモリ飼育水分析からオオサンショウウオほか地域の
水生生物調査へ―

森田 柚月，(指導教員)西村 秀洋
大阪府立園芸高等学校 バイオサイエンス科・バイオ研究部

HP-49 メダカをブチ模様にする原因遺伝子と機能の推定
松浦 光儀，中塚 智喜，(指導教員)田中 啓太
新潟明訓高等学校・生物部

HP-50 サンショウウオ保護プロジェクト 耕作放棄地の自然再生法の研究
林 風里， (指導教員)溝上豊
宮城学院中学校高等学校・自然科学班

HP-51 フラクトオリゴ糖は腸内細菌のバランスを調節する
○金子 菜名子、藤野 正雪、矢田貝 泰輝，(指導教員)祝 弘樹
学校法人山村学園 山村国際高等学校・生物部



動物学ひろば
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ZG-01 原生生物ゾウリムシ
藤島 政博（山口大・共同獣医学部 NBRPゾウリムシ研究室）

ZG-02 クラゲの光を見てみよう
竹田 典代（広島大・大学院統合生命科学研究科）

ZG-03 瀬戸内海にすむ無腸動物ナイカイムチョウウズムシ
彦坂 暁（広島大・大学院統合生命科学研究科）

ZG-04 プラナリア 「再生と脳進化」
井上 武（鳥取大・医学部）

ZG-05 身近なモデル生物オオヒメグモ 細胞の動きでからだの形が作られる様子を見てみよう！
小田 広樹（JT生命誌研究館）

ZG-06 湾岸生物教育研究センターで提供している動物の紹介
清本 正人（お茶の水女子大・湾岸生物教育研究センター）

ZG-07 ホヤってなぁに？（動かなくても動物だ！）
広瀬 裕一1, 泉水 奏2（1琉球大・理学部・海洋自然科学科, 2琉球大・医学部・医学科）

ZG-08 メダカってどんな生き物？ ～メダカと生物学～
松田 勝（宇都宮大・バイオサイエンス教育研究センター）

ZG-09 陸に上がる魚 ～両生魚トビハゼの不思議～
濱崎 佐和子（鳥取大・医学部・解剖学講座）

ZG-10 透明骨格標本（魚類から哺乳類まで）
小林 勇喜（広島大・大学院統合生命科学研究科）

ZG-11 いきもののホネをくらべてみる２
椋田 崇生（鳥取大・医学部・解剖学講座）

ZG-12 ミクロの世界の写真展～サイエンスがアートに！～
稲賀 すみれ（鳥取大・医学部・解剖学講座）

米子

米子

Online米子

米子

Online

Online米子

Online米子

Online

米子

米子

米子

米子

米子

Online

現地(米子コンベンションセンターBIG SHIP)で展示 (延期または中止)

オンラインコンテンツ(オンデマンド)として配信
https://www.zoology.or.jp/annual-meeting/1/zoology-square/

必ず「ビッグシップ前駐車場」をご利用ください。
駐車券を受付にご提示ください。無料の手続きをいたします。
そのほかの駐車場をご利用の場合、無料の対応はできません。

■JRでお越しの方（各方面から）
特急、快速、普通の各列車で米子駅下車

■高速バスでお越しの方
（関西、山陽、九州から）
高速バスで米子駅下車
（バス会社名で検索してください）

「日本交通」「日ノ丸自動車」
「一畑バス」「広電バス」

■お車でお越しの方
・尾道松江・山陰道：松江方面から

「米子西IC」から一般道へ（約10分）
注）松江方面からの「米子中IC」

出口はありません。
・米子・山陰道：鳥取方面から

「米子中IC」から一般道へ（約5分）

米子コンベンションセンターBIG SHIP
所在地：米子市末広町294
電話：0859-35-8111
http://www.bigship.or.jp/

https://www.zoology.or.jp/annual-meeting/1/zoology-square/
http://www.bigship.or.jp/


公開講演会（予告）

悲劇の海獣・ニホンアシカを追う
井上貴央先生（鳥取大学名誉教授）

かつて日本沿岸にアシカが棲息していた。古事記の神話にも登場し、
今でも出雲大社や山陰地方にその呼び名が残る。明治時代に近代科学
の導入によって、日本の動物学は大きな発展を遂げたが、十分な研究
がなされることなくその姿が消えていった悲劇の海獣・ニホンアシカ。
島根大学での国内初めての剥製標本の確認や、米子市内の民家に眠っ
ていた島根県竹島でのアシカの８mmフィルムの発見をきっかけに、
ニホンアシカを追う私の旅が始まった。

日時：2022年3月19日（土）14：30～17：00

場所：米子コンベンションセンター国際会議室およびZoom Webinar

URL：未定
後援：(公財)とっとりコンベンションビューロー

山陰の自然、その過去・現在・未来
～私たちが守り続けたい生き物たち～

オオサンショウウオが教えてくれる生物多様性保全
岡田純先生（特定非営利活動法人日本ハンザキ研究所理事長）

オオサンショウウオは岐阜県以西の西日本に分布する世界最大級
の 両生類です。本種はおもに河川の上中流域に生息し、食物連鎖の
頂点に位置する重要な生物です。鳥取県には本種が広範に生息し、
中でも県西部を流れる日野川は個体数が多く、上流の日南町を中心
に2001年から調査を行っています。長命で謎の多いオオサンショウ
ウオの生態を分かりやすく解説し、本種の生態を通じて生息環境や
生物多様性の保全について考察します。

シカ問題を考える -鳥取での事例から
高槻成紀先生（麻布大学いのちの博物館 名誉学芸員）

現在、日本中で「シカ問題」が深刻であり、人間が野生動物と折り
合いをつけて生きる上で重要な問題である。鳥取県東部の若桜町はス
ギの美林で知られるが、若桜町のシカの糞分析をしたところ、夏でも
葉は少なく、繊維と稈（イネ科の茎）が多かった。植物への影響も著
しく、「ディアライン」が形成されていた。人と自然とは長い歴史を
通じて関わり合って生きてきた。そのより良いあり方を模索しながら
共存の道を求める必要がある。
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現地開催支援団体等ご芳名

公益財団法人 とっとりコンベンションビューロー（大会会場・大会マネージメント）
http://www.bigship.or.jp/

一般財団法人 米子市文化財団（大会会場）
http://www.yonagobunka.net/culturehall/

有限会社 アクティブ・プロ（会場設営）
https://act-p.net/

米子ええもん会（中海ふるさと物産振興会）（懇親会ケータリング）
http://eemon-banashi.com/

株式会社 米吾（弁当等）
https://www.komego.co.jp/

レストラン ル ポルト（役員懇談会場）
https://leport.org/

米子ワシントンホテルプラザ（提携宿泊施設）
http://washington.jp/yonago/

ホテルハーベストイン米子（提携宿泊施設）
http://www.harvestin.com/

ANAクラウンプラザホテル米子（提携宿泊施設）
https://anacpyonago.com/

一般社団法人 米子観光まちづくり公社（観光案内）
https://yonago-tourism.com/

MABEL Design（ポスターデザイン等）
http://mabeldesign07.com/

鳥取大学乾燥地研究センター（エクスカーション案内）
https://www.alrc.tottori-u.ac.jp/japanese/

島根大学研究・学術情報本部 エスチュアリー研究センター
（エクスカーション案内）
https://www.esrec.shimane-u.ac.jp/

島根大学生物資源科学部附属生物資源教育研究センター隠岐臨海実験所
（エクスカーション案内）
http://www.ipc.shimane-u.ac.jp/ercbr/jikkenjo/mbss.htm

下記の企業・団体におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大のために中止となっ
た第91回および第92回米子大会の現地開催を足掛け2年にわたり、ご支援いただきました。
ここにご芳名を記し、厚く御礼申し上げます。(順不同)

URLを掲載していますので是非アクセスしてみてください。
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http://www.bigship.or.jp/
http://www.yonagobunka.net/culturehall/
https://act-p.net/
http://eemon-banashi.com/
https://www.komego.co.jp/
https://leport.org/
http://washington.jp/yonago/
http://www.harvestin.com/
https://anacpyonago.com/
https://yonago-tourism.com/
http://mabeldesign07.com/
https://www.alrc.tottori-u.ac.jp/japanese/
https://www.esrec.shimane-u.ac.jp/
http://www.ipc.shimane-u.ac.jp/ercbr/jikkenjo/mbss.htm


第92回 日本動物学会 オンライン米子大会
協賛団体等ご芳名

公益社団法人日本動物学会第92回オンライン米子大会の開催にあたり、下記の企業・団体
より多大なご支援を賜りました。ここにご芳名を記し、厚く御礼申し上げます。(順不同)

【広告掲載】

【展 示】

【提 供】
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株式会社 成茂科学器械研究所

タイテック株式会社

（公財）日本メンデル協会

株式会社 ミクセル

広島和光株式会社

大塚器械株式会社

山本薬品株式会社

レタープレス株式会社

株式会社 成茂科学器械研究所

タイテック株式会社

タイテック株式会社

株式会社 ダイナックス

https://www.narishige.co.jp/japanese/
https://taitec.net/
https://square.umin.ac.jp/mendel/
https://www.mixell.co.jp/
http://www.hiroshima-wako.co.jp/
http://www.ootsuka.co.jp/index.html
http://www.yamamotokk.com/index.html
https://letterpress.co.jp/
https://www.narishige.co.jp/japanese/
https://taitec.net/
https://taitec.net/
https://www.dynax.co.jp/




大会参加者のみの特典です。
ご了承ください。



International Journal of Cytogenetics and Cell Biology

Founded by

キトロギアは、原著論文、レビュー、フォーカス、テクニカルノートを掲載する英文の学術雑誌で
す。分野は、細胞学と細胞遺伝学で、染色体はもちろんですが、核やオルガネラをはじめとする細胞
構造から、組織や器官の形態構造はもとより、分子、生理、分類、進化といった側面も扱います。

原著論文は、6ページが基本と、短く、書きやすく、サーキュレーションがいいのが特徴です。
ショートコミュニケーション感覚で執筆できますが、6ページを超えて重厚な原著論文に仕立てるこ
とも可能です。フォーカスは、キトロギアに焦点をあてた短いレビュー、テクニカルノートは大扉と
ペアの2ページで1報の正規の論文です。テクニカルノートに掲載が決まると原稿料を差し上げます。

The Japan Mendel Society 

公益財団法人

日本メンデル協会

キトロギアの大扉はキトロギアが扱う代表的な分野とその時々の最新の話題です。上に掲載した大
扉は、左から、「ヒト染色体のマルチカラーFISH」「ショウジョウバエ足根骨領域」「Wnt/PCPシ
グナル伝達破壊による鱗の渦巻」「原子間力顕微鏡で観たバクテリア鞭毛」となっています。

キトロギアは、Editorial Manager ®を採用、世界共通のプラットフォームでストレスレスな投稿
を可能にしました。細胞学と細胞遺伝学に加え、核型解析、ゲノム科学、系統分類や生態学的な要素
も加え、動物、植物、菌類、原生生物、バクテリアなど生物種に拘らず、新たな高みを目指します。

キトロギアは、1929 年に創刊された日本初の欧文専門科学雑誌で、創刊号 (1929) から、JST の
アーカイブサイト (J-STAGE) で自由に閲覧できます。また、Web of Scienceでの収録は1949年か
ら始まっており、最近のインパクトファクター (IF) は、0.922（2018)、0.795 (2019)、0.791
（2020）となっています。

キトロギアは、今年度から、新たに研究成果公開促進費（国際情報発信強化B）の助成を受けて、
日本の学生はもとより、留学生の投稿を積極的に支援し、英文校閲費用やカラー印刷代、ページチャ
ジなどを肩代わりします。もちろん、日本留学から母国に帰国した元留学生の投稿も支援します。詳
しくは日本メンデル協会のHPをご覧ください。

K. Fujii in 1929

〒113-0033 

東京都文京区本郷 2-27-2 エポック本郷
TEL:03-3814-5675 FAX:03-3814-5352

キトロギアは創刊92年を迎えました。
国際情報発信力の強化に皆さまの投稿をお待ちしております。

キトロギアは今年度から留学生支援を始めています。
日本の学生はもとより留学生からの積極的な投稿をお待ちしています。

2019年12月号2019年6月号2011年12月号 2020年12月号













日本動物学会 米子大会
大会長および準備・実行委員会

第92回日本動物学会オンライン米子大会
大会長 鶴崎展巨

準備・実行委員会
鶴崎展巨 （鳥取大学）
東政明 （鳥取大学）
植木龍也 （広島大学）
浮穴和義 （広島大学）
太田悠造 （山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館）
唐沢重考 （鳥取大学）
児玉有紀 （島根大学）
小林勇喜 （広島大学）
小山友香 （鳥取大学）
清水克彦 （鳥取大学）
富川光 （広島大学）
濱生こずえ（広島大学）
濱崎佐和子（鳥取大学）
彦坂暁 （広島大学）
森下文浩 （広島大学）
椋田崇生 （鳥取大学）
山口陽子 （島根大学）
吉田真明 （島根大学）
吉田将之 （広島大学）

【現地開催（準備）】
総務・渉外 ：植木，清水，富川，椋田
企業展示 ：東
会場 ：浮穴，小林，小山，椋田
懇親会 ：唐沢
会計・受付・データ管理：浮穴，清水，濱崎
アルバイト ：東，小山
ホームページ ：児玉，小林
シンポジウム・関連集会：富川，森下，山口，吉田(真)
プログラム ：植木，浮穴，富川，濱生，彦坂，

森下，吉田(将)
動物学ひろば ：彦坂，椋田
公開講演会 ：小山，椋田
高校生発表 ：太田，小林，椋田
託児室 ：彦坂
エクスカーション ：山口，吉田(真)

【オンライン開催】
総務・渉外 ：植木，清水，椋田
オンライン・会場 ：唐沢，植木，彦坂，山口，椋田，

吉田(真)
懇親会・企業展示 ：東，唐沢，清水，濱崎
データ管理 ：濱崎
アルバイト ：東，小山
ホームページ ：児玉，小林
シンポジウム・関連集会：富川，森下，山口，吉田(真)
プログラム ：植木，浮穴，富川，濱生，

彦坂，森下，吉田(将)
動物学ひろば ：彦坂，小林，椋田
公開講演会 ：小山，椋田
高校生発表 ：太田，小林，椋田
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