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大会日程表
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大会前日
9月11日（水）

第1日目
9月12日（木）

第2日目
9月13日（金）

第3日目
9月14日（土）

 9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

（公社）日本動物学会第90回大阪大会プログラム

各種委員会
13:00～15:00

（全学共通教育棟）
→ p.14

理事会
15:20～18:00

（全学共通教育棟）
→ p.14

口演発表
9:00～11:45

（A～G、I～K 会場）
→ p.40

口演発表
13:00～17:15
（A～K 会場）

→ p.44

シンポジウム・ 
関連集会

17:30～20:00
（A～L 会場）

→ p.22

ランチョン企画
12:00～13:00
（H、L 会場）

→ p.36

昼休み
12:00～13:00

昼休み
11:30～12:30

昼休み
12:00～13:00

シンポジウム
9:00～11:30

（A～M 会場）
→ p.21、28

シンポジウム 
（本部企画）
12:30～14:30
（A 会場）

→ p.19

各賞授賞式
総会

受賞者講演
14:30～17:30
（A 会場）

→ p.14

懇親会
19:00～21:00
（シェラトン 
都ホテル大阪）

口演発表
9:00～11:45

（A、B、D～K 会場）
→ p.50

口演発表
13:00～16:00

（A、B、D～K 会場）
→ p.54

表彰式（C 会場）
13:45～14:15

小中高生発表
11:00～13:00

（SP0、SP1、
SP2 会場）

→ p.61

公開講演会
14:30～16:45
（C 会場）

→ p.60

動物学ひろば
10:00～16:00

（SP3、SP4会場）
→ p.60

記者会見
10:30～11:30
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大会会場へのアクセス
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最寄り駅への経路、所要時間（大学まで）

・天王寺から（約 25 分）
	 JR：阪和線「杉本町」下車。
	 大阪メトロ：御堂筋線「あびこ」下車。

・新大阪から（約 50 分）
	 JR：大阪駅にて環状線に乗り換え、天王寺駅へ。天王寺駅で阪和線に乗り換え、「杉本町」下車。
	 大阪メトロ：御堂筋線で「あびこ」下車。

・関西国際空港から（約 1 時間）
	 JR：関空快速	にて堺市駅で各駅停車に乗り換え、「杉本町」下車。

・大阪国際空港（伊丹空港）から（約 1 時間）
	 	大阪モノレール＆地下鉄：	大阪モノレール千里中央駅で下車し、大阪メトロ御堂筋線に乗り換え、

「あびこ」下車。

●会場までのアクセス方法
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・JR 阪和線「杉本町」　東出口から東へ　徒歩約 6分
・大阪メトロ御堂筋線「あびこ」　4 番出口より南西へ　徒歩約 15 分

●最寄り駅から会場までのアクセス方法
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会場案内図
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参加される方へ

◆会場
大阪市立大学	杉本キャンパス	全学共通教育棟　https://www.osaka-cu.ac.jp/ja
〒558―8585　大阪市住吉区杉本 3―3―138

◆交通
大阪市立大学杉本キャンパス全学共通教育棟への交通については「大会会場へのアクセス」をご覧く
ださい。

◆受付・掲示・グッズ販売
2 階（会場案内図参照）に大会受付（当日参加の受付）および学会本部受付（年会費納入・会員資格
などに関する問合せ）を設けます。受付周辺に大会関係、学会関係（委員会の活動を含む）の掲示が
ありますのでご確認ください。また、受付のブースにおいて動物学に関連するグッズ販売も行います
ので是非お立ち寄りください。
受付開設時間
　9月 12 日（木）8：30～18：00　9 月 13 日（金）8：30～15：00　9 月 14 日（土）8：30～16：00

◆クローク
B会場横のクロークルームを利用できます。開設時間は以下のとおりです。お預けのお荷物は必ず当
日の利用時間内にお引き取りください。貴重品はお預かりできません。
　9月 12 日（木）8：30～20：15　9 月 13 日（金）8：30～17：45　9 月 14 日（土）8：30～17：15

◆当日参加費（6 月 1 日以降）
一般会員　10,000 円　　学生会員　5,000 円　　非会員　10,000 円

◆参加証（名札）
事前登録の方は送付された参加証を必ず持参し、会場内では常にご着用ください。お忘れになられた
方は大会受付で再発行します。なお、名札ケースは各自ご持参ください。受付に若干数用意します
が、お帰りの際には必ずご返却ください。

◆学部学生の参加について
発表をしない学部学生の参加費は無料です。無料参加を希望する学部学生は、大会受付で直接申し込
みをしてください（事前登録の必要はありません）。申し込みの際には、受付において氏名・所属を
記入し、無料学生であることを示す「参加証（名札）」を受け取ってください（学生証の提示が必要
です）。受け取った名札は会場内では常時身につけてください。

◆懇親会
9 月 13 日（金）（大会 2日目）19 時から 21 時にシェラトン都ホテル大阪で懇親会を行います。懇親
会は情報交換の重要な場ですので、学生の方を含めて多くの皆様のご参加をお待ちしております。当
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日参加ご希望の方は大会受付でお申し込みください（一般会員/非会員 9,000 円、学生会員 5,000 円）。
入場には参加者マークの付いた名札が必要です。必ず着用してご来場ください。

◆企業展示
大会期間中（9月 12日（木）～14日（土））、2階企業展示/休憩室のブースにおいて企業展示が行われ
ます。動物学会を支援していただいている企業の展示ですので、積極的に各ブースの展示をご覧くだ
さい。また、展示巡りのスタンプラリーを行いますので奮ってご参加ください。

◆食事
・		キャンパス内では生協南食堂（会場より徒歩 6分、220席）とレストラン「野のはなハウス」（会場
より徒歩 3分、71 席）のご利用が可能ですが、営業日時にご注意ください。
　営業日時
　　生協南食堂：大会第 1日および第 2日の 11：00～13：30
　　野のはなハウス：大会第 2日 9：00～21：00 と第 3日 10：00～19：00
・		会場近く（徒歩 5分以内）には、若干数のお弁当屋と飲食店があります。会場で配布される飲食店
マップを参考にしてください。
・お弁当を予約された方は、あらかじめメールにてお知らせした場所でお弁当をお受け取りください。
・会場近く（徒歩 5分以内）にはコンビニエンスストアはありませんのでご注意ください。

◆インターネット接続
会場では eduroamが利用できます。設定等はご所属でお確かめください。

◆託児室
大会期間中に託児室を開設します。事前にお申し込みいただいた方のみご利用いただけます（詳細
は、お申し込みをいただいた方に直接ご連絡します）。

◆本部企画シンポジウム・各賞授賞式・総会・受賞者講演
9 月 13 日（金）（大会 2日目）に、A会場で本部企画シンポジウム（12：30～14：30）、および各賞
授賞式・総会・受賞者講演（14：30～17：30）を行います。なお、総会には定足数が必要ですので、
学生会員の方も必ずご参加ください。

◆小中高校生によるポスター発表
小中高校生による研究のポスター発表を 9月 14 日（土）（大会 3日目）の 11：00～13：00 に SP0、
SP1 および SP2 会場（3階）で行います。多くの会員の方々がポスター発表をご覧になり、ご質問や
ご助言をしていただければ幸いです。なお、13：45～14：15 の間に C会場で表彰式を行います。熱
心に発表してくれた小中高校生に大きな拍手をお願いします。

◆公開講演会
9 月 14 日（土）（大会 3日目）の 14：30～16：45 に C会場で開催します。公開行事のため、非会員
でも無料で参加できます。会員の皆様もふるってご参加ください。

◆動物学ひろば
9 月 14 日（土）（大会 3日目）の 10：00～16：00 に SP3 と SP4 会場（3階）で開催します。

参加される方へ
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◆その他
・お持ちの手荷物や貴重品などの管理にお気を付けください。
・発表会場でのカメラ・ビデオなどによる撮影や音声の録音などは禁止されています。
・		会場内では携帯電話・スマートフォンなどの呼び出し音やアラームが鳴らないように設定してくだ
さい。

参加される方へ
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講演要旨をお読みになるために 
～デジタル Web プログラムへのアクセス方法～

　本大会ではプログラム集のみを冊子として配布します。要旨につきましては下記デジタルWeb プロ
グラム（Kcon-navi システム）でご確認ください。
　　コンピューター：http://kcon.expcp.jp/zsj90/
　　スマートフォン：http://kcon.expcp.jp/zsj90/sp/

　使用機器からログインするときに認証キーの入力が必要です。今年の認証キーは、学会本部からお送
りしますのでメールでご確認ください。ログイン画面で「この認証キーをブラウザに保存する」をチェッ
クしていただくと、2回目以降その機器から閲覧するときにはアクセスのための認証キー入力は必要あ
りません。
　デジタルWeb プログラムの中でご自身独自のユーザー名・パスワードを設定して「ユーザー新規登
録」をすると、本大会でのご自身のスケジュール管理ができます。

　使用方法の詳細は、Kcon-navi システムの「ご利用案内」を参照ください。

（特徴）
・会期中のセッションをタイムテーブル形式で確認することができます。
・タイムテーブルから、講演内容（要旨）に簡単にアクセスすることができます。
・大会期間中は、現在講演中の演題（全会場分）をチェックすることができます。
・セッション、演題を開催日や座長名、タイトルなど様々な条件から検索できます。
・見たい講演を選び、スケジュール管理ができます（ユーザー登録が必要）。
・ご自分のスケジュールを PDFに出力して利用することができます。

9 ●
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発表者・座長・シンポジウムなどの 
オーガナイザーと講演者、各賞受賞者へのご案内

◆口演発表者
・		一般口演は発表 12 分、討論 3分です。
・		本大会の発表は、パソコン・プロジェクターを使った発表に限ります。外部モニター出力端子を備
えたノートパソコン（PC）を各自でご用意ください。
・		プロジェクターとの接続はVGA端子（ミニD-sub	15 ピン）によるアナログRGB形式です。上記
の出力端子を備えていない PC（Mac その他）をご使用の場合は、必ず変換アダプターをご持参く
ださい。
・		PC のバッテリー切れに備え、必ず発表会場にACアダプターをご持参ください。
・		PC 接続の不具合により投影できないという不測の事態に備えて、必ず発表用ファイルのコピーを
USBメモリなどでお持ちください。
・		発表中にPCがスクリーンセイバーや省電力モードにならないように設定してください。またネッ
ト接続やソフト更新、ウイルスチェックソフトのスケジュール検索などを解除しておいてください。
・		発表画面の比率は 4：3の設定です。画面サイズが 16：9 の発表スライドをお持ちの方は、あらか
じめ外部出力サイズを調整しておいてください。
・		プレゼンテーションデータに静止画・動画・グラフ等のデータをリンクさせている場合は、その
データも必ず保存していただき、事前に動作確認してください。
・		発表者はご自身の口演が含まれるセッション開始 15 分前（休憩時間）に発表会場最前列へお越し
ください。そこで係の指示にしたがって、指示されたケーブルにPCを接続し、試写をお願いしま
す。
・		発表時の PC操作は発表者自身で行ってください。
・		PC に接続するスピーカーの用意はございません。
・		セッション終了後の休憩時間内にご自分の PCをお引取りください。

◆座長
・		座長は「休憩時間」で区切られた 5～6演題で構成されるセッションを単位としてお願いしており
ます。セッション開始 15 分前には各会場へお越しになり、会場におります担当係にお声掛けくだ
さい。
・		発表者がプレゼンテーションの試写を休憩時間に完了し、セッションを定刻に開始することができ
るようご配慮をお願いいたします。
・		口演に割り当てられている時間（発表時間＋質疑応答時間）を踏まえて、セッションの円滑な運営
にご協力ください。各演題の発表開始時刻が守られるよう、また、休憩時間を経て予定時刻通りに
次のセッションが開始できるようご配慮ください。

● 10



【シンポジウム・関連集会】
◆オーガナイザーの方へ
・		オーガナイザーの方は開始時刻の 15 分前までに当該会場の進行席までおいでください。
・		進行は、オーガナイザーにお任せします。シンポジウムに割り当てられた時間内に必ず終了するよ
うご配慮ください。
・		各会場には液晶プロジェクター、スクリーン、ワイヤレスマイク 2本、ポインター、ディスプレイ
切替器、タイマーをご用意いたします。シンポジウム・関連集会の終了時にすべての機材があるか
ご確認ください。
・		進行に関連する作業（PCの接続、映写切替、計時、照明など）のための人員は配置しません。必
要に応じてオーガナイザーの方でご用意ください。

◆講演者の方へ
・		講演はすべてパソコンによる発表となります。必ず外部モニター出力端子を備えたノートPC等を
ご用意ください。
・		PC のバッテリー切れに備えて、必ずACアダプターをご持参ください。
・		プロジェクターとの接続にはD-sub15ピンのケーブルコネクターを用います。HDMIしか接続でき
ない等の一部のノートPCでは専用の変換アダプターが必要な場合がありますので、必ずお持ち込
みください。
・		PC 接続の不具合により投影できないという不測の事態に備えて、必ず発表用ファイルのコピーを
USBメモリなどでお持ちください。
・		発表中にPCがスクリーンセイバーや省電力モードにならないように設定してください。またネッ
ト接続やソフト更新、ウイルスチェックソフトのスケジュール検索などを解除しておいてください。
・		講演会場のスクリーンは 1面で、発表画面の比率は 4：3の設定です。画面サイズが 16：9 の発表
スライドをお持ちの方は、あらかじめ外部出力サイズを調整しておいてください。
・		プレゼンテーションデータに静止画・動画・グラフ等のデータをリンクさせている場合は、その
データも必ず保存していただき、事前に動作確認してください。
・		発表者はそれぞれのシンポジウム・関連集会の開始 15 分前に会場最前列へお越しください。そこ
でオーガナイザーの指示にしたがって、指示されたケーブルにPCを接続し、試写をお願いします。
・		発表時の PC操作は発表者自身で行ってください。
・		PC に接続するスピーカーの用意はございません。
・		シンポジウム・関連集会終了後、ただちにご自分の PCをお引き取りください。

【奨励賞・OM 賞・成茂動物科学振興賞受賞者のポスター発表】
◆奨励賞・OM 賞・成茂動物科学振興賞受賞者の方へ
・		奨励賞・OM賞・成茂動物科学振興賞受賞者には、休憩室内に縦 210cm、横 90cmのポスターボー
ドをご用意いたします。大会 2日目（13 日）の 11：00 までに指定されたボードにポスターを掲示
してください。また、大会 2日目（13 日）17：00 までに取り外してください。奨励賞・OM賞・
成茂動物科学振興賞受賞者には、大会 2日目 9月 13 日（金）の 11：30～12：30（昼休み）に、ポ
スターの前で説明をお願いします。

ご案内
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動物学会本部からのお知らせ

歴史資料保存委員会展示について
原文でみる箕作佳吉の動物学修学時代と教育・社会貢献活動

お雇い外国人動物学教師モース、ホイットマンについで日本人初の動物学教授に就任（1882）した箕作
佳吉（1857-1909）。日本動物学会の直接的な前身である東京動物学会初代会長、東大三崎臨海実験所の
設立、御木本幸吉への真珠養殖助言等々で良く知られている。今春、東大三崎臨海実験所へ箕作家が所
蔵していた文書 15 点が寄贈され、岡良隆実験所長・動物学会長より歴史資料保存委員会に紹介・照会
があった。文書の内容自体は、これまでに知られていることが大半であったが、明治天皇文書、教育・
社会貢献活動に関する文部省辞令、死去の際の妻への弔意文書など第一線級のお宝資料が目白押しで
あった。そこで、今年度は、これらの文書の現物（複写）に加え、溝口元委員長がジョンズ・ホプキン
ス大学アイゼンハワー図書館アーカイブにおいて収集してきた箕作の同大修学時代の文書（原文複写）
と合わせて展示する。

男女共同参画委員会展示について
男女共同参画委員会では大阪大会で次のことを報告し、皆様と会員の男女共同参画の実態や今後の活動
課題について考えます。
1）		第 4 回科学技術系専門職の男女共同参画実態調査（大規模アンケート）の動物学会会員分の解析結
果の概要

2）		富山大会で開催された第 17 回男女共同参画懇談会でのグループディスカッション「ワーク・ライ
フ・バランスを考える～研究に集中できる環境づくりとは～」で出された意見の概要

企業展示スタンプラリーについて
　企業展示全社を回られ、名札の裏にすべてのスタンプが押印できた方は、大会受付においでくださ
い。番号札と Zoological	Letter 特製ボールペンをお渡しします。番号の半券は、事務局で抽選箱に入
れ、総会時に抽選を行います。景品は、以下の通りです。
特賞　iPad 一台（第 90 回大阪大会刻印入り）
一等賞　動物ブローチ（2万円相当）
二等賞　動物学会特製バックとTシャツ

コーヒー無料サービス
　休憩室では、コーヒーの無料サービスを行っています。皆様、講演の合間にお立ちよりください。
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書籍販売
休憩室では、大阪大会特別価格での「書籍販売」を行います。
参加会社（順不同）
一般社団法人　東京大学出版会	 株式会社　岩波書店
株式会社　化学同人	 裳華房
共立出版株式会社	 北海道大学出版局
株式会社一色出版

動物学会グッズ
ZS 表紙マグネット（表紙論文別刷り付き）　200 円	 動物学会ロゴバック　500 円
動物学会特製ネックストラップ　800 円	 その他ピンブローチなどアクセサリー　300 円

生物関連グッズ
　生物関連グッズ販売を作家の方々の参加で行います。
RC	GEAR　アクアプラント　パイライトスマイル　ZUCKER

動物学会本部からのお知らせ
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授賞式・総会・理事会・各種委員会

学会賞等授賞式
　日時：9月 13 日（金）14：30～15：05
　場所：A会場（基礎教育実験棟階段教室）

総会
　日時：9月 13 日（金）15：05～15：40
　場所：A会場（基礎教育実験棟階段教室）

奨励賞、学会賞受賞者講演
　日時：9月 13 日（金）15：50～17：30
　場所：A会場（基礎教育実験棟階段教室）

公益社団法人 日本動物学会理事会
　日時：9月 11 日（水）15：20～18：00
　場所：大阪市立大学杉本キャンパス・全学共通教育棟　840 番教室

各種委員会
　日時：9月 11 日（水）13：00～15：00
　場所：大阪市立大学杉本キャンパス・全学共通教育棟　各部屋番号を確認してください。

委員会名 部屋番号

編集委員会 83A

男女共同参画連絡委員会 83B

広報委員会 83C

将来計画委員会 83D

国際交流委員会 83E

教育委員会 83F

支部庶務会計会合 83G

図書委員会 83H

ZDW委員会 83J

IT 委員会 83K

歴史資料保存委員会 83L

寄附委員会 84A
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受賞者

【2019 年　日本動物学会賞】
受賞者講演
日時：9月 13 日（金）16：30～17：30
場所：A会場（基礎教育実験棟階段教室）
増田隆一　　北海道大学大学院理学研究院	生物科学部門・教授
「北ユーラシアにおける大型哺乳類・鳥類の遺伝的多様性と動物地理学的歴史の解明」
古屋秀隆　　大阪大学大学院理学研究科　生物科学専攻・准教授
「ニハイチュウの生物学」

【2019 年　日本動物学会奨励賞】
受賞者講演
日時：9月 13 日（金）15：50～16：20
場所：A会場（基礎教育実験棟階段教室）
堀江健生　　筑波大学生命環境系下田臨海実験センター・助教
「ホヤ幼生の感覚器、脳・神経回路の発生と構造および生理機能に関する研究」
並木重宏　　東京大学先端科学技術研究センター・特任講師
「昆虫の行動司令を担う神経回路の分析」
岡西政典　　東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所・特任助教
「形態と分子に基づくクモヒトデ綱（棘皮動物門）の系統分類学的研究」

【2019 年　日本動物学会女性研究者奨励OM賞】
谷口順子　　筑波大学生命環境系下田臨海実験センター　日本学術振興会特別研究員 PD
「棘皮動物研究から探る、脳と腸管神経系の関わりとその進化」
蛭田千鶴江　　北海道大学大学院理学研究院生物科学部門　理学研究院研究員
「ミジンコの単為生殖機構の解明から減数分裂の成立過程を探る」

【2019 年　成茂動物科学振興賞】
宮崎洋祐（みやざき　ようすけ）芦屋大学経営教育学部・非常勤講師
「昆虫の概年リズム機構の研究」

【2019 年　川口基金受賞者】
江川史朗　　理化学研究所　基礎特別科学研究員
松尾正樹　　大阪大学大学院理学研究科　日本学術振興会特別研究員

受
賞
者
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【2019 年　Zoological Science Award】
Drosophila	Peptide	Hormones	Allatostatin	A	and	Diuretic	Hormone	31	Exhibiting	Complementary	
Gradient	Distribution	in	Posterior	Midgut	Antagonistically	Regulate	Midgut	Senescence	and	Adult	
Lifespan
Koji	 Takeda,	 Takashi	 Okumura,	 Mayu	 Terahata,	 Mio	 Yamaguchi,	 Kiichiro	 Taniguchi,	 Takashi	
Adachi-Yamada
Zoological	Science	35（1）：75-85.

Evaluating	Movement	Patterns	and	Microhabitat	Selection	of	the	Japanese	Common	Toad（Bufo	
japonicus	formosus）Using	Fluorescent	Powder	Tracking
Hisanori	Okamiya,	Tamotsu	Kusano
Zoological	Science	35（2）：153-160.

First	Detailed	Record	of	Symbiosis	Between	a	Sea	Anemone	and	Homoscleromorph	Sponge,	With	a	
Description	 of	 Tempuractis	 rinkai	 gen.	 et	 sp.	 nov.（Cnidaria：Anthozoa：Actiniaria：
Edwardsiidae）
Takato	Izumi,	Yuji	Ise,	Kensuke	Yanagi,	Daisuke	Shibata,	Rei	Ueshima
Zoological	Science	35（2）：188-198.

Chewing	Holes	for	Camouflage
Jing	Ren,	Natasha	de	Gunten,	Alexander	S.	Konstantinov,	Fredric	V.	Vencl,	Siqin	Ge,	David	L.	Hu
Zoological	Science	35（3）：199-207.

Molecular	Characterization	of	Eye	Pigmentation-Related	ABC	Transporter	Genes	in	the	Ladybird	
Beetle	Harmonia	axyridis	Reveals	Striking	Gene	Duplication	of	the	white	Gene
Tomohiro	 Tsuji,	 Hiroki	 Gotoh,	 Shinichi	 Morita,	 Junya	 Hirata,	 Yohei	 Minakuchi,	 Toshinobu	
Yaginuma,	Atsushi	Toyoda,	Teruyuki	Niimi
Zoological	Science	35（3）：260-267.

Mapping	of	Courtship	Behavior-Induced	Neural	Activity	in	the	Thoracic	Ganglia	of	Silkmoth	Bom-
byx	mori	by	an	Immediate	Early	Gene,	Hr38
Koudai	Morishita,	Masafumi	Iwami,	Taketoshi	Kiya
Zoological	Science	35（3）：276-280.

Rediscovery	after	Almost	120	Years：Morphological	and	Genetic	Evidence	Supporting	the	Validity	
of	Daphnia	mitsukuri（Crustacea：Cladocera）
Natsumi	Maruoka,	Hajime	Ohtsuki,	Wataru	Makino,	Jotaro	Urabe
Zoological	Science	35（5）：468-475.

受賞者

受
賞
者
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本部企画シンポジウム・シンポジウム・ 
関連集会　日程表

＜本部企画シンポジウム　日程表＞
第 2 日目　9 月 13 日（金）

Zoological Science Award：若き動物学徒の登竜門 A 会場
（階段教室）12：30～14：30

＜動物学国際交流シンポジウム　日程表＞
第 2 日目　9 月 13 日（金）

NS 第 1 回動物学国際交流シンポジウム（ナリシゲシンポジウム） A 会場
（階段教室） 9：00～11：30

＜シンポジウム　日程表＞
第 1 日目　9 月 12 日（木）

S1 動物進化におけるメジャートランジション A 会場
（階段教室）17：30～20：00

S2 多様な生殖行動から読み解く受精生物学 B 会場
（810） 17：30～20：00

S3 エソロジー（動物行動学）の新展開 C 会場
（811） 17：30～20：00

S4 非視覚タイプの光環境応答とメカニズム D 会場
（812） 17：30～20：00

S5 両生類はワンダーランド（6） E 会場
（813） 17：30～20：00

S6 色素細胞シンポジウム～動物の色素細胞、体色と環境への適応～ F 会場
（814） 17：30～20：00

S7 シンクロトロン放射光X線は動物学にどう役立つか？―SPring-8先端利用技術
ワークショップ―

G 会場
（815） 17：30～20：00

S8 魚類の繁殖～多様すぎる形態と生理に分子生物学のメスを入れる～ H 会場
（816） 17：30～20：00

S9 第 4 回ペプチド・ホルモン研究会シンポジウム～多様な動物種を用いたホルモ
ン研究の新展開～

K 会場
（831） 17：30～20：00

S10 ヒトデ卵成熟誘起ホルモン1−メチルアデニンの同定 50 周年記念シンポジウム L 会場
（830） 17：30～20：00

第 2 日目　9 月 13 日（金）

S12 光を利用した生命機能メカニズムの解明 B 会場
（810） 9：00～11：30

S13 動物形態のパターン進化：アロモルフォーゼ再考　共催：新学術領域研究「進化
制約方向性」

C 会場
（811） 9：00～11：30

S14 「第 38 回胚誘導と形態形成」、「第 28 回イモリ・ネットワーク」共催　新しい
両生類研究への誘い

D 会場
（812） 9：00～11：30
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S15 動物のライフサイクルの安定と変化を支える神経-内分泌研究の新展開 E 会場
（813） 9：00～11：30

S16 海産無脊椎動物―生命情報の宝の山 VI― F 会場
（814） 9：00～11：30

S17 動物の神経活動の可視化によって得られるもの：最新の研究成果と将来の展望 G 会場
（815） 9：00～11：30

S18 鱗翅目昆虫の動物学とそのひろがり H 会場
（816） 9：00～11：30

S19 発生システムをベースにした高次再生 I 会場
（821） 9：00～11：30

S20 分類学は旧くて新しい―国立沖縄自然史博物館の設立に向けての現状―　
共催：日本進化学会、一般社団法人「国立沖縄自然史博物館設立準備委員会」

J 会場
（820） 9：00～11：30

S21 体内時計による動物の多様な生体機能制御 K 会場
（831） 9：00～11：30

S22 動物学から考える動物モデルの活用戦略：種の選択と健康・環境研究への応用 L 会場
（830） 9：00～11：30

S23 遺伝的変異−発生・生理−適応度をつなぐ進化・多様性研究 M 会場
（840） 9：00～11：30

＜関連集会　日程表＞
第 1 日目　9 月 12 日（木）

K1
第 19 回男女共同参画懇談会　ランチョン企画　多様なワーク・ライフ・バラン
スの実現を目指して～第 4 回大規模アンケート解析結果より見えてきた課題と
対策～

L 会場
（830） 12：00～13：00

K2 第 42 回日伊生物学会総会 H 会場
（816） 12：00～13：00

K3 熊野灘産底棲無脊椎動物相における最近の話題 I 会場
（821） 17：30～20：00

K4 第 37 回ホヤの生物学談話会 J 会場
（820） 17：30～20：00

日程表
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第 2日目：9月 13日（金） 12：30～14：30 会場：A会場（階段教室）

2019年度本部企画シンポジウム
Zoological Science Award：若き動物学徒の登竜門

Zoological Science Award：the gateway to success for young zoologists

オーガナイザー：
日本動物学会会長 岡 良隆 Yoshitaka Oka（東京大学）
Zoological Science 編集主幹 深津 武馬 Takema Fukatsu（産業技術総合研究所）
日本動物学会は、動物学的に重要で長く引用される solid な論文を冊子体とオンラインで発行し、大変長い歴史を持つ
Zoological Science と、最近オープンアクセスジャーナルとして戦絹的に発刊した Zoological Letters という、異なる特徴
をもった 2つのジャーナルを学会主体で発行する、国内外でも数綯ない学会です。本シンポジウムは、Zoological Science
のプロモーションを主眼とする本部企画シンポジウムとして開催いたします。
今回はまず、Zoological Science Award 受賞論文はどのように決定されるのか、選考方法や過程の実際についてご紹介
し、次いで Zoological Science Award を受賞して現在活紇中の気鋭の若手動物学徒 3名に登壇いただき、取り組んでいる
研究について熱く語っていただきます。
日本動物学会論文賞 Zoological Science Award は、Zoological Science に掲載された論文のうち、特に優れた論文に授紮
されます。受賞論文はいずれも素晴らしい内容で、受賞論文筆頭著者の多くは大学院生等の若手ですが、その後さまざま
な分野で研究者として活紇されています。Zoological Science Award は、まさに若き動物学徒の登竜門といえるでしょう。
ぜひ若き動物学会員の皆さんに、情熱と緖力を傾けた研究成果を Zoological Science に投稿いただき、Zoological Sci-

ence Award を狙ってほしいと思います。

講演者：
12：30～12：40 岡 良隆（東京大学；動物学会会長）

シンポジウム主旨説明

12：40～13：00 深津 武馬（産業技術総合研究所；Zoological Science 編集主幹）
Zoological Science Award とは

Zoological Science Award は、Zoological Science に掲載された論文のうち、特に優れた論文に授紮されます。受賞論文
はいずれも素晴らしい内容で、受賞論文の筆頭著者の多くは大学院生等の若手ですが、その後さまざまな分野で研究者と
して活紇されています。Zoological Science Award は、まさに若き動物学徒の登竜門といえるでしょう。
ぜひ若き動物学会員の皆さんに、情熱と緖力を傾けた研究成果を Zoological Science に投稿して、Zoological Science
Award 受賞を目指していただきたい。その一助として今回は、Zoological Science Award 受賞論文がどのように決定され
るのか、選考方法や過程についてご説明したいと思います。

13：00～13：30 奥出 絃太（東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 博士課程 2年）
トンボの変態を制御する分子機構の解明に向けて

昆虫が地球上で大繁栄した要因の一つとして「幼虫から成虫への変態の獲得」が挙げられる。昆虫の変態に関わる分子
基盤に関しては、主に完全変態昆虫を用いて研究が進められてきた。今回着目するトンボは、変態を行う最も祖先的な昆
虫で、幼虫（ヤゴ）と成虫の間で形態や生息環境を劇的に変化させるが、変態に関わる分子生物学的な研究はほぼ皆無で
あった。その背景として、①生きた餌しか食べず、実験室内での大量飼育・継代が難しい、②幼虫の壼皮回数や各齢の期
間、変態の進行過程などの基本的な情報が不足している、③遺伝子の配列情報が乏しく機能解析系も存在しない、などの
問題点が挙げられた。
演者はこれらの問題点を解決するために、日本に広く分布し、1世代が約 4ヶ月とトンボの中では短い生活史を持つ

「アオモンイトトンボ（Ischnura senegalensis）」に着目した。共食いを避けるためにマルチウェルプレートを用いた幼虫
の個別飼育系を確立し、計 118 個体の幼虫について、120 日間にわたって、壼皮や羽化の状況を 1日も欠かさず観察を行っ
た。その結果、①終齢幼虫までの壼皮回数は同じ母親由来でも 9～12 回とばらつくこと、②終齢幼虫は頭部や翅の形態で
大きく 5つのステージに分類できること、③若齢幼虫でも複眼の形態で齢内の大まかな日齢が判別できること、④羽化成
虫を飼育、交配させて次世代を得ることが可能であること、を見出した（Okude et al., 2017, Zool Sci；Zoological Science
Award 受賞論文）。また、エレクトロポレーションを併用することで、局所RNAi 法による機能阻害系を確立し（Okude
et al., 2017, Appl Entomol Zool）、トンボの壼皮・変態を研究するにあたっての基礎となる実験系を構築することができ
た。
次に、アオモンイトトンボの各発生段階における網羅的な遺伝子発現解析を実施した。幼虫もしくは成虫特異的な発現

遺伝子について、演者の確立した局所RNAi 法による機能阻害を行った結果、3紳類の転写因子Krüppel-homolog 1（Kr-
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h1）, E93, broad で顕著な表現型を検出した。他の昆虫類における報告と同様に、幼虫特異的なKr-h1 の機能阻害で成虫化
が、成虫特異的なE93 の機能阻害で幼虫化が確認された。一方で、幼虫特異的に発現する broad（完全変態昆虫では蛹の
マスター遺伝子として知られる）の機能阻害では、成虫とも幼虫とも異なる表現型が出現した。現在これらの遺伝子の局
所RNAi 個体を切り分けた網羅的遺伝子発現解析を行っている。演者が Zoological Science Award 受賞論文を基礎とし
て展開してきた、トンボの変態に関する研究について広く紹介したい。

13：30～14：00 小島 渉（山口大学大学院創成科学研究科）
昆虫と脊椎動物をめぐる「食う・食われる」

昆虫は鳥や哺乳類から高い捕食圧を受けている。昆虫と脊椎動物をめぐる捕食・被食関係についての情報は、生態学の
さまざまな研究において重要となる。綰えば、樹液を出すクヌギの木の下には、腹部を槎者かに食べられたカブトムシの
残骸が多数散絟していることがある。カブトムシの天敵としてハシブトガラスなどが想定されていたものの、捕食行動の
観察記録はほとんどなかった。そこで、捕食者を突き止めるため、クヌギのそばに赤外線センサーカメラを設置し、観察
を行った。その結果、ハシブトガラスに加え、タヌキもカブトムシの重要な捕食者であることが分かった。さらに、野生
条件下でこの 2紳の捕食者にカブトムシを紮え、捕食行動を調べたところ、カブトムシの性別や大きさに関わらず、捕食
者はカブトムシの頭部などを必ず食べ残すことが分かった。このことを利用し、野外で回収したカブトムシの残骸の形態
を分析したところ、メスよりもオス、小さい個体よりも大きい個体の方が食べられやすいことが分かった。つまり、大き
いオスはけんかに強く、配偶という面では有利だが、高い捕食圧を受けるという不利益も被っている可能性が高い。
脊椎動物が「どのような昆虫を食べられないか」という情報も、「どのような昆虫を食べているか」と同じように重要
である。そこで現在は、コガネムシ科のさまざまな紳を用い、ウズラを鳥類捕食者のモデルに見立て、実験室内で捕食実
験を行っている。その結果、一部のコガネムシは鳥類からの捕食を回避する機構を備えていることが明らかになりつつあ
る。本講演では、それらの予備的な結果についても紹介しながら、今後の研究の展望についてもお話したい。

14：00～14：30 宮本 教生（国立研究開発法人海洋研究開発機構）
想い出は Zoological Science とともに

私は現在までに 2本の論文を Zoological Science 誌上で発表している。その 2本の論文に共通している点は、どちらも
始まりの論文であったということと、記載を行った論文であるということである。1本目は綊女論文で、静岡県下田市で
見つけたギボシムシの新紳記載と本紳の発生過程を記載したという内容である。その後本紳を用いた進化発生学的な研
究で学位を取得したので、まさに始まりの論文であった。2本目は学位取得後現所属に職を得てから最初に行った研究で
ある。全く新しい研究を行うことになった異動 1年目は新たな研究対象となった深海生物をとにかく観察することから
始めた。研究対象は変わったが、私の興味は変わらず動物の体制の進化を分子レベルで理解したいというものであった。
深海生物には特異な形態を持つものが多く、研究対象として魅力的な生き物がたくさんいた。その中で最初に目をつけた
のがハオリムシ類であった。ハオリムシ類はかつて独立の動物門に分類されたこともあるほど特異な体制をしている。現
在では分子系統解析の結果、同じく独立の動物門とされることもあったヒゲムシらとともに環形動物多毛類シボグリヌ
ム科に分類されている。動物学者達がかつて独立の門を設立するほど異なる体制が、多毛類の中でどのように進化したの
かに興味が湧いた私は、ハオリムシ類の研究に着手した。ハオリムシ類は深海底の熱水噴出域や湧水域などでキチン質の
棲管中に生息し、口や肛門などの緃化器官を持たない。一般的な緃化器官を欠く代わりに、体内に独立栄養の化学合成細
菌を細胞内共生させ、その共生細菌から栄養を得ている。多毛類でありながら体の後端のごく一部にしか体節が存在せ
ず、このことが環形動物ではなく独立の動物門とされた理由である。なぜ体の大部分では体節が形成されないのか、体節
ができる体の後端との違いはどのようなものなのか、これが私の抱いた疑問であった。しかしハオリムシ類は未だに全発
生過程が観察された綰がなく、浮遊幼生から成体の形態形成が開始する変態期を研究することは困難であった。そこで注
目したのが再生であった。私が研究に用いたサツマハオリムシでは体の後端が再生することが記載論文で絴べられてい
たが、その詳細な過程は未だに明らかとなっていなかった。そこでまずはその再生過程を観察し報告したのが、2015 年に
Zoological Science Award を受賞した論文である。実体顕微鏡や走査型電子顕微鏡での外部形態の観察、組織切片による
内部形態の観察など非常に基礎的な手法のみを用いた本論文が評価されたことは大変光栄であったし、また独立して新
たに始めた研究が受賞したことは非常に励みになった。本シンポジウムではそれらの研究を紹介するとともに私にとっ
ての Zoological Science について話をしたい。
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NS 第 2日目：9月 13日（金） 9：00～11：30 会場：A会場（階段教室）

第1回動物学国際交流シンポジウム（ナリシゲシンポジウム）
The 1st International Exchange Symposium of Zoology（Narishige Symposium）：

Invitation to Neuroscience

オーガナイザー：
梅 園 良 彦 Yoshihiko Umesono（兵庫県立大・院生命理学）
稲 葉 一 男 Kazuo Inaba（筑波大・下田臨海）
青 沼 仁 志 Hitoshi Aonuma（北大・電子科学研究所）
阿 部 玄 武 Gembu Abe（東北大・院生命科学）
安 東 宏 徳 Hironori Ando（新潟大・佐渡自然共生科学センター臨海実験所）
徳 元 俊 伸 Toshinobu Tokumoto（静岡大・院総合科学技術）
吉 田 真 明 Masaaki Yoshida（島根大・生物資源教育研究センター）
藍 浩 之 Hiroyuki Ai（福岡大・理・地球圏科学）

NS�1 脊椎動物における視覚による行動選択の進化
The evolution of the vertebrate visual decision-making
鈴木 大地 Daichi G. Suzuki1,2，Sten Grillner1（1Karolinska Institutet, Dept of Neurosci.，2NINS, Ex-
CELLS）

NS�2 長鎖ノンコーディングRNAである LDAIR は繁殖期における自己防衛行動を制御する
Seasonal regulation of the lncRNA LDAIR modulates self-protective behaviors during the breeding season
中山 友哉 Tomoya Nakayama1,2，新村 毅 Tsuyoshi Shimmura1,2，四宮 愛 Ai Shinomiya1，
沖村 光祐 Kousuke Okimura2，竹花 佑介 Yusuke Takehana1，古川 祐子 Yuko Furukawa2，
下 貴行 Takayuki Shimo1,2，千賀 琢未 Takumi Senga1,2，中務 真愛 Mana Nakatsukasa1,2，
西村 俊哉 Toshiya Nishimura2，田中 実 Minoru Tanaka2，大久保 範聡 Kataaki Okubo3，
亀井 保博 Yasuhiro Kamei1，成瀬 清 Kiyoshi Naruse1，吉村 崇 Takashi Yoshimura1,2（1Na-
tional Institute for Basic Biology，2Nagoya University，3The University of Tokyo）

NS�3 ショウジョウバエ幼虫の光回避行動を規定する神経回路
Neuronal circuitry that evokes backward locomotion upon noxious light irradiation in Drosophila larvae
大豆生田-石川 夏子 Natsuko Omamiuda-Ishikawa，酒井 萌花 Moeka Sakai，榎本 和生
Kazuo Emoto（東京大学・理学系研究科・生物科学）

NS�4 雄ラットの性的覚醒後の神経活性における内側視索前核の役割
The role of the medial preoptic nucleus in sexual activity following sexual arousal in male rats
前嶋 翔 Sho Maejima1，森下 雅大 Masahiro Morishita2，山口 祥平 shohei Yamaguchi2，
鎌田 亜里紗 Arisa Kamada2，塚原 伸治 Shinji Tsukahara2（1岡山大・理・臨海実験所，
2埼玉大・院理工・生体制御）

NS�5 どうやったら目的地に行ける？―プラナリアの場合―
Coupling of sensory architecture and spontaneous self-motion enables adaptive behaviors in planarians
井上 武 Takeshi Inoue，秋山 義太郎 Yoshitaro Akiyama，阿形 清和 Kiyokazu Agata
（学習院大・理・生命科学）

NS�6 Parasites that turn hosts into mindless zombies
Frederic Libersat（Dept of Life Sciences and Zlotowski Center for Neurosciences；Ben Gurion Univer-
sity）
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S1 第 1日目：9月 12日（木） 17：30～20：00 会場：A会場（階段教室）

動物進化におけるメジャートランジション
Major transitions in animal evolution

オーガナイザー：
三 浦 徹 Toru Miura（東大・院理・臨海）

S1�1 イントロダクション：動物進化におけるメジャートランジション
Introduction to major transition in animal evolution
三浦 徹 Toru Miura（東大・院理・臨海）

S1�2 単細胞から多細胞へのトランジション―動物多細胞性進化のメカニズム
Transition from protists to animals：the evolution of metazoan multicellularity
菅 裕 Hiroshi Suga，傳保 聖太郎 Seitaro Denbo，青野 克俊 Katsutoshi Aono，白岩 和沙
Kazusa Shiraiwa，小西 博昭 Hiroaki Konishi，八木 俊樹 Toshiki Yagi（県立広島大・生命環境）

S1�3 珍渦虫と左右相称性の起源
Xenoturbella and the origin of bilateral symmetry
中野 裕昭 Hiroaki Nakano（筑波大・生命環境系・下田臨海実験センター）

S1�4 軟体動物の体制の進化
Evolution of molluscan bodyplan
和田 洋 Hiroshi Wada，守野 孔明 Yoshiaki Morino（筑波大・生命環境）

S1�5 昆虫類の初期分岐と陸域環境への適応：比較発生学の視点から
Early divergence of insects and their adaptation to terrestrial habitats：A comparative embryological perspective
町田 龍一郎 Ryuichiro Machida（筑波大学・生命環境系・菅平高原実験所）

S1�6 新口動物の起源と脊索動物の進化：半索動物の視点から
Deuterostome Origin and Chordate Evolution：From Hemichordate Perspectives
田川 訓史 Kunifumi Tagawa（広島大・院統合生命科学・臨海）

S2 第 1日目：9月 12日（木） 17：30～20：00 会場：B会場（810）

多様な生殖行動から読み解く受精生物学
Biology of fertilization from reproductive behavior

オーガナイザー：
守 田 昌 哉 Masaya Morita（琉大・熱生研）
柴 小 菊 Kogiku Shiba（筑波大・下田臨海）

S2�1 雌雄同体のホヤが自家受精しないしくみと精子の卵膜通過について
Mechanisms of self-incompatibility and sperm penetration of the vitelline coat during ascidian fertilization
澤田 均 Hitoshi Sawada（名大・院理・臨海）

S2�2 アリ科女王の長期間にわたる精子貯蔵メカニズム
Long-term sperm storage mechanisms in ant queens
後藤 彩子 Ayako Gotoh（甲南大・理工・生物）

S2�3 魚類の交尾に伴う精子の進化：近縁種間比較研究から見えてきたこと
The evolution of sperm traits driven by copulatory behavior in fishes：new findings from comparative studies
安房田 智司 Satoshi Awata，伊藤 岳 Takeshi Ito（大阪市大・院理・生物地球）

S2�4 魚類精子の卵門進入動画集
Movies of Sperm Entry into Fish Egg Micropyle
春見 達郎 Tatsuo Harumi1，松原 創 Hajime Matsubara2，柳町 隆造 Ryuzo Yanagimachi3

（1旭川医大・解剖，2金沢大・能登海洋水産センター，3ハワイ大・生物発生研）
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S2�5 雄性動物における性行動の種差とヒトへの外挿の可能性について
Differences of sexual behavior in male animals
寺田 節 Misao Terada1，佐藤 文夫 Fumio Sato3，斎藤 徹 Toru Saito2

（1獨協医大・医・実験動物，2日獣大・獣・獣医，3JRA・日高）
S2�6 クマムシの交尾も、味わい深い

The copulation of tardigrades are also interesting.
杉浦 健太 Kenta Sugiura，松本 緑 Midori Matsumoto（慶應大・院理・基礎理工）

S3 第 1日目：9月 12日（木） 17：30～20：00 会場：C会場（811）

エソロジー（動物行動学）の新展開
New perspectives in ethology

オーガナイザー：
沼 田 英 治 Hideharu Numata（京大・院理）
高 梨 琢 磨 Takuma Takanashi（森林総研）

S3�1 鳥の鳴き声に単語や文法？シジュウカラの音声研究・最前線
Discovery of linguistic capabilities in avian vocal communication
鈴木 俊貴 Toshitaka Suzuki（京大・白眉セ/理学）

S3�2 魚類における社会的行動と認知能力
Social behaviour and recognition in fish
十川 俊平 Shumpei Sogawa（大阪市大・院理・生物地球）

S3�3 卵のなかの感覚世界：カメムシ類の胚子によるコミュニケーション
Sensing in the eggs：embryonic communication in stink bugs
向井 裕美 Hiromi Mukai（森林総研・森林昆虫）

S3�4 社会性昆虫に学ぶ群ロボットシステム：利他的協調行動ならびに構造物構築を題材として
Swarm robot system inspired by social insects：altruistic cooperative behavior and collective construction
菅原 研 Ken Sugawara（東北学院大・教養・情報科学）

S3�5 霊長類の社会的慣習：ニホンザルの抱擁行動
Social customs in non-human primates：Embracing behaviours in Japanese Macaques
中川 尚史 Naofumi Nakagawa（京都大・院理・生物科学）

S4 第 1日目：9月 12日（木） 17：30～20：00 会場：D会場（812）

非視覚タイプの光環境応答とメカニズム
Non-visual responses to light environment

オーガナイザー：
小 島 大 輔 Daisuke Kojima（東大・院理・生物科学）
寺 北 明 久 Akihisa Terakita（大阪市大・院理・複合先端）

S4�1 ゼブラフィッシュにおける 2種類の体色変化を制御する光受容体
Photoreceptors regulating two types of body color changes in zebrafish
小島 大輔 Daisuke Kojima（東京大・院理・生物科学）

S4�2 脊椎動物の眼と松果体のオプシンの多様化
Diversity of vertebrate opsins in the retina and pineal gland
山下 高廣 Takahiro Yamashita（京大・院理・生物物理）
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S4�3 ゼブラフィッシュ松果体における“色”情報検出を担う光受容体
The opsin involved in wavelength discrimination in the zebrafish pineal organ
和田 清二 Seiji Wada1,2，沈 宝國 Baoguo Shen1，山下（川野） 絵美
Emi Kawano-Yamashita1,3，永田 崇 Takashi Nagata1，日比 正彦 Masahiko Hibi4，保 智己
Satoshi Tamotsu3，小柳 光正 Mitsumasa Koyanagi1,2，寺北 明久 Akihisa Terakita1,2

（1大阪市大・院理・生物地球，2大阪市大・OCARINA，3奈良女子大・理・化学生物環境，
4名古屋大・院理・生命理学）

S4�4 季節情報を感知する光受容メカニズム
Photoreceptors receiving seasonal information and its mechanism
中根 右介 Yusuke Nakane1,2，中山 友哉 Tomoya Nakayama1，沖村 光祐 Kousuke Okimura2，
四宮 愛 Ai Shinomiya1，新村 毅 Tsuyoshi Shimmura3，太田 航 Wataru Ota4，吉村 崇
Takashi Yoshimura1,2（1名大・トランスフォーマティブ生命分子研究所，2名大・生命農，3東京農工大・農，
4横市大・医・生理学）

S4�5 チョウ類の交尾行動と産卵行動を制御する紫外線受容器
UV receptors that control copulation and oviposition in butterflies
蟻川 謙太郎 Kentaro Arikawa1，塚本 寿夫 Hisao Tsukamoto1,2,3（1総研大，2分子研，3JSTさきがけ）

S5 第 1日目：9月 12日（木） 17：30～20：00 会場：E会場（813）

両生類はワンダーランド（6）
Amphibian Biologists in Wonderland（6）

オーガナイザー：
小 林 哲 也 Tetsuya Kobayashi（埼玉大・理・生体）
中 島 圭 介 Keisuke Nakajima（広島大・両生類研）

S5�1 エゾアカガエルとXenopus laevis 幼生における捕食者誘導による表現型の可塑性に関して
Phynotypic plasticity observed in Rana pirica and Xenopus tadpole
森 司 Tsukasa Mori1，柳澤 幸雄 Yukio Yanagisawa2，木谷 洋一郎 Yoichiro Kitani1,3，
畠山 田 Den Hatakeyama1，町田 和優 Kazumasa Machida1，五十嵐 結香 Yuika Igarashi1，
井上 菜穂子 Naoko Inoue1，山本 直之 Naoyuki Yamamoto4，柏木 昭彦 Akihiko Kashiwagi5，
柏木 啓子 Keiko Kashiwagi5（1日本大学・生物資源・海洋，2日本大学・生物資源・教養，
3金沢大学・環境研究・臨海，4名古屋大学・院・生命農学，5広島大学・両生類研・センター）

S5�2 アカハライモリ系統間の分布境界に着目した両生類の種分化研究
Study on Amphibian speciation process focusing on the distribution boundary between divergent lineages of Cynops
pyrrhogaster
富永 篤 Atsushi Tominaga（琉球大・教育）

S5�3 ゲノム編集と核移植を併用した短期間でのXenopus laevis における同一遺伝子変異集団作出
Production of animal population having identical modified gene in a short period by genome editing and nuclear
transplantation techniques in Xenopus laevis.
高宗 和史 Kazufumi Takamune（熊本大学・先端科学・理）

S5�4 西南諸島産両生類と温泉ガエルに見る両生類の環境適応と分布拡大
Distribution, diversity and environmental adaptation of“hot-spring frog”and amphibians distributing South-Western
islands in Japan
井川 武 Takeshi Igawa1,2（1広島大・両生類研セ，2広島大院・統合生命・基礎生物/生命医科）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０８０２－６８１２／ｚｓｊｐ９０－２５＿プ：シンポジウム／ｋｙ１７１３８６６８１２１００２７０２０
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S6 第 1日目：9月 12日（木） 17：30～20：00 会場：F会場（814）

色素細胞シンポジウム～動物の色素細胞、体色と環境への適応～
Pigment Cell Symposium

～Pigment cells and the body coloration related to adaptation to environment～

オーガナイザー：
四 宮 愛 Ai Shinomiya（生命創成探究センター）

S6�1 メラノサイトの機能分化（II）
Functional Divergence of Melanocytes（II）
山本 博章 Hiroaki Yamamoto（長浜バイオ大・バイオサイエンス）

S6�2 昆虫の翅の色彩形成機構：テントウムシの斑紋パターンとチョウの鱗粉の構造色
Wing color formation mechanisms in insects：color patterns in ladybugs and structural coloration in butterfly scales
安藤 俊哉 Toshiya Ando1,2（1基生研，2総研大・生命科学・基礎生物）

S6�3 爬虫類の体色を生み出す色素細胞の構造と適応進化
Adaptive evolution of body color and pigment cells in reptiles
栗山 武夫 Takeo Kuriyama（兵庫県立大・自然研）

S6�4 オプシン遺伝子の発現量変化に起因するグッピーの視覚多様性とオスの体色に対するメスの
好みへの影響
Effect of variation in opsin gene expression on visual sensitivity and female preference for male body color in the
guppy
酒井 祐輔 Yusuke Sakai1,3，河村 正二 Shoji Kawamura2，河田 雅圭 Masakado Kawata3

（1基礎生物学研究所・形態形成，2東京大学・新領域，3東北大学・生命科学）
S6�5 シクリッドの複合的な適応と体色の進化による種分化

Complex adaptive process drives evolution of breeding coloration and speciation in Lake Victoria cichlids
寺井 洋平 Yohey Terai（総研大・先導研・生命共生体進化学）

S7 第 1日目：9月 12日（木） 17：30～20：00 会場：G会場（815）

シンクロトロン放射光X線は動物学にどう役立つか？―SPring-8 先端利用技術ワークショップ―
Making Use of Synchrotron Radiation X-ray for Zoology

―The Workshop on Advanced Techniques and Applications at SPring-8―

オーガナイザー：
岩 本 裕 之 Hiroyuki Iwamoto（SPring-8・JASRI）

S7�1 X 線マイクロイメージングから切り拓く昆虫の運動制御メカニズム
Advantages of X-ray micro volume imaging to investigate biomechanics of insects
青沼 仁志 Hitoshi Aonuma（北海道大学電子科学研究所）

S7�2 放射光イメージングの動物学への応用：魚が隠し持つ第 2・第 3の顎の謎をSPring-8 で解き
明かす
Application of synchrotron X-ray imaging to zoological science：Solving mysteries of the second and third jaws hid-
den in fish by using SPring-8
八田 公平 Kohei Hatta（兵庫県立大・院・生命）

S7�3 放射光マイクロCT・ナノCT法による生物試料の三次元解析入門
Introduction to three-dimensional analysis of biological samples with synchrotron radiation microtomography（micro-
CT）and nanotomography（nano-CT）
水谷 隆太 Ryuta Mizutani1，雑賀 里乃 Rino Saiga1，上椙 真之 Masayuki Uesugi2，
星野 真人 Masato Hoshino2，竹内 晃久 Akihisa Takeuchi2，寺田 靖子 Yasuko Terada2，
上杉 健太朗 Kentaro Uesugi2，鈴木 芳生 Yoshio Suzuki3,4，Vincent De Andrade,5，
Francesco De Carlo,5（1東海大・工・生化，2高輝度光科学研究セ/SPring-8，3東大・院新領域，
4高エ研・Photon Factory，5Advanced Photon Source, Argonne Natl Lab）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０８０２－６８１２／ｚｓｊｐ９０－２５＿プ：シンポジウム／ｋｙ１７１３８６６８１２１００２７０２０
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S7�4 X 線回折イメージングはどこまで動物学に応用できるか
Application of X-ray diffractive imaging to zoology
岩本 裕之 Hiroyuki Iwamoto（SPring8・JASRI）

S8 第 1日目：9月 12日（木） 17：30～20：00 会場：H会場（816）

魚類の繁殖～多様すぎる形態と生理に分子生物学のメスを入れる～
Mechanism of Reproduction in Fish Revealed by Molecular Genetic Tools

オーガナイザー：
飯 田 敦 夫 Atsuo Iida（京大・ウイルス再生研）
神 田 真 司 Shinji Kanda（東大・大気海洋研）

S8�1 メダカの研究で脊椎動物内での生殖中枢制御メカニズムの多様性を照らし出す
Studies in teleosts reveals diversified mechanism of the HPG axis regulation in vertebrates
神田 真司 Shinji Kanda（東京大学・大気海洋研究所・生理学分野）

S8�2 オスとメスを決める遺伝子の意外な多様性とオス化メス化の変わらない骨組み
Diverse sex-determining genes and conserved sex differentition pathway
竹花 佑介 Yusuke Takehana（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）

S8�3 孵化酵素遺伝子と卵膜遺伝子の共進化がもたらした魚類の多様な孵化機構
Co-evolution of hatching enzyme and ZP genes brought a wide variety of hatching mechanisms in teleost
佐野 香織 Kaori Sano1，川口 眞理 Mari Kawaguchi2，安増 茂樹 Shigeki Yasumasu2

（1城西大・理・化学，2上智大・理工・物質生命理工）
S8�4 魚類の多彩な繁殖様式を導く二次性徴形質の多様化と進化の分子基盤

Molecular basis of sex characteristics development and evolution in teleost fishes
荻野 由紀子 Yukiko Ogino1，坂本 浩隆 Hirotaka Sakamoto2，渡辺 英治 Eiji Watanabe3，
安齋 賢 Satoshi Ansai5，井口 泰泉 Taisen Iguchi4（1九大・農・国際農業教育研究推進センター，
2岡大・理・牛窓臨海，3基生研・神経生理学，4横浜市大・生命ナノシステム科学，
5基生研・バイオリソース）

S8�5 妊娠時の母仔間栄養分から探るグーデア科胎生魚の繁殖機構
Understanding for reproduction system of a viviparous teleost via investigations of maternal nutrient
飯田 敦夫 Atsuo Iida（京都大・ウイルス再生研）

S8�6 板鰓類の繁殖統御に向けたオミクスデータの活用
Utilization of omics data for controlling reproduction in elasmobranchs
野津 了 Ryo Nozu1,2，村雲 清美 Kiyomi Murakumo2，松本 瑠偉 Rui Matsumoto1,2，辰見 香織
Kaori Tatsumi3，工樂 樹洋 Shigehiro Kuraku3，佐藤 圭一 Keiichi Sato1,2

（1沖縄美ら島財団・総合研，2沖縄美ら海水族館，3理研BDR）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０８０２－６８１２／ｚｓｊｐ９０－２５＿プ：シンポジウム／ｋｙ１７１３８６６８１２１００２７０２０

EDIAN　WING　福田 2019.08.06 11.06.36 Page 6(1)



シンポジウム

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

27 ●

S9 第 1日目：9月 12日（木） 17：30～20：00 会場：K会場（831）

第4回ペプチド・ホルモン研究会シンポジウム～多様な動物種を用いたホルモン研究の新展開～
The 4th Symposium for Peptide and Hormone Research

～New development of endocrine research using various animal species～

オーガナイザー：
矢 澤 隆 志 Takashi Yazawa（旭川医大）
佐 藤 貴 弘 Takahiro Sato（久留米大）
東 森 生 Morio Azuma（自治医大）

S9�1 両生類は動物学においてSerendipity の宝庫？！
Amphibians are a treasury of serendipity for zoology?!
海谷 啓之 Hiroyuki Kaiya（国循・生化学）

S9�2 ウナギを用いてナトリウム利尿ペプチドの新規機能を探索する
Deciphering novel physiological functions of natriuretic peptides using Japanese eel
塚田 岳大 Takehiro Tsukada（東邦大・理・生物分子科学）

S9�3 PACAPの外分泌促進作用とその機構
Effect of PACAP on exocrine secretion and its mechanism
中町 智哉 Tomoya Nakamachi（富山大院・理工）

S9�4 哺乳類における 11-ケトテストステロンの合成と機能
Synthesis and function of 11-ketotestosterone in mammals
今道 力敬 Yoshitaka Imamichi1，矢澤 隆志 Takashi Yazawa2（1旭川医大・薬理学，
2旭川医大・生化学・細胞制御科学）

S9�5 エネルギー代謝調節に関わる新規神経ペプチドの発見と機能解析―鳥類と哺乳類の研究か
ら―
Discovery and functional analysis of a novel energy metabolic neuropeptide in the birds and mammals
浮穴 和義 Kazuyoshi Ukena，岩越 栄子 Eiko Iwakoshi（広島大・院統合生命）

S9�6 多様な動物種を用いた生理活性ペプチドの探索
Searching for bioactive peptide using various animal species
井田 隆徳 Takanori Ida（宮崎大・フロンティア・ペプチド）

S10 第 1日目：9月 12日（木） 17：30～20：00 会場：L会場（830）

ヒトデ卵成熟誘起ホルモン1-メチルアデニンの同定50周年記念シンポジウム
The 50th anniversary of the identification of 1-methyladenine,
the first oocyte maturation-inducing hormone, from starfish.

オーガナイザー：
岸 本 健 雄 Takeo Kishimoto（お茶大）
長 濱 嘉 孝 Yoshitaka Nagahama（金沢大）

S10�1 ヒトデの卵成熟誘起物質の精製・単離・同定
Purification, isolation and idetification of starfish MIS.
白井 浩子 hiroko shirai（元 岡山大学・理学部・臨海実験所）

S10�2 無脊椎動物における最初の生殖腺刺激ホルモン：ヒトデのリラキシン様生殖腺刺激ペプチド
Relaxin-like gonad-stimulating peptide of starfish, the first gonadotropin-like hormone demonstrated in invertebrates
三田 雅敏 Masatoshi Mita1,2（1早稲田大・先端生命医科学センター，2昭和大・医・生化）

S10�3 1-メチルアデニンに始まる卵細胞周期制御の解明
1-Methyladenine opened the window on to the meiotic cell cycle control in oocytes
岸本 健雄 Takeo Kishimoto（お茶大・SEC）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０８０２－６８１２／ｚｓｊｐ９０－２５＿プ：シンポジウム／ｋｙ１７１３８６６８１２１００２７０２０
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S10�4 ヒトデ卵 SGK（serum- and glucocorticoid-regulated kinase）による細胞内 pHと減数分裂再
開制御機構
Starfish SGK regulates intracellular pH and meiotic resumption of oocytes in the ovaries
千葉 和義 Kazuyoshi Chiba（お茶大・理・生物）

S10�5 イトマキヒトデのモデル生物化に向けて～イトマキヒトデのゲノム構築～
Does starfish have a dream to be a model organism?―genome determination of starfish―
伊藤 武彦 Takehiko Itoh1，梶谷 嶺 Rei Kajitani1，奥野 未来 Miki Okuno1，田中 裕之
Hiroyuki Tanaka1，豊田 敦 Atsushi Toyoda2,3，立花 和則 Kazunori Tachibana1，岸本 健雄
Takeo Kishimoto4（1東工大・生命理工，2遺伝研・比較ゲノム，3遺伝研・先端ゲノミクス，
4お茶大・サイエンス）

S12 第 2日目：9月 13日（金） 9：00～11：30 会場：B会場（810）

光を利用した生命機能メカニズムの解明
Elucidation of biological mechanisms by optical control

オーガナイザー：
七 田 芳 則 Yoshinori Shichida（立命大・総研機構）

S12�1 光遺伝学を用いた、連合学習中マウスの嗅内皮質からの細胞種特異的スパイク記録
Cell-type-specific spike recording from the entorhinal cortex during associative learning
五十嵐 啓 Kei Igarashi（UC Irvine・医・神経科学）

S12�2 霊長類における光遺伝学を利用した神経回路操作
Pathway-selective optogenetics for elucidating neural network function in primates
井上 謙一 Ken-ichi Inoue1,2（1京都大・霊長研・統合脳システム，2JST・PREST）

S12�3 光遺伝学用いた、海馬における社会性記憶の解析
Optogenetic analysis of social memory engram in the hippocampus
奥山 輝大 Teruhiro Okuyama（東京大・定量研）

S12�4 Opn5 類縁タンパク質の光遺伝学への応用可能性
Potential of Opn5 related proteins for optogenetic application
佐藤 恵太 Keita Sato（岡山大・院医歯薬・細胞組織）

S12�5 動物の双安定型ロドプシンを用いた細胞内シグナル伝達の光操作
Optical control of cell signaling using bistable animal opsins
小柳 光正 Mitsumasa Koyanagi（大阪市大・院理・生物地球）

S13 第 2日目：9月 13日（金） 9：00～11：30 会場：C会場（811）

動物形態のパターン進化：アロモルフォーゼ再考 共催：新学術領域研究「進化制約方向性」
Revisiting Aromorphose：Evolution of morphological patterns and origins of higher taxa

オーガナイザー：
倉 谷 滋 Shigeru Kuratani（理研・BDR）
深 津 武 馬 Takema Fukatsu（産総研・生物プロセス）

S13�1 脊椎動物の脳における新規構造の獲得
Establishment of novel brain centers in vertebrates
村上 安則 Yasunori Murakami（愛媛大・院理工・生物環境科学）

S13�2 脊椎動物の胚発生における反復説の検証
Testing the recapitulation in vertebrate embryogenesis
上坂 将弘 Masahiro Uesaka1，倉谷 滋 Shigeru Kuratani1，武田 洋幸 Hiroyuki Takeda2，
入江 直樹 Naoki Irie2（1理研・形態進化，2東大・院理・動物）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０８０２－６８１２／ｚｓｊｐ９０－２５＿プ：シンポジウム／ｋｙ１７１３８６６８１２１００２７０２０
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S13�3 動物生活史におけるボディプランの変更：「個体性」を超えて
Alteration of bodyplans in animal life cycles：Beyond“individuality”
三浦 徹 Toru Miura（東大・院理・臨海）

S13�4 カブトムシの角形成機構から新規形質の進化を探る
Towards an understanding of the evolutionary novelty found in the horn formation mechanism of the Japanese rhinoc-
eros beetle
新美 輝幸 Teruyuki Niimi1,2，森田 慎一 Shinichi Morita1，大出 高弘 Takahiro Ohde1,3

（1基生研・進化発生，2総研大・生命科学，3京大・院農）

S14 第 2日目：9月 13日（金） 9：00～11：30 会場：D会場（812）

「第38回胚誘導と形態形成」、「第28回イモリ・ネットワーク」共催 新しい両生類研究への誘い
Invitation to a novel finding in the amphibian research

オーガナイザー：
渡 辺 明 彦 Akihiko Watanabe（山形大・理・生物）
福 井 彰 雅 Akimasa Fukui（中央大・理工・生命）

S14�1 アフリカツメガエルXenopus laevis の全ゲノム情報の活用
The usage of the whole genome sequence of African Clawed Frog, Xenopus laevis
平良 眞規 Masanori Taira（中央大・理工・生命科学）

S14�2 ネッタイツメガエルを用いた発生遺伝学およびゲノム進化学研究
Developmental genetics and evolutionary genomics in Xenopus tropicalis
荻野 肇 Hajime Ogino1，井川 武 Takeshi Igawa1，柏木 昭彦 Akihiko Kashiwagi1，柏木 啓子
Keiko Kashiwagi1，田内 幹大 Mikihiro Tanouchi1，岩田 唯 Yui Iwata1，越智 陽城
Haruki Ochi2，鈴木 菜花 Nanoka Suzuki1，田澤 一朗 Ichiro Tazawa1，鈴木 誠 Makoto Suzuki1

（1広島大・両生類研究センター，2山形大・医）
S14�3 イベリアトゲイモリユーザーのためのコミュニティーリソース

Introduction of Community resource for P. waltl users.
林 利憲 Toshinori Hayashi1,2（1広島大・両生類研究センター，2広島大・院・統合生命）

S14�4 アカハライモリの資源・技術・情報基盤がもたらす新概念
New concepts that resource, technology and information fundamentals for the study of the Japanese fire-bellied newt
bring about
千葉 親文 Chikafumi Chiba（筑波大・生命環境）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０８０２－６８１２／ｚｓｊｐ９０－２５＿プ：シンポジウム／ｋｙ１７１３８６６８１２１００２７０２０
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S15 第 2日目：9月 13日（金） 9：00～11：30 会場：E会場（813）

動物のライフサイクルの安定と変化を支える神経-内分泌研究の新展開
Neuro-endocrine systems regulating homeostasis and transistasis of animal life

オーガナイザー：
丹 羽 隆 介 Ryusuke Niwa（筑波大・生命環境）
笹 倉 靖 徳 Yasunori Sasakura（筑波大・下田臨海）

S15�1 性成熟のキー因子である性腺刺激ホルモン放出ホルモン（GnRH）は、ホヤの変態に必須であ
る
Gonadotropin-releasing hormone is essential for metamorphosis of ascidian
笹倉 靖徳 Yasunori Sasakura1，保住 暁子 Akiko Hozumi1，松延 祥平 Shohei Matsunobu1，
三田 薫 Kaoru Mita1，Treen Nicholas1，杉原 尭歩 Takaho Sugihara2，堀江 健生
Takeo Horie1，佐久間 哲史 Tetsushi Sakuma3，山本 卓 Takashi Yamamoto3，白石 慧
Akira Shiraishi4，濱田 麻友子 Mayuko Hamada5，佐藤 矩行 Noriyuki Satoh6，櫻井 啓輔
Keisuke Sakurai2，佐竹 炎 Honoo Satake4（1筑波大・下田臨海，2筑波大・生命環境，
3広島大・院理・数理分子生命，4サントリー・生物有機，5岡山大・牛窓臨海，6Oist・マリンゲノム）

S15�2 二枚貝類の性分化と生殖細胞の発達におけるGnRHペプチドの関与
Involvement of GnRH peptide in sex differentiation and germ cell development in bivalves
尾定 誠 Makoto Osada，長澤 一衛 Kazue Nagasawa（東北大・院農・水圏動物生理）

S15�3 キイロショウジョウバエの交尾依存的な生殖幹細胞増殖の神経-内分泌制御
Neuroendocrine control of mating-induced germline stem cell proliferation in the fruit fly Drosophila melanogaster
丹羽 隆介 Ryusuke Niwa（筑波大・生命環境）

S15�4 視床下部摂食促進神経を起点とした生理状態依存的な味覚調節機構の解析
Hypothalamic neuronal circuits regulating hunger-induced taste modification
中島 健一朗 Ken-ichiro Nakajima1，傅 欧 Ou Fu1，成川 真隆 Masataka Narukawa2，
三坂 巧 Takumi Misaka2，箕越 靖彦 Yasuhiko Minokoshi1（1生理研・生殖内分泌，
2東大・院農・応生化）

S15�5 脊椎動物の行動の季節変化の分子基盤の解明に向けて
Toward understanding the molecular basis of seasonal changes in behavior
吉村 崇 Takashi Yoshimura1,2（1名古屋大・WPI-ITbM，2名古屋大・院生命農学）

S16 第 2日目：9月 13日（金） 9：00～11：30 会場：F会場（814）

海産無脊椎動物―生命情報の宝の山VI―
Marine Invertebrates―Gold Mine of the Information on Life Sciences VI―

オーガナイザー：
谷 口 俊 介 Shunsuke Yaguchi（筑波大・下田臨海）
中 野 裕 昭 Hiroaki Nakano（筑波大・下田臨海）
吉 田 真 明 Masa-aki Yoshida（島根大・隠岐臨海）

S16�1 平板動物門におけるミトコンドリアゲノムの多様性と進化
Diversity and evolution of mitochondrial genomes in Placozoa
宮澤 秀幸 Hideyuki Miyazawa1，中野 裕昭 Hiroaki Nakano2

（1情報システム・DS・ゲノムデータ，2筑波・下田臨海）
S16�2 らせん卵割型発生における割球運命特異化機構の進化と発生システム浮動

Evolution and developmental system drift of fate specification program in spiralian development
守野 孔明 Yoshiaki Morino，和田 洋 Hiroshi Wada（筑波大・生命環境）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０８０２－６８１２／ｚｓｊｐ９０－２５＿プ：シンポジウム／ｋｙ１７１３８６６８１２１００２７０２０
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S16�3 バフンウニの全ゲノム解読およびデータベース「HpBase」の公開
HpBase：A genome database of a sea urchin, Hemicentrotus pulcherrimus
金城 その子 Sonoko Kinjo1，清本 正人 Masato Kiyomoto2，山本 卓 Takashi Yamamoto3，
谷口 俊介 Shunsuke Yaguchi4，池尾 一穂 Kazuho Ikeo1,5（1遺伝研，2お茶大，3広島大，4筑波大，
5総研大）

S16�4 海産無脊椎動物のゲノム解読
Genome decoding projects of marine invertebrates at OIST
佐藤 矩行 Noriyuki Satoh（沖縄科学技術大学院大学）

S16�5 生態学ビッグデータをもたらす環境DNA解析―舞鶴湾での実施例
Environmental DNA detection promotes ecological bid data
山本 哲史 Satoshi Yamamoto（京大・院理）

S17 第 2日目：9月 13日（金） 9：00～11：30 会場：G会場（815）

動物の神経活動の可視化によって得られるもの：最新の研究成果と将来の展望
What we learn from visualization of neuronal activities：

latest outcome and future prospects

オーガナイザー：
清 水 裕 Hiroshi Shimizu（アブドラ国王科学技術大）
飯 野 雄 一 Yuichi Iino（東大）

S17�1 ヒドラ神経活動の可視化：中枢神経系の起源はどこに？
Visualization of firing of neurons in Hydra：On the origin of Central Nervous System
清水 裕 hiroshi shimizu，野呂 行彦 yukihiko noro，峯田 克彦 katsuhiko mineta，五條堀 孝
takashi gojobori（King Abdullah University of Science and Technology）

S17�2 線虫 C. elegans の神経ネットワークのダイナミクス
Dynamics in the neural network of C. elegans
飯野 雄一 Yuichi Iino1，豊島 有 Yu Toyoshima1，佐藤 博文 Hirofumi Sato1，ウ ステファン
Stephen Wu2，ジャン ムンソン Moon-Sun Jang1，金森 真奈美 Manami Kanamori1，寺本 孝行
Takayuki Teramoto3，大江 紗 Suzu Oe3，村上 悠子 Yuko Murakami3，久下 小百合
Sayuri Kuge3，広瀬 修 Osamu Hirose4，徳永 旭将 Terumasa Tokunaga5，岩崎 唯史
Yuishi Iwasaki6，吉田 亮 Ryo Yoshida2，石原 健 Takeshi Ishihara3（1東京大・院理・生物科学，
2統計数理研・データ科学，3九州大・理・生物科学，4金沢大・理工，5九工大・情報工，6茨城大・工）

S17�3 ショウジョウバエ運動回路における経験依存的な同期活動の発達
Experience-driven development of coordinated motor activities in Drosophila
曽 祥孫澤 Xiangsunze Zeng1，川崎 達平 Tappei Kawasaki1，稲田 健吾 Kengo Inada3,4，
風間 北斗 Hokto Kazama3,4，能瀬 聡直 Akinao Nose1,2（1東大・院新領域・複雑理工，
2東大・院理・物理，3理研・CBS，4東大・院総合文化・広域科学）

S17�4 ゼブラフィッシュ摂餌行動の神経回路の可視化：視覚刺激から視床下部摂食中枢まで
The neural circuit for prey capture in zebrafish：from vision to the hypothalamic feeding center
川上 浩一 Koichi Kawakami，武藤 彩 Akira Muto（国立遺伝研・発生遺伝）

S17�5 運動制御の神経機構：全脳俯瞰的イメージングからミリ秒スケールの活動パターンまで
Neural control of motor actions：from whole-bran landscape to millisecond dynamics
川島 尚之 Takashi Kawashima（ワイツマン科学研究所・神経生物学）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０８０２－６８１２／ｚｓｊｐ９０－２５＿プ：シンポジウム／ｋｙ１７１３８６６８１２１００２７０２０
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S18 第 2日目：9月 13日（金） 9：00～11：30 会場：H会場（816）

鱗翅目昆虫の動物学とそのひろがり
The recent progress of Lepidopteran biology

オーガナイザー：
鈴 木 誉 保 Takao K. Suzuki（農研機構・カイコ）
藤 原 晴 彦 Haruhiko Fujiwara（東大・新領域）

S18�1 標本 DNAから見えた草原性絶滅危惧危惧蝶類の歴史
The demographic history of the semi-natural grassland endangered butterfly species based on genetic analysis of
specimen DNA
中濱 直之 Naoyuki Nakahama1，内田 圭 Kei Uchida2，丑丸 敦史 Atushi Ushimaru3，
井鷺 裕司 Yuji Isagi4（1兵庫県立大・自然研，2東大・農，3神戸大・人間発達環境，4京大・農）

S18�2 植食者が天敵を守る？：リーフマイナーの潜り跡を利用する捕食寄生者の生存戦略
Herbivores create shelter for their enemies?：function of mining patterns for parasitoid survival
青山 悠 Haruka Aoyama，大島 一正 Issei Ohshima（京都府立大・院・生命環境）

S18�3 アリの巣に寄生するシジミチョウ類の衰退要因を探る
Why are the lycaenid butterflies declining?
上田 昇平 Shouhei Ueda（大阪府大・生命）

S18�4 アゲハチョウの訪花と産卵行動における視覚情報とその役割
Visual cues for flower foraging and egg laying of swallowtail butterflies
木下 充代 Michiyo Kinoshita（総研大・先導研・ESB）

S18�5 シロオビアゲハにおけるメス限定ベイツ型擬態の分子機構
Molecular mechanisms for female-limited Batesian mimicry in Papilio polytes
依田 真一 Shinichi Yoda，飯島 択郎 Takuro Iijima，坂倉 光祐 Kousuke Sakakura，
西川 英輝 Hideki Nishikawa，藤原 晴彦 Haruhiko Fujiwara（東大・院新領域・先端生命）

S18�6 蝶・蛾の擬態模様にみる多要素構造とその進化
Multi-component structures and the evolution of camouflage and mimicry in butterfly wing patterns
鈴木 誉保 Takao, K Suzuki（農研機構・生物研兼農情研）

S19 第 2日目：9月 13日（金） 9：00～11：30 会場：I 会場（821）

発生システムをベースにした高次再生
Spatiotemporal recognition in regeneration

オーガナイザー：
佐 藤 伸 Akira Satoh（岡山大・異分野融合先端研究コア）

S19�1 器官レベルの再生現象における FGFシグナルと空間認知
FGF signaling and intercalary responses in regeneration
佐藤 伸 akira satoh（岡山大・異分野コア）

S19�2 両生類再生芽の分子解剖と遺伝子機能解析 II―再生芽形成における shh とMatrisome の役
割―
Molecular dissection and functional analysis of limb regeneration in amphibian II：involvement of shh and matrisome
in blastema
鈴木 賢一 Ken-ichi, T Suzuki1,2，鈴木 美有紀 Miyuki Suzuki1（1基礎生物学研究所，2広島大学）

S19�3 カエルの関節再生から示される再生応答の位置依存性
Joint regeneration of the frog shows region specificity of the regeneration mechanisms
松原 遼 haruka matsubara1，井上 武 takeshi inoue1，阿形 清和 kiyokazu agata2,3

（1学習院大学・理・生命科学，2基礎生物学研究所，3学習院大学・生命分子科学研究所）
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S19�4 再生シグナルに応答したプラナリア幹細胞の活性化
Activation of planarian stem cells by regeneration signaling
柴田 典人 Norito Shibata（津山高専・総合理工・先進科学）

S19�5 胚発生過程を利用した目的臓器の再生
Regeneration of targeted organs using the developmental process
小林 俊寛 Toshihiro Kobayashi（生理学研究所）

S19�6 骨格筋におけるポジショナルメモリーの解明に向けて
Toward understanding the positional memory in adult skeletal muscle
小野 悠介 Yusuke Ono（熊本大・発生研・筋発生再生）

S20 第 2日目：9月 13日（金） 9：00～11：30 会場：J会場（820）

分類学は旧くて新しい―国立沖縄自然史博物館の設立に向けての現状―
共催：日本進化学会、一般社団法人「国立沖縄自然史博物館設立準備委員会」

Taxonomy returns―Founding the Okinawa National Museum of Natural History―

オーガナイザー：
馬 渡 駿 介 Shunsuke F. Mawatari（北大）

S20�1 国立沖縄自然史博物館設立へ向けての経緯
Recent activity toward founding the Okinawa National Museum of Natural History
馬渡 駿介 Shunsuke Mawatari（北大・院理・生物多様性）

S20�2 爬虫類の分類学と系統学と生物地理学―分岐分類学の問題
Taxonomy, phylogeny and biogeography in reptiles―problems of cladistic taxonomy
疋田 努 Tsutomu Hikida（京大）

S20�3 「常識」を可視化する―分類学者による現象の記載の重要性
Bringing‘common knowledge’to light―the importance for taxonomists in describing phenomena
角井 敬知 Keiichi Kakui（北大・院理・生物科学）

S20�4 共生進化の解明に博物館標本が果たしうる役割
Museum specimens and evolutionary history of symbiosis
深津 武馬 Takema Fukatsu（産業技術総合研究所）

S21 第 2日目：9月 13日（金） 9：00～11：30 会場：K会場（831）

体内時計による動物の多様な生体機能制御
Regulation of animal physiologies and behaviors by the biological clock

オーガナイザー：
榎 本 和 生 Kazuo Emoto（東大・院理・生物科学）
深 田 吉 孝 Yoshitaka Fukada（東大・院理・生物科学）

S21�1 ショウジョウバエ概日時計を構成する脳内神経ネットワーク
Neural networks organizing circadian clock in the Drosophila brain
吉井 大志 Taishi Yoshii（岡山大・院・自然科学）

S21�2 ミツバチにおける概日行動リズム可塑性と脳における時計遺伝子発現
The plasticity in behavioral circadian rhythms and the clock gene expression in the brain in honeybees
渕側 太郎 Taro Fuchikawa（大阪市大・院理・生物地球）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０８０２－６８１２／ｚｓｊｐ９０－２５＿プ：シンポジウム／ｋｙ１７１３８６６８１２１００２７０２０
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S21�3 概日リズムがもたらすマウス嗅覚の感覚ゲーティング制御機構
Circadian Regulation of Sensory Gating in Mouse Olfactory System
竹内 俊祐 Shunsuke Takeuchi1，冨樫 和也 Kazuya Togashi1，藤島 航大 Koudai Fujishima1，
清水 貴美子 Kimiko Shimizu1，深田 吉孝 Yoshitaka Fukada1，榎本 和生 Kazuo Emoto1,2

（1東京大学・院理・生物科学，2東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構）
S21�4 レム睡眠の意義とメカニズム～マウス遺伝学からのアプローチ～

The function and mechanism of REM sleep：approaches using mouse genetics
林 悠 Yu Hayashi（筑波大・国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS））

S21�5 記憶の体内時計制御を生み出す分子メカニズム
Molecular mechanism of circadian regulation of memory in mice
清水 貴美子 Kimiko Shimizu1，前畑 佳納子 Kanako Maehata1，池野 知子 Tomoko Ikeno1，
Qiuyi WANG2，高尾 敏文 Toshifumi Takao2，深田 吉孝 Yoshitaka Fukada1

（1東大・院理・生物科学，2阪大・蛋白質研究所・機能発現プロテオミクス研究室）

S22 第 2日目：9月 13日（金） 9：00～11：30 会場：L会場（830）

動物学から考える動物モデルの活用戦略：種の選択と健康・環境研究への応用
Strategies for improving the usage of animal models from the viewpoint of zoology：

Selection of species and application to health and environmental research

オーガナイザー：
前 川 文 彦 Fumihiko Maekawa（国立環境研究所）
中 村 和 昭 Kazuaki Nakamura（国立成育医療研究センター研究所）

S22�1 魚類胚を用いた化学物質の有害性評価について～臭素化ダイオキシン類の毒性評価を例に～
Optimization of the method for toxicity evaluation using fish embryos
仲山 慶 Kei Nakayama1，Tue Nguyen Minh1，徳住 英彰 Hideaki Tokusumi2，藤岡 直人
Naoto Fujioka2，浦丸 直人 Naoto Uramaru3，鈴木 剛 Go Suzuki4（1愛媛大・沿岸研セ，
2愛媛大・理・生物，3日本薬科大・薬，4国環研・循環C）

S22�2 生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン研究の医学、健康科学、環境科学への応用
Application of Gonadotropin-Inhibitory Hormone Research to Medical, Health and Environmental Sciences
産賀 崇由 Takayoshi Ubuka，筒井 和義 Kazuyoshi Tsutsui
（早稲田大学教育・総合科学学術院統合脳科学研究室）

S22�3 日本で実験動物化された非げっ歯類スンクスの特徴と有用性
Unique features and availability of the suncus as a non-rodent laboratory mammal established in Japan
宮戸 真美 Mami Miyado1，宮戸 健二 Kenji Miyado2（1国立成育医療研究セ・分子内分泌，
2国立成育医療研究セ・生殖細胞）

S22�4 オミクス時代のマウス行動解析
Mouse behavioral analysis in the omics era
遠藤 俊裕 Toshihiro Endo（フェノバンス・リサーチ・アンド・テクノロジー合同会社）

S22�5 マウスは自閉症のモデルになるか
Can Mice Model Autism?
ベナー 聖子 Seico Benner，山末 英典 Hidenori Yamasue
（浜松医科大学・医学部・精神医学講座）

S22�6 労働衛生研究における動物学の応用
Application of zoological methods in occupational hygiene
小林 健一 Kenichi Kobayashi1，大谷 勝己 Katsumi Ohtani1，宮川 宗之 Muneyuki Miyagawa2

（1独）労働者健康安全機構安衛研，2帝京大・医療技術・スポーツ医療）
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S23 第 2日目：9月 13日（金） 9：00～11：30 会場：M会場（840）

遺伝的変異－発生・生理－適応度をつなぐ進化・多様性研究
Genetic mutations, development and physiology, and fitness：

Toward understanding evolution and biodiversity

オーガナイザー：
安 齋 賢 Satoshi Ansai（基生研）
石 川 麻 乃 Asano Ishikawa（遺伝研）

S23�1 スラウェシ島のメダカ科固有種群における性的二型多様化の分子メカニズム
The molecular mechanisms of diversification in sexually dimorphic traits of Oryzias species endemic to Sulawesi
安齋 賢 Satoshi Ansai1，成瀬 清 Kiyoshi Naruse1，山平 寿智 Kazunori Yamahira2，北野 潤
Jun Kitano3（1基生研・バイオリソース，2琉球大・熱生研，3遺伝研・生態遺伝）

S23�2 ミズタマショウジョウバエの模様が作られる仕組み
Mechanism of color pattern formation in Drosophila guttifera
越川 滋行 Shigeyuki Koshikawa1,2，福冨 雄一 Yuichi Fukutomi2，松本 圭司 Keiji Matsumoto3

（1北海道大・院地球環境・生態遺伝，2北海道大・院環境科学・生態遺伝，3日革研究所）
S23�3 真骨魚類レトロコピー遺伝子―十数億年続く分子進化の制約を打ち破る―

The retrocopied genes in Teleostei：overcoming the constraints of molecular evolution that last over a billion years
長澤 竜樹 Tatsuki Nagasawa1,2，川口 眞理 Mari Kawaguchi3，矢野 十織 Tohru Yano1，
安増 茂樹 Shigeki Yasumasu3，岡部 正隆 Masataka Okabe1（1慈恵医大・医・解剖，2学振PD，
3上智大・理工・物質生命）

S23�4 繰り返し生じた魚類の淡水進出を担う鍵遺伝子
A key role for an omega-3 fatty acid desaturase gene in recurrent freshwater colonization and radiation in fishes
石川 麻乃 Asano Ishikawa（国立遺伝学研究所・生態遺伝）

S23�5 酵母のフェロモンが多様化する仕組み
Molecular mechanism driving diversification of mating pheromones in yeast
清家 泰介 Taisuke Seike（理化学研究所・生命機能科学研究センター）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０８０２－６８１２／ｚｓｊｐ９０－２５＿プ：シンポジウム／ｋｙ１７１３８６６８１２１００２７０２０
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K1 第 1日目：9月 12日（木） 12：00～13：00 会場：L会場（830）

第19回男女共同参画懇談会 ランチョン企画 多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指して
～第4回大規模アンケート解析結果より見えてきた課題と対策～

The 19th ZSJ Meeting on Equal Participation of Men and Women in Science：
“Tasks for creation of various cases of work-life balances

―From the results of the 4th Large-Scale Survey of Actual Conditions of Gender Equality
in Scientific and Technological Professions―”（Luncheon）

オーガナイザー：
小 柴 和 子 Kazuko Koshiba（東洋大・生命・応用）
廣 瀬 慎美子 Mamiko Hirose（東海大・海洋・環境社会）
矢 澤 隆 志 Takashi Yazawa（旭川医大・生化）

K2 第 1日目：9月 12日（木） 12：00～13：00 会場：H会場（816）

第42回日伊生物学会総会
The 42nd Annual Meeting of Italy-Japan Biological Society

オーガナイザー：
横 田 幸 雄 Yukio Yokota（愛知県大・情報）

K3 第 1日目：9月 12日（木） 17：30～20：00 会場：I 会場（821）

熊野灘産底棲無脊椎動物相における最近の話題
Current taxonomic studies on invertebrate fauna in Kumanonada-Sea

オーガナイザー：
古 屋 秀 隆 Hidetaka Furuya（阪大・院理・生物）

K3�1 熊野灘産頭足類にみられるニハイチュウ類
Dicyemid fauna in cephalopods from the Kumano-nada Sea
古屋 秀隆 Hidetaka Furuya（阪大・院理・生物）

K3�2 勢水丸による熊野灘における底生動物相調査
Survey of benthic fauna in the Sea of Kumano by T/S Seisui-Maru
自見 直人 Naoto Jimi1，木村 昭一 Shoichi Kimura2，小川 晟人 Akito Ogawa3，木村 妙子
Taeko Kimura2（1国立極地研究所・生物圏研究グループ，2三重大学・大学院・生物資源学研究科，
3東京大学・大学院・理学系研究科）

K3�3 熊野灘より得られたクモヒトデ類について
Ophiuroids from the Kumano-nada Sea
岡西 政典 Masanori Okanishi（東大・院理・附属臨海）

K3�4 熊野灘から得られたヨツバカワリギンチャク―100 年越しの標本で、分類の混乱に終止符
を！―
Isactinernus quadrilobatus Carlgren, 1918（Anenthemonae：Actinernidae）collected from Sea of Kumano―To put
an end to the taxonomical confusion by the specimen for a century!
泉 貴人 Takato Izumi1,2，藤井 琢磨 Takuma Fujii3，柳 研介 Kensuke Yanagi4，藤田 敏彦
Toshihiko Fujita1,2（1東京大学大学院，2国立科学博物館，3鹿児島大学国際島嶼教育研究センター，
4千葉県立中央博物館分館海の博物館）

K3�5 熊野灘漸深海帯の無脊椎動物における水族館と研究者の連携
Collaboration between aquarium and researchers on invertebrates from Kumano-nada Sea
森滝 丈也 Takeya Moritaki（鳥羽水族館 飼育研究部）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０８０２－６８１２／ｚｓｊｐ９０－２６＿プ：関連学会／ｋｙ１８１４６７６８１２１００２７０２１
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K4 第 1日目：9月 12日（木） 17：30～20：00 会場：J会場（820）

第37回ホヤの生物学談話会
37th Tunicate Workshop

オーガナイザー：
関 口 俊 男 Toshio Sekiguchi（金沢大・環日センター・臨海）
堀 江 健 生 Takeo Horie（筑波大・生命環境・下田臨海）

K4�1 カタユウレイボヤ消化器系遺伝子群の発現と脊索動物の消化システムの進化
Gastrointestinal gene expression patterns in ascidian Ciona intestinalis Type A：insight into the evolution of chor-
date digestive systems
中山 理 Satoshi Nakayama1，小笠原 道生 Michio Ogasawara2（1千葉大・院融合理工・生物，
2千葉大・院理・生物）

K4�2 ホヤ母性因子の極性輸送を司る細胞骨格ダイナミクス
Cytoskeletal dynamics for directional transport of ascidian maternal factors
石井 宏和 Hirokazu Ishii1，谷 知己 Tomomi Tani2（1北大・電子研，2Marine Biological Labora-
tory, Woods Hole, MA）

K4�3 単一細胞トランスクリプトームによるホヤ胚における神経細胞の分化を制御する遺伝子カク
テルの同定
Regulatory cocktail for specific neurons in ascidinas identified by whole-embryo single-cell transcriptomics
堀江 健生 Takeo Horie（筑波大・生命環境系・下田臨海）

K4�4 複雑で規則性のないパターンを個体差なく作り出すしくみ：オタマボヤの幼生発生にける表
皮細胞のパターン形成
Generation of complex and elaborate patterns with invariant cell lineages：Trunk oikoplastic epidermis development
in appendicularians
岸 香苗 Kanae Kishi1,2，林 桃子 Momoko Hayashi1，小沼 健 Takeshi Onuma1，西田 宏記
Hiroki Nishida1（1大阪大・院理・生物，2基生研・初期発生研究部門）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０８０２－６８１２／ｚｓｊｐ９０－２６＿プ：関連学会／ｋｙ１８１４６７６８１２１００２７０２１
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90th Annual Meeting of the

Zoological Society of Japan Abstracts

一般口演発表　日程表

一般口演 
発表会場

9 月 12 日（木）
1 日目　午前

9 月 12 日（木）
1 日目　午後

9 月 14 日（土）
3 日目　午前

9 月 14 日（土）
3 日目　午後

9：00～11：45 13：00～17：15 9：00～11：45 13：00～16：00

A 会場 
（階段教室）

生理 生理 生理 生理

B 会場 
（810）

生理 生理 生理 生理

C 会場 
（811）

生理 発生

D 会場 
（812）

発生 発生 発生 発生

E 会場 
（813）

発生 発生 発生 発生

F 会場 
（814）

遺伝 遺伝 発生 発生

G 会場 
（815）

内分泌 内分泌 内分泌 内分泌

H 会場 
（816）

分類・系統 分類・系統 分類・系統

I 会場 
（821）

生態・行動 生態・行動 生態・行動 生態・行動

J 会場 
（820）

形態・細胞 形態・細胞 生態・行動 生化学

K 会場 
（831）

形態・細胞 形態・細胞 形態・細胞 形態・細胞

39 ●



A 会場 
（階段教室）

B 会場 
（810）

C 会場 
（811）

D 会場 
（812）

E 会場 
（813）

F 会場 
（814）

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

1A0900

昆虫類｜生理

ワモンゴキブリの後胚発生
に伴う嗅感覚細胞のフェロ
モン応答特性の変化
○立石　康介，横張　文男，
渡邉　英博
（福岡大・理・地球圏）

1F0900

魚類｜遺伝

動物ゲノム情報学の再考：
Hi-Cスキャフォルディングの
多数種への利用を通して
○工樂　樹洋
（理研BDR）

1A0930

昆虫類｜生理

カイコガの性フェロモンに応
答する神経回路の活動依
存的な可視化及び操作
山田　裕果，原　千穂，
○菊地　佑介，岩見　雅史，
木矢　剛智
（金沢大・理工・自然シス
テム・生命システム）

1F0930

魚類｜遺伝

ハウザンメダカの性決定遺
伝子は Dmrt1 か？
○山田　裕太，宇野　好宣，
八杉　公基，永野　惇，
成瀬　清，竹花　佑介
（長浜バイオ大学・バイオ
サイエンス研究科・博士
課程前期課程・発生遺伝
学研究室）

1A1000

昆虫類｜生理

フタホシコオロギ味覚嫌悪
学習系の確立
○水波　誠，佐藤　貴光，
呂　恵，渡邊　崇之
（北大・理院・生物科学）

1F1000

両生類｜遺伝

発生・再生生物学の新規モデル生
物イベリアトゲイモリの網羅的遺
伝子発現解析とデータベース整備
○松波　雅俊，鈴木　美有紀，
原本　悦和，福井　彰雅，井上　武，
山口　勝司，内山　郁夫，森　一樹，
田代　康介，伊藤　弓弦，竹内　隆，
鈴木　賢一，阿形　清和，
重信　秀治，林　利憲
（琉球大学・院医学）

1A0915

昆虫類｜生理

ワモンゴキブリの高次嗅覚
中枢における性フェロモン
応答性のニューロン群の同
定
○善　有紗，渡邉　英博
（福岡大・院理・地球圏）

1F0915

魚類｜遺伝

軟骨魚類における性決定
機構解明の試み
○宇野　好宣，山口　和晃，
中村　將，工樂　樹洋
（理研BDR）

1A0945

昆虫類｜生理

クロキンバエの化学感覚を
通してみるシロイヌナズナ
の辛子油化学防衛戦略
○尾崎　まみこ，前田　徹，
水穂　そまれ，國枝　正，
高木　純平，山田　健志，
西村　いくこ，上尾　達也，
波部　峻也
（神戸大学理学研究科　生
物学専攻）

1F0945

魚類｜遺伝

ミナミメダカとキタメダカに
おける性ホルモン曝露によ
る性転換誘導の種間・種内
多様性とGsdf の関係
○明正　大純，渡邉　明帆，
小林　亨
（静県大・食品・環境）

1B0900

鋏角類｜生理

ハエトリグモの視物質の吸
収スペクトルと奥行き知覚メ
カニズムの進化との関係
○小柳　光正，永田　崇，
斉藤　智香，寺北　明久
（大阪市大・院理・生物地
球）

1B0930

甲殻類｜生理

曲がった個眼で光をどう受け
る？～ハマトビムシ複眼にお
ける光受容（その 2）
○山濱　由美，外山　美奈，
Luca	Mercatelli，
Alice	Ciofini，
Alberto	Ugolini，
針山　孝彦
（浜松医大・生物）

1B1000

軟体動物｜生理

チャコウラナメクジにおける
非眼性の光忌避行動と光
感知機構
西山　春佳，永田　茜，
小柳　光正，松尾　優子，
○松尾　亮太
（福岡女子大・国際文理・
環境科学）

1B0915

軟体動物｜生理

スルメイカの感桿型視細胞
の微絨毛内在性アクチン繊
維と光情報伝達系 PLC の
相互作用
○岸上　明生
（岐阜女子大・家政・健康
栄養）

1B0945

甲殻類｜生理

旧口動物がもつ光受容タン
パク質Opn5の分子特性解
析
○藤井　研吾，
酒井　佳寿美，野辺　宣翔，
今元　泰，大内　淑代，
七田　芳則，山下　高廣
（京都大・院理）

1C0900

魚類｜生理

トラザメ胚の体表に存在す
る塩類細胞の機能解明
○遠藤　敬太郎，
住吉　大和，高木　亙，
小川　駿太郎，本田　祐基，
兵藤　晋，井ノ口　繭
（東洋大・院生命・生命）

1C0930

魚類｜生理

魚類の塩分嗜好行動と塩
分適応能
○市川　貴美子，
廣井　準也，小笠原　強
（神奈川大学・理・生物科
学）

1C1000

昆虫類｜生理

癌個体におけるトレハロー
スの役割
○岡田　守弘，Sa	Kan	Yoo
（理化学研究所）

1C0915

魚類｜生理

広塩性魚類鰓塩類細胞の
初期応答
○横山　典彦，橋本　樹，
小笠原　強
（神奈川大・理・生物科学）

1C0945

魚類｜生理

次世代シーケンサーを用い
たベラ科魚類の脳における
静水圧変動関連遺伝子の
探索
○宇田川　伸吾，
竹内　悠記，武方　宏樹，
竹村　明洋
（琉大院・理工）

1D0900

魚類｜発生

ゼブラフィッシュ、メダカ、マ
ウス精子の常温保存法
○酒井　則良
（国立遺伝学研究所・遺伝
形質研究系，総研大・遺
伝学専攻）

1D0930

ほ乳類｜発生

3 次元培養によるマウス精
細管様構造再構築における
ライデイッヒ細胞とp75+ 細
胞の動態について
○安部　眞一，安部　和子，
亀山　広喜
（熊本保健科学大学・保健
科学）

1D1000

ほ乳類｜発生

マウス卵巣顆粒膜細胞にお
けるFas/Fas ligandのアポ
トーシス誘導作用
○中野　奏子，
岡田　佐和子，青山　雅人，
保　智己，安田　恵子
（奈良女子大・院人間文
化・生物）

1D0915

ほ乳類｜発生

卵管液アミノ酸組成をベー
スとするウシ胚培養液の開
発
○近藤　綾香，武田　奈々，
坂原　聖士，高倉　啓，
黒谷　玲子，阿部　宏之
（山形大・院理工・バイオ
化学）

1D0945

ほ乳類｜発生

ウシ胚において密着結合と
接着結合は胚の形態的品
質を決めている
○武田　奈々，伊東　莉菜，
坂原　聖士，高倉　啓，
黒谷　玲子，阿部　宏之
（山形大・工・バイオ化学）

1E0900

刺胞動物｜発生

淡水棲マミズクラゲの全生
活史～その形態と生態～
○小林　千余子，
角谷　正朝，中野　夏海，
川島　牧，裏山　悟司，
永渕　昭良
（奈良県立医科大学・医・
生物）

1E0930

昆虫類｜発生

ショウジョウバエ胚中腸の
部域分化を制御する遺伝子
経路
○村上　柳太郎，
上岡　早紀，原田　由美子，
藤本　啓太，下岡　リリー，
有重　昌彦，吉村　裕一，
田上　和，堀　駿
（山口大・院創成科学）

1E1000

尾索動物｜発生

ホヤ胚のフロアプレートと内
胚葉索にみられる遺伝子発
現調節機構の共通性
○山本　真帆，森継　奈穂，
常深　秀人，大川　奈菜子，
堀江　健生，大沼　耕平，
日下部　岳広
（甲南大・理工・生物）

1E0915

昆虫類｜発生

カブトムシの角形成を制御
する遺伝子制御ネットワーク
の解析
○森田　慎一，新美　輝幸
（基生研・進化発生）

1E0945

昆虫類｜発生

遺伝子強制発現レべルの
可変制御によるショウジョウ
バエ後腸パターン形成の研
究
○白濱　克信，青山　修平，
山本　瑛奈，Liu	Fei，
原田　由美子，松野　浩嗣，
村上　柳太郎
（山口大学・院創成・地球
圏）

9:00

9:15

9:30

9:45

10:00

10:15

10:30

一般口演発表◇第1日目 9月12日（木）

第
１
日
目
口
演
発
表
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G 会場 
（815）

H 会場 
（816）

I 会場 
（821）

J 会場 
（820）

K 会場 
（831）

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

1G0900

両生類｜内分泌

ウシガエル副甲状腺におけ
る機能分子の解析
○西尾　和真，森内　良太，
道羅　英夫，小林　哲也，
岡田　令子，鈴木　雅一
（静岡大・院理・生物科学）

1G0930

両生類｜内分泌

両生類ネッタイツメガエル
性転換個体を用いた持続
可能な雄集団および雌集団
の作製法
○高瀬　稔
（広島大・両生類研究セン
ター）

1G1000

魚類｜内分泌

CDK9 による核型プロゲス
チン受容体のリン酸化がメ
ダカ排卵酵素 MT2-MMP
の発現誘導に必要である
○荻原　克益，高橋　孝行
（北大・院理・生物）

1G0915

両生類｜内分泌

アフリカツメガエルの消化
管再構築におけるHippo
関連遺伝子のホメオログ特
異的な発現変動
○長谷部　孝，藤本　健太，
岡　敦子
（日本医科大・生物）

1G0945

演題取り消し

1I0900

昆虫類｜生態・行動

ササコナフキツノアブラムシ
における絶対共生細菌の
多重感染の発見
○頼本　隼汰，重信　秀治
（基礎生物学研究所・新規
モデル生物開発セン
ター，総合研究大学院大
学・生命科学研究科・基
礎生物学専攻）

1I0930

昆虫類｜生態・行動

ネバダオオシロアリにおける
兵隊分化の初期過程の分
子機構
○鈴木　隆太郎，矢口　甫，
松下　誠，縫部　京吾，
前川　清人
（富山大・院理工）

1I1000

昆虫類｜生態・行動

同所的に分布する近縁ショ
ウジョウバエ 2 種の資源利
用と遺伝分化
○加藤　徹，三ツ橋　圭，
泉谷　洋之，渡部　英昭，
戸田　正憲
（北大・院理・生物）

1I0915

昆虫類｜生態・行動

シロアリにおけるカースト特
異的に発現するリポカリン
遺伝子の発現及び機能解
析
○鈴木　翔吾，矢口　甫，
金崎　直人，林　良信，
重信　秀治，前川　清人
（富山大院・理工）

1I0945

昆虫類｜生態・行動

膜翅目昆虫における精子貯
蔵機能の進化
○鎌田　智也，後藤　彩子
（甲南大・自然科学・生物）

1J0900

刺胞動物｜形態・細胞

ミズクラゲポリプの変態過
程における神経系と横紋筋
の発達
亀田　結奈，○中川　裕之
（福岡大学・理・地球圏科
学）

1K0900

ほ乳類｜形態・細胞

がん化したアストロサイト
（glioblastoma）を用いた
lasp-2 の機能解析
○佃　聡子，田村　安樹子，
松本　桂，中田　志保子，
中山　綾子，中川　裕之，
吉井　幸恵，寺崎　朝子
（千葉大・理・生物）

1J0930

刺胞動物｜形態・細胞

サンゴと褐虫藻の共生を阻
害するマイクロプラスチック
○大久保　奈弥，
田村（中野）美和，
渡辺　竜生
（東京経済大学・全学共通
教育センター）

1K0930

軟体動物｜形態・細胞

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
○八幡　直樹，伊藤　篤子
（国立高専機構・東京高
専・物質）

1J1000

その他｜形態・細胞

無 腸 目 Praesagittifera 
naikaiensis の孵化後発達
段階における神経構造に着
目した新しい洞察
○坂上　登亮，渡邉　佳穂，
池田　理佐，安藤　元紀
（岡山大学・院教育・細胞
生理）

1K1000

ほ乳類｜形態・細胞

SCGB3A2 の生理活性部
位の決定
○佐藤　優衣，
小野　荘太郎，
菊池　真梨子，今野　博行，
阿部　宏之，黒谷　玲子
（山形大・院理工・バイオ
化工）

1J0915

刺胞動物｜形態・細胞

器官配置の時空間ダイナミ
クス；タテジマイソギンチャク
の隔膜形成に基づく研究
○サルペル　サフィエ，
鎌本　直也，平井　珠美，
倉谷　滋，藤本　仰一
（大阪大学・院理・生物）

1K0915

鳥類｜形態・細胞

ニワトリ神経細胞の成長円
錐におけるアクチン結合タ
ンパク質 lasp-1とlasp-2の
挙動の比較
○田中　萌，戸島　拓郎，
上口　裕之，秋山　博紀，
寺崎　朝子
（千葉大・理・生物）

1J0945

刺胞動物｜形態・細胞

薄片技術を用いたキクメイ
シモドキの硬組織と軟組織
の同時観察
○田尻　理恵，徳田　悠希，
江﨑　洋一
（大阪市大・院理・地球生
物）

1K0945

甲殻類｜形態・細胞

甲殻類鰓脚網アルテミア耐
久卵ふ化におけるトロポミオ
シンアイソフォームの解析
○伊藤　篤子，鵜嶋　美優，
吉田　綺音，小泉　淳史
（国立高専機構・東京高
専・物質）

9:00

9:15

9:30

9:45

10:00

10:15

10:30

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9：00～10：30

第
１
日
目
口
演
発
表

41 ●



A 会場 
（階段教室）

B 会場 
（810）

C 会場 
（811）

D 会場 
（812）

E 会場 
（813）

F 会場 
（814）

1A1030

軟体動物｜生理

淡水産巻貝の食事制限依
存的記憶促進におけるイン
スリンとセロトニンの役割
○戸谷　勇輝，中居　詢子，
伊藤　悦朗
（早大・教育・生物）

1F1030

鳥類｜遺伝

エミューゲノムの構築と比較
解析による古顎類の性染
色体進化の解明
○奥野　未来，梶谷　嶺，
田中　裕之，水島　秀成，
黒岩　麻里，伊藤　武彦
（東工大・生命理）

1A1100

軟体動物｜生理

FMRFamide 作動性ナトリ
ウムチャネルの細胞外ドメイ
ンに存在するFMRFamide
結合部位の探索
○古川　康雄，田頭　伊織
（広島大・院統合生命科
学・神経生物）

1F1100

刺胞動物｜遺伝

刺胞動物 opsin の遺伝子
重複と分子進化
○井元　順一，池尾　一穂
（遺伝研・ゲノム進化）

1A1130

魚類｜生理

GnRH3-SynaptopHluorin
メダカ ex vivo 脳標本から
記録されたGnRH3ニューロ
ンからの自発的開口放出活
動
○阿部　秀樹，木山　純平，
梶浦　真司
（名古屋大・院生命農・水
圏動物学）

1F1130

昆虫類｜遺伝

ショウジョウバエ成虫卵巣
の輸卵管における羽化後の
細胞分化
○近藤　茜，中村　翔一，
向　正則
（甲南大学・自然科学研究
科・生物専攻）

1A1045

軟体動物｜生理

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
コリンと調節因子
○小林　卓，村尾　ゆづき，
小松　称々，定本　久世
（徳島文理大・香川薬）

1F1045

魚類｜遺伝

東アフリカ産淡水魚シクリッ
ドゲノムにおける祖先多型
遺伝子座の起源
○樋口　拓人，西原　秀典，
梶谷　嶺，豊田　敦，
伊藤　武彦，岡田　典弘，
二階堂　雅人
（東工大・生命理工学院）

1A1115

軟体動物｜生理

軟体動物腹足類アメフラシ
（Aplysia kurodai）の神経
ペプチド , AkFXXFamide, 
の発現と生理作用
村上　翠，有藤　拓也，
高橋　俊雄，浮穴　和義，
古満　芽久美，植木　龍也，
小原　政信，○森下　文浩
（広島大・院統合生命・基
礎生物）

1F1115

昆虫類｜遺伝

ヤマトシロアリにおける性決
定遺伝子の発現パターン
○前川　清人，甲斐　啓馬，
宮崎　智史，藤原　克斗，
林　良信，重信　秀治
（富山大院・理工）

1B1030

環形動物｜生理

無脊椎動物の繊毛型オプシ
ンの多様なシグナル伝達特
性とそれを利用した光操作
ツールの作製
○塚本　寿夫
（分子研，JSTさきがけ）

1B1100

尾索動物｜生理

パッチクランプ法によるホヤ
幼生光受容細胞のイオン
チャネル解析
○杉原　尭歩，中川　将司，
堀江　健生，櫻井　啓輔
（筑波大・生命環境・生物
科学）

1B1130

魚類｜生理

ヤツメウナギ幼生に見られ
るphoto-kinesis への松果
体の役割
坂井　美咲，熊田　侑起，
山下（川野）絵美，
佐藤　宏明，○保　智己
（奈良女子大・理・化学生
物環境，奈良女子大・共
生科学研究センター）

1B1045

線形動物｜生理

線虫 C. eleganceを用いた
光駆動型アニオンチャネル
による超高感度かつ低毒性
な光神経抑制の実証
山梨　太郎，真木　美紗代，
○小島　慧一，渋川　敦史，
塚本　卓，高木　新，
須藤　雄気
（岡山大・院医歯薬）

1B1115

魚類｜生理

無顎類ヤツメウナギの脳深
部に存在する新規光受容
器官の非視覚オプシンに着
目した組織学的解析
○山下（川野）絵美，
由良　南々帆，小柳　光正，
和田　清二，寺北　明久，
保　智己
（奈良女子大・理・化学生
物環境）

1C1030

魚類｜生理

ウナギ仔魚の腸に存在する
繊毛の特徴と消化吸収過
程における機能
○安藤　忠，小磯　雅彦
（水研機構・西水研）

1C1100

両生類｜生理

捕食者曝露によるXeno-
pus Tropicalis の脳内変
化に関する解析
○町田　和優，
五十嵐　結香，森笹　瑞樹，
小倉　淳，嶺井　隆平，
柏木　昭彦，柏木　啓子，
柳澤　幸雄，井上　菜穂子，
森　司
（日大・生資・海洋）

1C1130

両生類｜生理

イベリアトゲイモリマクロ
ファージマーカー遺伝子の
探索
○長谷部　ももこ，
森山　侑輝，福井　彰雅
（中央大学・理工学研究
科・生命科学専攻）

1C1045

両生類｜生理

長期絶食時のアフリカツメ
ガエル肝臓におけるエネル
ギー代謝の変化
○中島　安美，石原　顕紀，
山内　清志
（静岡大・院理・生物）

1C1115

魚類｜生理

メダカ顆粒球コロニー刺激
因子（G-CSF）の好中球
産生作用の解析
○小川　斐女，安齋　賢，
山岸　遼，成瀬　清，
加藤　尚志
（早大院・先進理工・生命
理工）

1D1030

ほ乳類｜発生

足場の硬さが制御する膣間
質細胞由来の上皮運命決
定因子の発現機構
○中島　忠章，上妻　雅，
平澤　朋子，友岡　康弘，
松永　行子
（東京大学・生産技術研究
所）

1D1100

ほ乳類｜発生

マウス濾胞選択における
17β-estradiol の関与
○渡邉　弥也，中潟　直己，
竹尾　透，荻原　克益
（北大・院生命科学・生命
システム科学）

1D1130

ほ乳類｜発生

TEKTIN3と相互作用する
CFAP53 の哺乳類精子に
おける局在解析
○飯田　弘，井原　由理
（九州大・農・動物学）

1D1045

ほ乳類｜発生

Izumo1 遺伝子の選択的ス
プライシングによってマウス
の配偶子融合は保証される
○齋藤　貴子，和田　郁夫，
井上　直和
（福島医大・医・細胞科学）

1D1115

ほ乳類｜発生

プロタミン1 の精子成熟過
程における影響
○竹田　直樹，荒木　喜美
（熊本大・IRDA・疾患モ
デル）

1E1030

尾索動物｜発生

ホヤ Zic 転写因子 Zic-r.a
は、2 つの異なる筋肉細胞
系譜の細胞で、転写調節機
構を使い分けている
○小田（石井）いずみ，
余　徳立，佐藤　ゆたか
（京大・院理・生物科学）

1E1100

両生類｜発生

アフリカツメガエル胞胚に
おける転写制御：ZGAを再
現する卵無細胞系を用いた
解析
○大隅　圭太，澤田　光晴，
熊澤　衛二郎，山崎　風夏，
加藤　さつき，岩渕　万里
（名大・院理・生命理学）

1E1130

両生類｜発生

アフリカツメガエル胚の腹
側に見られる白色三日月環
○下村　駿太，高坂　涼介，
坂井　雅夫
（鹿児島大学理工学研究科
生命化学専攻）

1E1045

尾索動物｜発生

ホヤ初期胚において胚性発
現を開始する遺伝子の調節
関数の決定
○徳岡　三紀，前田　一貴，
望月　敦史，佐藤　ゆたか
（京都大・院理・生物科学）

1E1115

両生類｜発生

アフリカツメガエル卵片細
胞死を割球組み合わせに
よって救助する
○坂井　雅夫，松永　晴菜
（鹿児島大・院理工・生命
化学）
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G 会場 
（815）

H 会場 
（816）

I 会場 
（821）

J 会場 
（820）

K 会場 
（831）

1G1030

魚類｜内分泌

メダカを用いた排卵に重要
なGnRH ニューロンの高頻
度発火発生機構の解析
○池上　花奈，馬谷　千恵，
岡　良隆
（東京大・院理・生物科学）

1G1100

魚類｜内分泌

クサフグ GnRH2 遺伝子の
ウルトラディアン発現調節
機構の解析に向けた遺伝
子改変魚の作製
○上村　佳正，北橋　隆史，
黒川　大輔，飯田　碧，
安東　宏徳
（新潟大・佐渡自然共生科
学センター・臨海）

1G1130

魚類｜内分泌

ココナッツ油投与によるトラ
フグ下垂体へのフィードバッ
ク効果
○山口　明彦，石井　義真，
古谷　泰平
（九州大学・農院・海洋生
物学）

1G1045

魚類｜内分泌

真骨魚類メダカを用いた繁
殖期依存的な摂食行動の
中枢制御機構の解析
○田杭　夕里佳，
武田　進吾，和井田　洋世，
木村　智貴，神田　真司，
岡　良隆，馬谷　千恵
（東京大・院理・生物科学）

1G1115

魚類｜内分泌

未成魚および成魚のトラフグの産卵
期における視床下部-下垂体-生殖
腺系に関わる遺伝子の発現解析
○Md.	Mahiuddin	
Zahangir，Palkowska	
Weronika，安東　宏徳，小
木曽　正造，鈴木　信雄，松
原　創，上田　宏
（新潟大・臨海）

1I1030

昆虫類｜生態・行動

ショウジョウバエ幼虫におけ
る逃避行動の時間枠を生み
出す神経基盤の解明
○中溝　真未，吉野　次郎，
近藤　周，榎本　和生
（東京大学・院理・生物科
学）

1I1100

昆虫類｜生態・行動

婚姻贈呈行動に関わるショ
ウジョウバエ脳内ニューロン
○小金澤　雅之，
鈴木　拓也，山元　大輔
（東北大・院・生命科学）

1I1130

昆虫類｜生態・行動

キイロショウジョウバエにお
ける、光依存的な嗅神経の
発火頻度と細胞外電位の
上昇機構の研究
○池田　和明
（北海道大学・生命科学
院・生命システム科学
コース・行動制御科学分
野・田中研究室）

1I1045

昆虫類｜生態・行動

味覚嗜好性の神経メカニズ
ム
○酒井　萌花，
大豆生田-石川　夏子，
榎本　和生
（東京大・院理・生物科学）

1I1115

昆虫類｜生態・行動

ショウジョウバエの性的2型
を示す新規神経の性行動
における機能
○平尾　嵩志，江島　亜樹，
田中　暢明
（北大・理，名大・医）

1J1030

扁形動物｜形態・細胞

淡水生ウズムシ類咽頭筋細
胞の 3 次元構造解析
太田　有香，千葉　史也，
岩﨑　哲宏，川村　勇樹，
○中内　祐二
（山形大・理・生物）

1K1030

その他｜形態・細胞

カブトクラゲ櫛板を構成する
CTENO189 の同定
○城倉　圭，柴　小菊，
稲葉　一男
（筑波大・下田臨海）

1J1100

軟体動物｜形態・細胞

コウイカの吸盤形成過程の
組織学的観察
○金原　僚亮，幸塚　久典，
小口　晃平，中村　真悠子，
三浦　徹
（東大・院理・附属臨海）

1K1100

尾索動物｜形態・細胞

ホヤ 精 子 鞭 毛 に おける
cAMPとカルシウムイオン
による微小管滑り運動の協
調的制御
○山口　さやか，柴　小菊，
稲葉　一男
（筑波大・下田臨海）

1J1130

軟体動物｜形態・細胞

淡水性巻貝ヨーロッパモノ
アラガイにおける貝殻形態
の水流に対する表現型可
塑性
○鈴木　七海，石川　彰人，
遠藤　一佳
（東京大・院理・地球惑星
科学）

1K1130

ほ乳類｜形態・細胞

活性酸素種によるcAMP/
PKA/チロシンリン酸化シグ
ナル伝達非依存的なマウス
精子受精能獲得制御
○竹井　元，Darya	Tourzani，
Pablo	Visconti
（獨協医科大学・医学部・生理，
Department	of	Veterinary	＆	
Animal	Sciences,	University	
of	Massachusetts,	Amherst）

1J1045

環形動物｜形態・細胞

ミドリシリスにおけるストロ
ナイゼーション：繁殖個体分
化における二次的頭部の
形成過程
○中村　真悠子，
小口　晃平，三浦　徹
（東大・院理・臨海）

1K1045

尾索動物｜形態・細胞

カタユウレイボヤ精子運動
調節におけるKCNGチャネ
ルの役割
○柴　小菊，稲葉　一男
（筑波大・下田臨海）

1J1115

軟体動物｜形態・細胞

ムカデミノウミウシの成長に
応じたミノ形成過程
○戸川　優弥子，
進士　淳平，深津　武馬，
三浦　徹
（筑波大・院・生命環境）

1K1115

ほ乳類｜形態・細胞

マウス精子に存在する電位
依存性ホスファターゼの機
能
○河合　喬文，岡村　康司
（阪大・院医・統合生理）
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A 会場 
（階段教室）

B 会場 
（810）

C 会場 
（811）

D 会場 
（812）

E 会場 
（813）

F 会場 
（814）

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

1A1300

鳥類｜生理

ウズラのハーダー腺内の抗
菌ペプチド mRNA 発現は
短鎖脂肪酸の経口摂取に
より上昇する
○佐藤　玄基，金谷　実咲，
蓮沼　至，岩室　祥一，
菊山　榮，小林　哲也
（埼玉大・院理工・生体制
御）

1F1300

昆虫類｜遺伝

無翅昆虫類マダラシミにお
け るdoublesex ア イ ソ
フォームの機能解析
○千頭　康彦，新美　輝幸
（総研大・生命科学・基礎
生物，基生研・進化発生）

1A1330

尾索動物｜生理

スジキレボヤの接着部位に
局在するvWFAタンパク質
の発現と金属結合能
○植木　龍也
（広島大・院統合生命・基
礎生物学）

1F1330

昆虫類｜遺伝

カイコ変異体優性赤蟻 Ia
の濃色メラニン抑制メカニ
ズムの解析
○坂寄　和哉，二橋　亮，
内山　博允，矢嶋　俊介，
坪田　拓也，飯塚　哲也，
瀬筒　秀樹，二橋　美瑞子
（茨城大・院理・生物）

1A1400

尾索動物｜生理

カタユウレイボヤ卵胞のカ
テプシンH アンチセンス
RNA 由来ペプチドの同定
○酒井　翼，松原　伸，
白石　慧，川田　剛士，
高橋　俊雄，佐竹　炎
（（公財）サントリー生科財
団）

1F1400

甲殻類｜遺伝

オオミジンコにおける眼形成
関連遺伝子の機能解析
○成瀬　大地，志賀　靖弘
（東京薬科大・院生命）

1A1315

魚類｜生理

ナマズ目コリドラスの独特な
繁殖様式 Sperm drinking
における精嚢分泌タンパク
質の探索
○紙谷　惇樹，山本　真穂，
大道　裕，後藤　彩子，
日比野　拓，河野　菜摘子
（明治大学・農学研究科・
生命科学専攻）

1F1315

昆虫類｜遺伝

カイコガにおけるfruitless
ホモログ遺伝子の発現及び
機能解析
○上野　真純，中田　匡美，
岩見　雅史，木矢　星歌，
木矢　剛智
（金沢大・理工・自然シス
テム・生命システム）

1A1345

尾索動物｜生理

カタユウレイボヤにおける
多環芳香族炭化水素受容
体の探索
○関口　俊男，中山　理，
矢澤　隆志，小笠原　道生，
鈴木　信雄，早川　和一，
和田　修一
（金沢大・環日センター・
臨海）

1F1345

昆虫類｜遺伝

マウス Bax 遺伝子を利用し
た新しい細胞死誘導システ
ム
○炭谷　めぐみ，
山本　大介，笠嶋　克巳，
山田　信人，坪田　拓也，
飯塚　哲也，瀬筒　秀樹
（農研機構・生物研）

1B1300

魚類｜生理

魚類におけるエキソン/イン
トロン構造の異なるロドプシ
ン遺伝子の多様化過程の
解析
○藤藪　千尋，佐藤　恵太，
Ni	Made	Laksmi	Utari，
大内　淑代，七田　芳則，
山下　高廣
（京大・理）

1B1330

魚類｜生理

ゼブラフィッシュ松果体にお
ける波長検出に関わる光受
容タンパク質パラピノプシン
の不活性化機構の解析
○沈　宝国，和田　清二，
永田　崇，山下（川野）絵美，
小柳　光正，寺北　明久
（大阪市大・院理・生物地
球）

1B1400

魚類｜生理

ゼブラフィッシュにおける網
膜から視索前野への光入
力経路の解析
○白木　知也，武藤　彩，
川上　浩一
（遺伝研・遺伝形質・発生
遺伝）

1B1315

魚類｜生理

ゼブラフィッシュ松果体にお
ける非感色性光応答を担う
光受容タンパク質の解析
○和田　清二，小柳　光正，
寺北　明久
（大阪市大・院理・生物地
球，大阪市大・
OCARINA）

1B1345

魚類｜生理

ゼブラフィッシュにおいて松
果体光受容タンパク質が関
わる光点灯時の遊泳活性
の制御
○中田　玄樹，和田　清二，
小柳　光正，寺北　明久
（大阪市大・院理・生物地
球）

1C1300

両生類｜発生

ツメガエル初期胚の外胚葉
パターニングにおける物理
的な力の関与
○道上　達男，金島　時，
中桐　悠一郎，山元　孝佳
（東京大・院総文・広域科
学）

1C1330

昆虫類｜発生

シロアリにおけるカースト特
異的発生制御：ホルモン情
報と位置情報の統合
○小口　晃平，三浦　徹
（東大・院理・附属臨海）

1C1400

棘皮動物｜発生

イトマキヒトデ胚は原腸胚期
まで口部反口部軸調節能を
持つ
○木尾　勇気
（鹿児島大学・理工学研究
科・総合理工学）

1C1315

両生類｜発生

アフリカツメガエルにおける
islet1 転写調節機構の解
析
○宮川　美保，木下　勉
（立教大・院理・生命理学）

1C1345

甲殻類｜発生

CRISPR/Cas9 によるゲノ
ム編集を利用したオオミジン
コHox 遺伝子群の機能解
析
草場　興起，宮崎　渚，
○志賀　靖弘
（東薬大・生命・食品科学）

1D1300

鳥類｜発生

ウズラの精子鞭毛長が受精
に及ぼす影響
○笹浪　知宏，広橋　教貴，
松崎　芽衣
（静岡大・農）

1D1330

棘皮動物｜発生

イトマキヒトデにおけるリラ
キシン様生殖腺刺激ペプチ
ドの幼生での発現
○清本　正人，三田　雅敏
（お茶大・湾岸センター）

1D1400

魚類｜発生

インビボアッセイにより選択
された排 卵 誘 導 遺 伝 子
pax2aのゲノム編集技術に
よるノックアウト系統の作出
○Pachoensuk	Theeranukul，
福與　健人，Wanlada	
Klangnurak，徳元　俊伸
（静大・自然科学系教育
部・バイオサイエンス）

1D1315

魚類｜発生

ゲノム編集によるプロゲス
テロン膜受容体遺伝子群
の生理機能の解析
沼部　令奈，小倉　みなみ，
福與　健人，ラザイン　	
タンビール，モスタフィ
ズール　ラハマン，	
○笹岡　神楽，徳元　俊伸
（静岡大・総合科学技術研
究・理学）

1D1345

魚類｜発生

琵琶湖固有魚種ホンモロコ
（Gnathopogon caerules-
cens）の生殖細胞培養とin 
vitro 配偶子形成
○高田　達之，檜垣　彰吾，
西江　友美，明平　佳子，
楠見　憲一郎，佐川　知優，
藤岡　康弘，酒井　則良，
平澤　明
（立命館大学・薬学部）

1E1300

鳥類｜発生

部分除去したニワトリ胚肢
芽間充織の修復時に起こる
細胞動態変化
○佐藤　祐貴，藤原　桃子，
原田　怜，大湖　史朗，
和田　直之
（東京理大・理工・応用生
物）

1E1330

両生類｜発生

ツメガエルマクロファージ
マーカーの探索
○柳澤　マリア，
佐藤　妃奈乃，森山　侑輝，
福井　彰雅
（中央大・院理工・生命科
学）

1E1400

両生類｜発生

イモリ心臓再生過程におけ
るcyclinD1 の発現制御機
構の研究
○生田　裕美，東　翔平，
竹内　隆，林　利憲
（広島大学・大学院統合生
命科学研究科）

1E1315

魚類｜発生

ゼブらフィッシュにおける個
体発生段階ごとの胸鰭内
骨格再生能力
○吉田　渓悟，阿部　玄武，
田村　宏治
（東北大・院生命科学・生
態発生適応科学）

1E1345

両生類｜発生

アフリカツメガエルの心筋
再生におけるpou5f3.2 発
現細胞の役割
○金川　芽衣，木下　勉
（立教大・院理・生命理学）
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G 会場 
（815）

H 会場 
（816）

I 会場 
（821）

J 会場 
（820）

K 会場 
（831）

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

1G1300

魚類｜内分泌

キンギョにおいてコレシスト
キニンの脳室内投与は不安
様行動を惹起する
サチリガ　サチリガ，
吉田　大祐，中町　智哉，
今野　紀文，○松田　恒平
（富山大・院理工・生体制
御）

1G1330

魚類｜内分泌

ゼブラフィッシュ硫酸化コレ
シストキニン（zfCCK-8s）
脳室内投与はゼブラフィッ
シュの不安様行動を誘発す
る
○吉田　大祐，横堀　絵里，
中町　智哉，今野　紀文，
松田　恒平
（富山大・院理工・生体制
御）

1G1400

魚類｜内分泌

ヌタウナギのプロゲステロ
ン受容体とコルチコステロイ
ド受容体の単離と機能解析
○陳　澤，林　暁智，勝　義直
（北海道大・院生命・生命
システム）

1G1315

魚類｜内分泌

キンギョの情動行動に及ぼ
すα-黒色素胞刺激ホルモン
の脳室内投与の影響
○渡邉　桂佑，今野　紀文，
中町　智哉，松田　恒平
（富山大・院理工・生体制
御）

1G1345

魚類｜内分泌

ゾウギンザメのプロゲステロ
ン受容体のヘリックス3−ヘ
リックス 5 相互作用の研究
○林　暁智，兵藤　晋，
勝　義直
（北海道大・院生命・生命
システム）

1I1300

昆虫類｜生態・行動

コオロギの生得的逃避行動
における異なる戦略間のト
レード・オフ
○佐藤　和，設樂　久志，
小川　宏人
（北海道大・院生命・生命
システム）

1I1330

昆虫類｜生態・行動

フタホシコオロギの偏光視
に基づく場所記憶形成
○松原　伸明，岡田　龍一，
佐倉　緑
（神戸大・理・生物）

1I1400

昆虫類｜生態・行動

ニホンミツバチとセイヨウミ
ツバチの女王パイピングの
時間特性の違い
○山本　哲，菅原　道夫，
岡田　龍一，池野　英利
（兵庫県立大・環境人間）

1I1315

昆虫類｜生態・行動

コオロギの音源定位ナビ
ゲーションにおける接 近
フェーズの解析
○本丸　尚人，設樂　久志，
小川　宏人
（北大・院生命・生命シス
テム）

1I1345

昆虫類｜生態・行動

fruitless 遺伝子は原始的
な昆虫で脳の性分化に関わ
るか？
○渡邊　崇之，水波　誠
（北大・院理・生物）

1J1300

原生動物｜形態・細胞

ハリタイヨウチュウの軸足
収縮を誘発しない免疫細胞
化学法に適用可能な固定
法の開発
池田　理佐，村井　桃果，
○黒川　美樹，坂上　登亮，
齋藤　昇，安藤　元紀
（岡山大・院教育・細胞生
理）

1K1300

ほ乳類｜形態・細胞

神経応答の概日変動がに
おいの嗜好性により異なる
メカニズム
○藤島　航大，竹内　俊祐，
冨樫　和也，清水　貴美子，
深田　吉孝，榎本　和生
（東京大学大学院	理学系
研究科	生物科学専攻）

1J1330

棘皮動物｜形態・細胞

ウニ胚形態形成の細胞骨
格観察に基づくモデル化
○渡辺　開智，黒瀬　友太，
坂本　尚昭，粟津　暁紀
（広島大学・院統合生命・
数理生命科学）

1K1330

両生類｜形態・細胞

エリスロポエチン受容体発
現を指標とするアフリカツメ
ガエル赤血球前駆細胞の
分化段階の決定と組織分
布
○野村　一騎，小川　斐女，
加藤　梓，加藤　太一，
加藤　尚志
（早大院・先進理工・生命
理）

1J1400

昆虫類｜形態・細胞

セイヨウミツバチワーカー組
織標本作製時の腹腔内固
定液注入による中腸固定
効果の検証
○稲元　哲朗，
溝端　丞之介，高橋　純一
（京都府農村振興課，京都
産業大・生命科学）

1K1400

魚類｜形態・細胞

軟骨魚類心臓コネクチンの
構造
○花島　章，氏原　嘉洋，
大平　桃子，岩佐　真衣，
児玉　彩，橋本　謙，毛利　聡
（川崎医大・生理 1）

1J1315

棘皮動物｜形態・細胞

ウニ初期胚発生における核
内染色体の動的構造変化
および細胞特異的変化
○安井　優平
（広島大・院統合生命科
学・数理生命科学）

1K1315

ほ乳類｜形態・細胞

高効率な逆行性標識ウイル
スの開発
○中浜　諒大，冨樫　和也，
榎本　和生
（東大・理学系・生物科学）

1J1345

棘皮動物｜形態・細胞

ラッパウニのアリストテレス
のランタンの 3D 模型の作
製
○田守　正樹，安田　翔也
（東工大・生命理工学院）

1K1345

両生類｜形態・細胞

アフリカツメガエルにおける
色素発現・色素顆粒形成
○福澤　利彦
（慶應大・生物）
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A 会場 
（階段教室）

B 会場 
（810）

C 会場 
（811）

D 会場 
（812）

E 会場 
（813）

F 会場 
（814）

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

1A1430

魚類｜生理

メダカにおける性ステロイド
ホルモンによる末梢赤血球
数の変動の評価
○山岸　遼，小川　斐女，
加用　大地，神田　真司，
野村　一騎，加藤　尚志
（早大院・先進理工・生命
理工）

1F1430

緩歩動物｜遺伝

トゲクマムシのマルチオミク
ス解析による乾眠関連因子
の探索
○村井　結美，藤原　正幸，
冨田　勝，荒川　和晴
（慶大・先端生命研，慶大
院・政策・メディア・先
端生命）

1A1500

魚類｜生理

11-KT 投与により新生する
成熟雌ティラピア GnRH3
ニューロンの由来はどこか？
○沖田　圭介，成田　康人，
鈴木　達郎，金子　豊二，
村上　志津子，
大谷―金子　律子
（東洋大・院生命科学）

1F1500

線形動物｜遺伝

線虫 C. elegans の低温耐
性に関わる新規遺伝子の
同定
○水野　賢美，高垣　菜式，
水口　洋平，豊田　敦，
太田　茜，久原　篤
（甲南大学統合ニューロバ
イオロジー研究所）

1A1530

魚類｜生理

過密ストレスやコルチゾール
が 成 熟 雌 ティラピ ア の
GnRH3 ニューロン数及び
血中ホルモン濃度に及ぼす
影響
○齋藤　眞子，松浦　一輝，
大谷―金子　律子
（東洋大・院生命科学）

1F1530

甲殻類｜遺伝

オオミジンコにおける長鎖ノン
コーディング RNA によるdou-
blesex1 遺伝子の活性化
○加藤　泰彦，	
Christelle	Alexa	Perez，
Quang	Nong，	
Nur	Syafiqah	Mohamad	
Ishak，和田　忠志，渡邉　肇
（大阪大・院工・生命先端）

1A1445

魚類｜生理

メス特異的なNpb 発現を示
すペプチドニューロンの性行
動制御における役割
○中城　光琴，
平木（梶山）十和子，
大久保　範聡
（東京大・院理・生物科学）

1F1445

線形動物｜遺伝

線虫 C. elegans の低温耐
性を正に制御する転写伸長
因子 TCEB-3
○井関　敏啓，高垣　菜式，
水口　洋平，豊田　敦，
太田　茜，久原　篤
（甲南大学統合ニューロバ
イオロジー研究所）

1A1515

魚類｜生理

11-KT投与により雌ティラピ
ア脳終神経節付近で見られ
た JAK-STAT シグナル経
路関連遺伝子発現の変化
○安次富　萌，
Young-Che	Tseng，
Ruo-Dong	Chen，
Pung-Pung	Hwang，
大谷-金子　律子
（東洋大・院生命科学・生命科学）

1F1515

線形動物｜遺伝

線虫 C. elegans の低温馴
化の多様性を引き起こす遺
伝子多型
○岩戸　茜，岡畑　美咲，
小山　穂美，吉名　佐和子，
水口　洋平，豊田　敦，
三谷　昌平，太田　茜，
久原　篤
（甲南大学統合ニューロバ
イオロジー研究所）

1B1430

両生類｜生理

ネッタイツメガエルで同定さ
れた Opsin5 サブファミリー
遺伝子の進化的保存性
○井口　由実子，
大本　友理奈，
村上　柳太郎，
栗山　真里奈，
石井　日香里，西川　真帆，
堀　学，原田　由美子
（山口大・理）

1B1500

その他｜生理

時空間モデルを用いた視細
胞の細胞形態と光応答の
連関解析
田中　智行，○櫻井　啓輔
（筑波大・生命環境・生物）

1B1530

ほ乳類｜生理

ホタルルシフェリン誘導体を
投与したマウスにみられる
肝臓発光
○林　唯奈，斎藤　亮平，
牧　昌次郎，吉川　朋子，
仲村　厚志
（電通大・情報理工学・基
盤理工学）

1B1445

両生類｜生理

影刺激が引き起こすツメガ
エル幼生の反射的な上昇
遊泳は，眼と松果体複合体
による光受容が介在する
○原田　由美子，近藤　佑美，
吉住　朋哉，石井　日香里，
河村　公美子，河盛　祐介，
石井　明恵，村上　柳太郎
（山口大・院創成科学・地
球圏生命物質科学）

1B1515

ほ乳類｜生理

マウス視細胞で発見された
光依存的なProtein kinase 
A 活性化の分子機構
○佐藤　慎哉，松田　道行
（京大・院生命科学）

1C1430

両生類｜発生

脊椎動物胚の左右非対称
性を生み出す Nodal シグナ
ル長距離伝達機構とその進
化過程
○池田　貴史，山元　孝佳，
平良　眞規，武田　洋幸
（東京大・院理・動物発生）

1C1500

魚類｜発生

魚類におけるhand 遺伝子
の機能解析
○大牧　創，古川　大雅，
守山　裕大，小柴　和子
（東洋大学院・生命科学研
究科）

1C1530

棘皮動物｜発生

ウニ胚左右軸決定因子の
探索
○鈴木　智佳，谷口　順子，
柴田　珠杉，稲葉　一男，
谷口　俊介
（筑波大・生命環境・下田
臨海）

1C1445

魚類｜発生

ゼブラフィッシュの鰭条における
前後軸パターンとその形成機構
浜田　裕貴，植本　俊明，
田中　祥貴，本田　祐基，
北嶋　慶一，梅田　哲也，
川上　厚志，新屋　みのり，
川上　浩一，田村　宏治，
○阿部　玄武
（東北大・院生命・生態発
生適応）

1C1515

ほ乳類｜発生

マウス神経管発生過程にお
けるWnt 産生細胞の伸長
の制御と意義
○篠塚　琢磨，高田　律子，
高田　慎治
（基生研，ExCELLS）

1D1430

刺胞動物｜発生

エダアシクラゲの暗タイプの
放卵を誘起する光条件と卵
成熟誘起神経ペプチドの動
態
○菅原　悠香，出口　竜作
（宮城教育大学・発生）

1D1500

昆虫類｜発生

ショウジョウバエ始原生殖
細胞における体細胞性遺
伝子抑制機構の役割
○香山　瑞生，浅岡　美穂，
森田　俊平，林　誠，小林　悟
（筑波大・生命環境科学・
生物科学，生存ダイナミ
クス研究センター・小林
研究室）

1D1530

魚類｜発生

メダカ精子形成過程におけ
るdazl 結合タンパク質の解
析
○奥川　稔太郎，
文谷　政憲，水野　貴之，
前田　淳史，三好　真千，
箕田　康一
（徳島文理大・院工・ナノ
物質）

1D1445

昆虫類｜発生

ショウジョウバエ始原生殖
細胞におけるNanosとPgc
タンパク質による体細胞性
遺伝子抑制機構
○浅岡　美穂，香山　瑞生，
羽生-中村　賀津子，
中村　輝，小林　悟
（筑波大・生存ダイナミク
ス研究センター）

1D1515

昆虫類｜発生

ショウジョウバエ卵形性に
異常を示す突然変異体の
解析
○八木　克将，川端　有喜
（名大・院理・生命理学）

1E1430

魚類｜発生

ゼブラフィッシュ下顎におけ
る骨格筋再生機構の解析
○大湖　史朗，平田　普三，
和田　直之
（東京理大・理工・応用生
物）

1E1500

両生類｜発生

ツメガエル幼生尾の再生に
関わるIL-11 下流遺伝子の
解析
○出口　桃子，深澤　太郎，
久保　健雄
（東大・院理・生物科学）

1E1530

両生類｜発生

アフリカツメガエル幼生の
尾部再生時に傷表皮で発
現する分泌性シグナル因子
遺伝子の解析
○菊本　葵，奥村　晃成，
梅園　良彦，餅井　真
（兵庫県立大学・大学院生
命理学研究科・生命科学
専攻）

1E1445

両生類｜発生

後肢肢芽期のニホンアカガ
エル幼生における尾の再生
と頭胴部、尾部の成長
○千郷　由依，託見　健，
清水　慶子
（岡山理科大・理・動物）

1E1515

魚類｜発生

ゼブラフィッシュ尾ヒレ修復
時における再生を促す上皮
組織の解析
○中島　渉，中西　壮野，
石田　誠幸，細谷　崚介，
大湖　史朗，和田　直之
（東京理大・院理工・応用
生物）

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

一般口演発表◇第1日目 9月12日（木）

第
１
日
目
口
演
発
表

● 46



G 会場 
（815）

H 会場 
（816）

I 会場 
（821）

J 会場 
（820）

K 会場 
（831）

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

1G1430

甲殻類｜内分泌

組換えクルマエビ甲殻類雌
性ホルモンの投与実験
○安保　裕子，甲高　彩華，
大平　剛
（神奈川大・理・生物）

1G1500

棘皮動物｜内分泌

マヒトデ目ヒトデの放卵活性
に対するリラキシン様生殖
腺刺激ペプチド（RGP）誘
導体の影響
○三田　雅敏，
Maurice	R	Elphick，
片山　秀和
（早稲田大・先端生命医科
学センター，昭和大・
医・生化学）

1G1530

軟体動物｜内分泌

ホタテガイにおける2 種類
の pyGnRH の性分化と卵
形成に及ぼす影響
○福島　隆広，長澤　一衛，
Thitiphuree	Tongchai，
角田　渉，尾定　誠
（東北大学・院農・水圏動
物生理）

1G1445

甲殻類｜内分泌

クルマエビの幼生変態の内
分泌機構の解析
○豊田　賢治，山根　史裕，
大平　剛
（神奈川大・理学・生物，
東京理科大・基礎工・生
物工学）

1G1515

扁形動物｜内分泌

原始神経葉ホルモン「プラ
チトシン」の末梢と中枢での
機能
○小林　蒼，松川　祐大，
濱田　麻友子，筒井　直昭，
吉田　真明，関口　俊男，
Debbie,	L	Hay，
Joseph,	J	Gingell，
坂本　竜哉，坂本　浩隆
（岡山大・臨海実験所）

1I1430

昆虫類｜生態・行動

メスとオスが互いに翅を食
い合う：リュウキュウクチキゴ
キブリの配偶行動
○大崎　遥花，粕谷　英一
（九大・生態）

1I1500

昆虫類｜生態・行動

都市公園におけるセミ類の
発育に影響する環境要因
○藤井　智浩，長尾　拓哉，
中村　圭司
（岡山理科大・生物地球・
生物地球）

1I1530

魚類｜生態・行動

サメのゲノム配列から明ら
かとなった生息水深への視
覚の適応
○山口　和晃，小柳　光正，
原　雄一郎，野津　了，
佐藤　圭一，寺北　明久，
工樂　樹洋
（理研・BDR）

1I1445

刺胞動物｜生態・行動

刺胞動物ヒドラにおける睡
眠様状態の発見
○伊藤　太一，金谷　啓之，
猿渡　悦子，佐藤　文，
小早川　義尚
（九大・基幹教育院・自然
科学実験系部門）

1I1515

魚類｜生態・行動

メダカの塩分選好性行動と
海水適応能獲得に要する
時間
○汲田　尚史，中町　智哉，
松田　恒平，今野　紀文
（富山大・院理工・生体制
御）

1J1430

昆虫類｜形態・細胞

トンボの体色多型と性分化
○二橋　亮
（産総研・生物プロセス）

1J1500

昆虫類｜形態・細胞

カメムシの消化管に存在す
る共生器官はどのように形
成されるのか
○大石　紗友美，森山　実，
古賀　隆一，深津　武馬
（東大・院理・生物科学，
産総研・生物プロセス）

1J1530

昆虫類｜形態・細胞

カブトムシの角はどのように
「折り畳まれた状態」で作ら
れるのか？
足立　晴彦，○後藤　寛貴，
松田　佳祐，近藤　滋
（遺伝研・生態遺伝）

1J1445

昆虫類｜形態・細胞

ミネトワダカワゲラ Scopura 
montana Maruyama, 1987
における肥厚漿膜細胞およ
び肥厚漿膜クチクラの微細
構造学的研究（昆虫綱・カ
ワゲラ目・トワダカワゲラ科）
○武藤　将道，町田　龍一郎
（筑波大・生命環境系，日
本学術振興会特別研究員
PD）

1J1515

昆虫類｜形態・細胞

ネバダオオシロアリの兵隊
型生殖虫に分化する個体
の特定と発生過程の観察
○縫部　京吾，増岡　裕大，
前川　清人
（富山大院・理工）

1H1430

刺胞動物｜分類・系統

腹足類アラムシロの貝殻上
から最近発見されたヒドロ
虫類について
○並河　洋，亀田　勇一
（国立科博・筑波）

1H1500

刺胞動物｜分類・系統

深海性イシサンゴ Desmo-
phyllum dianthus の無性
生殖様式と微細構造観察
○千徳　明日香，徳田　悠希
（琉球大・理学部）

1H1530

その他｜分類・系統

下田で発見された背面突起
を有する無腸動物の研究
○浅井　仁，中野　裕昭
（筑波大・生命環境科学・
下田臨海）

1H1445

刺胞動物｜分類・系統

日本産淡水棲マミズクラゲ
の分子系統解析
○中野　夏海，角谷　正朝，
裏山　悟司，永渕　昭良，
小林　千余子
（奈良県立医大・院医・生
物）

1H1515

その他｜分類・系統

瀬戸内海の無腸動物とその
共生藻の分布と遺伝的分
化
○彦坂　暁，綿貫　七海，
松浦　綾音，岡部　楓，
新保　早，彦坂　智恵
（広島大・院統合生命・生
命環境）

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

9 10 11 12 13 14 15 16 17

14：30～16：00

第
１
日
目
口
演
発
表

47 ●



A 会場 
（階段教室）

B 会場 
（810）

C 会場 
（811）

D 会場 
（812）

E 会場 
（813）

F 会場 
（814）

1A1600

鳥類｜生理

キンカチョウの歌選択的応
答にかかわる特異的な音響
情報について
○院田　雅裕，吉田　彩乃，
堀田　耕司，岡　浩太郎
（慶大理工院・基礎理工・
生命システム情報）

1F1600

扁形動物｜遺伝

3 倍体プラナリアの雌性減
数分裂における染色体分
配機構の解明
○鏑木　百，松本　緑
（慶應大・院理・基礎理工）

1A1630

鳥類｜生理

免疫組織化学法によるウズ
ラ内耳上皮組織を構成する
細胞種の同定
○苅田　奈穂，小林　春也，
坂上　登亮，池田　理佐，
斎藤　昇，安藤　元紀
（岡山大・院教育・細胞生
理）

1F1630

両生類｜遺伝

アフリカツメガエル硫酸転
移酵素遺伝子とその活性
特性
○山内　清志，勝又　慎平，
尾崎　正尚，石原　顕紀
（静岡大・理・生物）

1A1700

魚類｜生理

クロメバル雄の精巣発達に
伴う尿産生および膀胱発達
○天谷　貴史，征矢野　清
（長崎大学・大学院水産・
環境科学総合研究科，長
崎大学・海洋未来イノ
ベーション機構・環東シ
ナ海海洋資源研究セン
ター）

1F1700

ほ乳類｜遺伝

糞 DNA 解析によって判明
した皇居タヌキの遺伝構造
と溜め糞場利用様式
○天池　庸介，岸田　宗範，
酒向　貴子，手塚　牧人，
増田　隆一
（北大・院理・生物）

1A1615

鳥類｜生理

鳥類における三種混合麻
酔薬の検討：カエデチョウ
科鳥類キンカチョウとジュウ
シマツを用いた研究
○池渕　万季，
岡ノ谷　一夫，
Hans-Joachim	Bischof
（理研・CBS）

1F1615

両生類｜遺伝

アフリカツメガエル cxcl12
同祖遺伝子の解析
○森山　祐佳，森山　侑輝，
福井　彰雅
（中央大学・理工学研究
科・生命科学）

1A1645

ほ乳類｜生理

マウスの新奇恐怖の強度お
よび味覚嫌悪記憶獲得の
週齢依存的な相違
○吉田　彩乃，
田母神　佳奈，渡辺　愛子，
藤原　宏子，佐藤　亮平，
宮本　武典
（日本女子大院・理・物質
生物機能科学）

1F1645

魚類｜遺伝

メダカ黒斑変異体 Varie-
gatedはヒトカーニー複合の
皮膚病態モデルである
○橋本　寿史，合田　真，
静　隆志，小林　健一，
三木　千晶，井上　慎子，
Myra	Villareal，礒田　博子，
大谷　勝己，西槇　俊之，
木村　哲晃，成瀬　清，日比　正彦
（名古屋大・院理・生命）

1B1600

ほ乳類｜生理

CaMKIIα 機能的 KO はマ
ウスの輪回し活動と自発行
動の概日リズムを乖離させ
る
○吉川　朋子，本間　研一，
重吉　康史，本間　さと
（近畿大・医・解剖）

1B1630

魚類｜生理

ゼブラフィッシュ眼球におけ
る時計遺伝子の日長応答
性
○東海林　洋輔，
岡野　恵子，更谷　有哉，
岡野　俊行
（早大・院先進理工・電気
情報生命）

1B1700

魚類｜生理

カンモンハタにおける生殖
関連遺伝子の月周性変動と
メラトニンの月光情報伝達
因子としての役割
○福永　耕大，
山科　芙美香，竹内　悠記，
竹村　明洋
（琉大・院理工・海洋環境）

1B1615

ほ乳類｜生理

マウス視交叉上核における
免疫染色法を用いた AMP
キナーゼの解析
○石田　健司，滝瀬　直人，
法師人　昂紀，前田　裕昭，
吉川　朋子，仲村　厚志
（電通大・情報理工・基盤
理工）

1B1645

魚類｜生理

メダカにおける温度情報を
もとにした季節繁殖のしくみ
の解明
○丸山　迪代，四宮　愛，
足立　大輔，永野　惇，
吉村　崇
（名大・院生命農，基生
研・季節生物）

1C1600

尾索動物｜発生

Nodal 遺伝子を持たない脊
索動物オタマボヤにおける
左右非対称形成
○小沼　健，林　桃子，
行者　蕗，岸　香苗，王　凱，
西田　宏記
（阪大・院理・生物科学）

1C1630

尾索動物｜発生

ホヤ卵細胞質再配置を司る
表層アクチンネットワークの
時空間的変動
○石井　宏和，谷　知己
（北大・電子研）

1C1700

棘皮動物｜発生

棘皮動物の五放射相称体
制の構築に関与する水腔
葉の形成過程
○宇田川　澄生，
近藤　真理子，三浦　徹
（東大・院理・臨海）

1C1615

棘皮動物｜発生

ヒトデにおける五放射相称
形成の発生メカニズム
○山川　隼平，守野　孔明，
和田　洋
（筑波大・生命環境）

1C1645

棘皮動物｜発生

ビピンナリア期からブラキオ
ラリア期へ；ヒトデ幼生の身
体サイズの増加と神経ネッ
トワーク形成
○古川　亮平，田口　瑞姫，
田内　珠子，倉石　立，
金子　洋之
（慶應義塾大学・自然セ・
生物学教室）

1D1600

両生類｜発生

有尾両生類の始原生殖細
胞の決定におけるvasaおよ
び dazl 遺伝子機能の解析
○客野　瑞月，
佐久間　哲志，鈴木　賢一，
山本　卓，野瀬　俊明，
恒川　直樹，竹内　隆，
林　利憲
（広島大学大学院統合生命
科学研究科）

1D1630

昆虫類｜発生

メチオニン代謝制御による
生殖系列におけるトランス
ポゾン抑制機構
○林　良樹，小林　悟
（筑波大・TARAセン
ター）

1D1700

魚類｜発生

ゼブラフィッシュ生殖顆粒因
子 Meioc によるリボソー
ム・翻訳活性の亢進と精原
細胞分化における重要性
○河﨑　敏広，酒井　則良
（遺伝研・遺伝形質）

1D1615

昆虫類｜発生

ショウジョウバエにおける
Mycを介した生殖系列の品
質管理機構
○太田　龍馬，小林　悟
（筑波大・TARAセン
ター）

1D1645

昆虫類｜発生

ショウジョウバエ生殖細胞
性遺伝子 vasa 遺伝子の異
所的発現が体細胞に与え
る影響
○中村　翔一，近藤　茜，
平　誠司，小林　悟，
小島　麻琴，鈴木　みのり，
政所　重智，向　正則
（甲南大・自然科学研究
科・生命機能科学）

1E1600

棘皮動物｜発生

プルテウス幼生の再生
○美濃川　拓哉
（東北大・生命・浅虫）

1E1630

両生類｜発生

アフリカツメガエルの四肢
再生における背腹軸形成
機構の解析
○嶋田　侑莉，越智　陽城，
横山　仁
（弘前大・院農学生命・分
子生命）

1E1700

扁形動物｜発生

カズメウズムシ眼点の再生
からプラナリア再生のルー
ルを探る
山本　裕輝，梅園　良彦，
○織井　秀文
（兵庫県立大・理・生命理
学）

1E1615

棘皮動物｜発生

マナマコ消化管再生機構の
解析
○杉田　宇惇，塩尻　信義，
鳥山　優，小池　亨
（静岡大・院総合科学技
術・理・生物科学）

1E1645

両生類｜発生

アフリカツメガエル PBE の
胚内外でのアポトーシス
○大田　風文，楠本　朋生，
坂井　雅夫
（鹿児島大学・理工学研究
科・生命化学専攻）
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G 会場 
（815）

H 会場 
（816）

I 会場 
（821）

J 会場 
（820）

K 会場 
（831）

1G1600

昆虫類｜内分泌

幼若ホルモンによる脂質代
謝制御機構の解明
○佐藤　綾香，大原　裕也，
小林　公子
（静岡県立大・院薬食・食
品栄養科学）

1G1630

昆虫類｜内分泌

キイロショウジョウバエ交尾
後の生殖幹細胞増殖にお
ける栄養と腸ホルモンの役
割
○星野　涼，吉成　祐人，
近藤　周，谷本　拓，
丹羽　隆介
（筑波大・院生命環境）

1G1700

昆虫類｜内分泌

ツヤケシオオゴミムシダマシ
における混み合いによる変
態抑制に関わる遺伝子の
探索
○栂　浩平，外川　徹
（日本大学・文理）

1G1615

昆虫類｜内分泌

SUMO 化経路によるエクジ
ステロイド産生制御機構の
解析
○大原　裕也，小林　公子
（静岡県大・食品栄養科
学・食品生命科学）

1G1645

昆虫類｜内分泌

女王階級の無いアミメアリ
における繁殖分業を制御す
る内分泌機構の解析
荒木　鞠那，宮川　美里，
鈴木　智大，○宮川　一志
（宇都宮大・バイオ）

1I1600

魚類｜生態・行動

c-fos 分布パターンを指標と
したヨシノボリ属の生殖的
隔離を司る行動メカニズム
の解析
○川口　将史，松本　浩司，
山本　直之，仲山　慶，
曽我部　篤，柴田　淳也，
川西　亮太，須藤　文和，
村上　安則，一條　裕之
（富山大・医・解剖）

1I1630

魚類｜生態・行動

ハゼ科魚類に見られる異な
る配偶システムを生み出す
脳内バソトシン・イソトシン
系の比較形態学的研究
○福田　和也，椋田　崇生，
川口　将史，山本　直之
（名古屋大・院生命農・水
圏動物学）

1I1700

魚類｜生態・行動

タンガニイカ湖産カワスズメ
科魚類の交雑と配偶システ
ムおよび行動の関係性
○守田　昌哉，佐藤　駿，
佐伯　泰河
（琉球大学・熱帯生物圏研
究センター・瀬底研究施
設）

1I1615

魚類｜生態・行動

鱗食魚における左右性の
可塑性
○竹内　勇一，小田　洋一
（富山大・医・解剖学）

1I1645

魚類｜生態・行動

ミナミメダカの雄における雌
の質に応じた戦略的な精子
配分
○近藤　湧生，幸田　正典，
古屋　康則，安房田　智司
（大阪市立・院理・生物地
球）

1J1600

尾索動物｜形態・細胞

カタユウレイボヤ幼生の遊
泳運動における自動的形状
解析
岩谷　靖，長谷川　修也，
○西野　敦雄
（弘前大・農学生命・生物）

1J1630

魚類｜形態・細胞

ノックアウトメダカを用いた
アリールスルファターゼ B

（ArsB）の機能解析
○光永　敬子，猪早　敬二，
安増　茂樹
（広島大・院統合生命科
学・数理生命科学）

1J1700

魚類｜形態・細胞

脊椎動物における体節性
以外の繰り返し構造につい
て　硬骨魚類脊髄神経後
枝の背鰭への分布を考察す
る
○大澤　得二
（九州栄養福祉大・食物栄
養・食物栄養）

1J1615

尾索動物｜形態・細胞

卵体積減少に伴うホヤ尾芽
胚の組織ごとのスケーリン
グ戦略
○松村　薫，中村　允，
小泉　航，堀田　耕司，
岡　浩太郎
（慶應義塾大学大学院・理
工学研究科・生命システ
ム情報）

1J1645

魚類｜形態・細胞

鰭から四肢への進化に関
わった魚類・四足動物特異
的遺伝子の探索
○工藤　栄大，
米井　小百合，牧野　能士，
阿部　玄武，田村　宏治
（東北大学・生命・生態発
生適応科学）

1H1600

鋏角類｜分類・系統

コゲチャザトウムシとアカサ
ビザトウムシクロオビ型の核
型分化と体サイズの形質置
換
○鶴崎　展巨，三島　香澄
（鳥取大・農・動物分類，
鳥取大・地域・地域環境）

1H1630

昆虫類｜分類・系統

標本DNAを用いたアブラゼ
ミ族の系統関係
○長太　伸章
（科博・標本資料セン
ター）

1H1615

鋏角類｜分類・系統

チーズを熟成するチーズコナ
ダ ニ Tyrolichus casei 
Oudemans, 1910（Acari-
formes：Sarcoptiformes：
Acaridae）の分子系統解
析
○島野　智之，蛭田　眞平，
清水　伸泰
（法政大学）

1H1645

その他｜分類・系統

ナポリ動物学実験所動物
学標本の分類学者インデッ
クスの作成
○木原　章，
トラバリーニ　アンドレア
（法政大・自然科学セン
ター）
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A 会場 
（階段教室）

B 会場 
（810）

C 会場 
（811）

D 会場 
（812）

E 会場 
（813）

F 会場 
（814）

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

3A0900

その他｜生理

平板動物における運動メカ
ニズムの検証
○高谷　謙介，中野　裕昭
（筑波大・生命環境科学・
下田臨海）

3F0900

両生類｜発生

アフリカツメガエルの一次
造血における各局在因子
Val の役割
○佐川　実沙，雜賀　睦実，
前野　貢
（新潟大・大学院・自然科
学）

3A0930

扁形動物｜生理

プラナリアの周期性自発的
運動の解析
○楢橋　真理環，
阿形　清和，井上　武
（学習院大・院自然科学・
生命科学）

3F0930

両生類｜発生

アフリカツメガエル赤血球
転換に与える甲状腺ホルモ
ンと貧血誘導の影響
○生駒　晶穂，山口　雅裕
（鈴鹿高専・生物応用化学
科）

3A1000

甲殻類｜生理

X 線分析顕微鏡（XGT）を
用いた甲殻類の口器の先
端部の Br 蓄積の研究
○村上　琴美，向　雅生，
吉野　広軌，横山　政昭
（東京都立富士高等学校）

3F1000

両生類｜発生

アフリカツメガエルの血球
形成におけるPou5f3.3 の
発現と機能の解析
○江澤　美南海，木下　勉
（立教大・院理・生命理学）

3A0915

その他｜生理

クシクラゲの櫛板は繊毛で
できた巨大単結晶である
○岩本　裕之，城倉　圭，
稲葉　一男
（SPring-8・JASRI）

3F0915

両生類｜発生

アフリカツメガエル胚の一
次造血におけるG-CSF/
G-CSFr シグナルの役割
○永澤　芽ぶき，
中田　圭介，前野　貢
（新潟大学・院・自然科学）

3A0945

環形動物｜生理

多様な機械感覚刺激にお
いて動員されるヒル神経節
のニューロン群：網羅的イ
メージング法による機能的
マッピング
○冨菜　雄介，岡　浩太郎，
Wagenaar,	A	Daniel
（慶應義塾大・理工・生命
情報，カリフォルニア工
科大学・生物/生物工学）

3F0945

両生類｜発生

アフリカツメガエルの心臓
形成におけるIslet1. L およ
び Islet1. S の遺伝子発現
解析
○高橋　くるみ
（立教大学・理学研究科・
生命理学専攻・木下研究
室）

3B0900

両生類｜生理

有尾両生類アホロートル
TRPV1 の同定と機能解析
○堀　翔悟，齊藤　修
（長浜バイオ大学・バイオ
サイエンス・バイオサイ
エンス）

3B0930

ほ乳類｜生理

特異な細胞小器官「1 次繊
毛」とアルツハイマー病―
次世代型疾患モデルマウス
を用いた研究―
○河渕　省吾，三木　大輔，
斉藤　貴志，西道　隆臣，
小林　勇喜，斎藤　祐見子
（広島大・統合生命・総合
科学部）

3B1000

線形動物｜生理

線虫 C.elegans の低温耐
性に関わるGPCR 型温度
センサー同定と解析
○大西　康平，三浦　徹，
宇治澤　知代，太田　茜，
久原　篤
（甲南大・統合ニューロ）

3B0915

魚類｜生理

低 水 温 を 好 むイトヨ の
TRPA1 の刺激応答性
○西川　翔，齊藤　修
（長浜バイオ大・院・バイ
オサイエンス）

3B0945

ほ乳類｜生理

一次繊毛局在型Gタンパク
質共役型受容体の解析
○小林　勇喜，武田　茉朋，
西村　宣哉，斎藤　祐見子
（広島大・統合生命・総合
科学部）

3D0900

魚類｜発生

タツノオトシゴの育児嚢の
形成への FGF シグナルの
関与
○原田　明里，川原　玲香，
川口　眞理
（上智大・院・理工）

3D0930

尾索動物｜発生

ホヤ精子アスタシン様金属
プロテアーゼの性質と受精
における役割
○服部　郁也，
橋下　志津弥，磯和　幸延，
白江-倉林　麻貴，
荒木　聡彦，澤田　均
（名大・院理・臨海）

3D1000

両生類｜発生

ゲノム編集により作成した
精子運動開始因子 SMIS
遺伝子改変アカハライモリ
の卵ジェリー層の表面構造
○高山―渡辺　絵理子，
佐藤　多恵，中内　祐二，
渡邉　明彦
（山形大・基盤教育）

3D0915

昆虫類｜発生

ショウジョウバエ始原生殖
細胞の性決定に関与する
新規遺伝子の探索
○三浦　博樹，太田　龍馬，
林　誠，小林　悟
（筑波大学・生命環境科学
研究科・生物科学専攻）

3D0945

尾索動物｜発生

CatSper は精子運動の調
節のみに関わるカルシウム
チャネルか ?
吉田　薫，木島　大雅，
○吉田　学
（東京大・院理・臨海）

3E0900

扁形動物｜発生

プラナリア有性化における
アミノ酸の役割
清水　辰海，江川　碧唯，
石川　正樹，関井　清乃，
古川　亮平，小林　一也，
石田　哲夫，○前澤　孝信
（津山高専・総合理工・先
進科学）

3E0930

軟体動物｜発生

軟体動物 Lymnaea stag-
nalis における右巻・左巻
間比較貝殻プロテオーム解
析
○石川　彰人，清水　啓介，
磯和　幸延，竹内　猛，
藤江　学，浅見　崇比呂，
佐藤　矩行，遠藤　一佳
（東京大学・院理・地球惑
星科学）

3E1000

緩歩動物｜発生

発生 3 日目がクマムシ Hyp-
sibius exemplaris の孵化
に重要である
○吉田　祐貴，杉浦　健太，
冨田　勝，松本　緑，
荒川　和晴
（慶應義塾大学	先端生命
科学研究所，慶應義塾大
学大学院	政策・メディ
ア研究科）

3E0915

扁形動物｜発生

プラナリア有性化因子の給
餌刺激で発現が誘導される
遺伝子について
○黒田　道生，成田　美優，
萬田　冴佳，頼本　隼汰，
山口　勝司，重信　秀治，
古川　亮平
（弘前大学・農学生命科学
部・生物学科）

3E0945

昆虫類｜発生

チョウの翅発生過程のリア
ルタイムイメージングによる
新知見
平田　香南子，○大瀧　丈二
（琉球大・理・生物）
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G 会場 
（815）

H 会場 
（816）

I 会場 
（821）

J 会場 
（820）

K 会場 
（831）

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

3G0900

鳥類｜内分泌

鳴禽類の野生原種と家禽
種 に お け るメソト シン
mRNA 発現細胞の脳内分
布
○戸張　靖子，佐藤　芳美，
丸谷　桃花，藤岡　明香，
神作　宜男，鈴木　研太，
岡ノ谷　一夫
（麻布大・獣医・動物応用
科学）

3G0930

ほ乳類｜内分泌

マウスにおける視床下部分
泌性小タンパク質 NPGLと
NPGM のオシレーション解
析
○門田　惇希，岩越　栄子，
鹿野　健史朗，成松　勇樹，
古満　芽久美，浮穴　和義
（広島大・院統合生命）

3G1000

ほ乳類｜内分泌

幼若期の一過性甲状腺ホ
ルモン欠乏はマウス大脳皮
質形成を撹乱し成熟個体
の行動発現に変化をもたら
す
○内田　克哉，
蓮岡　健太郎，守屋　孝洋，
小林　健一，井樋　慶一
（東北大・院情報科学・情
報生物）

3G0915

鳥類｜内分泌

松果体アロプレグナノロン
は PACAP 発現を促すこと
で小脳プルキンエ細胞の細
胞死を抑制する
○原口　省吾，スルチョードリ　
ビシュワジット，中町　智哉，
松田　恒平，徳元　俊伸，
橘　哲也，筒井　和義
（昭和大・医・生化学，早
稲田・教育・生物）

3G0945

ほ乳類｜内分泌

マウスにおける視床下部分
泌性小タンパク質 NPGL
の遺伝子過剰発現解析
○成松　勇樹，門田　惇希，
岩越　栄子，鹿野　健史朗，
古満　芽久美，浮穴　和義
（広島大・院統合生命）

3I0900

甲殻類｜生態・行動

チゴガ二のウェービングおよ
び各種行動時における鉗
脚運動筋と心臓の活動
○杉村　東陽，岡田　二郎
（長崎大・水環）

3I0930

甲殻類｜生態・行動

植物プランクトンを介したオ
オミジンコに対する除草剤・
アトラジンの生殖毒性
○Pijar	Religia，Yasuhiko	Kato，
Ery	Odette	Fukushima，
Tomoaki	Matsuura，
Toshiya	Muranaka，
Hajime	Watanabe
（大阪大・院工・生命先端
工学）

3I1000

鋏角類｜生態・行動

伊豆大島沖におけるトゲウ
ミグモの生活史と後胚発生
について
○宮﨑　勝己，星野　修
（新潟大・理・自然環境）

3I0915

甲殻類｜生態・行動

シカツノウミクワガタにおけ
るオスの大顎多型と交尾前
ガード
○進士　淳平，工藤　一馬，
三浦　徹
（東大・院理・附属臨海）

3I0945

甲殻類｜生態・行動

クロイソカイメン中に棲息す
るシカツノウミクワガタの分
布パターン
○工藤　一馬，進士　淳平，
田中　克彦，松本　忠夫，
三浦　徹
（放送大・文化科学・自然
環境科学）

3J0900

鳥類｜生態・行動

セキセイインコのコンタクト・
コール学習と高次聴覚領域
○佐藤　亮平，藤原　宏子，
渡辺　愛子，田母神　佳奈，
Matthijs,	A.	Zandbergen，
Johan,	J.	Bolhuis，
宮本　武典
（北里大・医・生理）

3K0900

両生類｜形態・細胞

ツチガエルの性決定・性分
化に対するエストロゲン及
びエストロゲン合成酵素

（Aromatase）の役割
○大池　輝，伊藤　悦朗，
安増　茂樹，中村　正久
（早稲田大学・院先進理工
学研究科・生命理工学専
攻，日本学術振興会特別
研究員）

3J0930

鳥類｜生態・行動

ニワトリヒナの大脳巣外套
尾側部は刻印付け記憶の
保持に関わる
○青木　直哉，藤田　俊之，
藤田　永子，山口　真二，
本間　光一
（帝京大・薬・病態分子生
物）

3K0930

両生類｜形態・細胞

両生類無尾目ユビナガカエ
ル科における骨組織の共通
点と相違点
○近藤　恵昭，加藤　英明，
雪田　聡
（静岡大・教育・理科教育）

3J1000

線形動物｜生態・行動

線虫 C. elegans の学習記
憶に依存した行動切り替え
を制御するインスリン経路
の働き
○富岡　征大，張　文瑄，
飯野　雄一
（東大・院理・生物科学）

3K1000

は虫類｜形態・細胞

水棲および陸上脊椎動物
が獲物を丸呑みにする仕組
みの多様性と共通性：放射
光 X 線イメージングを用いた
解析
○岡田　央人，古森　大樹，
塩本　咲希，桑原　健太，
上杉　健太朗，星野　真人，
八田　公平
（兵庫県立大・院・生命）

3J0915

鳥類｜生態・行動

異種間ハイブリッドソング
バードにおける歌学習能力
○柴田　ゆき野，和多　和宏
（北海道大学大学院生命科
学院）

3K0915

両生類｜形態・細胞

カエル亜目の指の第一関節
に見られる挿入骨格要素の
発生過程とその多様性
中西　健介，長谷川　真，
竹尾　紘一，○田澤　一朗
（広島大・両生類研）

3J0945

魚類｜生態・行動

初めての性経験がオスメダ
カの求愛行動と脳の遺伝
子発現に及ぼす影響
○大門　将寛，勝村　啓史，
竹内　秀明
（岡山大・院自然）

3K0945

は虫類｜形態・細胞

カメの背甲は内骨格由来
か？
○疋田　努，林　昭次，
亀崎　直樹，太田　英利
（京大・院理）

3H0900

紐形動物｜分類・系統

タカクラヒモムシとみられる
2タイプのヒモムシ間の生殖
隔離
○池永　潤平，吉田　学
（東京大・院理・附属臨海）

3H0930

扁形動物｜分類・系統

DNA バーコーディングによ
り判明した巨大なホソヒラム
シ類の隠蔽種について
○露木　葵唯，大矢　佑基，
柁原　宏
（北海道大学・院理・自然
史科学）

3H0915

扁形動物｜分類・系統

核型および DNA バーコー
ディングに基づく淡水棲プラ
ナリアの再検討―国内に
生息するSeidlia 属および
Polycelis属の4種について―
○西谷　信一郎，織井　秀文
（大阪府立箕面東高等学
校）

3H0945

その他｜分類・系統

ニハイチュウの共進化とホス
トスイッチ
○中島　大暁，古屋　秀隆
（阪大・院理・生物）

3H1000

環形動物｜分類・系統

環形動物多毛類における
多起源的な骨片獲得
○自見　直人，藤本　心太，
竹原　真美，伊村　智
（極地研）
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A 会場 
（階段教室）

B 会場 
（810）

C 会場 
（811）

D 会場 
（812）

E 会場 
（813）

F 会場 
（814）

3A1030

昆虫類｜生理

キイロショウジョウバエの雄
特異筋形成機構 1―運動
神経におけるFruitless の
発現と細胞死の関与―
○小森　袈乃子，
山元　大輔，木村　賢一
（北教大・札幌・生物）

3F1030

ほ乳類｜発生

Pitx2 異所性発現マウスの
心臓形態異常の解析
○川村　颯，片野　亘，
大橋　正幸，茂木　大樹，
草薙　未英，川上　翔士，
多鹿　友喜，小柴　和子
（東洋大学大学院・生命科
学研究科）

3A1100

昆虫類｜生理

新規な神経活動マーカー遺伝
子stripeを利用したショウジョ
ウバエの神経回路の可視化
と操作による社会的文脈依
存的行動の神経基盤の解析
木矢　星歌，塩谷　捺美，
西内　巧，岩見　雅史，
○木矢　剛智
（金沢大・理工・生命理
工・生命システム）

3F1100

棘皮動物｜発生

イトマキヒトデ後期幼生にお
ける核型トランスグルタミ
ナーゼの機能：タンパク質
同化と新たなヒストン修飾
○池上　晋，中の　三弥子，
金子　洋之
（広島大・生物生産，慶應
大・自然セ）

3A1130

軟体動物｜生理

アメフラシ（Aplysia kuro-
dai）における中枢神経系と
消化管神経系との関係
○近藤　日名子，黒川　信
（首都大・院理・生命科学）

3F1130

昆虫類｜発生

ショウジョウバエ感覚ニュー
ロンにおける軸索再編成メ
カニズム
○德光　和波，
長谷川　恵理，榎本　和生
（東京大・院理・生物科学）

3A1045

昆虫類｜生理

キイロショウジョウバエの雄
特異筋形成機構 2―支配
運動神経の活動抑制の影響―
○熊野　梨美，山元　大輔，
木村　賢一
（北教大・札幌・生物）

3F1045

棘皮動物｜発生

ウニ幽門近郊の腸管神経
系の形態と機能
○谷口　順子，谷口　俊介
（筑波大学・生命環境系・
下田臨海，JSPS・PD）

3A1115

尾索動物｜生理

ホヤ幼生のマウスナー様神
経は、逃避行動を引き起こ
さない
○村田　大夢，堀江　健生，
中川　将司
（兵庫県立大・院理・生命
理学）

3F1115

昆虫類｜発生

ショウジョウバエ感覚ニュー
ロンの樹状突起刈り込みを
制御するCa2+ 振動機構の
解明
○柳　学理，長谷川　恵理，
榎本　和生
（東京大学・院理・生物科
学）

3B1030

線形動物｜生理

神経ペプチド様分子によっ
て調節される線虫 C. ele-
gans の温度馴化神経回路
○藤井　智子，本村　晴佳，
五百蔵　誠，太田　茜，
久原　篤
（甲南大・院自然科学・生
物学専攻・生体調節学研
究室）

3B1100

昆虫類｜生理

モンゼンイスアブラムシ兵隊
が示すゴール修復の分子基
盤と種間比較解析
○沓掛　磨也子，森山　実，
重信　秀治，深津　武馬
（産総研・生物プロセス）

3B1130

昆虫類｜生理

鱗粉が脱落して翅が透明に
なるガ：オオスカシバの鱗粉
の特異な形態・脱落機構・
進化
○吉田　昭広，加藤　義臣，
高橋　啓暢，児玉　隆治
（基生研・構造多様性）

3B1045

昆虫類｜生理

共生細菌がつくるカロテノイ
ド色素を利用したカメムシの
体色形成
○森山　実，深津　武馬
（産総研・生物プロセス，
産総研・CBBD-OIL）

3B1115

昆虫類｜生理

ハマダラカ雌におけるdou-
blesex 遺伝子欠損の吸血
および血液消化への影響
○山本　大介，
炭谷　めぐみ，加藤　大智
（自治医大・医・医動物学）

3D1030

棘皮動物｜発生

ウニ卵受精時の表層 Caフ
ラッシュと開始膜電流 Ion
の特性
○毛利　達磨
（自然科学研究機構・生理
研・個別研究）

3D1100

両生類｜発生

イモリ精子細胞内 Ca2+ の
中片への局在は受精時の
運動開始に必要である
○佐藤　のぞみ，
牧野　奈々恵，
渡辺　絵理子，渡辺　明彦
（山形大・理・生物）

3D1130

尾索動物｜発生

カタユウレイボヤの自家不
和合性に関わるs/v-The-
mis-B2 ア レ ル の cDNA 
cloningと発現解析
○糠谷　晴彦，
白江-倉林　麻貴，澤田　均
（名古屋大・院理・臨海）

3D1045

尾索動物｜発生

ホヤにおける精子走化性の
種特異性をもたらす分子基
盤
○吉田　薫，池永　潤平，
荒武　里衣，吉田　学
（桐蔭横浜大・医工・生命
医工）

3D1115

両生類｜発生

精子MMP-2 HPXはツメガ
エル受精での電気的多精
拒否に必要である
渡部　茉美，平岩　梓，
上野　秀一，上野　智代，
中島　圭介，矢尾板　芳郎，
○岩尾　康宏
（山口大・院創成科学・地
球圏生命物質科学）

3E1030

扁形動物｜発生

プラナリアにおける熱ストレ
ス耐性に必要な低分子量
熱ショックタンパク質遺伝
子の同定
齊川　佳織，今成　朋嗣，
○和田　修一
（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）

3E1100

昆虫類｜発生

ショウジョウバエ前胸腺を
用いた核内倍加の下流因
子の探索
○加藤　勇輝，大原　裕也，
小林　公子
（静岡県大院・薬食生命・
食品栄養）

3E1130

ほ乳類｜発生

マウス初期胚における小胞
体ストレスの誘導とその影
響の解析
○加藤　貴仁，坂原　聖士，
高倉　啓，黒谷　玲子，
阿部　宏之
（山形大・院理工・バイオ
化学）

3E1045

刺胞動物｜発生

ミズクラゲにおける雌雄特
異的マーカーの探索と同定
○池原　正恒，植木　龍也，
西村　和馬，隠岐　智脩，
高村　克美
（福山大・工学研究科・生
命工学）

3E1115

両生類｜発生

3 種の両生類における胚表
皮レクチン
○永田　三郎，田沼　繭子
（日本女子大・理・生物）
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G 会場 
（815）

H 会場 
（816）

I 会場 
（821）

J 会場 
（820）

K 会場 
（831）

3G1030

ほ乳類｜内分泌

出産後のマウス子宮の形態
的変化とコラーゲンについ
て
○島田　伊吹，佐藤　友美
（横浜市立大学大学院・生
命ナノシステム科学研究
科・生命環境システム科
学専攻）

3G1100

ほ乳類｜内分泌

マウス卵巣におけるアロマ
ターゼ遺伝子の発現制御
○高橋　純夫，藤岡　竜矢，
小島　史也，相澤　清香，
御輿　真穂，竹内　栄
（岡山大・院自然科学・生
物科学）

3G1130

ほ乳類｜内分泌

マウス卵胞顆粒膜細胞の
Inhbb 発 現 制 御における
Runx3 の関与
○小島　史也，泰山　浩司，
竹内　栄，高橋　純夫
（川崎医大・医・自然科学）

3G1045

ほ乳類｜内分泌

新生仔期マウスへのジエチ
ルスチルベストロール投与
による多卵濾胞の発生とア
クチビンシグナルの関与
○牛ノ濱　千夏，佐藤　友美
（横浜市立大学大学院・生
命ナノシステム科学研究
科・生命環境システム科
学専攻）

3G1115

ほ乳類｜内分泌

ラット下垂体隆起部におけ
るニューロメジンU の概日リ
ズム発現の制御機構
○相澤　清香，
神之田　有紗，
原田　有希菜，高橋　純夫，
竹内　栄
（岡山大・院自然）

3I1030

軟体動物｜生態・行動

アマオブネとアマガイの対
捕食者戦略の違い
○田中　碧衣，若山　典央，
大和田　正人，金沢　謙一
（神奈川大・院・理学）

3I1100

その他｜生態・行動

ミサキムチョウウズムシの繁
殖様式と生殖腺の発達
○三浦　徹
（東大・院理・臨海）

3I1130

刺胞動物｜生態・行動

エダアシクラゲの摂食障害
変異体の単離と解析
○立花　和則，松本　眞明，
箕輪　愛子，出口　竜作
（東工大・生命理工・生命
情報）

3I1045

軟体動物｜生態・行動

それほど早くは終わらないミ
ノウミウシ類の配偶行動
○中嶋　康裕，横井　恵太
（日大・経済）

3I1115

刺胞動物｜生態・行動

造礁サンゴ幼生の光に応答
した遊泳行動とオプシンに
着目した光受容機構の解析
○酒井　祐輔，加藤　輝，
塚本　寿夫，高橋　弘樹，
服田　昌之，上野　直人
（基生研・形態形成）

3J1030

ほ乳類｜生態・行動

コウモリのペア飛行時にお
ける超音波パルスの音響特
性ならびに飛行軌跡に関す
る検討
○杉原　沙織，竹内　由紀，
長谷　一磨，高山　真太朗，
Ardakani	Ilya，
橋本　浩一，飛龍　志津子
（同志社大・生命・医情報）

3K1030

は虫類｜形態・細胞

ニホンカナヘビの鋤鼻器官
および関連器官の形態的
特徴
○奥山　健太郎，佐々木　剛
（東農大・院農・バイオセ
ラピー）

3J1100

両生類｜生態・行動

伊豆半島に生息するイモリ
性フェロモン遺伝子の地域
多様性
○中田　友明，富永　篤，
持田　浩治，豊田　ふみよ，
菊山　榮
（日獣大・獣医・比較動物
医学）

3K1100

ほ乳類｜形態・細胞

原基シフトが哺乳類の顔面
をつくった
○東山　大毅，栗原　裕基
（東京大・医・代謝生理化
学，学振 SPD）

3J1130

緩歩動物｜生態・行動

メスのクマムシはオス誘引
物質と興奮物質を分泌する
○渡辺　絵莉，杉浦　健太，
神保　充，松本　緑
（慶應義塾大・院理工・基
礎理工）

3K1130

その他｜形態・細胞

脊椎動物における冠動脈
形成機構の包括的理解
○水上　薫，東山　大毅，
有馬　勇一郎，栗原　裕基
（東大院・医・分子細胞生
物学）

3J1045

ほ乳類｜生態・行動

ステレオカメラを用いた野生
コウモリの出巣時における
集団飛行メカニズムの検討
○福代　三華，浅野　幸輝，
藤岡　慧明，飛龍　志津子
（同志社大学	生命医科学
研究科）

3K1045

鳥類｜形態・細胞

ニワトリ終脳における、哺乳
類の大脳新皮質深層選択
的遺伝子オルソログの発現
解析
○藤田　俊之，青木　直哉，
藤田　永子，本間　光一，
山口　真二
（帝京大学薬学部）

3J1115

両生類｜生態・行動

カスミサンショウウオの性
フェロモンと受容体につい
て
村瀬　すぐり，河野　有香，
高木　雅紀，秋山　繁治，
齋藤　正一郎，楠田　哲士，
○矢追　雄一
（岐阜高）

3K1115

ほ乳類｜形態・細胞

心臓形態形成における転
写因子 Sall の機能解析
○片野　亘，森　俊太，
多鹿　友喜，竹内　純，
小柴　和子
（東洋大学大学院・生命科
学研究科）

3H1030

尾索動物｜分類・系統

有尾および無尾種ホヤの比
較ゲノム解析より、無尾系
統における幼生筋肉構造
遺伝子の二次的欠失が示
された
○行者　蕗，神田　美幸，
日下部　岳広，佐藤　矩行
（甲南大・理工・生物）

3H1100

尾索動物｜分類・系統

カタユウレイボヤ幼若体に
おける甲 状 腺 転 写 因 子
Nkx2-1およびFoxEのノッ
クアウト
○山村　一平，黄　涛若，
中西　梨奈，小沼　健，
笹倉　靖徳，小笠原　道生
（千葉大・院融合理工・生
物）

3H1045

尾索動物｜分類・系統

オタマボヤにおける甲状腺/
内柱関連遺伝子群の発現
とその発現制御
小沼　健，○中西　梨奈，
Kai	Wang，中山　理，
笹倉　靖徳，小笠原　道生
（千葉大・院融合理工・生
物）

3H1115

尾索動物｜分類・系統

遺伝子破壊に基づいた脊
索動物ホヤにおける甲状腺
ホルモンの機能解明
○黄　涛若，山村　一平，
小沼　健，吉村　崇，
飯郷　雅之，小笠原　道生，
笹倉　靖徳
（筑波大・下田臨海）

3H1130

尾索動物｜分類・系統

カタユウレイボヤ膵臓転写
因子 Ptf1a による消化酵素
遺伝子の発現制御
○中山　理，関口　俊男，
笹倉　靖徳，小笠原　道生
（千葉大・院融合理工・生
物）
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A 会場 
（階段教室）

B 会場 
（810）

C 会場 
（811）

D 会場 
（812）

E 会場 
（813）

F 会場 
（814）

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

3A1300

魚類｜生理

ミド リ フ グ（Tetraodon 
nigroviridis） における、
TTX 類に対する嗅覚性誘
引行動
○鈴木　偉久，中東　亮太，
安立　昌篤，山本　直之，
西川　俊夫，阿部　秀樹
（名古屋大・院生命農・水
圏動物学）

3F1300

魚類｜発生

メダカ孵化腺細胞分化にお
けるKLF17 の役割
○名古谷　歩未
（上智大学　理工学部　物
質生命理工　発生生物学
研究室）

3A1330

魚類｜生理

ゼブラフィッシュにおける拘
束ストレスモデルの評価
○松本　諒，今野　紀文，
松田　恒平，中町　智哉
（富山大・院理工・生体制
御）

3F1330

ほ乳類｜発生

中脳ドーパミン作動性ニュー
ロンの誕生時期と脳内投射
パターンとの連関解析
○奥山　圭，冨樫　和也，
榎本　和生
（東大・理学系・生物科学）

3A1400

ほ乳類｜生理

全身振動刺激に対するマウ
ス身体各部の応答特性
○細井　延武，
鈴木　真美子，山本　光，
平井　宏和
（群馬大・院医・脳神経再
生医学）

3F1400

両生類｜発生

成体アカハライモリ大脳に
おける神経新生
岩佐　亜美，大和田　孝祐，
岩室　祥一，菊山　榮，
○蓮沼　至
（東邦大・理・生物）

3A1315

魚類｜生理

キンギョの古典的恐怖条件
付けにおける無条件刺激伝
達経路
○吉田　将之，瀧山　智
（広島大・院統合生命）

3F1315

魚類｜発生

ゼブラフィッシュにおける孵
化酵素の分泌機構の研究
○江藤　朱音
（上智大学　理工学部　物
質生命理工　発生生物学
研究室）

3A1345

ほ乳類｜生理

短時間の暑熱曝露が海馬
機能に及ぼす効果
○小山　友香，椋田　崇生，
濱崎　佐和子，
久米　祥太郎，海藤　俊行
（鳥取大・医・解剖学）

3F1345

両生類｜発生

アフリカツメガエルの脳神
経形成へ及ぼす副腎皮質
ホルモンの影響
○前田　瞳，木下　勉
（立教大・院理・生命理学）

3B1300

昆虫類｜生理

キイロショウジョウバエ概日
時 計 に 関 与 す る
CCHamide1 受 容 体の機
能解析
○岩田　真依，桂　万喜，
吉井　大志
（岡山大学・院・自然科学）

3B1330

昆虫類｜生理

フタホシコオロギにおける概
日時計出力神経路の解析
二木　祐実子，○富岡　憲治
（岡山大学・院・自然）

3B1400

昆虫類｜生理

オ オク ロ コガ ネ（Holo-
trichia parallela）の概倍日
リズムにおける温度補償性
○中川　一生，志賀　向子
（大阪大・院理・生物科学）

3B1315

昆虫類｜生理

キイロショウジョウバエの活
動リズムには DN1 時計細
胞が必要である
○関口　学，井上　浩太郎，
吉井　大志
（岡山大・院・自然科学）

3B1345

昆虫類｜生理

タンボコオロギ Modico-
gryllus siamensis 幼虫発
育の光周制御における時
計遺伝子 Clock の機能解
析
○篠原　従道，富岡　憲治
（岡山大学・院・自然・生
物科学）

3D1300

尾索動物｜発生

カタユウレイボヤの自家不
和合性は低Ca2+海水によ
り解除される
○橋本　志津弥，澤田　均
（名古屋大・院理・臨海）

3D1330

尾索動物｜発生

ホヤ幼生の付着・変態にお
ける基質選択と基質濡れ性
○泉水　奏，広瀬　裕一
（琉球大・医・人体解剖）

3D1400

魚類｜発生

硬骨魚類孵化酵素の卵膜
分解系の機能進化：正真骨
魚類 HCE-LCE 系は、どの
ように成立したか ?
安増　茂樹，川口　眞理，
竹野　陸央，小島　利恵子，
○松本　透夜
（上智大学　理工学部　物
質生命理工　発生生物学
研究室）

3D1315

尾索動物｜発生

カタユウレイボヤの受精時
の自家不和合性の分子機
構の解明への、パソコンか
らのインシリコなアプローチ
○原田　淑人
（名古屋大・院理・生物）

3D1345

魚類｜発生

表層胞局在プロテアーゼ
Alveolin 欠損メダカの樹立
とその性質
○傅　博，佐藤　ちひろ，
北島　健
（Biosci.	Biotech.	Center,	
Nagoya	Univ.，Grad.	Sch.	
Bioagr.	Sci.,	Nagoya	
Univ.）

3E1300

魚類｜発生

弱電気魚ブラントノーズナイ
フフィッシュ胚と幼生におけ
る発電細胞の発生の仕組み
Ilham	Alshami，Yosuke	Ono，
Ana	Correia，Hacker	Christian，
Anke	Lange，Masashi	Kawasaki，
Philip	Ingham，○Tetsuhiro	Kudoh
（Biosciences,	College	of	Life	and	
Environmental	Sciences,	University	
of	Exeter,	Exeter	EX4	4QD,	UK）

3E1330

その他｜発生

脊椎骨の進化学：ヤツメウ
ナギのFoxc遺伝子の発現
パターン
○Natalia	Gogoleva，
原田　敬士，和田　洋
（University	of	Tsukuba,	
Graduate	School	of	Life	
and	Environmental	
Sciences）

3E1400

魚類｜発生

ヤツメウナギ尾部の軟骨か
ら顎口類の脊椎骨の起源
の検証
○仮屋山　博文，和田　洋
（筑波大・院生命環境科
学・生物科学）

3E1315

その他｜発生

ナポリ臨海実験所における
比較発生学と生物進化論
○溝口　元
（立正大・院社福・生命科
学）

3E1345

魚類｜発生

ヤツメウナギ胚における
CRISPR-Cas9ノックイン
技術の確立
○鈴木　大地，東島　眞一
（NINS・ExCELLS）
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G 会場 
（815）

H 会場 
（816）

I 会場 
（821）

J 会場 
（820）

K 会場 
（831）

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

3G1300

ほ乳類｜内分泌

ライディッヒ細胞における
Cox-2 発現の調節機構
○矢澤　隆志，今道　力敬，
宇和田　淳介，谷口　隆信
（旭川医大・生化学・細胞
制御科学）

3G1330

ほ乳類｜内分泌

莢膜/間質細胞特異的遺伝
子の同定とゴナドトロピン
非依存段階の卵巣内卵胞
の成長における生物学的
役割
○青山　雅人，白石　慧，
松原　伸，堀江　郁，
大杉　知裕，奥田　利美，
安田　恵子，佐竹　炎
（奈良女子大・理・生物）

3G1400

尾索動物｜内分泌

機械学習法を活用したカタ
ユウレイボヤ特異的ペプチ
ド受容体の体系的決定
白石　慧，奥田　利美，
宮坂　奈津子，大杉　知裕，
奥野　恭史，井上　潤，
○佐竹　炎
（サントリー生科財団）

3G1315

ほ乳類｜内分泌

マウス卵巣において卵胞刺
激ホルモン（FSH）の刺激
によってマクロファージが産
生するインターフェロンα7
の卵胞発育に対する作用
山本　万遥，鍛　祥子，
青山　雅人，保　智己，
○安田　恵子
（奈良女子大学・理・生物）

3G1345

尾索動物｜内分泌

カタユウレイボヤにおける
新規卵巣由来ペプチドの検
出
○松原　伸，白石　慧，
大杉　知裕，川田　剛士，
佐竹　炎
（サントリー生命科学財
団）

3I1300

刺胞動物｜生態・行動

異種間受精能を持つミドリ
イシ属サンゴの雑種形成を
防ぐメカニズム
守田　昌哉，
○北之坊　誠也，野津　了，
岩尾　研二，深見　裕伸，
磯村　尚子
（琉球大・熱生研・瀬底研
究施設）

3I1330

刺胞動物｜生態・行動

高温ストレスが引き起こす
刺胞動物と褐虫藻との細胞
内共生崩壊に伴う遺伝子
発現パターンの変化
○石井　悠，丸山　真一朗，
高橋　弘樹，相原　悠介，
山口　剛史，山口　勝司，
重信　秀治，河田　雅圭，
上野　直人，皆川　純
（東北大・院・生命）

3I1400

棘皮動物｜生態・行動

ウニ類の食性と腸の形態の
関係
○井上　未奈子
（大阪大学・理学部・生物
科学）

3I1315

刺胞動物｜生態・行動

温帯性サンゴ・ヒメエダミド
リ イ シ（Acropora prui-
nosa）の成長の周年変化と
低温ストレスの影響
○廣瀬　慎美子，足立　快，
太田　琴子，山口　守，
清本　正人
（東海大・海洋・環境社会）

3I1345

刺胞動物｜生態・行動

日本産マミズクラゲの雌雄
分布とDNA 多型解析
○高村　克美，伊藤　花梨，
岡﨑　大暉，野村　晃達，
水上　雅晴
（福山大・生命工・海洋生
物科学）

3J1300

両生類｜生化学

ウシガエル桿体におけるホ
スホジエステラーゼ活性化
機構の解析
浅野　禎三，河村　悟，
○橘木　修志
（大阪大学・生命機能研究
科）

3K1300

ほ乳類｜形態・細胞

微小管内チューブリン周期
の絶対値
○上村　慎治，今井　洋，
八木　俊樹，岩本　裕之
（中大・理工）

3J1330

魚類｜生化学

Ex vivo 実験系における骨
格筋ミオシンの冷凍変性の
検証
○西田　沙織，加藤　早苗，
田中　樹
（鹿児島大・院水産・食品
生命科学）

3K1330

原生動物｜形態・細胞

クラミドモナスにおける9 種
類の新規内腕ダイニン重鎖
欠失株の単離と解析
○小松　大洋，近藤　裕祐，
田中　菜月，藤本　康平，
竹島　和優，八木　俊樹
（県立広島大・生命科学）

3J1400

刺胞動物｜生化学

ミズクラゲの筋肉構成タン
パク質
○吉田　知樹，今井　瑞穂，
諸岡　詩織，長塚　康大，
大橋　慧介，田中　啓之
（北大・院水産）

3K1400

原生動物｜形態・細胞

CRISPR-cas9システムによ
るゾウリムシのイマチュリン
遺伝子編集と誘導早熟形
質の遺伝
小坂　広樹，○芳賀　信幸
（石巻専修大・院理工・生
命科学）

3J1315

魚類｜生化学

深海発光魚ハダカイワシの
ルシフェラーゼの精製
○矢野　大地，別所　学，
Jose	Paitio，岩坂　正和，
大場　裕一
（中部大・応用生物・環境
生物）

3K1315

原生動物｜形態・細胞

中間鎖点突然変異によるク
ラミドモナス外腕ダイニンの
モーター活性低下
○近藤　裕祐，小川　倫加，
菅野　英美里，廣野　雅文，
箕浦　高子，神谷　律，
八木　俊樹
（県立広島大学・生命科
学）

3J1345

線形動物｜生化学

線虫（C. elegans）laspの
actin 結合活性
○藤田　優輝，
喜屋武　珠美，
西岡　たつじ，
町田　さとし，中山　綾子，
中江　ひろき，寺崎　朝子
（千葉大学大学院理学研究
院生物学研究部門）

3K1345

原生動物｜形態・細胞

クラミドモナスの負の重力
走性における方向転換の役
割
○鹿毛　あずさ，大森　俊宏
（豊橋技科大・機械）

3H1300

尾索動物｜分類・系統

オタマボヤ綱ミトコンドリア
ゲノムの進化
笠原　享祐，足立　千尋，
望月　遊，大塚　玄航，
西野　敦雄，小沼　健，
西田　宏記，○横堀　伸一
（東京薬大・生命・応用生
命）

3H1330

は虫類｜分類・系統

地理的変異に基づいた琉
球の森にすむバーバートカ
ゲの分類学的再検討
○栗田　和紀，疋田　努
（京大・院農・森林）

3H1315

両生類｜分類・系統

琉球列島のヒメアマガエル
の多様性と遺存的分布
○富永　篤，松井　正文
（琉球大・教育）

3H1345

ほ乳類｜分類・系統

ニホンアシカの分岐年代の
推定とアシカ科の種分化
○鈴木　保夫
（大阪府立岸和田高等学
校）

3H1400

ほ乳類｜分類・系統

新規開発したSSRマーカー
を用いたカワネズミの系統
地理学的研究
○山崎　遥，関谷　知裕，
永山　駿，平澤　桂，
戸倉　渓太，佐々木　彰央，
一柳　英隆，元木　達也，
東城　幸治
（信州大院・総合理工）
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A 会場 
（階段教室）

B 会場 
（810）

C 会場 
（811）

D 会場 
（812）

E 会場 
（813）

F 会場 
（814）

3A1430

魚類｜生理

板鰓類トラザメにおける孵
化腺および孵化酵素の同
定
○宮西　弘，石田　伶音，
工樂　樹洋，増田　元保，
高木　亙，兵藤　晋，
内田　勝久
（宮崎大・農・海洋生物）

3F1430

尾索動物｜発生

オタマボヤ幼生の器官形成
期におけるカドヘリン遺伝
子群の時空間的発現パター
ン
○井倉　結，小沼　健，
西田　宏記
（大阪大・院理・生物）

3A1500

ほ乳類｜生理

シリアンハムスター卵を用い
た種認識関連因子の同定
○松下　稜，松本　悠，
日比野　拓，宮戸　健二，
河野　菜摘子
（明治大学・農学研究科・
生命科学専攻）

3F1500

尾索動物｜発生

マボヤ幼生尾部末梢神経
の分化におけるレチノイン酸
シグナルの役割
○大塚　幸雄
（産業技術総合研究所・バ
イオメディカル研究部
門）

3A1530

魚類｜生理

ゼブラフィッシュを利用した
白斑評価
○濱本　明恵，島林　沙樹，
竹森　洋
（岐阜大・工・化学生命工）

3F1530

尾索動物｜発生

ホヤの変態は付着器の機
械受容による2 段階のカル
シウムシグナルにより誘導さ
れる
○若井　舞希，中村　允，
澤井　哲，堀田　耕司，
岡　浩太郎
（慶應大・院理工・基礎理
工）

3A1445

ほ乳類｜生理

細胞外ヒストンの普遍的細
胞毒性
○岩室　祥一，近藤　綾音，
稲村　有里子，
鈴木　麻奈美，川名　夏未，
田中　夕理，小林　哲也，
蓮沼　至，菊山　榮
（東邦大・理・生物）

3F1445

尾索動物｜発生

scRNA-Seq によるホヤ運
動神経節に位置するCa2+
振動細胞の遺伝子発現解
析
○堀田　耕司，赤星　太一，
岡　浩太郎
（慶應大学・理工・生命情
報）

3A1515

魚類｜生理

ゼブラフィッシュ卵黄多核層
における糖新生
○青柳　晶大，古川　史也，
安元　剛，佐野　香織，
神保　充，
Yung-Che	Tseng，
Ching-Chun	Lin，
内田　勝久，
Pung-Pung	Hwang
（北里大・海洋生命）

3F1515

尾索動物｜発生

ホヤ幼生の脳にあるドーパミ
ン産生細胞の細胞系譜の
完全解明
○大沼　耕平，日下部　岳広
（甲南大・理工・統合
ニューロ）

3B1430

昆虫類｜生理

エダナナフシの卵休眠を終
了する環境条件の実験的
解析
○中野　晏志，松本　晋平，
中村　圭司
（岡山理科大・生物地球・
生物地球）

3B1500

昆虫類｜生理

ナミニクバエ Sarcophaga 
similis 幼虫の脳における
P i g m e n t- d i s p e r s i n g 
factor 免疫陽性ニューロン
とpars lateralis ニューロン
の形態学的解析
○大江　勇太郎，志賀　向子
（大阪大・院理・生物科学）

3B1530

昆虫類｜生理

ホソヘリカメムシにおけるオ
プシン遺伝子の発現部位と
光周性に対するノックダウン
の効果
鈴木　健右，長谷部　政治，
後藤　慎介，○志賀　向子
（大阪市大・院理・生物地
球）

3B1445

昆虫類｜生理

キイロショウジョウバエの低
温条件に応答した生殖休眠
を制御する神経-内分泌メカ
ニズムの解析
○黒木　祥友，井村　英輔，
溝口　明，近藤　周，
谷本　拓，丹羽　隆介
（筑波大・院生命環境）

3B1515

昆虫類｜生理

ホソヘリカメムシの脂質蓄
積量の光周反応を制御する
内分泌経路
○間野　玄雄，後藤　慎介
（大阪市大・院理・生物地
球）

3D1430

両生類｜発生

アカハライモリの胚発生過
程における椎骨形成
谷中　竜之介，門谷　裕一，
○小畑　秀一
（北里大・医療衛生・解剖
組織学，横浜市大・医・
組織学）

3D1500

両生類｜発生

甲状腺ホルモン受容体（TR-
alphaおよび’TR-beta）のダ
ブルノックアウトがネッタイツ
メガエルの変態に与える影響
○柴田　侑毅，Shi	Yun-Bo
（Eunice	Kennedy	Shriver	
National	Institute	Child	Health	
and	Human	Development
（NICHD）,	National	Institutes	
of	Health（NIH））

3D1530

両生類｜発生

ゼノパス変態期の脊索退縮
における甲状腺ホルモン受
容体ベータの特異的な役割
○中島　圭介，田澤　一朗，
Yun-Bo	Shi
（広島大・両生研）

3D1445

魚類｜発生

RNA-seq で明らかになった
小型異体類、ササウシノシ
タの仔魚発生・変態期にお
ける遺伝子発現プロファイ
ルの変化
○齋藤　雄大，横井　勇人，
宇治　督，鈴木　徹
（東北大学大学院	農学研
究科	海洋生命遺伝情報
システム学）

3D1515

両生類｜発生

タゴガエル幼生期における
消化管の分化と変態期のリ
モデリング
○松川　結，長宗　大賀，
飯田　百花，小林　大士，
岸　亮太，山路　草太，
坂本　和歌子，山口　雅裕
（鈴鹿高専・生物応用化学
科）

3E1430

魚類｜発生

ヤツメウナギ幼生に特徴的
なムコ軟骨の軟骨基質と縁
膜の発生の解析
○横山　広真，和田　洋
（筑波大学・院生命環境科
学・生物科学）

3E1500

昆虫類｜発生

フタホシコオロギの翅発生
から探る翅の進化的起源
○大出　高弘，三戸　太郎，
新美　輝幸
（京大・院農）

3E1530

刺胞動物｜発生

刺胞動物准中枢神経系の
発生メカニズムから中枢神
経系の起源に迫る
○中村　遼，中村　亮太郎，
甲本　真也，
Christine	Guzman，
早川　英介，渡邉　寛
（OIST・進化神経生物学
ユニット）

3E1445

魚類｜発生

UV 錐 体 特 異 的 miRNA
（miR-729）欠損メダカの網
膜トランスクリプトームと視細
胞モザイクパターンの解析
○川上　泰治，緒方　翼，横森　類，
坂本　倫紀，野口　大樹，
原田　瑞輝，行者　蕗，鈴木　穣，
中井　謙太，大道　裕，日下部　岳広
（甲南大・理工学部・統合ニュー
ロバイオロジー研究所）

3E1515

扁形動物｜発生

ヒラムシ卵割期の遺伝子発
現解析から探るらせん卵割
型発生の進化
○佐藤　啓輔，和田　洋，
守野　孔明
（筑波大・院生命環境科
学・生物科学）

3B1545

昆虫類｜生理

Plast-MIP に着目したチャ
バネアオカメムシのメス成
虫における絶食時の生殖
抑制機構の解析
○長谷部　政治，志賀　向子
（大阪大・院理・生物科学）
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G 会場 
（815）

H 会場 
（816）

I 会場 
（821）

J 会場 
（820）

K 会場 
（831）

3G1430

頭索動物｜内分泌

ナメクジウオにおける内分
泌関連遺伝子の発現の性
差
○窪川　かおる，
西野　純子，西野　敦雄，
豊田　敦，浦野　明央
（帝京大・SIRC）

3G1500

魚類｜内分泌

ポリプテルスセネガルスの
脳組織におけるメラニン凝
集ホルモン免疫陽性反応の
分布
○東　森生，阿見彌　典子，
今野　紀文，輿水　崇鏡
（自治医大・医・分子薬理）

3G1530

魚類｜内分泌

ストレス負荷ニジマスの白
血球における副腎皮質ホル
モン受容体の抑制的制御
○矢田　崇，阿部　倫久，
宮本　幸太
（水研機構・中央水研・沿
岸内水面）

3G1445

魚類｜内分泌

トラザメ胚発生における卵
黄嚢上皮ならびに消化管で
の栄養吸収輸送体の発現
解析
○本田　祐基，高木　亙，
徳永　幸太郎，小藤　一弥，
工樂　樹洋，兵藤　晋
（東京大・大海研）

3G1515

魚類｜内分泌

血中タンパク質の恒常的な
漏出が予想されるトビハゼ
終脳領域
○椋田　崇生，
濱崎　佐和子，小山　友香，
福田　和也，久米　祥太郎，
海藤　俊行
（鳥取大・医・解剖学）

3I1430

両生類｜生態・行動

リュウキュウカジカガエルの
高温適応における温度受容
システムの役割
○齋藤　茂，齋藤　くれあ，
井川　武，小巻　翔平，
富永　真琴
（生理研・細胞生理，総研
大・生理科学，生命創成
探究センター・温度生
物）

3I1500

魚類｜生態・行動

沖合域の着底トロールで漁
獲された魚類はマイクロプラ
スチックを誤食しているか？
○八木　光晴，
佐々木　快斗，筒井　英人，
保科　草太，合澤　格，
木下　宰，山脇　信博，
森井　康宏，清水　健一
（長崎大・総生域・水）

3I1530

軟体動物｜生態・行動

身近な生活の中で学ぶ新た
な海洋教育「海育」の提案
○細谷　夏実
（大妻女子大・社会情報・
環境情報）

3I1445

両生類｜生態・行動

リュウキュウカジカガエルの
塩分に対する浸透圧調節
○原村　隆司，池上　太郎，
Marty	Wong，竹井　祥郎
（酪農学園大・農食環境・
環境共生）

3I1515

その他｜生態・行動

1km間隔での環境DNA解
析結果は海洋浮遊生物の
分布を反映する
○川島　武士，
濱田　麻友子，吉田　真明
（情報・システム研究機
構・国立遺伝学研究所・
生命情報DDBJ セン
ター）

3J1430

ほ乳類｜生化学

マウス卵母細胞における
Pumilio1 の相転移を介し
た翻訳制御機構
○武井　夏海，川村　翔平，
高田　裕貴，小谷　友也
（北海道大・院生命・生命
システム）

3K1430

棘皮動物｜形態・細胞

細胞の意思とは何か？（ヒト
デ胚と幼生の構成細胞も例
として議論する）
○金子　洋之，田中　泉吏，
佐藤　由紀子
（慶應大・自然科学研究教
育センター，慶應大・生
物）

3J1500

軟体動物｜生化学

軟体動物ヘモシアニンの比
較生化学―頭足類十腕目
ヘモシアニンの酸素結合能
○田中　志帆，原野　美佳，
加藤　早苗
（鹿児島大・院水産・食品
生命科学）

3K1500

昆虫類｜形態・細胞

多様な生物種におけるゴル
ジ体とリサイクリングエンド
ソームの関係性
○藤井　しゃら，
佐藤　卓至，黒川　量雄，
白江―倉林　麻貴，
植木　龍也，
トリ　クリストノ　アジ，
稲葉　諒多，佐藤　明子
（広島大・院・総合科学）

3K1530

甲殻類｜形態・細胞

ナンキョクオキアミのフッ素
沈着に関与するタンパク質
の同定と組み換え体の作製
○関　友信，
馬久地　みゆき，
村瀬　弘人，鈴木　信雄，
鈴木　道生，大平　剛
（神奈川大・理）

3J1445

ほ乳類｜生化学

組換えヒトヘモグロビンの作
製
○二田　研人，
五十嵐　城太郎，松岡　有樹
（福島医大・医・自然科学
講座（生物学））

3K1445

棘皮動物｜形態・細胞

バフンウニの稚ウニ匍匐運
動に関するGABA 作動性
制御機構の免疫組織化学
及び行動解析
○加藤　秀生，吉田　裕美，
清本　正人
（東北大学・名誉教授，東
北大学・加齢医学研究
所）

3K1515

昆虫類｜形態・細胞

ショウジョウバエ視細胞に
お い て Crag/Rab10/
Ehbp1 は側底面膜方向へ
の極性輸送を制御する
○越智　優果，中村　祐里，
佐藤　卓至，佐藤　明子
（広島大・院総科）

3H1430

甲殻類｜分類・系統

エボシガイ類による宿主ウ
ニの硬組織の改変
○山守　瑠奈，加藤　真
（京都大・院人環）

3H1500

甲殻類｜分類・系統

鹿児島湾熱水噴出孔で採
取された Nebalia 属の新種
○平田　琢真，藤原　義弘，
菊池　知彦
（横浜国立・環境情報）

3H1445

鋏角類｜分類・系統

ミトコンドリア DNA COI 領
域を用いた日本産カイヤドリ
ウミグモの集団遺伝学的解
析
○五十嵐　陽大，
玉置　雅紀，宮﨑　勝己
（新潟大院・自然科学）

3H1515

軟体動物｜分類・系統

深海底生生物の多様化プ
ロセス：チヂワバイ属巻貝
における隔離要因
○石山　玄樹，髙野　剛史，
福森　啓晶，伊藤　萌，
長谷川　和範，小島　茂明，
狩野　泰則
（東大・大気海洋研究所）

3H1530

軟体動物｜分類・系統

コウイカ類の検索表と熊野
灘のコウイカ類
○伊藤　雄氣，中島　大暁，
森滝　丈也，古屋　秀隆
（大阪市大・理・生物）

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

9 10 11 12 13 14 15 16 17

14：30～16：00

第
３
日
目
口
演
発
表
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特別企画

1）公開講演会～大阪という都市環境における野生動物の暮らし～
日時：2019 年 9 月 14 日（土）14：30～16：45（大会 3日目）
会場：C会場（大阪市立大学杉本キャンパス）

はじめに
14：30～14：35	 幸田正典（大阪市立大学理学部教授）

トーク
14：35～15：05	 沼田英治（京都大学理学部教授）
	 都市の温暖化と昆虫
15：05～15：35	 上原一彦（大阪府立環境農林水産総合研究所生物多様性センター	センター長）
	 イタセンパラと在来魚の生息現状
15：35～15：40	 休憩
15：40～16：10	 和田　岳（大阪市立自然史博物館主任学芸員）
	 都市に進出する鳥類：林で暮らす鳥と人工物に住み着く鳥
16：10～16：40	 中村清美（須磨海浜水族園学芸員）
	 大阪湾で暮らすクジラの仲間“スナメリ”

16：40～16：45	 幸田正典
	 おわりに

　大都市は大型河川や海に面した平野部に形成されることが多く、世界的に見ても大阪はその代表で
す。都市には、むしろさまざまな動物がその環境を利用して暮らしています。都市環境といっても、河
川、海岸、ビル群、街路樹、公園、空き地など生息地は多様です。また、都市には温暖化や都市特異的
な保全の問題があります。今回は都市における昆虫、淡水魚類、鳥類、そして大阪湾に棲む小型クジラ
の興味深い暮らしの最新の話題を専門家がわかりやすく紹介します。都市という環境下での現在のさま
ざまな動物の暮らしぶりを皆さんと見つめ考えたいと思います。

2）動物学ひろば
日時：2019 年 9 月 14 日（土）10：00～16：00（大会 3日目）
会場：SP3、SP4 会場（大阪市立大学杉本キャンパス）

　日本動物学会の年次大会では、地元の子どもたちや高校生を含めた一般の方々を対象に、動物学の面
白さや楽しさ、そして動物科学の重要性を伝える機会として「動物学ひろば」を開催しています。動物
の標本や動物を紹介したポスターはもちろん、多くの動物はその生きた姿を見ることができます。研究
者自身がその動物たちの魅力を語ることで、未来の動物学者の育成にも貢献することを狙っています。
今年は海産動物のタッチプールや動物と触れ合えるコーナーもあります。研究者が見ても楽しめる工夫
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が満載です。今後の「動物学ひろば」への出展をご検討いただくためにも、多くの皆さまのご来場をお
願いいたします。

3）小中高校生によるポスター発表
日時：2019 年 9 月 14 日（土）	 11：00～13：00　ポスター発表
	 13：45～14：15　表彰式
会場：ポスター発表　SP0、SP1、SP2 会場（大阪市立大学杉本キャンパス）
　　　表彰式　C会場（大阪市立大学杉本キャンパス）

　公益社団法人日本動物学会では、動物学の研究者だけではなく、動物に興味のある小中高校の生徒さ
ん達にも、日頃の研究成果を発表して頂き、プロの動物学研究者（学会員）と自由に語り合う場にした
いと思っています。普段あまり接する機会がない研究者との議論は、小中高校生の皆さんにとって貴重
な場となるのではないでしょうか。そして、今後の日本の動物学を担う若者達が一人でも多く参加をし
て頂きたく御案内申し上げます。発表を行わない小中高校生も参加可能です。人の発表を聞いて、学ぶ
ことも多々あると思います。多くの方々がポスター発表会に参加されますよう、よろしくお願いします。
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第 90 回大会協賛団体ご芳名

　公益社団法人日本動物学会第 90 回大阪大会の開催にあたり、下記の企業団体より多大なご援助を賜
りました。ここにご芳名を記し、厚くお礼を申し上げます。（順不同）

【展　示】
アクアプラント	 株式会社　フィジオテック
株式会社　成茂科学器械研究所	 BioMed	Central
大学連携バイオバックアッププロジェクト IBBP	 株式会社　名東水園
パイライトスマイル	 RC	GEAR
ユサコ株式会社	 ZUCKER
株式会社　メディカル・エイジェント	 CoMBI イメージングシステム

【広告掲載】
株式会社　杏林舍	 株式会社　イワキ
株式会社　成茂科学器械研究所	 和研薬株式会社
株式会社　名東水園	 公益財団法人　日本メンデル協会
合同会社　トラベルラボ	パートナーズ	 中山商事株式会社

【賛助金】
一般財団法人　東京大学出版会	 株式会社　蛋白精製工業
株式会社　岩波書店	 株式会社　化学同人
共立出版株式会社	 北海道大学出版会
株式会社　裳華房	 レタープレス株式会社
株式会社　ダイナックス	 八洲薬品株式会社
株式会社　一色出版

【飲み物提供】
Springer	Nature
株式会社　マックスネット

【その他ご支援】
株式会社　ダイナックス（iPad	mini 提供）
株式会社　成茂科学器械研究所（本部企画シンポジウム支援）
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日本動物学会第 90 回大会実行委員会

委員長：
　寺北　明久（大阪市大）

委員
　安房田　智司（大阪市大）
　日下部　岳広（甲南大）
　工樂　樹洋（理研BDR）
　幸田　正典（大阪市大）
　後藤　慎介（大阪市大）
　小柳　光正（大阪市大）
　佐藤　ゆたか（京都大）
　志賀　向子（大阪大）
　橘木　修志（大阪大）
　保　智己（奈良女子大）
　豊田　ふみよ（奈良県立医大）
　中川　将司（兵庫県立大）
　中野　隆文（京都大）
　西方　敬人（甲南大）
　古屋　秀隆（大阪大）
　安田　恵子（奈良女子大）
　山下　高廣（京都大）
　山下（川野）　絵美（奈良女子大）

アドバイザー
　沼田　英治（京都大）
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