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大会日程表
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大会前日
9月7日（水）

第1日目
9月8日（木）

第2日目
9月9日（金）

第3日目
9月10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93回早稲田大会プログラム

企業展示
9月8日（木）～9月10日（土）

XX会場

NHK 映像化よろず相談所
9月8日（木）～9月10日（土）

XX会場

各種委員会
13:00～15:00
（各会場）
→p.13

理事会
15:20～18:00
（3-801会場）

→p.13

一般口頭発表
9:00～11:45

（3-301～3-602会場）
→p.40

一般口頭発表
13:00～17:15

（3-301～3-602会場）
→p.44

シンポジウム・ 
関連集会

18:00～20:00
（3-CTLT2,3、 

3-301～3-602会場）
→p.25、37

男女共同参画 
懇談会

12:00～13:00
（3-CTLT2,3会場）

→ p.25

NHK自然番組制
作スタッフ講演会
12:00～13:00
（井深ホール）

→p.61

昼休み
11:30～12:30

NHK自然番組制
作スタッフ講演会
10:00～11:00
（井深ホール）

→p.61

シンポジウム・ 
関連集会
9:00～11:30
（3-301～
3-602会場）
→p.28

ナリシゲ 
シンポジウム 
（本部企画）
12:30～14:30
（大隈講堂）
→p.21

各賞授賞式
総会

受賞者講演
14:30～17:40
（大隈講堂）
→p.13

懇親会
18:30～21:00
（リーガロイヤル
ホテル東京）

公開講演会
14:30～17:00
（井深ホール）

→p.60

一般口頭発表
13:00～15:45
（3-301～
3-602会場）
→p.54

動物学ひろば
10:00～16:00
（３号館展示 
スペース）
→p.60

記者会見
11:00～12:00

（3-CTLT1会場）

シンポジウム・ 
一般口頭発表
9:00～12:00
（3-301～
3-602会場）
→p.23、50

昼休み
12:00～13:00

高校生 
ポスター発表
11:30～13:30
（国際会議場）

表彰式
13:30～14:00
（井深ホール）

企業展示
9月8日（木）～9月10日（土）

3-101会場

NHK 動物学映像化よろず相談所
9月8日（木）～9月10日（土）

3-CTLT1会場

シンポジウム・ 
関連集会

18:00～20:00
（3-CTLT2,3、
3-301～3-602

会場）
→p.24、36
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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）

・東京駅から
　★
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会場案内図
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●キャンパスマップ
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参加される方へ

◆会場
早稲田大学 早稲田キャンパス　https://www.waseda.jp/top/
〒169-8050　新宿区西早稲田 1-6-1
理工各学部のある「西早稲田キャンパス」とは異なりますのでご注意ください。

◆交通
早稲田大学・早稲田キャンパス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。

◆コロナウイルス感染症拡大予防対策
大会参加当日には各自検温を行い、37.5℃以上の発熱のある場合の参加はご遠慮ください。
全ての会場内ではマスクを常時着用のうえ、大声での会話はお控えください。
各会場には消毒液を設置していますので手指消毒にご利用ください。手洗いも適宜行ってください。
その他、感染状況に応じてご対応頂くことを別途お知らせすることがありますので、感染症拡大予防
にご協力ください。

◆受付・掲示・グッズ販売
3 号館 1階エントランスホール（会場案内図参照）に大会受付（当日参加の受付）および学会ブース
（グッズ販売）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 8日（木）8：30～17：00　9 月 9 日（金）8：30～17：00　9 月 10 日（土）8：30～15：00

◆クローク
3 号館 3階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  8 日（木）8：30～17：30
　9 月  9 日（金）8：30～17：30
　9 月 10 日（土）8：30～17：30

◆当日参加費
一般会員　10,000 円　　学生　無料　　非会員　12,000 円

◆参加章（名札）
事前登録の方は送付された参加章を必ず持参し、会場内では常にご着用ください。

● 6



◆学生の参加について
発表をしない学生（学部学生と大学院生）の参加費は無料です。事前にGoogle Forms から参加申し
込みをした学生には参加章（名札）が郵送されます。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。事前に参加申し込みをしていない学生は、大会受付
で直接申し込みをしてください。受付での申し込みの際には、氏名・所属を記入し、参加章（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
懇親会は「情報交換会」に名称が変更になる予定です。新型コロナウイルス感染症に注意しながら、
9月 9日（金）（大会 2日目）18：30 から、大会会場である早稲田大学に隣接したリーガロイヤルホ
テル東京において、情報交換会を開催する予定です。最新の情報は早稲田大会HPをご参照ください。

◆企業展示
大会期間中（9月 8日（木）～10日（土））、3号館 1階（3-101 会場）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
・  大会期間中は早稲田大学が夏季休業中ですのでキャンパス内の食堂は営業しておりません。また
キャンパス内のコンビニエンスストアも営業は難しいようです。

・  最寄りのコンビニエンスストアは南門を出てすぐのファミリーマートがあります。地下鉄早稲田駅
周辺にもいくつかあります。また、正門、北門、南門付近（徒歩 5分圏内）に複数の飲食店があり
ます。会場で配布されるマップを参考にしてください。

◆インターネット接続
大会用WiFi アクセスポイントについて、場所やアクセス方法は会場でお知らせします。発表会場や
その周辺は、発表者・座長・運営専用としますので、指定場所以外での大会用WiFi の利用はお控え
ください。その他の方は、発表会場では eduroamを利用ください。eduroamの設定等はご所属機関
で事前にお確かめください。

◆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）。

◆動物学会×NHKダーウィンが来た！企画（1）「動物学映像化よろず相談所」
大会期間中に、3号館 2階特設会場（3-CTLT1）で NHKダーウィンが来た ! スタッフによる映像化
よろず相談所を開設します。
9月 8日（木）10：00～16：00　9 月 9 日（金）10：00～16：00　9 月 10 日（土）10：00～16：00

参加される方へ
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◆本部企画シンポジウム・各賞授賞式・総会・受賞者講演
9 月 9 日（金）（大会 2日目）に、大隈講堂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（14：30～17：40）を行います。本部企画シンポジウム（ナリシゲシンポ
ジウム）は公開行事のため、非会員でも無料で参加できます。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。

◆高校生によるポスター発表
高校生による研究のポスター発表を 9月 10 日（土）（大会 3日目）の 11：30 ～ 13：30 に国際会議場
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、13：30 ～ 14：00 の間に井深大記念ホールで表彰式を行います。熱心に発表してくれ
た高校生に大きな拍手をお願いします。

◆動物学会×NHKダーウィンが来た！企画（2）「自然番組制作スタッフ講演会」
9 月 8日（木）（大会 1日目）の 12：00～ 13：00と 9月 10日（土）（大会 3日目）の 10：00～ 11：00
に国際会議場 井深大記念ホールで開催します。9月 8日（木）は会員向けとなりますが、9月 10 日
は公開行事のため、非会員でも無料で参加できます。

◆公開講演会
9 月 10 日（土）（大会 3日目）の 14：30～17：00 に国際会議場 井深大記念ホールで開催します。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 10 日（土）（大会 3日目）の 10：00～16：00 に３号館展示スペースで開催します。

◆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。
・最新の情報は早稲田大会HPでご確認ください。

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：https://kcon.expcp.jp/zsj93/
　　スマートフォン：https://kcon.expcp.jp/zsj93/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。
・  会場プロジェクター・スクリーンの画面比率は 16：9 となります。
・  自身の口演の始まる前に「次講演者席」に着席し準備をお願いします。
・  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。WiFi 接続ができるノート
パソコン（PC）、または外部モニター出力端子を備えた PCを各自でご用意いただき、発表者ご本
人が操作してください。PCには最新バージョンの Zoomがインストールされているか、あるいは
Zoom会議室にブラウザを介して参加できることを予め確認しておいてください。

・  プロジェクターとの接続は、会場ごとに用意された専用の Zoom会議室にアクセスしていただき、
Zoomの「画面共有」を使うことで、自動的に会場のプロジェクターに投影されます（共有画面が
スクリーンに全画面表示されます）。音声は会場のマイクを使用しますので、Zoom画面でのマイク
はオフ設定のままでお願いします。

・  Zoomの使用方法がわからない方は事前に、3-304試写室内に設置する口頭発表相談窓口にご相談く
ださい。PC音源からのサウンド出力はサポート対象外です（PCと Zoomの設定が必要となりま
す。出力方法も試写室でご相談に対応しますが、発表者自身の責任でお願いします）。

・  会場の初期設定はZoom会議室画面の投影となっています。ただし、ミニD-sub 15 ピン（VGA端
子）やHDMI 有線接続も可能です。必要なアダプタ類はご持参ください。また、ご自身で接続せ
ず、必ず会場係にお声がけください。

・  本大会は現時点ではオンラインではなく会場での参加を前提としています。今後変更等がある場合
は大会HPで周知しますので、随時確認をお願いします。

・  有線接続作業による接触機会を避けるため、会場内の学内イントラネットを使用したZoom機能に
よりスライド映写を行うものです。アクセス過多によって発表に支障がでないよう、当該セッショ
ンの発表者・座長以外の方はアクセスしないでください。

・  学内イントラネットへの接続方法、会場ごとの専用Zoom会議室へのアクセス情報は大会開催の前
日までに発表者と座長の方にお知らせするとともに、座長席、次講演者席に掲示しますので、事前
にご確認ください。発表者は当該セッション開始前に（遅くとも前口演時には）Zoom会議室に入
室して待機してください。

・  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。
・  レーザーポインタ等は用意しません。PCマウスカーソル等をお使いください（マウスはご持参く
ださい）。

・  不測の事態に備えて、必ず発表用ファイルのバックアップをご用意ください。ただし、発表者席に
ある据付PCで発表することはできません。不測の事態には、座長と会場スタッフの指示に従って
下さい。

・  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。またポッ
プアップ通知やソフト更新、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。

・  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
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データも必ず保存していただき、事前に動作確認を行ってください。
・  試写については、大会が設置する試写室（3-304 のほか、空き会場を使って数カ所設置します）で
事前に行うか、ご自身が参加されるセッション開始前の休憩時間をご利用ください。

・  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。
・  セッション終了後は速やかにZoomから退出し会場内WiFi接続からのログアウトをお願いします。

◆座長
・  座長は「休憩時間」で区切られた 4～6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。

・  発表者席のPC（教室の教卓据付PC）はZoom会議室ホストとなりプロジェクターと接続されてい
ます。設定を変更するとその後の発表に影響がありますので取扱にはご注意ください。発表は発表
者の PCを使って行うことを原則としてください。

・  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。

◆シンポジウムなどの講演者、各賞受賞者
口演発表者の案内に準じた対応を原則としますが、大会担当者やオーガナイザーから別途の指示やお
願いがあった場合はそちらの指示に従ってください。音声出力などは事前に各シンポジウムのオーガ
ナイザーまたは大会担当者にご相談ください。

◆シンポジウム・関連集会のオーガナイザー
進行を含め運営をオーガナイザーにお任せします。口演発表と異なる方法をとる際はオーガナイザー
から各講演者に指示をお願いします。

【各賞受賞者、助成採択者のポスター発表】
◆奨励賞・OM賞・成茂動物科学振興賞受賞者、茗原眞路子研究奨励助成採択者の方へ
・    各賞受賞者、助成採択者には、3号館 3階エスカレーター横に縦180cm、横 120cmのポスターボー
ドをご用意いたします。大会1日目（8日）の 14：00～14：30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 3日目（10 日）13：00 までに取り外してください。各受賞者、助成
採択者には、大会 2日目（9日）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

男女共同参画委員会展示について
2001年男女共同参画事業開始後、10周年の 2011年に掲げられた5項目の男女共同参画の目標を元に
して、次の 10 年の目標（2021～2030 年）を策定しました。また、2021 年 9 月にOM賞設立 20 周年
を記念し「日本動物学会OM賞の軌跡」と称した小冊子を発行しました。展示にて小冊子を配布しま
すので、是非お立ち寄りください。
合わせて、早稲田大会では3年ぶりの対面での懇談会を実施する予定です。ご参加をお待ちしており
ます。

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 Letters 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 93 回早稲田大会刻印入り）
　一等賞　動物ブローチ（2万円相当）
　二等賞　動物学会特製バッグとTシャツ

動物学会グッズ
Zoological Science 表紙マグネット（表紙論文別刷付き）大 400 円、小 200 円、動物学会特製バッグ　
700 円などを販売いたします。

書籍販売、生物関連グッズ
大会特別価格での「書籍販売」、カエル工房、包み屋 kurumiya、RC GEARなどの作家の方々の参加
による「生物関連グッズ販売」を開催いたします。

● 12
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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 9日（金）14：30～15：15
場所：早稲田大学大隈記念講堂　大講堂

総会
日時：9月 9日（金）15：20～16：05
場所：早稲田大学大隈記念講堂　大講堂

奨励賞、学会賞受賞者講演
日時：9月 9日（金）16：15～17：40
場所：早稲田大学大隈記念講堂　大講堂

公益社団法人 日本動物学会理事会
日時：9月 7日（水）15：20～18：00
場所：早稲田大学早稲田キャンパス・3号館 8階 801 教室

各種委員会
日時：9月 7日（水）13：00～15：00
場所：早稲田大学早稲田キャンパス・3号館　各部屋番号を確認してください。

委員会名 部屋番号

将来計画委員会 604

男女共同参画委員会 605

IT 委員会 606

広報委員会 607

国際交流委員会 608

ZDW委員会 609

Zoological Science 編集委員会 702

Zoological Letters 編集委員会 703

支部庶務会計会合 705

教育委員会 706

寄附委員会 708

図書委員会 709
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受賞者

【2022 年　日本動物学会学会賞】
受賞者講演
日時：9月 9日（金）16：40～17：40
場所：早稲田大学大隈記念講堂　大講堂
日下部岳広　　甲南大学理工学部・教授
「感覚器・神経系を中心とした脊索動物の発生・生理・進化に関する研究」

浮穴和義　　広島大学大学院統合生命科学研究科・教授
「新規神経ペプチドの同定と生理機能に関する研究」

【2022 年　日本動物学会奨励賞】
受賞者講演
日時：9月 9日（金）16：15～16：35
場所：早稲田大学大隈記念講堂　大講堂
後藤寛貴　　静岡大学理学部・助教
「甲虫類における極端な性的二型発現の分子発生学的研究」

受
賞
者
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安岡有理　　理化学研究所生命医科学研究センター・研究員
「動物胚初期発生における遺伝子制御ネットワークとその進化に関する研究」

【2022 年　日本動物学会女性研究者奨励OM賞】
堀沙耶香　　東京女子医科大学統合教育学修センター基礎科学・任期付き講師
「逃避行動最適化の性差を生み出す原型シナプス回路モデルの構築」
池上花奈　　東京大学理学系研究科・日本学術振興会・特別研究員 PD
「体成長を感知し性成熟を促す魚類神経メカニズムの解明」

【2022 年　成茂動物科学振興賞】
奥出絃太　　国立遺伝学研究所・日本学術振興会特別研究員（PD）
「トンボの変態を制御する分子機構の解明」

【2022 年　動物学教育賞】
齊藤　準　　京都工芸繊維大学・准教授
「野生絹糸昆虫を活用した動物学の普及活動ならびに環境教育」

【2022 年　国際会議発表支援川口賞】
金原僚亮　　東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所
吉村太郎　　東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻、東京大学総合研究博物館

【2022 年　Zoological Science Award】
Analysis of the Mitochondrial Genomes of Japanese Wolf Specimens in the Siebold Collection, 
Leiden
Shuichi Matsumura, Yohey Terai, Hitomi Hongo, Naotaka Ishiguro
Zoological Science 38（1）：60-66．分野　Genetics

Developmental Process of a Heterozooid：Avicularium Formation in a Bryozoan, Bugulina 
californica
Haruka Yamaguchi, Masato Hirose, Mayuko Nakamura, Sumio Udagawa, Kohei Oguchi, Junpei 
Shinji, Hisanori Kohtsuka, Toru Miura
Zoological Science 38（3）：203-212．分野　Diversity and Evolution

受賞者

受
賞
者
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Programmed Scale Detachment in the Wing of the Pellucid Hawk Moth, Cephonodes hylas：Novel 
Scale Morphology, Scale Detachment Mechanism, and Wing Transparency
Akihiro Yoshida, Yoshiomi Kato, Hironobu Takahashi, Ryuji Kodama
Zoological Science 38（5）：427-435．分野　Physiology

Dynamics of Spermatogenesis and Change in Testicular Morphology under ‘Mating’ and ‘Non-
Mating’ Conditions in Medaka（Oryzias latipes）
Ruka Sumita, Toshiya Nishimura, Minoru Tanaka
Zoological Science 38（5）：436-443．分野　Reproductive Biology

Evaluation of Visual and Tactile Perception by Plain-Body Octopus（Callistoctopus aspilosomatis）
of Prey-Like Objects
Sumire Kawashima, Yuzuru Ikeda
Zoological Science 38（6）：495-505．分野　Behavioral Biology

【2022 年　茗原眞路子研究奨励助成金　採択者】
藤岡春菜　　岡山大学大学院環境生命科学研究科・助教
「アリはどうやって水を運ぶのか？効率的な液体輸送とその進化の解明」
清水啓介　　東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻・特任助教
「腕足動物におけるキチンを介した貝殻形成の分子機構」
武下　愛　　近畿大学医学部解剖学教室・助教
「胎盤特異的な概日リズム欠如が胎盤機能に与える影響を解明する」

【2022 年　感謝状贈呈者】
島崎英行　　  熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター沿岸環境部門合津マリンステーショ

ン　技術専門職員
福岡雅史　　  名古屋大学全学技術センター生物・生体技術支援室（名古屋大学大学院理学研究科附属

臨海実験所）技師

【2022 年　名誉会員証授与者】
武田洋幸
1983 年入会

＜主な貢献＞
会長 2014 年度―2015 年度
監事 2016 年度―2017 年度
学会理事 2009 年度―2010 年度（動物学研究推進担当）
 2012 年度―2013 年度（庶務）
 2018 年度―2019 年度（賞担当）
委員長 2009 年度（学会賞等選考委員会委員長）

受賞者

受
賞
者
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＜特記すべき貢献＞
2016 年　第 22 回国際動物学会　議長及び開催準備委員長
2018 年―2020 年　国際生物科学連合会長
2023 年　国際生物科学連合総会（日本開催）議長

＜動物学会関係受賞歴＞
2008 年度動物学会賞
「小型魚類を用いた脊椎動物発生機構の普遍的メカニズムの解明」

岡　良隆
1979 年入会

＜主な貢献＞
学会長・理事
　2016 年度―2017 年度、2018 年度―2019 年度
学会副会長・理事（IT化担当）
　2012 年度―2013 年度
学会理事
　2005 年度―2006 年度（庶務）
　2003 年度―2004 年度（ZS誌電子ジャーナル担当）
　2001 年度―2002 年度（会計及び ZS誌電子化担当）

　1999 年度―2000 年度（会計及び ZS誌電子化担当）
Zoological Science 主幹（Editor-In-Chief）
　2007 年 1 月―2009 年 12 月
関東支部長
　2011 年度―2012 年度
評議員
　2005 年度―2006 年度（会計及び ZS誌電子化担当）
生物科学ニュース運営委員
　1999 年度―2000 年度、2001 年度―2002 年度、2005 年度―2006 年度
生物科学ニュース編集委員
　1990 年 12 月―1992 年 12 月

＜動物学会関係受賞歴＞
2002 年度 Zoological Science Award（Endocrinology）
Mechanisms of the modulation of pacemaker activity by GnRH peptides in the terminal nerve-
GnRH neurons.
2010 年度 Zoological Science Award（Endocrinology）
Biochemical analysis and immunohistochemical examination of a GnRH-like immunoreactive 
peptide in the central nervous system of the decapod crustacean the kuruma prawn Marsu-
penaeus japonicas.
2013 年度動物学会賞
「生殖の中枢制御にかかわるペプチドニューロン系の研究」

受賞者

受
賞
者
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沼田英治
1978 年入会

＜主な貢献＞
副会長・理事 2014 年度―2015 年度、2018 年度―2019 年度
監事 2016 年度―2017 年度
近畿支部長・理事 2012 年度―2013 年度
学会賞等選考委員長 2013 年度
Zoological Science 主幹（Editor-In-Chief）
 2020 年 1 月―2021 年 12 月
第 22 回国際動物学会プログラム委員長
 2016 年度

＜動物学会関係受賞歴＞
2012 年度動物学会賞
「動物の生活史を調節する環境要因および生物時計の研究」

八杉貞雄
1968 年入会

＜主な学会運営活動＞
1983 年度―1986 年度　関東支部委員
1989 年度―1990 年度　関東支部委員
1991 年度―1992 年度　関東支部長
1993 年度―1996 年度　評議員
1993 年度―2002 年度　動物学歴史資料保存委員会委員長
1997 年度―2002 年度　Zoological Science Division Editor
1999 年度―2002 年度　評議員
2000 年度―2002 年度　関東支部代議員
2000 年度―2004 年度　渉外担当理事
2001 年度　学会賞等選考委員会委員長
2002 年度　動物学歴史資料保存委員会委員
2003 年度―2009 年度　Zoological Science Editorial Board Member
2006 年度―2008 年度　関東支部評議員
2018 年度―2022 年度　監事

＜動物学会関係受賞歴＞
1999 年度動物学会賞
「消化器官の分化における組織間相互作用の分子的研究」

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9日（金）

NS ナリシゲシンポジウム（2022年度本部企画シンポジウム）「動物学の進
む道」：本当に面白く大事なことができているのか？

大隈講堂
（大講堂） 12：30～14：30

＜動物学国際交流シンポジウム　日程表＞
第3日目　9月10日（土）

IS 第 2回動物学国際交流シンポジウム：魚類の浸透圧調節研究とミツバチ
の認知生態学の最前線 3-301会場 9：00～12：00

＜シンポジウム　日程表＞
大会前日　9月7日（水）

S1 動物学研究への寄与が期待される新たな解析手法および生命現象 3-301会場 18：00～20：00

S2 第 15回色素細胞シンポジウム～鳥類を例に野外と細胞の両視点から発
色を考える～ 3-302会場 18：00～20：00

第1日目　9月8日（木）
S3 あつまれ！多様な生殖・繁殖戦略 3-301会場 18：00～20：00

S4 「第40回胚誘導と形態形成」・「第30回イモリ・ネットワーク」　両生
類研究の魅力―過去・現在・未来― 3-302会場 18：00～20：00

S5 実験動物から探る動物の行動と精神機能 3-401会場 18：00～20：00

S6 脊椎動物の多様な形態をもたらす分子基盤 3-402会場 18：00～20：00

S7 あつまれ動物のリズム 3-601会場 18：00～20：00

S8 非哺乳類における性行動とその制御メカニズム～「愛」を探求する研究者
たち～ 3-602会場 18：00～20：00

第2日目　9月9日（金）
S9 魚たちの環世界を探る：分子・生理・行動学的研究の最前線 3-301会場 9：00～11：30

S10 第 6回ペプチド・ホルモン研究会シンポジウム　内分泌研究の新たな挑戦―ペプチドシグナルから探る生き物の不思議― 3-302会場 9：00～11：30

S11 繁殖戦略の進化メカニズム～多様性をもたらす「ちから」を暴く～ 3-305会場 9：00～11：30

S12 新規モデル生物で遺伝子ノックイン技術を駆使する研究の醍醐味～先人の試行錯誤から成功の秘訣を学ぶ～ 3-401会場 9：00～11：30

S13 国立沖縄自然史博物館ができたあかつきには 3-402会場 9：00～11：30

S14 バイオミメティクスから“エコミメティクス”へ～生物学・工学・農学・情報学による学際的アプローチ～ 3-405会場 9：00～11：30

S15 海産無脊椎動物―生命情報の宝の山VII―オープンデータサイエンス 3-502会場 9：00～11：30

S16 第 7回　両生類はワンダーランド 3-601会場 9：00～11：30

S17 行動を操る脳ホルモン―比較神経内分泌学研究は面白すぎる !!!― 3-602会場 9：00～11：30
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＜サテライトシンポジウム　日程表＞
大会前日　9月7日（水）

SS XCIJ/NBRPツメガエル・イモリ共催　細胞生物学から考えるこれから
の研究リソース 3-305会場 18：00～20：00

＜関連集会　日程表＞
大会前日　9月7日（水）

K1 貝と寄生のナチュラル・ヒストリー 3-CTLT
2,3 会場 18：00～20：00

K2 第 40回ホヤの生物学談話会 3-306会場 18：00～20：00

第1日目　9月8日（木）

K3 第 22回男女共同参画懇談会　ランチョン企画　ワーク・ライフ・バラ
ンスを考える～研究を続けるために～

3-CTLT
2,3 会場 12：00～13：00

第1日目　9月8日（木）

K4 動物学会員のキャリアパス～センパイの場合～ 3-CTLT
2,3 会場 18：00～20：00

K5 進化論に翻弄された生物学者たち、ヘッケル、ドールン、ドリーシュ
―ナポリ臨海実験所設立150周年記念シンポジウム― 3-305会場 18：00～20：00

日程表
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NS 第 2日目：9月 9日（金） 12：30～14：30 会場：大隈講堂（大講堂）

2022年度本部企画シンポジウム
2022年度早稲田大会本部企画シンポジウム（ナリシゲシンポジウム）
「動物学の進む道」：本当に面白く大事なことができているのか？

オーガナイザー：
日本動物学会本部（稲葉一男・蟻川謙太郎・沓掛磨也子・神田真司）

稲葉 一男（日本動物学会会長）
本シンポジウムの趣旨
本シンポジウムでは、独創性の高い生物学研究を進めてきた 3人の研究者に自身の研究の面白さを紹介していただき
ます。その上で動物学や基礎科学の重要性と現在の研究環境、特に「本当に面白く大事なことができているのか」につい
て話していただきます。特別講演として、2016 年にノーベル生理学・医学賞を受賞された大隅良典先生に、酵母オート
ファジーの発見の経緯などのご研究の話をいただいた上で、動物学、植物学、微生物学などの基礎科学が置かれている日
本の状況、今後の課題、ご提案などをお話しいただきます。本シンポジウムを通して、日本の研究環境が果たして動物学
研究に好ましい状況なのか、これから研究を目指す会員の皆さんとともに考えたいと思います。

12：30～12：50 二橋 亮（産業技術総合研究所生物プロセス研究部門生物共生進化機構研究グループ）
トンボの不思議を追いかけて

トンボは日本人にとって、とても身近な昆虫である。童謡の「赤とんぼ」や「とんぼのめがね」は、子供から大人まで
ほとんどの日本人が歌えるといっても過言でないだろう。このように一般の人々にも身近なトンボであるが、飼育や入手
が難しいことなどから、分子生物学的な研究は世界的に見てもほとんど進められてこなかった。演者は、トンボの色や模
様の多様性に興味を持って研究を進めてきた。研究を進める過程で、「赤とんぼ」が非常にユニークな方法で体色変化を
起こしていることや、「とんぼのめがね」は色覚に関わる遺伝子を極端に多く持っており、異なる光環境に応じて光セン
サーを使いわけていること、「とんぼのめがね」のモデルとなったシオカラトンボは、紫外線を反射する特殊な成分のワッ
クスを分泌していることなど、他の生物からは知られていなかった興味深い知見が明らかになってきた。研究を進める上
で大きな課題であった遺伝子機能解析系の確立など、非モデル生物ならではの試行錯誤について紹介したい。

12：50～13：10 奥山 雄大（国立科学博物館植物研究部多様性解析・保全グループ）
動物からのぞく植物の秘密、植物からのぞく動物の秘密

「昆虫について学びたければ、植物のことも学ぶ必要がある」大学入学当初に恩師に投げかけられたこの言葉は今も私
の学問の指針であり続けている。すなわち、陸上生態系において植物と（昆虫を含む）動物は密接に関係し合っており、
一方だけを見ていると不可解なそれぞれの形質も、動植物の相互関係という視点を入れることによって明快に理解でき
ることが多いのである。特に陸上植物の多様性を象徴する花は、動物による送粉に適応し多様化した器官であるため、そ
の研究を通じて動物、植物双方に秘められた現象の発見やその問題解明につながる。そこで今回の発表では、特に日本列
島で顕著な多様化を遂げているチャルメルソウ、カンアオイ、テンナンショウといった植物群をめぐる花と昆虫の関係を
取り上げる。これらいずれの植物群においても種ごとに特異的なハエ目昆虫が送粉者として働いており、その特異性には
花の香りが重要な役割を果たしていることが明らかになってきた。なぜこの送粉者が花に来るのか？という疑問から興
味の赴くまま展開してきた研究の結果、送粉者の生活史や、花の香りの進化遺伝学、生理学に関する発見に至るまで、予
想もしない形で明らかになってきたいくつかの成果を紹介したい。

13：10～13：30 中野 裕昭（筑波大学下田臨海実験センター）
知られずに生きている海の動物たちの研究

私は有柄ウミユリ類、ウミシダ、珍渦虫、無腸動物、平板動物など生物学者でもあまり聞いたことのないような珍しい
海産動物を研究対象にしてきた。少し説明すると、有柄ウミユリ類やウミシダは一見植物に似た形をもつことから名付け
られた棘皮動物の仲間で、平板動物は神経細胞や筋肉細胞をもたないにも関わらず運動が可能な後生動物である。私はこ
れらの動物の採集・飼育系の開発、繁殖時期の推定、発生過程の観察などの基礎的な実験を中心とする研究を行ってい
る。また、全国の研究者とともに沿岸域の動物相の調査や研究の進んでいない海産動物の探索を行っており、複数の新種
も記載している。私がこのような古典的とも言える研究を続けているのは、マイナーな動物の博物学的な研究を楽しい、
面白いと感じるからである。その成果として、これまでに有柄ウミユリ類と珍渦虫の発生過程の世界初の観察や、新しい
動物門「珍無腸動物門」の提唱などを行い、後生動物の進化に関する新しい仮説も発表してきた。今後も、奇妙な動物の
自然史学的研究に取り組むことで、後生動物の進化や多様性に関する、自分も他の方々も面白いと思える新しい発見を重
ねていきたいと思っている。
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13：30～14：30 特別講演 大隅 良典（東京工業大学科学技術創成研究院細胞制御工学研究センター）
今半世紀の研究を振り返って思うこと

振り返ってみると科学がいかに人間の活動の一つで、歴史の中にあるかに思い至る。私は、大学入学時に生物学を目指
していたわけではない。1960 年の前半はまさしくセントラルドグマが確立して行く時代で、地球上の全ての生命に共通の
基本原理が確立されることに、強く惹かれて分子生物学を志すことになった。大腸菌を使って、リボソーム上でのタンパ
ク生合成の機構をテーマにし、タンパク質合成が生涯のキーワードになった。60 年代の後半からは、真核生物に興味が広
がる時代で、職もないまま米国留学となり、細胞生物学に出会うことになる。全く経験のないマウスの受精、初期発生の
研究は、当時の私には苦い経験となった。最後の年に酵母を使う機会を得て、以後半世紀酵母と付き合っている。帰国後、
酵母の研究を立ち上げ、殆ど注目されていなかった液胞を対象に選んだ。膜輸送研究、オートファジーの機構などこの小
さな細胞に向き合っている。今や、生物学研究も膨大な情報に基づいた網羅的な研究の波のなか、知的好奇心のみから発
した基礎研究を展開することが難しくなっている。当然、多数の学会に属し、研究費、研究仲間を得てきた。動物学、植
物学、微生物学などの本来のあり方について私見をのべ議論の機会としたい。
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IS 第 3日目：9月 10日（土） 9：00～12：00 会場：3-301 会場

第2回動物学国際交流シンポジウム：魚類の浸透圧調節研究とミツバチの認知生態学の最前線
The 2nd International Exchange Symposium of Zoology：Osmoregulation of fishes and

cognitive ecology of honeybees

オーガナイザー：
鈴 木 信 雄 Nobuo SUZUKI（Noto Marine Laboratory, KANAZAWA Univ.）
日下部 誠 Makoto KUSAKABE（Faculty of Science, SHIZUOKA Univ.）
藍 浩 之 Hiroyuki AI（Dept. Earth System Science, FUKUOKA Univ.）

Part I：FISH OSMOREGULATION
IS 1 Understanding the photoperiod-driven seasonal clock of fish：Evidence for a role of thyroid

stimulating hormone, deiodinase and thyroid hormone in the pituitary and brain
Stephen D. McCormick1,2（1USGS, Conte Anadromous Fish Research Center, Turners Falls, MA, USA，
2Department of Biology, University of Massachusetts, Amherst, USA）

IS 2 Evolution of freshwater tolerance and mechanisms of acclimation in stickleback fishes
Anne C. Dalziel（Department of Biology, Saint Mary’s University, Halifax, NS, Canada）

IS 3 Euryhalinity in cartilaginous fishes：Lessons from bull shark and red stingray
Wataru Takagi（Laboratory of Physiology, Atmosphere and Ocean Research Institute, The Univer-
sity of Tokyo, Chiba, Japan）

Part II：COGNITIVE ECOLOGY OF HONEYBEES
IS 4 Cognitive ecology in managed social bees as crop pollinators

Walter Farina（Social Insect Lab, Faculty of Exacts and Natural Sciences, University of Buenos Ai-
res. IFIBYNE-CONICET, Buenos Aires, Argentina）

IS 5 Reproductive division of labor and biogenic amines in the honey bee
Ken Sasaki（Graduate School of Agriculture, Tamagawa University, Machida, Tokyo, Japan）

IS 6 Orientation to the polarized light in flying honeybees
Midori Sakura（Graduate School of Science, Kobe University, Kobe, Hyogo, Japan）
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S1 大会前日：9月 7日（水） 18：00～20：00 会場：3-301 会場

動物学研究への寄与が期待される新たな解析手法および生命現象
New analytical techniques and life phenomena contributing to zoological research

オーガナイザー：
原 口 省 吾 Shogo HARAGUCHI（昭和大・医・生化学）
坪 井 貴 司 Takashi TSUBOI（東大・院・総合文化・生命環境）

S1 1 生細胞イメージングによる消化管内分泌細胞の生理機能解析
Live-cell imaging analysis on the functions of enteroendocrine cells
原田 一貴 Kazuki Harada，坪井 貴司 Takashi Tsuboi（東京大学・院総文・生命）

S1 2 組織内の微小環境における、神経伝達物質を介した免疫細胞の制御～質量分析を用いたアプ
ローチ～
Neurotransmitters regulates immune cells in the tissue microenvironment.
杉浦 悠毅 Yuki Sugiura（京都大学医学部附属がん免疫総合研究センター）

S1 3 細胞外小胞エクソソームの理解に向けて：エクソソームは動物学研究に新知見をもたらす
か？
Towards an understanding of extracellular vesicles“exosome”：do exosomes bring new insights into zoological re-
search?
吉岡 祐亮 Yusuke Yoshioka（東京医大・医総研・分子細胞治療）

S1 4 機械学習を用いたGPCR-ペプチド間相互作用の多様化分子機構の解明
Elucidation of their molecular mechanisms of diversification using machine learning
白石 慧 Akira Shiraishi（サントリー生科財団・生有研）

S2 大会前日：9月 7日（水） 18：00～20：00 会場：3-302 会場

第15回色素細胞シンポジウム～鳥類を例に野外と細胞の両視点から発色を考える～
15th Pigment Cell Symposium―discussion of bird Color development from field and labo-

ratory studies―

オーガナイザー：
森 本 元 Gen MORIMOTO（山階鳥類研究所）

S2 1 鳥類における生態と発色
Ecology and color development in birds
森本 元 Gen Morimoto（山階鳥類研究所）

S2 2 鳥類の多彩な体色発現と制御、今後の展望
Various body color expression mechanisms and future prospects in birds
秋山 豊子 Toyoko Akiyama（慶應義塾大学・生物学教室）

S2 3 鳥類の構造色発現の仕組み
Mechanisms of the structural colors in birds
吉岡 伸也 Shinya Yoshioka（東京理科大学・理工・物理）

S2 4 鳥類のメラニン呈色や構造色の基盤となるメラニン色素輸送
Melanin transfer underlying melanin pigmentation and structural color in avian species
田所 竜介 Ryosuke Tadokoro（岡山理科大学・生命科学）
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S3 第 1日目：9月 8日（木） 18：00～20：00 会場：3-301 会場

あつまれ！多様な生殖・繁殖戦略
What a diverse reproductive strategy!

オーガナイザー：
井 上 直 和 Naokazu Inoue（福島県立医大）
佐 藤 裕 公 Yuhkoh Satouh（群馬大）

S3 1 クマムシの繁殖戦略のなぜ
Complicated reproductive strategy of tardigrades
杉浦 健太 Kenta Sugiura（群馬大学・生体調節研究所・細胞構造分野）

S3 2 嚢舌類ウミウシにおける大規模な自切・再生現象
Extreme autotomy and regeneration in sacoglossan sea slugs
三藤 清香 Sayaka Mitoh，遊佐 陽一 Yoichi Yusa
（奈良女子大学・人間文化総合科学研究科・自然科学）

S3 3 エイの胚休眠は驚きのサバイバル術
Embryonic diapause of batoids is an amazing survival strategy
山口 敦子 Atsuko Yamaguchi（長崎大学・水産学部）

S3 4 鳥類の貯精と交尾後性選択
Sperm-storage and post-copulatory sexual selection in birds
松崎 芽衣 Mei Matsuzaki1，笹浪 知宏 Tomohiro Sasanami2（1広島大学・院統合生命・食品科学，
2静岡大学・農・応用生命科学）

S3 5 配偶子間相互作用の多様性と共通機構
Diversity and commonality in gamete interactions
佐藤 裕公 Yuhkoh Satouh（群馬大学・生調研）

S4 第 1日目：9月 8日（木） 18：00～20：00 会場：3-302 会場

「第40回胚誘導と形態形成」・「第30回イモリ・ネットワーク」 両生類研究の魅力―過去・現在・
未来―

40th Embryonic Induction and Morphogenesis and 30th Imori Network Joint Symposium
Fascinating Research of Amphibians―past, present, and future―

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

S4 1 両生類研究の歩みの概要
An Overview of Amphibian Research
浅島 誠 Makoto Asashima（帝京大学 先端総合研究機構）

S4 2 両生類の卵活性化と多精拒否のメカニズム
Mechanisms of egg activation and polyspermy blocks in amphibians
岩尾 康宏 Yasuhiro Iwao1，上野 秀一 Shuichi Ueno2（1山口大・理学部，
2山口大・院創成科学・地球圏生命物質科学）

S4 3 イベリアトゲイモリの行進～When the Iberian ribbed newts go marching in～
When the Iberian ribbed newts go marching in
鈴木 賢一 Ken-ichi Suzuki（基生研・TSB・新規モデル）
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S4 4 比較血液学の未来：両生類の血球・造血の姿からみえてきたこと
The Future of Comparative Hematology：Insights from Amphibian Blood Cells and Hematopoiesis
加藤 尚志 Takashi Kato1,2,3，小俣 和輝 Kazuki Omata1,2，小川 斐女 Ayame Ogawa1,2，
伊東 正剛 Masataka Ito3,4（1早稲田大学・教育・理・生物，2早稲田大学・院先進理工・生命理工，
3早稲田大学・理工総研，4日大・医・小児科学系小児科学分野）

S5 第 1日目：9月 8日（木） 18：00～20：00 会場：3-401 会場

実験動物から探る動物の行動と精神機能
Animal Behavior and Mental Functions Explored in Laboratory Animals

オーガナイザー：
中 村 和 昭 Kazuaki Nakamura（成育医療研セ）

S5 1 雄の性機能を司る脳―脊髄神経ネットワークと性経験
Sexual experience affects the hypothalamic oxytocin-spinal ejaculation generator system controlling male sexual be-
havior
越智 拓海 Takumi Oti1,2（1神奈川大学・理・生物科学，2岡山大学・理・臨海実験所）

S5 2 性と経験によって変化するマウス養育行動
Parental behavior changed by sex and reproductive experience in mice
恒岡 洋右 Yousuke Tsuneoka（東邦大学・医・解剖）

S5 3 周産期の甲状腺ホルモンが脳神経の発達ならびに精神機能発現に及ぼす影響
Effects of thyroid hormones insufficiency onbrain development and mental functions
内田 克哉 Katsuya Uchida（東北大・院情報科学・情報生物）

S5 4 社会的促進に注目した自閉スペクトラム障害の病態解明への試み
Pathophysiological elucidation of autism spectrum disorders focusing on social facilitation
吉崎 嘉一 Kaichi Yoshizaki（愛知県医療療育総合センター・発達障害研究所・障害モデル）

S5 5 自動ホームケージモニタリング（AHCM）技術で探る実験動物の行動と認知
Assessment of Behavior and Cognition in Laboratory Animals using Automated Home-Cage Monitoring（AHCM）
Techniques
ベナー 聖子 Seico Benner1,3，遠藤 俊裕 Toshihiro Endo2，山末 英典 Hidenori Yamasue3
（1国立環境研究所・環境リスク健康領域・生体影響評価研究室，2フェノバンス合同会社，
3浜松医科大学・医学部・精神医学講座）

S6 第 1日目：9月 8日（木） 18：00～20：00 会場：3-402 会場

脊椎動物の多様な形態をもたらす分子基盤
Molecular basis for the morphological diversity in the vertebrates

オーガナイザー：
川 村 哲 規 Akinori Kawamura（埼玉大・院理工）
花 嶋 かりな Carina Hanashima（早稲田大・教育）

S6 1 ゼブラフィッシュの正中鰭は hox 遺伝子の機能的な組合せによって形成領域が規定される
Position and length of the medial fins are regulated by the combinatorial functions of hox genes in zebrafish
川村 哲規 Akinori Kawamura（埼玉大・院理工・生体制御学）

S6 2 脊椎動物心臓の多様性をもたらした細胞外環境の変化
Evolution and development of the fish heart by the extracellular environment
守山 裕大 Yuuta Moriyama（青山学院大学・理工・物理科学）

S6 3 平面細胞極性因子群によるWnt 蛋白質の空間パターンの制御
Spatial patterns of Wnt proteins by planar cell polarity（PCP）components
三井 優輔 Yusuke Mii1,2,3（1基礎生物学研究所，2総合研究大学院大学，3JSTさきがけ）
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S6 4 カタツムリ食ヘビ類における非対称な歯列の決定過程
Determinants of the dentition asymmetry in snail-eating snakes.
細 将貴 Masaki Hoso1,2（1早稲田大学・教育・生物，2早稲田大学・院先進理工・生命理工）

S6 5 四肢動物における後肢の位置の多様性を生み出した進化の分子基盤
The molecular mechanisms of evolution that brough about the diversity of hindlimb positions in tetrapods
鈴木 孝幸 Takayuki Suzuki（大阪公立大・院理・生物）

S6 6 脊椎動物の綱特異的脳構築を担う分子機構
Molecular logic underlying class-specific cytoarchitectonic assembly in the vertebrate brain
花嶋 かりな Carina Hanashima1,2（1早稲田大学・教育・生物，2早稲田大学・先進理工・生命理工）

S7 第 1日目：9月 8日（木） 18：00～20：00 会場：3-601 会場

あつまれ動物のリズム
Animal crossing：biological rhythms

オーガナイザー：
吉 井 大 志 Taishi Yoshii（岡山大・院自然・生物科学）
長谷部 政 治 Masaharu Hasebe（大阪大・院理・生物科学）

S7 1 リズムからみるアリの社会
Biological rhythms in ant societies
藤岡 春菜 Haruna Fujioka（岡山大学院・環境生命（農））

S7 2 脳のない生物の睡眠様式―ヒドラをモデルとして―
Sleep in a brainless animal―Hydra as a model organism―
伊藤 太一 Taichi Itoh（九州大学・基幹教育院）

S7 3 オオクロコガネ概倍日リズムの形成機構と起源
Physiological mechanism and origin of the circa‘bi’dian rhythm in Holotrichia parallela
志賀 向子 Sakiko Shiga（大阪大学・院理・生物科学）

S7 4 動物は青色光をつかって時空間情報を見ている
Animals‘watch’spatio-temporal information through blue light-mediated mechanisms in the eye
岡野 俊行 Toshiyuki Okano（早稲田大学・先進理工・電生）

S8 第 1日目：9月 8日（木） 18：00～20：00 会場：3-602 会場

非哺乳類における性行動とその制御メカニズム～「愛」を探求する研究者たち～
Reproductive behavior and its regulatory mechanism of non-mammalian animals～The

scientists seeking“Love”～

オーガナイザー：
中 城 光 琴 Mikoto Nakajo（大阪医薬大・医）
富 原 壮 真 Soma Tomihara（長浜バイオ大・バイオサイエンス研究科）

S8 1 メダカを用いた真骨魚類の放卵行動に関与する神経回路の探索
Neural circuitry activating spawning behavior in a teleost medaka
富原 壮真 Soma Tomihara1，馬谷 千恵 Chie Umatani2，岡 良隆 Yoshitaka Oka2，神田 真司
Shinji Kanda3（1長浜バイオ大学・バイオサイエンス研究科，2東京大学・院理・生物科学，
3東京大学・大気海洋研究所）

S8 2 メダカにおける性行動に寄与するペプチドニューロンの解析
Analysis of peptidergic neurons involved in regulation of reproductive behavior in medaka
中城 光琴 Mikoto Nakajo1，大久保 範聡 Kataaki Okubo2（1大阪医科薬科大学・医・生命科学，
2東京大学・院農・水圏生物科学）
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S8 3 ヤモリの「パタンなし」求愛コールは種内の配偶者選択に用いられているか？
Do‘patternless calling’geckos use their calls to assess conspecific male quality?
城野 哲平 Teppei Jono（広島修道大学・人間環境）

S8 4 カエデチョウ科鳥類の求愛ダンスコミュニケーションを読み解く
How Estrildid birds communicate through dance during courtship
相馬 雅代 Masayo Soma（北海道大学・院理・生物）

S8 5 ショウジョウバエと蚊における、聴覚を介した配偶行動のメカニズム
Hearing mediates the mating behaviors of fruit flies and mosquitoes
上川内 あづさ Azusa Kamikouchi1,2，スー マシュー Matthew Paul Su1（1名古屋大学・院・理学，
2東北大学・院・生命科学）

S9 第 2日目：9月 9日（金） 9：00～11：30 会場：3-301 会場

魚たちの環世界を探る：分子・生理・行動学的研究の最前線
Exploration of the“Umwelt”of fishes by behavior, physiology, and molecular perspective

オーガナイザー：
福 田 和 也 Kazuya Fukuda（北里大学海洋生命科学部・北里大海洋）
福 富 又三郎 Matasaburo Fukutomi（ワシントン大学セントルイス校・WUSTL）

S9 1 脊椎動物の進化における網膜細胞タイプの多様性
Divergence of retinal cell types during vertebrate evolution
小川 洋平 Yohei Ogawa，Yu Liu，Joseph Corbo（Washington University School of Medicine, Pa-
thology and Immunology）

S9 2 複数種の硬骨魚類の仔魚を用いた全視野運動反応の比較研究
A comparative study of repetitive whole-field motion processing in multiple species of teleost larvae.
磯江 泰子 Yasuko Isoe，ヘルナンデス ルイス Luis Hernandez，エンゲルト フローリアン
Florian Engert（ハーバード大学・分子細胞生物）

S9 3 メダカから探る魚類の季節適応機構
Seasonal adaptation mechanisms of fishes explored by medaka
中山 友哉 Tomoya Nakayama1,2，吉村 崇 Takashi Yoshimura2,3（1名古屋大学・高等研究院，
2名古屋大学・院生命農学，3名古屋大学・WPI-ITbM）

S9 4 弱電気魚における感覚運動統合回路の進化と可塑性
Evolution and plasticity of a sensorimotor integration circuit in electric fish
福富 又三郎 Matasaburo Fukutomi，カールソン ブルース Bruce Carlson（Washington Univer-
sity in St. Louis・Department of Biology）

S9 5 魚類における戦略的な子殺しを制御する中枢調節機序の探索―行動生態学研究の新展開とし
て―
Exploration of central regulatory mechanisms that control infanticide in fish―as a new development in behavioral
ecology―
福田 和也 Kazuya Fukuda1，阿見彌 典子 Noriko Amiya1，竹垣 毅 Takeshi Takegaki2
（1北里大学・海洋生命，2長崎大学・水産）



シンポジウム

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

29 ●

S10 第 2日目：9月 9日（金） 9：00～11：30 会場：3-302 会場

第6回ペプチド・ホルモン研究会シンポジウム 内分泌研究の新たな挑戦―ペプチドシグナルから探
る生き物の不思議―

The 6th Symposium for Peptide and Hormone Research New challenges in endocrine re-
search―Animal wonders explored from peptidergic signals―

オーガナイザー：
浮 穴 和 義 Kazuyoshi Ukena（広島大・院統合生命・総科）
丹 羽 隆 介 Ryusuke Niwa（筑波大・TARAセ）
中 倉 敬 Takashi Nakakura（帝京大・医・解剖）

S10 1 原始左右相称動物・扁形動物の“原型（プロトタイプ）脳”から神経内分泌系の進化起源
をひもとく
Platytocin：An ancestral oxytocin/vasopressin-related peptide from Platyhelminthes
坂本 浩隆 Hirotaka Sakamoto（岡山大学・理・臨海/共同利用拠点UMI）

S10 2 キイロショウジョウバエの生殖休眠を制御する神経内分泌システムの解析
Analysis of the neuroendocrine system regulating reproductive dormancy in Drosophila melanogaster
黒木 祥友 Yoshitomo Kurogi1，井村 英輔 Eisuke Imura2，星野 涼 Ryo Hoshino1，水野 陽介
Yosuke Mizuno1，Marcela Nouzova3，松山 茂 Shigeru Matsuyama4，溝口 明 Akira Mizoguchi5，
近藤 周 Shu Kondo6，谷本 拓 Hiromu Tanimoto7，Fernando G. Noriega8，丹羽 隆介
Ryusuke Niwa2（1筑波大・院理工情報生命，2筑波大・TARAセ，3Institute of Parasitology, Biology Cen-
ter of the Academy of Sciences of the Czech Republic，4筑波大・生命環境，5愛知学院大・教養，
6東京理科大・先進工学，7東北大・院生命科学，8University of South Bohemia, Department of Parasitol-
ogy）

S10 3 脳下垂体ホルモン産生細胞がもつ明瞭な光応答性の生物学的意義
Direct photoreception by pituitary endocrine cell suggests a novel mechanism for release
福田 彩華 Ayaka Fukuda1，佐藤 恵太 Keita Sato2，横田 克己 Katsumi Yokota1，藤森 千加
Chika Fujimori1,3，永田 晋治 Shinji Nagata4，馬谷 千恵 Chie Umatani5，神田 真司
Shinji Kanda1（1東大・大海研・海洋生命科学，2岡大・院医歯薬・細胞組織，
3基生研・バイオイメージング解析室，4東大・新領域・先端生命科学，5東大・院理・生物科学）

S10 4 新規視床下部神経ペプチドNPGLの機能解析の新展開―免疫系を制御する可能性―
New insight into functions of a novel hypothalamic small protein, NPGL―Possibility to regulate the immune sys-
tem―
成松 勇樹 Yuki Narimatsu（広島大・院統合生命）

S10 5 下垂体門脈系の構築を調節する分子機序
Molecular mechanism for assembling the hypophyseal portal system
中倉 敬 Takashi Nakakura（帝京大・医・解剖）

S10 6 QRFP産生ニューロンからはじまるマウスの冬眠様状態
A hibernation-like state in mice evoked by QRFP-producing neurons
砂川 玄志郎 Genshiro Sunagawa
（理化学研究所生命機能科学研究センター老化分子生物学研究チーム）
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S11 第 2日目：9月 9日（金） 9：00～11：30 会場：3-305 会場

繁殖戦略の進化メカニズム～多様性をもたらす「ちから」を暴く～
Uncovering the“driving force”behind evolution of reproductive strategies

オーガナイザー：
山 岸 弦 記 Genki Yamagishi（東京理科大）
加 用 大 地 Daichi Kayo（東北大）

S11 1 腹鰭保育形質の繁殖様式進化に関わる分子基盤の解析
The molecular mechanism underlying the evolution of pelvic-fin brooding
加用 大地 Daichi Kayo（東北大学・院・生命科学）

S11 2 トカゲ類の胎生への移行を可能とする要因の探索
Exploration of factors that enable lizards to evolutionary shift from oviparity to viviparity
栗田 隆気 Takaki Kurita（千葉県立中央博物館）

S11 3 親子判定から紐解くコオイムシの父育システム
Understanding a paternal care system of giant water bugs using a paternity test
鈴木 智也 Tomoya Suzuki1，大庭 伸也 Shin-ya Ohba2，東城 幸治 Koji Tojo3
（1京都大学大学院地球環境学堂，2長崎大学人文社会科学域，3信州大学学術研究院理学系）

S11 4 平板動物のキメラ形成を介した性成熟と多様性の獲得の可能性
Possible acquisition of sexual maturity and diversity through chimera formation in placozoans
塙 宗継 Munetsugu Bam1，中野 裕昭 Hiroaki Nakano2（1山梨大学・医学域・解剖学，
2筑波大学・生命環境系・下田臨海実験センター）

S12 第 2日目：9月 9日（金） 9：00～11：30 会場：3-401 会場

新規モデル生物で遺伝子ノックイン技術を駆使する研究の醍醐味～先人の試行錯誤から成功の秘訣を
学ぶ～

Recent advances in targeted gene knock-in techniques in emerging model animals

オーガナイザー：
安 藤 俊 哉 Toshiya Ando（京大・白眉）
安 齋 賢 Satoshi Ansai（東北大・院生命）

S12 1 メダカにおける遺伝子ノックイン・染色体編集技術の開発とその利用
Targeted gene knock-in and chromosomal engineering technologies in medaka
安齋 賢 Satoshi Ansai（東北大・院生命）

S12 2 アフリカツメガエルの新たなトランスジェニック動物作出法～NEXTrans（New and Easy
Xenopus Transgenesis at a safe harbor site）～
CRISPR/Cas9-based simple transgenesis in Xenopus laevis
柴田 侑毅 Yuki Shibata1，餅井 真 Makoto Mochii2，鈴木 賢一 Ken-ichi Suzuki1
（1基生研・新規モデル，2兵庫県立大・理）

S12 3 CRISPR-Cas9 によるノックインヤツメウナギ作製の技術確立と展望
Generation of knock-in lampreys by CRISPR-Cas9 and perspective on its applicability
鈴木 大地 Daichi Suzuki（筑波大学・生命環境）

S12 4 ノックイン技術で迫るミジンコにおける環境依存的な性決定の仕組み
The knock-in technology unravels the environmental sex determination mechanism in Daphnia
加藤 泰彦 Yasuhiko Kato，渡邉 肇 Hajime Watanabe（大阪大学・院工・生物工学）

S12 5 非モデル昆虫におけるCRISPR/Cas9 システムを用いた遺伝子挿入技術の開発
Development of targeted gene knockin method with CRISPR/Cas9 system in non-model insects
松岡 佑児 Yuji Matsuoka1，中村 太郎 Taro Nakamura1，安藤 俊哉 Toshiya Ando2，
新美 輝幸 Teruyuki Niimi1（1基礎生物学研究所，2京都大学）
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S12 6 線虫のワーム・ライフ・バランス（worm-life balance）の整備によってヒトのワーク・ライ
フ・バランス（work-life balance）が充実する
Platform of worm-life balance improves human work-life balance
堀 沙耶香 Sayaka Hori（東京女子医大・統合教育学習センター・基礎科学）

S13 第 2日目：9月 9日（金） 9：00～11：30 会場：3-402 会場

国立沖縄自然史博物館ができたあかつきには
Once the National Museum of Natural History, Okinawa is established

オーガナイザー：
岸 本 健 雄 Takeo Kishimoto（お茶大・SEC、（一社）国立沖縄自然史博物館設立準備委員会）

S13 1 国立沖縄自然史博物館設立活動の現状
Update of the initiatives towards the establishment of the National Museum of Natural History, Okinawa
岸本 健雄 Takeo Kishimoto1,2（1お茶大・ISE，2（一社）国立沖縄自然史博物館設立準備委員会）

S13 2 国立沖縄自然史博物館構想とビッグデータ多様性生物学
Okinawa Natural History Museum and researches on biodiversity in Southeast Asia using Big Data
村上 哲明 Noriaki Murakami（東京都立大学・牧野標本館）

S13 3 生物間相互作用・多様性研究における琉球列島の重要性
Importance of Ryukyu Islands for Studies on Biological Interactions and Diversity
深津 武馬 Takema Fukatsu1,2,3（1産業技術総合研究所・生物プロセス研究部門，
2東京大学大学院・理学系研究科，3筑波大学大学院・生命環境系）

S13 4 生物多様性のもう一つの舞台としての自然史博物館
Natural History Museum as another arena for biodiversity
伊澤 雅子 Masako Izawa（北九州市立自然史・歴史博物館）

S13 5 国立沖縄自然史博物館が開く生物学の未来
Future of biology with the National Natural History Museum in Okinawa
長谷川 眞理子 Mariko Hasegawa（総合研究大学院大学）

S14 第 2日目：9月 9日（金） 9：00～11：30 会場：3-405 会場

バイオミメティクスから“エコミメティクス”へ～生物学・工学・農学・情報学による学際的アプロー
チ～

From Biomimetics to“Ecomimetics”―Interdisciplinary Approach by Biology, Engineering,
Agriculture, and Informatics―

オーガナイザー：
光 野 秀 文 Hidefumi Mitsuno（東京大学）
櫻 井 健 志 Takeshi Sakurai（東京農業大学）
高 梨 琢 磨 Takuma Takanashi（森林研究・整備機構森林総合研究所）
針 山 孝 彦 Takahiko Hariyama（浜松医科大学）

S14 1 エコミメティクスと農学
Ecomimetics in Agronomy
森 直樹 Naoki Mori（京都大・院農・応用生命）

S14 2 景観生態学からみたエコミメティクス
Ecomimetics from the perspective of landscape ecology
高取 千佳 Chika Takatori（九州大学・芸術工学部）
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S14 3 エコミメティクスと光感覚
Eco-mimetics and visual sense
村田 未果 Murata Mika（農研機構・植防研）

S14 4 昆虫の聴覚器―比較研究からみえてきた動作原理と進化―
Insect auditory organs：a comparative study in crickets
西野 浩史 Hiroshi Nishino（北海道大・電子研）

S14 5 昆虫用仮想現実を用いた匂い感覚とエコミメティクスクの連関解析の試み
Toward understanding the linkage between olfaction and Eco-mimetics using virtual reality for insect
志垣 俊介 Shunsuke Shigaki（大阪大・基礎工・シス科）

S14 6 エコミメティクスの共通言語を生み出す潜在空間導出の取組み
A New Trial on Derivation of Latent Space Providing Common Language for Eco-mimetics
小川 貴弘 Takahiro Ogawa（北海道大学）

S15 第 2日目：9月 9日（金） 9：00～11：30 会場：3-502 会場

海産無脊椎動物―生命情報の宝の山VII―オープンデータサイエンス
Marine Invertebrates―Gold Mine of the Information on Life Sciences VII―Open Data Sci-

ence

オーガナイザー：
吉 田 真 明 Masa-aki YOSHIDA（島根大・隠岐臨海）
谷 口 俊 介 Shunsuke YAGUCHI（筑波大・下田臨海）

S15 1 脊索動物ワカレオタマボヤを活用した発生生物学
Developmental Biology of the larvacean, Oikopleura dioica
小沼 健 Onuma Takeshi1，西田 宏記 Hiroki Nishida2（1鹿大・理工・理学・生物，
2阪大・理学・生物）

S15 2 西太平洋に生息するウニのゲノムデータベース：WestPac-SUGDB
WestPac-SUGDB：A genome and transcriptome database of Western Pacific sea urchins
谷口 俊介 Shunsuke Yaguchi1,5，金城 その子 Sonoko Kinjo2，清本 正人 Masato Kiyomoto3，
山本 卓 Takashi Yamamoto4，池尾 一穂 Kazuho Ikeo2（1筑波大学・生命環境・下田臨海，
2遺伝学研究所・遺伝情報，3お茶の水女子大学・館山臨海，4広島大学・統合生命・分子遺伝，
5JST・さきがけ）

S15 3 生物多様性ゲノム学の新潮流―「競争」ではなく「協働」で科学を進める
Biodiversity genomics emerging：competition or cooperation?
工樂 樹洋 Shigehiro Kuraku1,2（1国立遺伝学研究所，2理研BDR）

S15 4 Contribution of the Tara Océan Expeditions to Open Science
Agostini Sylvain1,2（1筑波大学 下田臨海実験センター，2Tara Océan Fondation）

S15 5 ANEMONEの試み：環境DNA観測網と生物多様性オープンデータ
ANEMONE：an eDNA-based biodiversity monitoring network and its open-data policy
近藤 倫生 Michio Kondoh（東北大学・院生命科学）
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S16 第 2日目：9月 9日（金） 9：00～11：30 会場：3-601 会場

第7回 両生類はワンダーランド
Amphibian Biologists in Wonderland, the 7th Meeting

オーガナイザー：
中 島 圭 介 Keisuke NAKAJIMA（広島大学両生類研究センター）
岩 室 祥 一 Shawichi IWAMURO（東邦大学理学部生物学科）

S16 1 ヘビからカエルへの遺伝子水平伝播：脊椎動物間水平伝播の地理的特異性と発生に関する新
知見
Horizontal gene transfer from snakes to frogs：new insights into the geographical trend and occurrence mode of the
HT between vertebrates
倉林 敦 Atsushi Kurabayashi（長浜バイオ大・アニマル）

S16 2 環境酸素による形づくりの進化
Evolution of Morphogenesis by Environmental Oxygen
小野 沙桃実 Satomi, F Ono1，Ingrid, R Cordeiro1，越智 陽城 Haruki Ochi2，岸田 治
Osamu Kishida3，田中 幹子 Mikiko Tanaka1（1東京工業大学・生命理工，2山形大学・医，
3北海道大学・FSC）

S16 3 ツメガエルを用いたオオノログ進化メカニズムの研究とNBRP
Analysis of mechanisms of ohnolog evolution in Xenopus and National BioResource Project
荻野 肇 Hajime Ogino1，田内 幹大 Mikihiro Tanouchi1，井川 武 Takeshi Igawa1，坂口 裕介
Yusuke Sakaguchi1，鈴木 誠 Makoto Suzuki1，鈴木 菜花 Nanoka Suzuki1，越智 陽城
Haruki Ochi2（1広島大学・両生類研究センター，2山形大・医）

S16 4 性＆種多様性ワンダーランド：遺伝子間競合（新・性決定遺伝子の下剋上）＆異種ゲノム間
競合
Wonderland in sex system ＆ species diversity：competition between two genes or（sub）genomes
伊藤 道彦 Michihiko Ito1，林 舜 Shun R Hayashi1，荻田 悠作 Yusaku Ogita1，須田 皓介
Kosuke Suda1，奥山 ほのか Honoka Okuyama1，塚本 大輔 Daisuke Tsukamoto1，田村 啓
Kei Tamura1，三浦 郁夫 Ikuo Miura2，高松 信彦 Nobuhiko Takamatsu1
（1北里大学・理・分子生物，2広島大学・院理・両生類セ）

S16 5 「オフロードパス」でつないだ両生類のホルモン及びフェロモンの研究 50年
The offload pass attempted during 50 years of the study on amphibian hormones and pheromones
菊山 榮 Sakae Kikuyama，山本 和俊 Kazutoshi Yamamoto（早稲田大学・教育総合科学・生物）

S17 第 2日目：9月 9日（金） 9：00～11：30 会場：3-602 会場

行動を操る脳ホルモン―比較神経内分泌学研究は面白すぎる!!!―
Brain hormones control behavior―Learning comparative neuroendocrinology is intrigu-

ing!!―

オーガナイザー：
松 田 恒 平 Kouhei Matsuda（富山大・学術研究・理学）
安 東 宏 徳 Hironori Ando（新潟大・佐渡自然共生センター・臨海）

S17 1 アカテガニの月周性繁殖リズム
Lunar reproductive rhythms in the red claws crab Chiromantes haematocheir
豊田 賢治 Kenji Toyota1,2,3（1新潟大学・佐渡自然共生科学センター臨海，2神奈川大学・理，
3東京理科大学・先進工）

S17 2 ゼブラフィッシュの痛みと痒み
Pain and itch in zebrafish
片山 侑駿 Yukitoshi Katayama（岡山大学・自然科学・牛窓臨海）
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S17 3 ゼブラフィッシュにおける重複化したPACAP/PAC1-R 遺伝子の機能進化
Functional evolution of duplicated PACAP/PAC1-R genes in zebrafish
中町 智哉 Tomoya Nakamachi（富山大学・学術研究・理）

S17 4 社会行動を司る神経回路の神経内分泌調節の可視化
Visualising hormonal modulation of neural circuitry in social behaviour
小川 諭 Satoshi Ogawa（Jeffrey Cheah School of Medicine and Health Sciences, Monash Univer-
sity Malaysia）

S17 5 昼行性ナイルグラスラットの睡眠覚醒行動と視床下部覚醒神経群の活動性
Hypothalamic neuronal network regulating sleep/wake behavior in diurnal Nile grass rats
望月 貴年 Takatoshi Mochizuki（富山大・学術研究・理学）
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SS 大会前日：9月 7日（水） 18：00～20：00 会場：3-305 会場

XCIJ/NBRPツメガエル・イモリ共催 細胞生物学から考えるこれからの研究リソース
XCIJ/NBRP Joint Symposium：Future Research Resources, Lessons from Cell Biology

オーガナイザー：
安 岡 有 理 Yuuri Yasuoka（理研・生命医科学研究センター）
越 智 陽 城 Haruki Ochi（山形大・医学部）

SS 1 NBRPツメガエル・イモリとツメガエルを用いたヒト疾患研究
NBRP Clawed frogs / Newt and human disease research using Xenopus
鈴木 誠 Makoto Suzuki1,2，井川 武 Takeshi Igawa1,2，鈴木 菜花 Nanoka Suzuki1，
加藤 陽菜子 Hinako Kato1,2，欧 語詩 Yushi Ou1,2，辻本 貴行 Takayuki Tsujimoto3，黒坂 寛
Hiroshi Kurosaka3，林 利憲 Toshinori Hayashi1,2，荻野 肇 Hajime Ogino1,2
（1広島大学・両生類研究センター，2広島大学・院統合生命，3大阪大学・院歯）

SS 2 栄養環境に依存する器官形態形成
Nutritional control of organ morphogenesis
進藤 麻子 Asako Shindo（熊本大学発生医学研究所）

SS 3 ヘパラン硫酸プロテオグリカンはPCP形成時のフィードバックループに関与する
Heparan sulfate proteoglycans are involved in the feedback loop of regulation of planar cell polarity
鈴木 美奈子 Minako Suzuki1,2，高田 慎治 Shinji Takada2，三井 優輔 Yusuke Mii2
（1総合研究大学院大学，2基礎生物学研究所）

SS 4 異種ツメガエル材料を組み合わせたオルガネラの無細胞再構成
Cell-free reconstruction of organelles using different Xenopus species
原 裕貴 Yuki Hara（山口大学大学院創成科学研究科）

SS 5 透明化割球が見せてくれるツメガエル胚の細胞の中で起きていること
Translucent blastomeres enable us to observe the events in cells of Xenopus embryos
上野 秀一 Shuichi Ueno（山口大学大学院・創成科学研究科）

SS 6 カエル卵を使って見えてきた分裂期染色体構築のメカニズム
Mechanisms of mitotic chromosome assembly unveiled by frog eggs
新冨 圭史 Keishi Shintomi（理研・開拓研究本部）
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K1 大会前日：9月 7日（水） 18：00～20：00 会場：3-CTLT2,3 会場

貝と寄生のナチュラル・ヒストリー
Natural History of Parasites and Mollusks

オーガナイザー：
脇 司 Tsukasa Waki（東邦大理）
佐々木 瑞 希 Mizuki Sasaki（旭川医科大学）

K1 1 日本に分布する陸産貝類の寄生虫カタツムリダニ属について
Snail mites of the genus Riccardoella in Japan
脇 司 Tsukasa Waki（東邦大学・理）

K1 2 陸貝を中間宿主とする吸虫類の多様性
Diversity of trematodes using land snails as intermediate hosts
佐々木 瑞希 Mizuki Sasaki（旭川医科大学・医・寄生虫）

K1 3 身近な巻貝も病原性吸虫類の中間宿主
Familiar snails are also intermediate hosts for pathogenic trematodes
尾針 由真 Yuma Ohari（酪農大・獣医・医動物）

K1 4 イシガイ類の生態環境の保全
Conservation of the ecological environment of Margaritiferidae and Unionidae
柿野 亘 Wataru Kakino1，伊藤 寿茂 Toshishige Itoh2，筏井 宏実 Hiromi Ikadai1，杉山 真言
Makoto Sugiyama1，竹内 基 Motoi Takeuchi3，眞家 永光 Nagamitsu Maie1，馬場 光久
Mitsuhisa Baba1（1北里大学・獣医学部，2相模川ふれあい科学館，3岩手県立久慈高等学校）

K1 5 寄生性腹足類の多様性と進化
Diversity and evolution of parasitic gastropods
高野 剛史 Tsuyoshi Takano（目黒寄生虫館）

K2 大会前日：9月 7日（水） 18：00～20：00 会場：3-306 会場

第40回ホヤの生物学談話会

オーガナイザー：
小 沼 健 Takeshi Onuma（鹿大・理工・生物）
堀 江 健 生 Takeo Horie（阪大・生命機能）

K2 1 機械学習を用いたGPCR-ペプチド間相互作用の予測とその多様化分子機構の解明
Prediction of GPCR-peptide interactions using machine learning and elucidation of their molecular mechanisms of di-
versification
白石 慧 Akira Shiraishi（サントリー生科財団・生有研）

K2 2 ホヤの神経管閉鎖ジッパリングの自己駆動メカニズム
Self-propelling mechanism of zippering and neural tube closure in a simple chordate
橋本 秀彦 Hidehiko Hashimoto1，ムンロ エドウィン Edwin Munro2（1大阪大学・生命機能，
2シカゴ大学）

K2 3 ホヤ胚発生過程における細胞増殖制御
Regulation of cell proliferation during ascidian embryogenesis
徳岡 三紀 Miki Tokuoka（京都大学・院理・生物科学）

K2 4 マボヤ胚の胚軸の決定機構をその始まりまで遡っていく
Chasing the initial key events that set embryonic axes in ascidian eggs and embryos
西田 宏記 Hiroki Nishida（大阪大学・院理・生物科学）
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K3 第 1日目：9月 8日（木） 12：00～13：00 会場：3-CTLT2,3 会場

第22回男女共同参画懇談会 ランチョン企画 ワーク・ライフ・バランスを考える～研究を続ける
ために～

The 22nd ZSJ Meeting on Equal Participation of Men and Women in Science：“Thinking
about Work-Life Balance―To continue the research―”

オーガナイザー：
広 瀬 慎美子 Mamiko Hirose（東海大・海洋・海洋生物）
吉 田 薫 Kaoru Yoshida（桐蔭横浜・医用工・生命医工）
中 内 祐 二 Yuni Nakauchi（山形大・理・理）

K4 第 1日目：9月 8日（木） 18：00～20：00 会場：3-CTLT2,3 会場

動物学会員のキャリアパス～センパイの場合～
Carrier paths of zoological society members―in the cases of“Senpai”

オーガナイザー：
西 野 敦 雄 Atsuo Nishino（弘前大・農学生命・生物）
柴 小 菊 Kogiku Shiba（筑波大・下田臨海）

K5 第 1日目：9月 8日（木） 18：00～20：00 会場：3-305 会場

進化論に翻弄された生物学者たち、ヘッケル、ドールン、ドリーシュ―ナポリ臨海実験所設立150
周年記念シンポジウム―

Great Biologists influenced by Darwin’s Theory of Evolution―Stazione Zoologica Anton
Dohrn 150th Anniversary Simposium―

オーガナイザー：
横 田 幸 雄 Yukio Yokota（愛知県立大学）
溝 口 元 Hazime Mizoguchi（立正大学）

K5 1 進化論に翻弄された生物学者たち、ヘッケル、ドールン、ドリーシュ
Great Biologists influenced by Darwin’s Theory of Evolution
横田 幸雄 Yukio Yokota（愛知県立大学）

K5 2 ヘッケルの一元論的世界観
Haeckel’s Monistic Worldview
佐藤 恵子 Keiko Sato（東海大学）

K5 3 ハンス・ドリーシュ；実験発生学者から哲学者へ。そして 20世紀知性によるドリーシュ批判
の失敗
Hans Driesch；from experimental embryologist to philosopher, and academic failure of criticizing Driesch
米本 昌平 Shohei Yonemoto（東京大学教養学部）

K5 4 ポストヘッケリズム期における日米動物学者のナポリ詣
Japanese and American zoologists who visited SZN during post-Haeckelism period
溝口 元 Hazime Mizoguchi（立正大学社会福祉学部）
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9月 8日（木）
1日目　午前

9月8日（木）
1日目　午後

9月10日（土）
3日目　午前

9月10日（土）
3日目　午後

9：00～11：45 13：00～17：15 9：00～12：00 13：00～15：45

3-301
会場

発生
（1E01-0900～
1E10-1130）

発生
（1E11-1300～
1E25-1700）

行動
（3H27-1300～
3H36-1530）

3-302
会場

その他
（1L01-0900～
1L10-1130）

新興・複合領域
（1K01-1300～
1K15-1700）

内分泌
（3F26-0900～
3F36-1145）

形態
（3D26-1300～
3D34-1515）

3-305
会場

形態
（1D01-0900～
1D10-1130）

内分泌
（1F11-1300～
1F25-1700）

行動
（3H16-0900～
3H26-1145）

発生
（3E48-1300～
3E57-1530）

3-401
会場

生理
（1G01-0900～
1G10-1130）

生理
（1G11-1300～
1G35-1700）

細胞
（3C31-0900～
3C41-1145）

分類・系統
（3J21-1300～
3J30-1530）

3-402
会場

内分泌
（1F01-0900～
1F10-1130）

生理
（1G16-1300～
1G40-1700）

生理
（3G41-0900～
3G51-1145）

遺伝
（3B22-1300～
3B31-1530）

3-405
会場

生態
（1I01-0900～
1I10-1130）

生態
（1I11-1300～
1I25-1700）

生化学
（3A11-0900～
3A21-1145）

生理
（3G52-1300～
3G61-1530）

3-501
会場

細胞
（1C01-0900～
1C10-1130）

細胞
（1C11-1300～
1C25-1700）

3-502
会場

分類・系統
（1J01-0900～
1J10-1130）

分類・系統/細胞
（1J11-1300～
1C30-1700）

遺伝
（3B11-0900～
3B21-1145）

内分泌/生理
（3F37-1300～
3G65-1515）

3-601
会場

生化学
（1A01-0900～
1A10-1130）

形態
（1D11-1300～
1D25-1700）

発生
（3E26-0900～
3E41-1145）

細胞
（3C42-1300～
3C55-1515）

3-602
会場

遺伝
（1B01-0900～
1B10-1130）

行動
（1H01-1300～
1H15-1700）

発生
（3E31-0900～
3E47-1145）

細胞/形態
（3C47-1300～
3D39-1530）
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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
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演者試写の時間

休憩・座長交代・ 
演者試写の時間

1E01-0900
尾索動物｜発生
カタユウレイボヤ成体の神経複合
体の空間的トランスクリプトーム解
析
○圓尾 綾菜，Xin Zeng，
大川 奈菜子，行者 蕗，
水谷 健一，鈴木 穣，
中井 謙太，日下部 岳広
（甲南大学・院自然科学・統合
ニューロ）

1L01-0900
その他｜その他
ナポリ臨海実験所初期標本コレ
クションの解析
○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）

1D01-0900
魚類｜形態
クロマグロ椎骨の骨吸収による形
態形成と外力の関連の推定
○坂下 美咲，近藤 滋，
和田 直之
（東京理科大学・理工・応用生
物科学）

1G01-0900
鳥類｜生理
ウズラのファブリキウス嚢における
抗菌ペプチドのmRNA発現に対
する日長の影響
○谷川 恒，金谷 美咲，
中尾 暢宏，岩室 祥一，
菊山 榮，小林 哲也
（埼玉大・院理工・生命科学）

1F01-0900
その他｜内分泌
クシクラゲのペプチド発現神経の
特徴と機能から見える神経細胞
の進化的起源
○渡邉 寛，
グズマン クリスティーン，
堀口 理，早川 英介
（沖縄科学技術大学院大学
（OIST）・進化神経生物学ユ
ニット）

1E03-0930
魚類｜発生
ゼブラフィッシュ一倍体胚の発生
不全
○齋藤 大輝，矢口 完，
上原 亮太
（北海道大学・生命科学院・生
命科学）

1L03-0930
軟体動物｜その他
動物の発生観察実験の実施率向
上を目指す―小中学校での導入
促進を企図した教材の開発
○伊藤 篤子
（東京高専・物質）

1D03-0930
両生類｜形態
骨代謝関連遺伝子Osteoprote-
gerinがネッタイツメガエルで担う
役割について
○髙橋 祐貴，菅沼 海人，
小澤 萌，雪田 聡
（静岡大学・院理・生物科学）

1G03-0930
昆虫類｜生理
Split-GAL4システムによるキイロ
ショウジョウバエ時計細胞群の機
能解析
○横佐古 達哉，関口 学，
吉井 大志
（岡山大学・大学院・自然科学
研究科）

1F03-0930
は虫類｜内分泌
温度依存型性決定をおこなうカメ
類生殖腺の遺伝子発現解析およ
びスプライスバリアントの研究
○石川 百花，菅谷 柚香，
宮奥 香理，山岸 弦記，
赤司 寬志，豊田 賢治
（東理大・先進工・生命工）

1E05-1000
両生類｜発生
アフリカツメガエル（Xenopus　
laevis）精巣の再生過程における
組織構造の変化
○中川 幸大
（熊本大学大学院・自然科学教
育部・理学専攻）

1L05-1000
は虫類｜その他
ニホンカナヘビをモデルとしたトカ
ゲ頭頂眼の解析
○平柳 光浩，小出 哲也
（帝京科学大学・院理工・アニ
マルサイエンス専攻）

1D05-1000
両生類｜形態
アフリカツメガエルの水中適応を
“手”の構造面からも評価する：
外形状と表面性状編
○中野 真人，木村 英二，
村嶋 亜紀，磯貝 純男
（岩手医大・医・細胞生物）

1G05-1000
昆虫類｜生理
ショウジョウバエ時計細胞シグナ
ル伝達経路Trissin/TrissinRの
解析
○関口 学，吉井 大志
（岡山大学・院自然科学）

1F05-1000
扁形動物｜内分泌
プラナリア有性化に関わるD-アミ
ノ酸酸化酵素の活性制御機構
伊藤 柊人，稲垣 奈保，
森本 樹璃，○前澤 孝信
（津山高専・総合理工・先進科
学）

1E02-0915
扁形動物｜発生
時系列一個体RNA-Seqによるプ
ラナリアの再生プロセスの観察
○保坂 美朋，鹿島 誠，
平田 普三
（青山学院大学）

1L02-0915
軟体動物｜その他
身近な生活体験を活かした海洋
教育「海育」の提案（2）
○細谷 夏実
（大妻女子大学・社会情報・環
境情報）

1D02-0915
は虫類｜形態
海洋進出を果たしたウミガメの鰭
状四肢形成
○佐藤 大夢，土岐田 昌和
（東邦大学・院理・生物）

1G02-0915
魚類｜生理
ヤイトハタEpinephelus mala-
baricusにおける時計遺伝子
Period2の脳内発現解析
○中里 真由子，長谷川 侑香，
福永 耕大，山科 芙美香，
武方 宏樹，竹村 明洋
（琉球大学・大学院理工学研究
科・海洋自然科学専攻）

1F02-0915
魚類｜内分泌
メダカ視覚行動に対するGnRH3
ペプチドの影響
○阿部 秀樹，大崎 真穂
（名古屋大・院生命農・水圏動
物学）

1E04-0945
昆虫類｜発生
キイロショウジョウバエ腹部雄特
異筋の誘導因子の探索
○木村 賢一，山元 大輔
（北海道教育大学・札幌校・生
物）

1L04-0945
昆虫類｜その他
カミキリムシに見られる新しい型の
フォトニック結晶構造
○大貫 良輔，小林 由佳，
吉岡 伸也
（東京理科大学・院理工・物理
学）

1D04-0945
魚類｜形態
頭部-体幹部境界領域の形成を
支える分子機序
○日下部 りえ，倉谷 滋
（理研BDR・形態進化）

1G04-0945
昆虫類｜生理
キイロショウジョウバエにおける
PDF時計細胞群の歩行活動リズ
ムへの影響
○齋藤 愛加，横佐古 達哉，
吉井 大志
（岡山大学・院自然科学）

1F04-0945
扁形動物｜内分泌
プラナリア有性化に必須な核内
受容体遺伝子は吸虫カンテツの
生殖様式転換に関与するか？
○田島 玲音，黒田 道夫，
萬田 冴佳，池内 葵，
北島 ちひろ，熊谷 信是，
関井 清乃，関 まどか，
小林 一也
（弘前大学大学院農学生命科学
研究科）

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8日（木）

第
１
日
目
口
演
発
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1I01-0900
軟体動物｜生態
化学合成共生二枚貝のバイオミ
ネラリゼーションによる硫黄解毒メ
カニズムと超深海への適応戦略
○吉村 太郎，佐々木 猛智，
Chong Chen，岡田 賢，高井 研，
今井 宏明，西尾 尚剛，高科 幸平，
白井 厚太朗，田中 健太郎，
高畑 直人，三木 志緒乃
（東京大学・院理・地球惑星科
学，東京大学総合研究博物館）

1C01-0900
ほ乳類｜細胞
マウス胚発生においてhnRNP D
とPatl2 は母性mRNAの翻訳を
制御する
○眞田 崇弘，高田 裕貴，
小谷 友也
（北海道大学・院生命・生命シ
ステム）

1J01-0900
棘皮動物｜分類・系統
ナマコ類における生物発光の分
類と進化
○別所-上原 学
（名古屋大・高等研究院，名古
屋大・院理・生命理学）

1A01-0900
鳥類｜生化学
点変異組換えタンパク質とPhos-
tag SDS-PAGEを用いたlasp-2
のリン酸化部位解析
○治田 桜空，森 康慈，
山本 紗矢香，山形 楠，
阿部 洋志，西岡 朋生，
貝淵 弘三，寺崎 朝子
（千葉大・理・生物学科）

1B01-0900
棘皮動物｜遺伝
バフンウニ性決定機構解明に向
けたドラフトゲノム配列の再構築
○小本 哲史，坂本 尚昭，
粟津 暁紀
（広島大学・院・統合生命科学）

1I03-0930
甲殻類｜生態
沖縄島沿岸に生息するクロフジツ
ボ類の1種 Tetraclita kurosio-
ensisにおける繁殖の年周及び月
周リズム
○片山 蒼，Ee Suan Tan，
武方 宏樹，Mahardini Angka，
竹村 明洋
（琉球大学・院理工）

1C03-0930
尾索動物｜細胞
3D遊泳トラッキングシステムによ
るホヤ精子走化性の解析
○柴 小菊，稲葉 一男
（筑波大学・下田臨海）

1J03-0930
刺胞動物｜分類・系統
交雑を介した遺伝子浸透が種分
化に与える影響―ミドリイシ属サ
ンゴを用いた研究―
○古川 真央，北之坊 誠也，
守田 昌哉
（琉球大学・院理工学・海洋環
境学）

1A03-0930
鳥類｜生化学
lasp-2のリン酸化がタンパク質間
相互作用に及ぼす影響の解析
○森 康慈，山本 沙矢加，
山形 楠，治田 桜空，
阿部 洋志，西岡 朋生，
貝淵 弘三，寺崎 朝子
（千葉大学・院融合理工学府・
先進理化学専攻・生物学コー
ス）

1B03-0930
両生類｜遺伝
温泉ガエル・リュウキュウカジカガ
エルとカジカガエルのゲノム配列
決定とゲノム比較
○井川 武，荻野 肇
（広島大学・両生類研究セン
ター，広島大学・院統合生命・
基礎生物/生命医科）

1I05-1000
魚類｜生態
養殖ニホンウナギの河川放流後
の生残と移動
○竹内 宏太，脇谷 量子郎，
前田 達彦，萩原 聖士，
板倉 光，木村 伸吾
（東京大学・大海研）

1C05-1000
魚類｜細胞
クサフグにおける精子運動開始を
制御する分子の探索
○瀧 涼平，黒川 大輔，
吉田 薫，野澤 亮，
河野 菜摘子，吉田 学
（東京大学・院理・附属臨海実
験所）

1J05-1000
刺胞動物｜分類・系統
無藻性単体イシサンゴの無性生
殖が沖合軟底質上での個体数増
加に与える影響
○千徳 明日香，徳田 悠希
（琉球大学・理学部・物質地球
科学科）

1A05-1000
軟体動物｜生化学
イカ類の青い血の比較生化学：
酸素運搬タンパク質ヘモシアニン
の酸素結合能比較
中園 晋也，○加藤 早苗
（鹿児島大学・水産・食品生命
科学）

1B05-1000
ほ乳類｜遺伝
四足動物特異的な保存ゲノム配
列の解析
○工藤 栄大，米井 小百合，
牧野 能士，阿部 玄武，
田村 宏冶
（東北大学・院生命科学）

1I02-0915
刺胞動物｜生態
房総半島館山湾のサンゴ群集の
最近の変遷について
○清本 正人，吉田 隆太，
山口 守
（お茶大・湾岸研究所）

1C02-0915
魚類｜細胞
ゼブラフィッシュ初期発生におけ
るRNA顆粒構造の維持と相転移
による翻訳制御機構
○佐藤 圭祐，前畑 香織，
安田 恭大，小谷 友也
（北海道大学・院生命・生命シ
ステム）

1J02-0915
棘皮動物｜分類・系統
深海性ナマコ類板足目における
科階級分類群の分子系統学的検
討
○小川 晟人，蛭田 眞平，
藤田 敏彦
（海洋研究開発機構・超先鋭，
科博・動物）

1A02-0915
ほ乳類｜生化学
ポリユビキチン鎖量に基づく脊椎
動物細胞のプロテオスタシス評価
系の検討
○小針 佑介，平河 多恵，
加藤 尚志，髙田 耕司
（早大院・先進理工・生命理工）

1B02-0915
軟体動物｜遺伝
ベトナムにおける食用腹足類の
DNAバーコーディング
○清水 萌，中島 理子，
ドー ヴァン テュ，
佐々木 猛智，
スティアマルガ デフィン
（和高専・生物応化，東大・院
理・地惑）

1I04-0945
棘皮動物｜生態
佐渡島の砂泥海岸におけるサド
ナデシコナマコの微小棲息環境
○梅田 樹，大森 紹仁
（新潟大・院・自然科学）

1C04-0945
尾索動物｜細胞
カタユウレイボヤの自家不和合性
に及ぼす精子細胞外カルシウムイ
オン濃度と精子濃度の影響
○金城 敬太，笹浪 知宏，
澤田 均，齋藤 貴子
（静岡大学・農・応用生命科学）

1J04-0945
刺胞動物｜分類・系統
掘れば掘るほど珍種の山！～日
本産ムシモドキギンチャク科（刺胞
動物門：イソギンチャク目）の最新
知見
○泉 貴人，柳 研介，
ライマー ジェイムズ，
藤田 敏彦
（福山大学・生命・海洋生物）

1A04-0945
魚類｜生化学
GlycineとGABAの両方に応答
する受容体の探索
○安西 美玖，鹿島 誠，
平田 普三
（青山学院大学・理工学科・理
工学専攻・生命科学）

1B04-0945
昆虫類｜遺伝
昆虫脳性分化機構の進化を探
る：doublesex 遺伝子の分子進
化を中心に
○渡邊 崇之
（総研大・先導研・行動生物，
総研大・統合進化科学研究セ
ンター）
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3-301会場 3-302会場 3-305会場 3-401会場 3-402会場
1E06-1030
両生類｜発生
アホロートルの優れた筋再生機構
とECMの役割
○大蘆 彩夏，佐藤 伸
（岡山大学・院自然・生物科学）

1L06-1030
甲殻類｜その他
アメリカザリガニ複眼への中赤外
線照射実験：分光感度測定
○宍倉 文夫，全 炳俊，
早川 建，小松崎 良将，
早川 恭史，境 武志，
野上 杏子，高橋 由美子，
田中 俊成，紀井 俊輝，
大垣 英明
（日本大学・量子科学研究所）

1D06-1030
は虫類｜形態
外来種による在来ヘビの形態変
化
○髙橋 遥花，原村 隆司
（北海道大学・環境科学院）

1G06-1030
昆虫類｜生理
ホソヘリカメムシの光周性応答に
おける時計遺伝子依存的なグルタ
ミン酸ダイナミクスの役割
○長谷部 政治，志賀 向子
（大阪大学・院理・生物科学）

1F06-1030
ほ乳類｜内分泌
Activin Aと17β-Estradiol によ
るマウス濾胞選択の制御
○上野 愛莉，渡邊 弥也，
荻原 克益
（北海道大学・院生命科学院・
生命システム科学）

1E08-1100
魚類｜発生
RARアゴニストはRAシグナルの
アンタゴニストとして作用して，ゼブ
ラフィッシュの尾ひれ再生を阻害
する
○村瀬 訓平，谷下 絵里，
中島 朋哉，永嶌 鮎美，
川上 厚志
（東京工業大学・生命理工・生
命理工）

1L08-1100
刺胞動物｜その他
ミズクラゲ生殖巣で発現する
HMGタンパク質
○高村 克美，水上 雅晴，
植木 龍也
（福山大・生命工学・海洋生物
科学）

1D08-1100
ほ乳類｜形態
奇妙な上皮性付属器“鼻葉”は
いかにして獲得されたのか―コウ
モリの胚発生からさぐる
○臼井 郁，土岐田 昌和
（東邦大・院理・生物）

1G08-1100
軟体動物｜生理
ヨーロッパモノアラガイの活動量
に表れる概日リズムに対する光の
影響
○藤本 幹太，中居 詢子，
伊藤 悦朗
（早稲田・教育・生物）

1F08-1100
ほ乳類｜内分泌
精巣特異的長鎖非コードRNAで
あるTesraノックアウトマウスの
生理的解析
○佐藤 丈生，木村 敦
（北海道大学・院生命・生命科
学・生命システム科学）

1E10-1130
魚類｜発生
ゼブラフィッシュ胸ヒレ内骨格の
再生不全を引き起こす因子の解
析
○吉田 渓悟，阿部 玄武，
田村 宏治
（東北大学・院生命科学研究
科・動物発生分野）

1L10-1130
ほ乳類｜その他
一次繊毛とドーパミン受容体の機
能解析
○小林 勇喜，徳永 優希，
斎藤 祐見子
（広島大学・院統合生命・生命
環境総合科学）

1D10-1130
ほ乳類｜形態
コウモリ類における四肢形成ヘテ
ロクロニーと飛行・把捉進化
○野尻 太郎，
Ingmar Werneburg，
Tu, T Vuong，福井 大，
武智 正樹，小薮 大輔
（順天堂大学・院医・解剖学，
日本学術振興会特別研究員
PD）

1G10-1130
甲殻類｜生理
日長により性決定を行うミジンコに
おける光周性機構の解明
○阿部 潮音，宮川 一志
（宇都宮大学・バイオ・環境生
理）

1F10-1130
両生類｜内分泌
両生類変態期における赤血球転
換に対する甲状腺ホルモンの作
用
○山口 雅裕，猪飼 倭久，
生駒 晶穂，山川 菜摘
（鈴鹿高専・生物応用化学科）

1E07-1045
両生類｜発生
アホロートル四肢再生における
Lmx1bの活性化
○山本 咲哉，佐藤 伸
（岡山大学大学院・自然科学研
究科・生物科学専攻）

1L07-1045
軟体動物｜その他
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への
アセチルコリン受容体アゴニスト
の効果
○小林 卓，太 梨穂，
樫村 雅志，定本 久世
（徳島文理大学・香川薬）

1D07-1045
両生類｜形態
真の冠動脈は羊膜類進化で成立
した
○東山 大毅，水上 薫，
有馬 勇一郎，福原 茂朋，
富田 幸子，栗原 裕基
（東京大学・医）

1G07-1045
昆虫類｜生理
カイコの光周性へのcrypto-
chromeの関与
○飛田 永，木内 隆史
（東京大学・院農）

1F07-1045
魚類｜内分泌
生殖顆粒因子による精原幹細胞
の運命決定・分化制御機構
○河﨑 敏広，酒井 則良
（遺伝研・遺伝形質）

1E09-1115
両生類｜発生
イモリの精巣摘出に誘起される再
生の過程と体型変化の解析
○竹原 舞，客野 瑞月，
佐藤 幸夫，竹内 隆，
田澤 一朗，古野 伸明，林 利憲
（広島大学・院・統合生命科学・
生命医科，広島大学・両生類研
究センター）

1L09-1115
原生動物｜その他
遊泳空間内の障害物が及ぼす繊
毛虫ソライロラッパムシの遊泳か
ら固着への切り替え
○越後谷 駿，西上 幸範，
佐藤 勝彦，中垣 俊之
（北海道大学大学院・生命科学
院）

1D09-1115
ほ乳類｜形態
コウモリが放つ超音波の起源―
喉頭発生と成獣解剖から迫る
○山本 知希，臼井 郁，
土岐田 昌和
（東邦大学・理・生物）

1G09-1115
昆虫類｜生理
マダラシミ概日時計の光同調に関
与する光受容分子の探索
○竹内 一輝，富岡 憲治
（岡山大学・院・自然）

1F09-1115
ほ乳類｜内分泌
Startはマウス精巣の多機能長鎖
非コードRNAです
○楊 紅，大塚 海，松原 伸，
白石 慧，武井 夏海，
佐藤 優衣，寺尾 美穂，
高田 修治，小谷 友也，
佐竹 炎，木村 敦
（Graduate School of Life 
Science, Hokkaido University, 
Sapporo, Japan）
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3-405会場 3-501会場 3-502会場 3-601会場 3-602会場
1I06-1030
魚類｜生態
トゲウオにおける淡水進出に伴う
甲状腺機能の進化
○神部 飛雄，日下部 誠，
北野 潤
（総合研究大学院大学・生命科
学研究科・遺伝学専攻，国立遺
伝学研究所）

1C06-1030
軟体動物｜細胞
マガキガイ異型精子形成における
軸糸の形成と配向
柴田 大輔，守田 昌哉，
佐藤 友，柴 小菊，
北之坊 誠也，横屋 稜，
○稲葉 一男
（筑波大学・生命環境・下田臨
海）

1J06-1030
刺胞動物｜分類・系統
日本産淡水棲マミズクラゲの分子
系統解析と伝播の考察
○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）

1A06-1030
刺胞動物｜生化学
造礁サンゴで発現する花虫綱特
異的オプシンにおける吸収スペク
トルの制御メカニズムの解析
○酒井 祐輔，小柳 光正，
寺北 明久
（大阪公立大・院理）

1B06-1030
両生類｜遺伝
ツメガエルを用いたミトコンドリア
ゲノム編集への挑戦―第 2章
○安岡 有理，岡﨑 康司
（理研・IMS）

1I08-1100
昆虫類｜生態
オオシロアリにおける繁殖分業を
制御するインスリン様成長因子
○小口 晃平，三浦 徹
（東京大学大学院・理学系研究
科・附属臨海実験所）

1C08-1100
鳥類｜細胞
アクチン系細胞骨格の観察に適
したニワトリアストロサイトの調製
方法及び遺伝子導入方法の検討
○生駒 千枝子，笠井 虹汰，
萱島 慧一，佃 聡子，松本 桂，
藤田 優輝，中田 志保子，
金子 達朗，中山 綾子，
中川 裕之，寺崎 朝子
（千葉大学・理・生物）

1J08-1100
その他｜分類・系統
ニハイチュウ幼生における成体か
らの逸出
○久山 尚紀，古屋 秀隆
（大阪大学・院理・生物科学）

1A08-1100
甲殻類｜生化学
長波長光感受性非視覚オプシン
の解析
○山下 高廣，藤井 研吾，
藤藪 千尋，酒井 佳寿美，
志賀 靖弘
（京都大学・院理）

1B08-1100
魚類｜遺伝
三重色盲メダカにおける行動レベ
ルの光感受性
○深町 昌司
（日本女子大学・理・化学生命
科学）

1I10-1130
両生類｜生態
無尾両生類における温度ニッチ
の多様化に応じた忌避行動およ
び高温センサー分子の進化
○齋藤 茂，齋藤 くれあ，
井川 武，小巻 翔平，
太田 利男，富永 真琴
（生理学研究所・細胞生理，生
命創成探究センター・温度生
物，総合研究大学院大学・生理
科学）

1C10-1130
ほ乳類｜細胞
lasp-2 導入U87MG細胞株の運
動解析
○市毛 鈴乃，米本 秋，
玉川 拓実，岩田 悠利，
佃 聡子，佐藤 花南，
中山 綾子，高野 和儀，
寺崎 朝子
（千葉大・理・生物）

1J10-1130
扁形動物｜分類・系統
日本産ヤギ類共生性ヒラムシ類
Apidioplanidae（扁形動物門、
多岐腸目、無吸盤亜目）の多様
性
○露木 葵唯，大矢 佑基，
自見 直人，櫛田 優花，
幸塚 久典，柁原 宏
（北海道大学・院理・自然史科
学）

1A10-1130
魚類｜生化学
メダカ卵巣内排卵後濾胞組織の
分解時期の特定と分解機構
○近藤 祥子，荻原 克益
（北海道大学・院理・生物）

1B10-1130
ほ乳類｜遺伝
ゲノム編集による新たなマウステラ
トーマ形成原因遺伝子の同定
○大浦 薫，関 駿介，
Abdullah An Naser，
宮嵜 岳大，徳元 俊伸
（静岡大学・理・生物科学）

1I07-1045
昆虫類｜生態
全コロニートランスクリプトームに
よるアリの分業メカニズムの分子
生理基盤解析
○岡田 泰和，若宮 健，
藤井 健太，藤岡 春菜
（都立大・理・生命）

1C07-1045
軟体動物｜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
○小玉 智恵，伊藤 篤子
（東京高専・物質工学）

1J07-1045
鋏角類｜分類・系統
フタツメイソウミグモ（ウミグモ綱、
イソウミグモ科）伊豆個体群と紀
伊個体群は同種なのだろうか？
○田邊 拓己，宮﨑 勝己
（新潟大学・自然科学研究科・
環境科学専攻）

1A07-1045
魚類｜生化学
魚類におけるエキソン/イントロン
構造の異なるオプシン遺伝子の多
様化過程の解析
○藤藪 千尋，佐藤 恵太，
大内 淑代，山下 高廣
（京都大学・院理・生物科学）

1B07-1045
昆虫類｜遺伝
ハマダラカにおける性分化遺伝
子doublesexの雄型産物の機能
解析
○山本 大介，水島 大貴，
加藤 大智
（自治医大・医・医動物学）

1I09-1115
甲殻類｜生態
絶対単為生殖型ミジンコの休眠
卵生産を制御する遺伝子の網羅
的探索
○丸岡 奈津美，牧野 能士，
宮川 一志，占部 城太郎
（宇都宮大学・バイオ）

1C09-1115
ほ乳類｜細胞
試験管内生殖細胞誘導を用いた
マウス精子幹細胞の動態解析
○櫻井 優輔，山村 祐紀，
岩森 督子，岩森 巨樹
（九州大学・院生物資源環境
府・資源生物科学専攻）

1J09-1115
腕足動物｜分類・系統
日本産腕足動物門嘴殻亜門の穿
孔に基づく系統分類学的研究
○飯山 慎太郎，広瀬 雅人
（北里大学大学院・海洋生命科
学研究科）

1A09-1115
刺胞動物｜生化学
造礁サンゴの花虫綱特異的オプ
シンが駆動するシグナル伝達特性
に関する解析
○岩崎 誠，酒井 祐輔，
小柳 光正，寺北 明久
（大阪公立大学・院理・生物学）

1B09-1115
両生類｜遺伝
ツメガエルにおけるCRISPR/
Cas9と長鎖一本鎖DNAを用い
た簡便な遺伝子ノックイン
○欧 語詩，鈴木 誠，成瀬 清，
笹倉 靖徳，Alexandre Paix，
荻野 肇
（広島大学・両生類研究セン
ター，広島大学・院統合生命）
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3-301会場 3-302会場 3-305会場 3-401会場 3-402会場

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

1E11-1300
両生類｜発生
アフリカツメガエルにおける四肢
再生と皮膚再生の共通点と相違
点：RNA-seqによる比較解析
小西 歩実，阿保 健太郎，
小林 託也，西出 浩世，
杉浦 宏樹，甲谷 弥希子，
内山 郁夫，重信 秀治，
田村 宏冶，○横山 仁
（弘前大学・農学生命科学）

1K01-1300
緩歩動物｜新興・複合領域
クマムシ固有の耐性タンパク質
CAHSの脱水様ストレス依存の
線維化に必要な高次構造と細胞
を保護するメカニズムの解析
○田中 彬寛，本田 玄，
澤井 哲，柳澤 実穂，國枝 武和
（東京大学・院理・生物科学）

1F11-1300
ほ乳類｜内分泌
マウスの内側視索前野における
性差を構築するカルビンディン
ニューロンの形態学的特徴と生理
機能
○小林 海斗，森下 雅大，
三塚 萌里，恒岡 洋右，
堀尾 修平，塚原 伸治
（埼玉大学・院理工・生命科学）

1G11-1300
昆虫類｜生理
タンボコオロギの幼虫発育と時計
遺伝子Clock推定mRNAアイソ
フォームの関与
○篠原 従道
（大阪市大・院理・生物地球系）

1G16-1300
昆虫類｜生理
ハチ目昆虫のキノコ体におけるケ
ニヨン細胞種の進化ダイナミクス
解析
○桑原 嵩佳，河野 大輝，
畠山 正統，久保 健雄
（東京大学・院理・生物科学）

1E13-1330
両生類｜発生
イベリアトゲイモリの膵臓発生・
再生機構の解明
○諸角 涼介，客野 瑞月，
上桝 仁志，鈴木 菜花，
亀井 保博，田澤 一朗，
古野 伸明，難波 範行，
荻野 肇，林 利憲
（広島大学・統合生命，広島大
学両生類研究センター）

1K03-1330
緩歩動物｜新興・複合領域
クマムシにおける外来遺伝子発
現系の確立
○田中 冴，荒川 和晴
（NINS ExCELLS，慶應・IAB）

1F13-1330
ほ乳類｜内分泌
マウスの脳における血管作動性
腸管ペプチド産生ニューロンの性
差に関する組織学的解析
○門馬 楽美，荒井 秀冬，
上田 千尋，塚原 伸治
（埼玉大・院理工・生命科学）

1G13-1330
昆虫類｜生理
寄生蜂A. japonicaに対する、
宿主・非宿主ショウジョウバエの
応答の比較解析
○森 一葉，上山 拓己，
島田 裕子，丹羽 隆介
（筑波大学・院理工情報生命・
生物学学位プログラム）

1G18-1330
魚類｜生理
ゼブラフィッシュのメラノプシン発
現ニューロンへの遺伝子発現誘
導
○竹前 和彦，小島 大輔
（東京大学・院理・生物科学）

1E15-1400
ほ乳類｜発生
マウス胚のE-カドヘリンノックダウ
ン後の胞胚腔形成と拡張の解析
○坂原 聖士，武田 奈々，
高倉 啓，黒谷 玲子，阿部 宏之
（山形大学・院理工・化学バイ
オ工学）

1K05-1400
昆虫類｜新興・複合領域
昆虫嗅覚受容体の匂い応答デー
タベース構築に向けた大規模スク
リーニング
○祐川 侑司，光野 秀文，
黒田 枝里，神崎 亮平
（東京大学・先端研）

1F15-1400
ほ乳類｜内分泌
ERβノックアウトマウスの加齢に
伴う子宮構造の変化
○中島 忠章，荒川 玲奈，
石井 真実，柘植 愛里，
佐藤 友美
（横浜市立大学・理）

1G15-1400
魚類｜生理
脊索動物の腸管細胞における電位
依存性ホスファターゼ（VSP）の機能
○Adisorn RATANAYOTHA，Makoto MATSUDA，
Yukiko KIMURA，Fumiko TAKENAGA，Tomoaki MIZUNO，
Md. Israil HOSSAIN，Shin-ichi HIGASHIJIMA，
Takafumi KAWAI，Michio OGASAWARA，Yasushi OKAMURA
（  Laboratory of Integrative Physiology, Department of Physiology, 
Graduate School of Medicine, Osaka University, Suita, Osaka, 
Japan，Department of Anatomy, Faculty of Medicine Siriraj 
Hospital, Mahidol University, Bangkoknoi, Bangkok, Thailand）

1G20-1400
昆虫類｜生理
カマキリ前胸神経節における運動
ニューロンの同定と神経活動の観
察
○池本 陽向子，山脇 兆史
（九州大学・院システム生命）

1E12-1315
魚類｜発生
ゼブラフィッシュ尾ヒレ鰭条を部分
除去した孔の再生面に形成される
シート状構造の起源と極性
○山﨑 稜子，坂下 美咲，
和田 直之
（東京理科大学・院理工・応用
生物科学）

1K02-1315
両生類｜新興・複合領域
ツメガエルにおける至適Tet-On
システムの開発
○吉田 真菜，川崎 詩織，
坂口 裕介，鈴木 菜花，
鈴木 誠，荻野 肇
（広島大学・両生類研究セン
ター，広島大学・院統合生命）

1F12-1315
ほ乳類｜内分泌
マウスの内側視索前野―性的二
型核の形成におけるカルビンディ
ンの役割
○本間 なみ，小磯 諒馬，
塚原 伸治
（埼玉大学・院理工・生命科学）

1G12-1315
昆虫類｜生理
コオロギ概日時計の光同調機構：
Fbxl の関与
竹内 一輝，篠原 従道，
濱田 麻友子，松家 未来，
富山 泰旭，○富岡 憲治
（岡山大学・学術研究院・自然）

1G17-1315
緩歩動物｜生理
脱皮動物クマムシの性決定にお
ける幼若ホルモンの作用
○鈴木 光，内田 流星，
杉浦 健太，高畑 佑伍，
宮川 一志，松本 緑
（慶應義塾大学理工学部生命情
報学科）

1E14-1345
魚類｜発生
ゼブラフィッシュ鰭の皮膚基底部
幹細胞の起源と系譜、および正
常的な発生と再生におけるその細
胞行為
○YIDAN MENG
（東京工業大学・生命理工学
院・生命理工学系）

1K04-1345
昆虫類｜新興・複合領域
昆虫の嗅覚受容体-共受容体の
応答を阻害する薬剤スクリーニン
グ法の開発
○光野 秀文，祐川 侑司，
二木 佐和子，中條 卓也，
神崎 亮平
（東京大学・先端研）

1F14-1345
魚類｜内分泌
エストロゲン受容体ノックアウトメ
ダカのエストロゲン応答性
○室田 修平，佐藤 貴和子，
中島 啓，宮奥 香理，
荻野 由紀子，宮川 信一
（東京理科大学大学院　先進工
学研究科　生命システム工学
専攻）

1G14-1345
棘皮動物｜生理
間充織細胞の免疫応答：タコノマ
クラとバフンウニを比較して
○日比野 拓
（埼玉大学・教育・自然科学）

1G19-1345
両生類｜生理
イベリアトゲイモリコロニー刺激
因子-1 受容体（Csf1r）の解析
○鈴木 悠，松本 悠大，
長谷部 ももこ，福井 彰雅
（中央大学・理工・生命・組織
構築）
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3-405会場 3-501会場 3-502会場 3-601会場 3-602会場

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

1I11-1300
昆虫類｜生態
アリにおける集団構成が移住パ
フォーマンスに及ぼす非対称的影
響
○堺 琢人，
プラナスシッジャ イザク，
クローニン アダム
（東京都立大学・院理・生命科
学）

1C11-1300
扁形動物｜細胞
プラナリアの繊毛に起因する水流
の変化の計測及び解析
○江見 悠多，井原 彩智，
前澤 孝信，柴田 典人
（津山工業高等専門学校・専攻
科・機械・制御システム工学専
攻）

1J11-1300
その他｜分類・系統
ORTHOSCOPE*：ゲノムに存在
する全遺伝子の歴史を推定する
系統解析パイプライン
○井上 潤
（東京大学・大海研・変動セン
ター）

1D11-1300
軟体動物｜形態
透明化技術で明らかになった軟
体動物翼足類の翼における筋肉
繊維とコラーゲン繊維の階層的な
ネットワーク
○黒田 純平，清水 啓介，
木元 克典
（大阪大学・生命機能研究科，
理化学研究所・細胞場構造研
究チーム）

1H01-1300
扁形動物｜行動
プラナリアの匂い定位行動に関す
る定量的解析
○宇島 金太郎，能登 翔大，
青沼 春花，阿形 清和，
松尾 聡，井上 武
（鳥取大学・医学部・適応生理
学）

1I13-1330
環形動物｜生態
釣り餌のイシイソゴカイ中のマイ
クロプラスチックの推定
○広瀬 慎美子，佐野 栞
（東海大・海洋・海洋生物）

1C13-1330
その他｜細胞
クラミドモナス繊毛交互打ち変異
株の単離と解析
坂本 一馬，井須 敦子，
久堀 徹，○若林 憲一
（東工大・化生研，東工大・生
命理工）

1J13-1330
刺胞動物｜分類・系統
交雑するミドリイシ属サンゴ属の
系統解析と遺伝子浸透について
○北之坊 誠也，古川 真央，
大木 駿，Sanaz Hazraty-Kari，
Parviz Tavakoli-Kolour，
Tanya Singh，守田 昌哉
（筑波大学・下田臨海）

1D13-1330
昆虫類｜形態
コオロギ前翅における発音器官
の形態形成メカニズム
○中村 太郎，新美 輝幸
（基生研・進化発生，総研大・
生命科学）

1H03-1330
昆虫類｜行動
ワモンゴキブリの2種の性フェロモ
ンの受容機構と行動的役割の違
い
○立石 康介，渡邊 崇之，
西野 浩史，水波 誠，渡邉 英博
（福岡大学・理・地球圏，JSPS
特別研究員 PD）

1I15-1400
は虫類｜生態
小笠原諸島におけるグリーンア
ノールの適応進化と生態系へ与え
る影響の解明
○諸岡 真希，
キチアン マルタ，
クローニン アダム
（東京都立大学・院理・生命科
学）

1C15-1400
原生動物｜細胞
クラミドモナスのさまざまな機械反
応におけるTRP11の役割の解明
○嵯峨 康佑，大島 大地，
伊藤 音緒，吉田 愛美，
井須 敦子，若林 憲一，
吉村 建二郎
（芝浦工大・シス理・機械制御）

1J15-1400
軟体動物｜分類・系統
らせん卵割動物特異的 homeo-
box遺伝子SPILEのダイナミック
な進化史と初期発生様式の進化
○守野 孔明，
Supanat Phuangphong，
和田 洋
（筑波大・生命環境系）

1D15-1400
昆虫類｜形態
カブトムシの角の機械的強度の増
加に関与する転写制御メカニズム
○森田 慎一，新美 輝幸
（基生研・進化発生，総研大・
生命科学）

1H05-1400
鳥類｜行動
野生ウズラと家禽ウズラの求愛発
声の時間構造と音響特性の比較
久保田 雅子，香川 紘子，
○戸張 靖子
（麻布大学・獣医学部・動物応
用科学科，麻布大学・ヒトと動
物の共生科学センター）

1I12-1315
昆虫類｜生態
トビイロケアリのコロニー創設女
王における胸嚢の形成過程
○宮崎 智史，栗原 雄太，
小川 浩太，林 良信
（玉川大院・農，玉川大・農）

1C12-1315
扁形動物｜細胞
プラナリアの繊毛が引き起こす水
流の計測法の開発～再生断片を
用いて～
○井原 彩智，江見 悠多，
柴田 典人，前澤 孝信
（津山工業高等専門学校・専攻
科・機械・制御システム工学専
攻）

1J12-1315
昆虫類｜分類・系統
地殻変動による吉野川の大規模
な流路変更とガガンボカゲロウの
地域集団解析―GRAS-Di 解析
によるゲノムワイドなSNPs 抽出
の試み―
○竹中 將起，東城 幸治
（信州大・理）

1D12-1315
昆虫類｜形態
ショウジョウバエを用いた弾性タ
ンパク質Resilin の機能解析
○江藤 義基，石川 裕之
（千葉大学・院理・生物）

1H02-1315
昆虫類｜行動
フライトシミュレータを用いたセイヨ
ウミツバチの色識別に基づく定位
学習
○小林 宜弘，長谷川 雄二，
岡田 龍一，佐倉 緑
（神戸大・院理・生物）

1I14-1345
魚類｜生態
外国産マス類と在来イワナの摂
餌行動における種間差
○ピーターソン マイルズ，
北野 聡
（信州大学・大学院・総合医理
工学）

1C14-1345
原生動物｜細胞
Akashiwo sanguinea（渦鞭毛
藻）における縦鞭毛の折りたたみ
運動
○丸山 正，吉田 学，
豊福 高志，多米 晃裕，
山口 正視
（北里大学・海洋生命科学）

1J14-1345
軟体動物｜分類・系統
カイダコ類の卵鞘は軟体動物貝
殻亜門の相同器官ではない：マル
チオミクス解析から得た知見
○スティアマルガ デフィン，
吉田 真明，廣田 主樹，
佐々木 猛智
（和高専・生物応化，東大・総
合博）

1D14-1345
甲殻類｜形態
ミジンコの防御形態形成における
ネックティース形成部位の組織・
細胞学的解析
○内田 恵，宮川 一志
（宇都宮大学・バイオ・環境生
理）

1H04-1345
魚類｜行動
キンギョにおいてα-黒色素胞刺
激ホルモンの腹腔内投与は中枢
作用を発揮する
○渡邉 桂佑，今野 紀文，
中町 智哉，松田 恒平
（富山大学・院生命融合・生体
情報）
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3-301会場 3-302会場 3-305会場 3-401会場 3-402会場

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

1E16-1430
ほ乳類｜発生
精子のアクロゾーム形成に関わる
TMCO2とCYPT1の解析
○濱田 大夢，岩森 督子，
岩森 巨樹，金子 たかね
（九州大学・院農・動物）

1K06-1430
魚類｜新興・複合領域
メダカ脳を用いたシングルセルトラ
ンスクリプトームによるオキシトシ
ン受容体発現ニューロンの細胞
種同定
○水口 加奈子，安齋 賢，
西池 雄志，加用 大地，
堀江 健生，重信 秀治，
大久保 範聡，竹内 秀明
（東北大学・院生命）

1F16-1430
ほ乳類｜内分泌
マウスの膣におけるエストロゲン
受容体 aを介した上皮―間質相
互作用の解析
○五嶋 龍稀，妹尾 衣里子，
豊田 賢治，宮川 信一
（東京理科大学・先進工・生命
工）

1G21-1430
魚類｜生理
広塩性軟骨魚類の腎臓における
尿量調節メカニズム
○油谷 直孝，高木 亙，
工樂 樹洋，種子島 千春，
門田 満隆，齋藤 和裕，
牛堂 和一郎，坂本 竜哉，
兵藤 晋
（東京大学 大気海洋研究所 生
理学分野）

1G26-1430
鋏角類｜生理
ハエトリグモのピンぼけ像にもとづ
く奥行き知覚を支えるロドプシン
の吸収極大波長制御メカニズム
の解析
○佐藤 龍，永田 崇，
寺北 明久，小柳 光正
（大阪市立大学　大学院理学研
究科）

1E18-1500
両生類｜発生
アフリカツメガエル初期胚におけ
るccr7の形態形成と細胞分化へ
の影響
○後藤 利保，道上 達男，
澁谷 浩司
（東京医科歯科大学・難研・分
子細胞生物学）

1K08-1500
両生類｜新興・複合領域
イベリアトゲイモリの血球と造血
および造血因子の構造に関する
基礎的解析
○白水 開，小川 斐女，
小俣 和輝，伊東 正剛，
加藤 尚志
（早稲田大学・院先進理工・生
命理工）

1F18-1500
棘皮動物｜内分泌
オニヒトデのリラキシン様生殖腺
刺激ペプチドについて
○三田 雅敏，大杉 知裕，
川田 剛士，佐竹 炎，
片山 秀和，喜多村 鷹也，
三浦 猛，三浦 智恵美
（Department of Biochemistry, 
Showa University School of 
Medicine）

1G23-1500
魚類｜生理
メダカの鰓におけるイオン輸送体
とその調節因子の高浸透圧処理
による遺伝子発現プロファイル―
個体と単離した鰓組織での比較―
○富樫 彩音，中町 智哉，
松田 恒平，今野 紀文
（富山大学・院理工・地球生命
環境）

1G28-1500
両生類｜生理
抗体染色によるネッタイツメガエ
ルCsf1r 陽性細胞の同定
○和田 澪香，廣明 結香，
福井 彰雅
（中央大学・理工・生命・組織
構築）

1E20-1530
魚類｜発生
胸鰭AER/AF 転換時の細胞動
態
○岡山 舜，阿部 玄武，
田村 宏治
（東北大学大学院生命科学研究
科）

1K10-1530
魚類｜新興・複合領域
魚類の成長促進因子の探索とそ
の作用機序の解析
○三浦 智恵美，梶本 恭平，
加藤 隆史，田辺 匠太郎，
三浦 猛
（広島工業大学・環境・地球環
境）

1F20-1530
昆虫類｜内分泌
タガメはハエ特有の幼若ホルモン
JHB3を合成する
○後藤 慎介，松本 圭司，
立花 光，門司 麻衣子，
品田 哲郎，志賀 向子，
沼田 英治，小滝 豊美
（大阪公立大学・院理，大阪市
立大学・院理）

1G25-1530
甲殻類｜生理
深海生物の代謝の謎に迫る：オオ
グソクムシの代謝速度に及ぼす水
温の影響と特異動的作用
○田中 章吾，小野 友梨佳，
八木 光晴
（長崎大学　大学院水産・環境
科学総合研究科）

1G30-1530
ほ乳類｜生理
エタノールはラット小脳においてプ
ルキンエ細胞のグルタミン酸回収
機能を亢進することにより登上線
維伝達物質のシナプス外拡散を
阻害する
○佐竹 伸一郎
（自然科学研究機構・生理研，
総研大・生命科学）

1E17-1445
両生類｜発生
ツメガエル初期胚におけるMBT
後のミトコンドリア再構築に依存
したアポトーシス開始機構
○中原 康平，上野 秀一
（山口大学・院・創成科学研究
科）

1K07-1445
両生類｜新興・複合領域
RNA-Seqに向けたアフリカツメ
ガエル大腿骨のRNA抽出方法
の確立
○伊東 正剛，谷ヶ崎 博，
森岡 一朗，鹿島 誠，
平田 晋三，加藤 尚志
（早稲田大学・理工学・総合研
究所，日大・医・小児）

1F17-1445
ほ乳類｜内分泌
ニューロメジンU遺伝子欠損が及
ぼす自発活動への影響
○大塚 舞，横木 杏香，
竹内 優羽，手塚 都仁，
竹内 栄，松山 誠，相澤 清香
（岡山大院・自然科学）

1G22-1445
魚類｜生理
イオン輸送分子群の組織化学的
解析による広塩性軟骨魚アカエ
イの塩類細胞の同定と分類
○野本 昌代，高木 亙，
兵藤 晋，井ノ口 繭
（東京大学・大気海洋研究所・
海洋生命科学・生理学）

1G27-1445
昆虫類｜生理
アゲハ視覚中枢における視細胞
と視覚二次ニューロンの形態と波
長情報処理
○蟻川 謙太郎，脇田 大輝，
松下 敦子，木下 充代
（総合研究大学院大学・統合進
化科学研究センター）

1E19-1515
棘皮動物｜発生
ウニ変態前後の運動機構へのハ
ンチントン蛋白（Huntingtin）の
関与
○加藤 秀生，清本 正人，
吉田 裕美
（東北大学・名誉教授）

1K09-1515
魚類｜新興・複合領域
絶食により誘導される魚類の成長
加速とその分子メカニズム
○大津 有稀，
Muhammad Fariz Zahir Ali，
三浦 智恵美，三浦 仁嗣，
清水 徹，松本 隆盛，三浦 猛
（愛媛大学・院農）

1F19-1515
魚類｜内分泌
ソマトラクチン-αおよびソマトラク
チン-β遺伝子の二重欠損ゼブラ
フィッシュの作出とその表現型の
観察
○大原 倫仁，南 和希，
今野 紀文，中町 智哉，
松田 恒平
（富山大学・院理工・生体制御）

1G24-1515
原生動物｜生理
外部環境に依存したゾウリムシの
運動パターンの変化
○鹿毛 あずさ，若野 壮留，
阿部 真人，西坂 崇之
（学習院大学理学部物理学科）

1G29-1515
魚類｜生理
ヒト脳梗塞治療薬の薬効評価に
おけるゼブラフィッシュ脳梗塞モデ
ルの有効性の検証
○鳴海 輝，善端 大貴，
今野 紀文，松田 恒平，
中町 智哉
（富山大学・理・生物）
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3-405会場 3-501会場 3-502会場 3-601会場 3-602会場

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

1I16-1430
両生類｜生態
モリアオガエルの繁殖生態調査と
飼育条件の違いが成長に与える
影響
○光岡 伸悟，竹内 浩昭
（静岡大学・院理・生物科学）

1C16-1430
原生動物｜細胞
クラミドモナス後退遊泳固定株に
前進遊泳を復帰させる変異
○住吉 愛，澤田 翔吾，
八木 俊樹
（県立広島大学・生物資源科学
部・生命環境）

1J16-1430
両生類｜分類・系統
本州中部で同所的に分布するハ
コネサンショウウオ属 2種につい
て
○吉川 夏彦，松井 正文
（国立科博・動物）

1D16-1430
ほ乳類｜形態
齧歯類精子における4回膜貫通
型タンパク質MS4A5の局在解
析
○金子 たかね，陶 嘉雯，
岩森 督子，岩森 巨樹
（九州大学・院農・動物）

1H06-1430
魚類｜行動
ゼブラフィッシュを用いた不安・恐
怖様行動の定量化の試み
○立原 瞭，小川 諭，戸村 秀明
（明治大学・院農・生命科学）

1I18-1500
魚類｜生態
性経験のないオスメダカは初めて
の性的パートナーに対して配偶者
選好性を示す
○大門 将寛，勝村 啓史，
坂本 浩隆，安齋 賢，竹内 秀明
（東北大・院・生命）

1C18-1500
原生動物｜細胞
鞭毛運動における内腕及び外腕
ダイニンの機能的相互作用の解
析
○佐藤 綾花，八木 俊樹
（県立広島大学・生命資源科学
部・生命環境学科）

1J18-1500
多足類｜分類・系統
世界で3例目の半水棲オオムカ
デ，南西諸島から日本で143年ぶ
りに記載された美麗かつ国内最
大ムカデ種
塚本 将，蛭田 眞平，
江口 克之，廖 治榮，
○島野 智之
（法政大・自然科学セ）

1D18-1500
魚類｜形態
真骨魚類の対ビレにおけるShh
遺伝子の機能分化とそこから生じ
る形態進化の可能性
○田中 祥貴，安齋 賢，
阿部 玄武，田村 宏治
（東北大学・院生命）

1H08-1500
魚類｜行動
メダカ雄における社会順位がオピ
オイド受容体発現および不安様
行動に及ぼす影響
○藤内 美紀，大塚 愛理，
加川 尚
（近大・院総理・理）

1I20-1530
昆虫類｜生態
日本産クワガタムシ科全属におけ
る共生酵母の多様性
○上木 岳，東城 幸治，
久保田 耕平
（信州大学大学院総合医理工学
研究科）

1C20-1530
ほ乳類｜細胞
TEX14 部分ペプチドの抗腫瘍活
性
○Tasrin Sultana，岩森 督子，
岩森 巨樹
（Kyushu University, Graduate 
School of Bioresources and 
Bioenvironmental Sciences, 
Zoology Laboratory）

1J20-1530
昆虫類｜分類・系統
多様なツノゼミの「ヘルメット」に
おいて種間相同点は取れるのか？
寺野 天掌，杉浦 幹太，
○後藤 寛貴
（静岡大学・理・生物，静岡大
学・院総科・生物）

1D20-1530
魚類｜形態
ゼブラフィッシュ色素細胞におけ
るNotch2の活性化機構
○渡邉 正勝
（大阪大学・生命機能）

1H10-1530
昆虫類｜行動
社会的隔離が連合学習や報酬へ
の応答に与える影響
○寺尾 勘太，神前 裕，
服部 淳彦，松本 幸久
（東京医科歯科大学・教養，早
稲田大・総合人文科学）

1I17-1445
軟体動物｜生態
ホタルイカモドキEnoploteuthis 
chunii の繁殖様式の推定
○山根 杏梨，森脇 優，
広橋 教貴
（島根大学・院自然科学・農生
命科学）

1C17-1445
原生動物｜細胞
外腕ダイニンの協調性はダイニン
中間鎖 2によって制御される
○近藤 裕祐，小川 倫加，
管野 英美里，廣野 雅文，
箕浦 高子，神谷 律，八木 俊樹
（県立広島大学・生物資源・生
命）

1J17-1445
魚類｜分類・系統
魚類におけるhand 遺伝子の機
能解析
○浅香 力哉，大牧 創，
土屋 俊太，黒川 大輔，
小柴 和子
（東洋大学大学院・生命科学研
究科・生命科学専攻）

1D17-1445
ほ乳類｜形態
心臓形態形成におけるPitx2の
発現極性と房室管領域における
ECM制御
○田上 優佳，川村 颯，
片野 亘，小柴 和子
（東洋大院・生命科学・生命科
学）

1H07-1445
ほ乳類｜行動
「幼児期ストレスの時期特異性」
という新たな精神疾患リスク因子
の解明
○高林 健人
（東北大学・学部医・医学）

1I19-1515
魚類｜生態
メダカにおける魚型物体の頭部
に対する回避行動
長森 光紀，中川 真一，
○横井 佐織
（北大・院薬）

1C19-1515
昆虫類｜細胞
ショウジョウバエ卵形成過程にお
ける熱ストレス誘導性オートファ
ジーの性質
○田中 彩葉，奥村 勇斗，
青木 友哉，兒山 萌華，向 正則
（甲南大学・理工学部）

1J19-1515
棘皮動物｜分類・系統
棘皮動物マナマコにおける五放
射相称の構造「水腔葉」の形成
に伴う細胞運動の解析
○宇田川 澄生，三浦 徹
（東京大学・院理・臨海）

1D19-1515
魚類｜形態
正中ヒレ形成は仔魚期膜ヒレの
退縮と独立する
宮本 知英，川上 浩一，
田村 宏治，○阿部 玄武
（東北大学大学院・生命・生態
発生適応，鳥取大学・医学部・
生命科学科）

1H09-1515
魚類｜行動
形状の異なる水槽におけるキン
ギョの選好性行動の観察と比較
清水 京杏，渡邉 桂佑，
今野 紀文，中町 智哉，
○松田 恒平
（富山大学・学術研究・理学）
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3-301会場 3-302会場 3-305会場 3-401会場 3-402会場
1E21-1600
昆虫類｜発生
ショウジョウバエ卵巣における基
本転写因パラログTRF2による熱
ストレス応答の制御
○田中 拓瑛，三上 亮，
田中 彩葉，青木 友哉，
奥村 勇斗，向 正則
（甲南大学・理工学部・生物学
科）

1K11-1600
魚類｜新興・複合領域
チンアナゴの流れへの適応
○石川 昂汰，Heng Wu，
御手洗 哲司，Amatzia Genin
（沖縄科学技術大学院大学
（OIST））

1F21-1600
ほ乳類｜内分泌
低温環境下のマウスにおいて
Rfrp過剰発現が体温調節に及ぼ
す影響
○森脇 翔悟，成松 勇樹，
加藤 正暉，岩越 栄子，
古満 芽久美，浮穴 和義
（広島大学・院統合生命）

1G31-1600
ほ乳類｜生理
光サイクル型視覚ロドプシンを用
いた細胞内cAMP濃度の一過的
変化誘導
○青木 詩音，酒井 佳寿美，
山下 高廣
（京都大学・院理・生物科学）

1G36-1600
軟体動物｜生理
淡水産巻貝の中枢神経系内にお
ける転写因子 FOXOの局在
○中居 詢子，伊藤 悦朗
（早稲田大学・教育・生物）

1E23-1630
線形動物｜発生
線虫C. elegansの孵化過程の
観察
○山本 一徳
（神奈川工科大学・応用バイ
オ・応用バイオ）

1K13-1630
その他｜新興・複合領域
クシクラゲ櫛板のX線回折像から
繊毛軸糸の3次元構造を復元す
る
○岩本 裕之，城倉 圭，
大岩 和弘，稲葉 一男
（SPring-8・JASRI）

1F23-1630
軟体動物｜内分泌
生殖の季節性を失った巻貝（イボ
ニシ）の神経節における遺伝子の
発現変動
○森下 文浩，堀口 敏宏，
飽田 寛人，今村 拓也
（広島大学・院統合生命・基礎
生物，広島大学・理・生物科
学）

1G33-1630
魚類｜生理
松果体オプシン欠損個体を用いた
ゼブラフィッシュの光依存的行動
の解析
○和田 清二，小柳 光正，
寺北 明久
（大阪公立大学・院理・生物学
専攻，大阪公立大学・複合先端
研究機構）

1G38-1630
ほ乳類｜生理
プロバイオティクス好熱菌Caldi-
bacillus hisashii によるブタ骨格
筋の筋繊維タイプ変化
○鈴木 かりん，早笋 彩乃，
宮本 浩邦，児玉 浩明，
佐藤 成樹
（千葉大・院・融合理工）

1E25-1700
棘皮動物｜発生
ウニ初期発生におけるCTCFの
発現と機能の解析
○渡辺 開智，藤田 恵，
岡本 和子，吉岡 一，
森脇 三貴，粟津 暁紀，
山本 卓，坂本 尚昭
（広島大学・院統合生命・数理
生命化学）

1K15-1700
魚類｜新興・複合領域
カイコに含まれる多糖類が魚類の
高温耐性能を向上させる
○三浦 猛，大津 有稀，
Muhammad Fariz Zahir Ali，
三浦 智恵美
（愛媛大学・院農）

1F25-1700
魚類｜内分泌
遭遇個体群の消失がメダカ雄の
遊泳行動と脳内バソトシンおよび
オレキシン発現に及ぼす影響
○中村 聡一郎，山内 優希，
加川 尚
（近大・院総理・理）

1G35-1700
尾索動物｜生理
カタユウレイボヤ成体の光応答と
光受容組織および光受容分子の
解析
○清水 大輔，大川 奈菜子，
圓尾 綾菜，行者 蕗，Xin Zeng，
鈴木 穣，中井 謙太，
小島 慧一，山下 高廣，
七田 芳則，日下部 岳広
（甲南大学・院自然科学・統合
ニューロ）

1G40-1700
昆虫類｜生理
シュモクバエ2種間の眼柄内エネ
ルギー貯蔵の違いと意義
三木 碧，福田 梨紗，
武田 晃司，守屋 綾乃，
上村 佳孝，Chow-Yang Lee，
○安達 卓
（学習院大学・理・生命科学）

1E22-1615
昆虫類｜発生
ショウジョウバエHeterochro-
matin protein 6 による初期胚の
熱耐性獲得
○奥村 勇斗，青木 友哉，
田中 彩葉，豊田 美香，向 正則
（甲南大学・理工学部・生物学
科）

1K12-1615
その他｜新興・複合領域
無腸動物ナイカイムチョウウズム
シの共生藻選択性
○彦坂 暁，有本 佳那子，
三島 鮎実，彦坂 智恵
（広島大学・院統合生命・生命
環境）

1F22-1615
扁形動物｜内分泌
生殖腺刺激ホルモン放出ホルモ
ン系の原型―扁形動物ヒラムシ
で発見した祖先型から迫る
○森 俊輔，高橋 望史，
酒井 丈実，濱田 麻友子，
坂本 竜哉，坂本 浩隆
（岡山大・理・牛窓臨海/共同利
用拠点）

1G32-1615
魚類｜生理
チャネルロドプシンを用いたメダカ
行動の光遺伝学的制御
○関 崇秀，竹内 秀明，安斎 賢
（東北大学・院生命）

1G37-1615
原生動物｜生理
ゾウリムシの電位感受性Caチャ
ネルのホジキンーハックスレー型の
解析
○冨永 貴志，冨永 洋子
（徳島文理大・神経研，徳島文
理大・香川薬）

1E24-1645
棘皮動物｜発生
マナマコの消化管再生過程にお
ける前後軸パターニングと領域化
の解析
○高岡 菜月，道羅 英夫，
鳥山 優，小池 亨
（静岡大学・総合科学技術研究
科・理学専攻）

1K14-1645
軟体動物｜新興・複合領域
カイダコゲノムに見る保存された
貝殻形成遺伝子
○吉田 真明，
スティアマルガ デフィン，
廣田 主樹，佐々木 猛智
（島根大・生資・隠岐臨海）

1F24-1645
魚類｜内分泌
VT遺伝子欠損がメダカ仔魚にお
ける群れ形成行動の発達と脳内
egr1 発現に及ぼす影響
○牧野 大輝，藤原 明，
澤山 太陽，田名網 華衣，
大塚 愛理，神田 真司，
岡 良隆，加川 尚
（近大・院総理・理）

1G34-1645
魚類｜生理
ゼブラフィッシュにおいてGv型G
タンパク質を活性化するオプシン
の探索
○松井 一晟，白田 泰士，
永田 崇，小柳 光正，寺北 明久
（大阪公立大学・院理・生物学
専攻）

1G39-1645
魚類｜生理
小型魚類メダカ網膜における受
容体チロシンキナーゼMerの機
能解析
○佐藤 恵太，守屋 寛，
Yang Liu，大内 淑代
（岡大・院医歯薬・細胞組織）
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3-405会場 3-501会場 3-502会場 3-601会場 3-602会場
1I21-1600
ほ乳類｜生態
ミンククジラにおける嗅覚受容体
遺伝子の主嗅覚器での発現
○廣瀬 亜由美，中村 玄，
二階堂 雅人，藤瀬 良弘，
加藤 秀弘，岸田 拓士
（東京海洋大学・海洋環境科学
部門・鯨類学研究室，東京工業
大学・生命理工学院・二階堂研
究室）

1C21-1600
原生動物｜細胞
単細胞生物繊毛虫Colpoda 休
眠シスト形成過程における代謝
活性の解析
○十亀 陽一郎，山野邊 裕樹，
齊藤 瞭汰，清水 大雅，
矢吹 一真，齋藤 剛瑠，
箱﨑 惇太郎
（福島高専・化学・バイオ工学
科）

1C26-1600
軟体動物｜細胞
軟体動物の貝殻形成における
RARの役割
○清水 啓介，遠藤 一佳，
工藤 哲大
（東京大学・院農・応用生命化
学）

1D21-1600
両生類｜形態
イベリアトゲイモリにおける異所
への仙肋骨誘導の試み
○吉村 雅子，田澤 一朗，
中島 圭介，古野 伸明
（広島大学・統合生命・基礎生
物）

1H11-1600
甲殻類｜行動
シオダマリミジンコ属の配偶ペア
形成行動における交配前隔離障
壁の可能性
○坪子-石井 理美，
Ronald, S. Burton
（カリフォルニア大学サンディ
エゴ校・スクリップス海洋
研・海洋生物学）

1I23-1630
苔虫動物｜生態
群体動物コケムシにおける防衛
個虫「鳥頭体」の形成コスト
○山口 悠，三浦 徹
（東京大学・院理・臨海）

1C23-1630
棘皮動物｜細胞
タコノマクラ緑色色素の特性
○西田 智弥，河野 美都子，
加藤 佑亮，上村 慎治
（中央大学・院理・生命科学）

1C28-1630
尾索動物｜細胞
ホヤ初期胚発生における細胞分
裂軸制御機構の解析
○照井 宙夢，高鳥 直士
（東京都立大学・理学・生命科
学）

1D23-1630
両生類｜形態
イモリ指形態とShhシグナルの関
係性
○松原 遼，竹内 隆
（鳥取大学・医学部・生命科学）

1H13-1630
魚類｜行動
ゼブラフィッシュの骨格筋および
運動能力の解析によるサルコペ
ニアモデルの確立
○金子 遼司，鹿島 誠，
平田 普三
（青山学院大学・院理・生命科
学）

1I25-1700
ほ乳類｜生態
DNAメタバーコーディング法を用
いた瀬戸内海島嶼に生息するア
カネズミの食性分析
○佐藤 淳，大月 優弥，
西浦 直希，毛利 公美
（福山大学・生物工）

1C25-1700
魚類｜細胞
魚類の黄色素胞発生を支える転
写制御ネットワーク
○橋本 寿史，白石 陽子，
杉若 佳祐，小林 煇，木村 哲晃，
安齋 賢，田中 理映子，山平 寿智，
Kawilarang, W. A. Masengi，
宮台 元裕，長尾 勇佑，
Robert, N. Kelsh，成瀬 清，
日比 正彦
（名古屋大学・院理・理）

1C30-1700
魚類｜細胞
魚類の表皮ケラトサイトにおける
細胞内Ca2+ 動員による形態変
化
中西 美奈，袴田 颯，
小坪 優斗，○杉本 雅純
（東邦大学・理・生物分子科学）

1D25-1700
鳥類｜形態
鳥類のはばたき運動を生み出す
三骨間孔の形態形成
○竹田 山原楽，米井 小百合，
田村 宏治
（東北大学・院・生命科学）

1H15-1700
魚類｜行動
触刺激応答異常を示すzebraf-
ish 変異体の原因遺伝子の同定
と評価
○貞光 謙一郎，遠藤 瑞季，
鹿島 誠，平田 普三
（青山学院大学）

1I22-1615
甲殻類｜生態
ワレカラ類の体を折り曲げる行動
で生じる流れは摂餌にどのように
関係するのか？
○広瀬 雅人，村上 茜梨
（北里大学・海洋生命科学）

1C22-1615
尾索動物｜細胞
ホヤ初期胚におけるGata転写補
因子 Fogの役割
○徳岡 三紀，佐藤 ゆたか
（京都大学・院理・生物科学）

1C27-1615
原生動物｜細胞
ゾウリムシの生活環における性・
老化・若返りの統一的見解
○芳賀 信幸，千葉 裕太，
臼井 利典，竹中 康浩，
及川 俊博，梯 正人，阿部 知顕
（石巻専修大学・理工・生物科
学）

1D22-1615
両生類｜形態
演題取り下げ

1H12-1615
ほ乳類｜行動
雌マウス性行動における受容およ
び拒絶様行動を制御する下垂体
神経葉ホルモン受容体
○林 姫花，清水 稀惠，
中村 和昭
（岡山大学・院理・臨海，帝科
大学・院理・先端科学）

1I24-1645
鳥類｜生態
ツバメの雛における繁殖期間中
の旋回行動
○天野 孝保
（長崎大学・環・院）

1C24-1645
棘皮動物｜細胞
タコノマクラ幼生における緑色色
素産生細胞
○天野 博人，河野 美都子，
加藤 佑亮，上村 慎治
（中央大学・院理・生命科学）

1C29-1645
昆虫類｜細胞
ショウジョウバエ卵巣における温
熱耐性獲得機構の解析
○三上 亮
（甲南大学理工学部生物学科）

1D24-1645
両生類｜形態
イモリHox9およびHox10の四
肢形成における機能
○裏川 浩平，松原 遼，
阿部 玄武，竹内 隆
（鳥取大学・院医・医科学）

1H14-1645
魚類｜行動
脳バリアーシステムを介した行動
状態制御機構の解明
山下 萌絵，渡部 遼馬，
○加賀 ひかり，平山 明由，
金井 昭夫，曽我 朋義，
奥山 輝大，勝村 啓史，
大久保 範聡，内田 康雄，
安齋 賢，竹内 秀明
（東北大・理・生物）
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3-301会場 3-302会場 3-305会場 3-401会場 3-402会場

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

3F26-0900
両生類｜内分泌
季節変化および寒冷刺激による
ウシガエル視床下部―下垂体系
の変化
○松本 雄貴，菊山 榮，
岡田 令子
（静岡大学・院総合科学技術・
生物）

3H16-0900
両生類｜行動
Xenopus 幼生の捕食者ストレス
による行動の変化と脳内ERK活
性の解析
○君嶋 勝弥，三好 将生，
森 司，井上 菜穂子，
佐々 海斗，柏木 昭彦，
柏木 啓子
（日本大学　生物資源科学部　
海洋生物資源科学科　生物機
能化学研究室）

3C31-0900
両生類｜細胞
エリスロポエチン刺激によるツメガ
エル成熟赤血球の核形態の変化
○小俣 和輝，小塩 未侑，
鹿島 誠，平田 普三，加藤 尚志
（早稲田大学・教育・理・生物，
早稲田大学・院先進理工・生命
理工）

3G41-0900
軟体動物｜生理
FMRFamide 作動性Na+チャネ
ルのフィンガードメインに存在する
芳香族アミノ酸とチャネルの活性
化
○古川 康雄，田頭 伊織
（広島大学・院統合生命・生命
環境総合科学）

3F28-0930
ほ乳類｜内分泌
ICR系統マウスでの視床下部分
泌性小タンパク質NPGL遺伝子
過剰発現により誘起される糖尿
病状態
○加藤 正暉，成松 勇樹，
森脇 翔悟，中尾 ゆきの，
古満 芽久美，岩越 栄子，
浮穴 和義
（広島大学・院統合生命）

3H18-0930
魚類｜行動
ネオニコチノイド系農薬に曝露し
たメダカの行動変化
○高瀬 清美，角田 出
（石巻専修大学・共創研究セン
ター）

3C33-0930
魚類｜細胞
血管新生の新たな現象と制御機
構：創傷治癒では内腔圧が損傷
血管の伸長を抑制する
○弓削 進弥，西山 功一，
福原 茂朋
（日医大・先端研・病態、分子
細胞構造学）

3G43-0930
昆虫類｜生理
ルリキンバエの休眠に必要な脳
側方部ニューロンの発現遺伝子
による特徴づけ
藤原 一平，舛形 のぞみ，
長谷部 政治，○志賀 向子
（大阪大学・院理・生物科学）

3H20-1000
昆虫類｜行動
触角機械感覚系によるコオロギ
の空間認識
Ifere N. Okereke，設樂 久志，
佐藤 和，○小川 宏人
（北海道大学・院理・生物科学）

3C35-1000
魚類｜細胞
ゼブラフィッシュの遅筋特異的に
発現するニコチン性アセチルコリ
ン受容体のカルシウム透過性解
析
○善方 文太郎，小野 富三人，
中條 浩一
（自治医科大学・医・統合生理
学）

3G45-1000
昆虫類｜生理
ナガサキアゲハにおける蛹体色
発現調節機構について
○上野 翔也，小島 渉，
北沢 千里，山中 明
（山口大学・院創成・生物学）

3F27-0915
ほ乳類｜内分泌
マウスにおける脳の性差を構築す
る血管作動性腸管ペプチド産生
ニューロンの組織学的解析
○荒井 秀冬，上田 千尋，
塚原 伸治
（埼玉大学・院理工・生命科学）

3H17-0915
昆虫類｜行動
キイロショウジョウバエ（Drosophila 
melanogaster）における体液浸透圧
依存的な痛覚逃避行動の調節機構
○司 悠真，Kai Li，栗生 美怜，
前田 佳穂，妻鳥 皓光，
馬場 俊平，西村 理沙，
小野寺 孝興，森本 高子，
上村 匡，碓井 理夫
（京都大学・院生命科学・統合
生命科学）

3C32-0915
魚類｜細胞
無顎類ヤツメウナギにおける独自
の血液ポンプシステム進化
○花島 章，木元 弥咲，
大平 桃子，臼居 優，橋本 謙，
毛利 聡
（川崎医大・生理 1）

3G42-0915
昆虫類｜生理
ルリキンバエのアラタ体に受容体
を発現する神経ペプチドが jhamt
発現に与える影響の解析
○橋本 陵央，志賀 向子
（大阪大学・院理・理学）

3F29-0945
ほ乳類｜内分泌
ホルモン環境に依存したマウス外
生殖器の性分化メカニズムの解
析
○溝口 ひかり，石川 真湖，
長谷川 真子，豊田 賢治，
宮川 信一
（東京理科大学・先進工・生命
工）

3H19-0945
魚類｜行動
ネオニコチノイド系農薬散布水田
で飼育した魚類の生理機能変化
～室内での曝露試験結果ととも
に～
○角田 出，高瀬 清美
（石巻専修大学・理工・生物科
学）

3C34-0945
昆虫類｜細胞
カイコ血球数およびノジュール形
成作用の遺伝と血球培養細胞確
立に向けた研究
○野崎 真史，田中 進，
岡本 健吾，片山 豪
（太田市立太田高等学校）

3G44-0945
昆虫類｜生理
幼若ホルモンおよび栄養条件が
カイコ終齢致死変異体の表現型
に与える影響
大森 裕介，小杉 海斗，
伴野 豊，藤井 告，○金児 雄
（弘前大学・農生）

3F30-1000
魚類｜内分泌
TGFb3によるメダカ排卵実行酵
素MMP15 発現タイミングの制御
機構
○荻原 克益，近藤 祥子，
高橋 孝行
（北大・院理・生物）
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休憩・座長交代・ 
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3A11-0900
尾索動物｜生化学
カタユウレイボヤCiona intesti-
nalis type Aにおける芳香族炭
化水素受容体AhRの分子機能
解析
坂井 孝嘉，矢澤 隆志，
生田 統悟，中山 理，
鈴木 信雄，早川 和一，
小笠原 道生，和田 修一，
○関口 俊男
（金沢大・環日セ・臨海）

3B11-0900
線形動物｜遺伝
線虫C. elegansの温度耐性は
植物から動物まで保存されている
スプライシング因子によって制御
される
○佐藤 夕希，太田 茜，
礒野 一帆，太治 輝昭，久原 篤
（甲南大学大学院自然科学研究
科，甲南大学統合ニューロバイ
オロジー研究所）

3E26-0900
魚類｜発生
ゼブラフィッシュの運動を指標とし
たてんかん治療薬のスクリーニン
グ
○滝嶋 遼，鹿島 誠，平田 普三
（青山学院大学）

3E31-0900
昆虫類｜発生
ショウジョウバエ中腸内胚葉の部
域分化を制御する遺伝子経路と
系統進化
○村上 柳太郎，土方 亮，
上岡 早紀，金尾 昭洋，
原田 由美子
（山口大学・理・生物）

3A13-0930
鳥類｜生化学
ニワトリ神経細胞におけるlasp-2
に対するshRNAベクターの効果
○岩田 悠利，戸島 拓郎，
上口 裕之，秋山 博紀，
門井 宏平，田中 萌，寺崎 朝子
（千葉大・理・生物）

3B13-0930
魚類｜遺伝
運動機能異常を示す変異体のス
クリーニング及び原因遺伝子の同
定
○松尾 卓哉
（青山学院大学・院理・生命科
学）

3E28-0930
両生類｜発生
ウシガエル硫酸基転移酵素の系
統解析と発現解析
佐藤 晃輔，○石原 顕紀，
山内 清志
（静岡大学・理・生物）

3E33-0930
鋏角類｜発生
オオヒメグモにおいて、系統特異
的なGATA様遺伝子が胚性遺
伝子活性化を制御し、内胚葉特
異化とパターン形成を促進する
岩崎-横沢 佐和，南條 稜汰，
秋山-小田 康子，○小田 広樹
（JT生命誌研究館，大阪大学・
院理・生物科学）

3A15-1000
両生類｜生化学
捕食者適応の初期応答として脳
内で何が起きるのか？
○森 司，君嶋 勝弥，
佐々 海斗，井上 菜穂子，
嶺井 隆平，小倉 淳，
柏木 昭彦，柏木 啓子
（日本大学・生物資源科学部・
海洋生物資源科学科・生物機
能化学研究室）

3B15-1000
魚類｜遺伝
ジャワメダカにおける性決定様式
の種内多様性
○村田 芽吹，竹花 佑介
（長浜バイオ大学・バイオサイ
エンス・発生遺伝学）

3E30-1000
扁形動物｜発生
扁形動物に広く保存されたプラナ
リアの有性化因子の抽出・精製
方法について
○渡邊 太朗，伊藤 陸，
山口 健太朗，池内 葵，
北村 誠，関井 清乃，
関 まどか，坂元 君年，
小林 一也
（弘前大学・大学院・農学生命
科学研究科）

3E35-1000
両生類｜発生
アフリカツメガエルの消化管再構
築におけるHippo 関 連 因 子
TEAD4の発現変動の解析
○下平 統英，岩城 貴之，
藤本 健太，長谷部 孝
（日本医科大・生物）

3A12-0915
鳥類｜生化学
ニワトリastrocyteに お ける
lasp-2の機能解析
○笠井 虹汰，中田 志保子，
佃 聡子，萱島 慧一，
田村 安樹子，金子 達朗，
中山 綾子，中川 裕之，
寺崎 朝子
（千葉大学・理・生物）

3B12-0915
昆虫類｜遺伝
ヤマトシロアリの職蟻と兵隊の触
角における化学受容にかかわる
遺伝子の発現・機能解析
○花田 拓巳，鈴木 諒平，
北條 賢，林 良信，前川 清人
（富山大・院・理工）

3E27-0915
刺胞動物｜発生
明と暗の光刺激で放卵するエダア
シクラゲの光受容タンパク質の探
索
○竹田 典代，石井 悠，
彦坂 暁，出口 竜作
（広島大学・統合生命）

3E32-0915
軟体動物｜発生
軟体動物の貝殻腺細胞の運命確
立における自律的特異化と細胞
間コミュニケーションの相互作用
○ Supanat Phuangphong，
守野 孔明，和田 洋
（筑波大学）

3A14-0945
魚類｜生化学
ゼブラフィッシュの脳梗塞モデル
における分子病態解析
○嶋田 翔弥，今野 紀文，
松田 恒平，中町 智哉
（富山大学・院理工・生体制御）

3B14-0945
魚類｜遺伝
ミナミメダカ長崎県平戸個体群に
おけるDmyに次ぐ第 2と第 3の
性決定遺伝子の連続的な誕生機
構の探索
○明正 大純，藤本 真悟，
小林 亨
（静岡県大・食・環境）

3E29-0945
扁形動物｜発生
成体多能性幹細胞の制御メカニ
ズム解明に向けたケミカルスク
リーニング
○河村 嶺
（青山学院大学大学院・理工学
研究科理工学専攻・生命科学
コース）

3E34-0945
棘皮動物｜発生
イトマキヒトデ幼生のシングルセル
トランスクリプトーム解析から見る
脊索動物のボディプラン起源
○冨永 斉，西辻 光輝，
佐藤 矩行
（なし）

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
３
日
目
口
演
発
表

51 ●



3-301会場 3-302会場 3-305会場 3-401会場 3-402会場

3F36-1145
両生類｜内分泌
ネッタイツメガエルにおけるolfm4
遺伝子の発現解析及びノックアウ
トによる機能解析
○藪本 壮太，中島 圭介，
古野 伸明
（広島大学・統合生命科学研究
科，広島大学・両生類研究セン
ター）

3H26-1145
両生類｜行動
ツメガエル幼生の影応答行動は
下顎にあるセメント腺のメカノセン
サー機能によって制御されている
○原田 由美子，武安 愛，
安東 彩夏，清井 聡美，
村上 柳太郎
（山口大学・院・創成科学）

3C41-1145
両生類｜細胞
ERK特異的脱リン酸化酵素
Dusp6のツメガエル予定プラコー
ド形成における機能解析
○塚野 皓平，山元 孝佳，
渡邊 朋子，道上 達男
（東京大学・院総文・生命環境）

3G51-1145
環形動物｜生理
特異的に浅海に棲むマシコヒゲム
シOligobrachia mashikoi の生
息状況及び光環境への適応
○小木曽 正造，渡辺 数基，
三宅 裕志，丸山 雄介，
平山 順，服部 淳彦，
関口 俊男，端野 開都，
木谷 洋一郎，渡部 雪菜，
松原 創，笹山 雄一，鈴木 信雄
（金大・院自・自シ）

3F31-1030
魚類｜内分泌
アンドロゲン曝露によるメダカの
性転換誘導の再検討
石橋 彩華，渡邉 明帆，
明正 大純，○小林 亨
（静岡県立大学・大学院薬食生
命科学総合学府・環境科学，静
岡県立大学・食品栄養環境科
学研究院・環境科学）

3H21-1030
昆虫類｜行動
全脳の自発活動パターンが確率
論的感覚応答（stochastic reso-
nance）を制御するメカニズムの解
明
○植村 友貴，辻 真人，
榎本 和生
（東京大学理学系研究科生物科
学専攻）

3C36-1030
線形動物｜細胞
線虫とマウスに共通する精子活
性化関連因子の同定
○島田 幸拡，白木 梨央奈，
金田 拓海，金澤 奈々，
金子 眞弓，山中 美貴子，
橋場 優喜，本多 新，
橋本 正陽，軽尾 友紀子，
表 雅章，西村 仁
（摂南大・理工・生命）

3G46-1030
棘皮動物｜生理
組換えソフニン候補タンパク質は
ナマコの真皮を軟化させる
○田守 正樹，竹花 康弘，
山田 章，佐久間 敦丈，
二階堂 雅人，猪飼 桂，
本郷 裕一
（東工大・生命理工学院）

3F33-1100
魚類｜内分泌
トラフグの脳地図作製とアルギニ
ンバソトシン（AVT）様免疫陽性
反応の脳内分布
○長嶺 諒，今野 紀文，
中町 智哉，松原 創，松田 恒平
（富山大学・院理工・生体制御）

3H23-1100
魚類｜行動
運動異常を示す変異体のスクリー
ニングおよび原因遺伝子同定
○手塚 剛史，松尾 卓哉，
貞光 謙一郎，渡井 健太，
鹿島 誠，平田 普三
（青山学院大学大学院・理工学
専攻・生命科学コース）

3C38-1100
ほ乳類｜細胞
マウス胚の微小管ネットワーク形
成におけるγ-チューブリンとCAM-
SAP3の役割
○今 汰一，坂原 聖士，
高倉 啓，黒谷 玲子，阿部 宏之
（山形大学・院理工・化学バイ
オ工学）

3G48-1100
軟体動物｜生理
異なる絶食条件下におけるLym-
naea stagnalis のセロトニントラ
ンスポーター発現量の変化と学習
能力の関連
○近本 望充，中居 詢子，
伊藤 悦朗
（早稲田・教育・生物）

3H25-1130
鳥類｜行動
鳥類刻印付けにおけるムスカリン
性アセチルコリン受容体サブタイ
プの寄与
○青木 直哉，森 千紘，
芹澤 祥太，本間 光一
（帝京大学・薬学）

3C40-1130
棘皮動物｜細胞
ヒトデ卵母細胞における卵内Akt
の局在
○山崎 結那，佐々木 純子，
佐々木 雄彦，千葉 和義
（お茶の水女子大学・院ライフ
サイエンス・生命科学）

3G50-1130
昆虫類｜生理
青色殺虫光の入力経路と活性酸
素の殺虫への関与
○小林 敦樹，堀 雅敏
（東北大学・院農・応用昆虫学）

3F32-1045
魚類｜内分泌
ヒトとウナギの血中アンドロゲンと
産生経路の比較
○矢澤 隆志，佐藤 貴弘，
井田 隆徳
（旭川医科大学・生化学）

3H22-1045
鳥類｜行動
小脳発達障害誘導性の暗期光刺
激がニワトリ初生雛の運動学習・
慣れに与える影響
○松木 亜輝，竹内 浩昭
（静岡大学・院理・生物科学）

3C37-1045
ほ乳類｜細胞
Na/Ca Exchanger1によるハム
スター精子の超活性化調節
○竹井 元，小椋 悠平，
氏原 嘉洋，外山 史，
林 啓太朗，藤田 朋恵
（獨協医大・医・薬理学）

3G47-1045
昆虫類｜生理
青色光毒性に対するキイロショウ
ジョウバエの適応機構における脂
肪体の役割
○髙田 悠太，堀 雅敏
（東北大学・院農・生物生産科
学）

3F34-1115
魚類｜内分泌
メダカ脳および腎臓におけるモチ
リン受容体発現細胞の同定
○東 森生，今野 紀文，
輿水 崇鏡，海谷 啓之
（自治医大学・医・分子薬理）

3H24-1115
魚類｜行動
小型魚類の群れ行動における小
脳プルキンエ細胞の機能
○齋藤 魁登，佐藤 大我，
津田 佐知子
（埼玉大学・理工学研究科）

3C39-1115
両生類｜細胞
相同組換え修復を用いたXTdrd6
のFLAGタグ標識とそのzygotic
な発現時期の解析
○金山 千紘，高宗 和史
（熊本大学・院自然科学・生物）

3G49-1115
昆虫類｜生理
CPRクチクラタンパク質サブファミ
リー間のキチン結合性の比較
○眞宅 統基，大久保 さくら，
菅野 彩佳，長谷川 遼，
保久村 俊朗，渡邊 景子，
栂 浩平，外川 徹
（日本大学・総合基礎科学研究
科・相関理化学専攻）

3F35-1130
両生類｜内分泌
ウシガエル脳下垂体によるプロラ
クチン放出に対する内リンパ嚢の
関与
○松屋 孝樹，三枝 陸，
村上 雅貴，久保田 理香，
山田 広大，関根 和暉，
村松 寛太，蓮沼 至，
岩室 祥一，山本 和俊，
菊山 榮，小林 哲也
（埼玉大学・院理工・生命科学）
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3A21-1145
ほ乳類｜生化学
ロドプシン様の特性を示す錐体オ
プシンノックインマウス作製の試
み
武生 朋佳，徐 茵茵，
○櫻井 啓輔
（筑波大学・生命環境）

3B21-1145
は虫類｜遺伝
キューバ産およびプエルトリコ産ア
ノールトカゲにおける温度適応に
伴う遺伝子発現量進化
○赤司 寛志，宮川 信一，
河田 雅圭，Alex Gunderson
（東理大・先進工・生命システ
ム工）

3E41-1145
環形動物｜発生
ヤマトヒメミミズとミサカヒメミミズ
の分子比較解析
○野呂 知加子，井上 菜穂子，
斎藤 稔
（日本大学・医学部・細胞再生
移植医学）

3E47-1145
鳥類｜発生
鳥類胚間充織における腸のアイ
デンディティの成立と周囲環境
○石井 泰雄，芦田 航，
満友 陽子，八杉 貞雄
（東京女子医大・統合教育学習
センター）

3A16-1030
両生類｜生化学
ニホンアマガエルの凍結耐性にグ
リセロールおよびグルコースが関
与する
○岡田 令子，阿達 駿，
岩﨑 良平，滝谷 優，
廣田 敦司，菊山 榮
（静岡大・理・生物，静岡大・
創造大学院・統合バイオ）

3B16-1030
ほ乳類｜遺伝
アマミトゲネズミにおける精巣特
異的エンハンサーを介したSOX9
遺伝子制御の研究
○光川 祥一朗，水島 秀成，
黒岩 麻里
（北海道大学・生命科学院）

3E36-1030
両生類｜発生
ヘパラン硫酸の2つの修飾酵素
Hs6st1、Ndst1を介したツメガエ
ル神経外胚葉の分化制御
○山元 孝佳，塚野 晧平，
金島 時，上林 勇太，道上 達男
（東大・院総合文化・広域科学）

3E42-1030
尾索動物｜発生
カタユウレイボヤ消化管における
飲作用/食作用関連遺伝子群の
領域的発現
○井口 凜，関口 俊男，
笹倉 靖徳，小笠原 道生
（千葉大・院理・生物）

3A18-1100
魚類｜生化学
メダカ卵成熟と排卵の連関性―
両者の間にコミュニケーションは
存在するか、それとも独立して進
行するか？
○塚本 真生
（北大・院理・生物）

3B18-1100
魚類｜遺伝
ゼブラフィッシュ胚終脳の背腹パ
ターニング機構についての遺伝学
的解析
○梅田 琴，上村 拓真，
那須 康平，弥益 恭
（埼玉大学・院理工・生体制御）

3E38-1100
昆虫類｜発生
昆虫の新奇な翅の進化をもたらし
た発生プロセスの変化
○大出 高弘，三戸 太郎，
新美 輝幸
（京都大学・院農）

3E44-1100
尾索動物｜発生
カタユウレイボヤ胚の神経板境界
に位置する多分化能を有する細
胞の分化機構の解析
○石田 祐，佐藤 ゆたか
（京都大学・院理・生物科学）

3A20-1130
魚類｜生化学
脊椎動物の視細胞外節における
脂質分子の分布解析
○西田 菜々穂，妹尾 圭司，
上田 昌宏，橘木 修志
（大阪大学・院・生命機能）

3B20-1130
魚類｜遺伝
イトヨのオスの赤い婚姻色特異的
な遺伝子の発現解析
○奥出 絃太，森 誠一，
豊田 敦，北野 潤
（国立遺伝学研究所）

3E40-1130
魚類｜発生
環境化学物質がゼブラフィッシュ
の形態形成に及ぼす影響
○西江 友美，吉村 一輝，
中本 茉那，寺口 夏樹，
大森 駿一，日比 正彦，
平澤 明，高田 達之
（立命館大学・薬）

3E46-1130
両生類｜発生
脊索動物の双眼の進化の分子的
メカニズム
○坂口 裕介，高野 友篤，
井川 武，阪上 起世，鈴木 誠，
鈴木 菜花，荻野 肇
（広島大学両生類研究セン
ター，広島大学大学院統合生命
科学研究科）

3A17-1045
魚類｜生化学
ゼブラフィッシュにおける早老遺
伝子wrnの欠損は膵臓異常を引
き起こす
○氏部 浩太，鹿島 誠，
平田 普三
（青山学院大学　理工学研究
科）

3B17-1045
魚類｜遺伝
野生メダカを利用した短日による
季節繁殖停止機構の遺伝学的解
析
○四宮 愛，
Tamiris Imaeda Yassumoto，
吉村 崇
（基礎生物学研究所・バイオリ
ソース）

3E37-1045
昆虫類｜発生
ミズタマショウジョウバエの翅の新
しい模様形成に必要なcis 制御
配列の特定
○柄澤 匠，齊藤 奈美歩，
越川 滋行
（北海道大・院環境科学院）

3E43-1045
尾索動物｜発生
幼生披嚢脱落後のホヤ幼体の基
質への付着性、粘着性の変化
○泉水 奏
（琉球大学・院医・人体解剖）

3A19-1115
昆虫類｜生化学
ハマダラカから見出されたレジリン
様タンパク質の構造と発現の解
析
○大久保 さくら，山本 大介，
Judith H Willis，外川 徹
（日本大学・文理・生命科学）

3B19-1115
魚類｜遺伝
ゼブラフィッシュにおける排卵関
連遺伝子 prss59.1 の機能解析
○堤 瑛誠，Md Rezanujjaman，
Md. Forhad Hossain，毛利 匠，
Maria Bramastri Susilo，
Md. Hasan Ali，山本 千尋，
徳元 俊伸
（静岡大学総合科学技術研究科
理学専攻）

3E39-1115
昆虫類｜発生
種内多型からテントウムシの種内
多型からテントウムシの模様形成
メカニズムを見つける
○武田 諒
（大阪大学・院理・生物科学）

3E45-1115
尾索動物｜発生
ホヤ胚発生過程における筋肉構
造遺伝子の転写調節機構の解明
○小田（石井）いずみ，
佐藤 ゆたか，Deli Yu
（京都大学・院理・生物科学）

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

9 10 11 12 13 14 15 16 17

10：30～12：00

第
３
日
目
口
演
発
表

53 ●



3-301会場 3-302会場 3-305会場 3-401会場 3-402会場

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

3D26-1300
鋏角類｜形態
オオヒメグモの性的二型形質の形
態学的解析
○榮 雄大，鈴木 雅京
（東京大学・新領域創成科学・
先端生命科学，国立ガン研究セ
ンター柏・先端医療開発セン
ター・ゲノムTR）

3E48-1300
魚類｜発生
メダカの生殖腺性分化における
Sox3の役割
○立道 花林，竹花 佑介
（長浜バイオ大学・バイオサイ
エンス・発生遺伝学）

3J21-1300
その他｜分類・系統
ニハイチュウ類にみられるプロジェ
ニシス
○古屋 秀隆
（阪大・院理・生物）

3B22-1300
魚類｜遺伝
タツノオトシゴ特有の上皮細胞で
発現する新奇遺伝子
○川口 眞理，川原 玲香，
富田 憲司，河野 友宏，
金子 豊二，安増 茂樹
（上智大・理工・物質生命）

3D28-1330
昆虫類｜形態
フタホシコオロギにおける頭部付
属肢の進化的起源
○松山 涼，大門 高明，
大出 高弘
（京都大学・院農・昆虫生理）

3E50-1330
魚類｜発生
時系列一個体RNA-Seqで迫る
ゼブラフィッシュにおける非遺伝
的性決定
○鹿島 誠，西村 加奈子，
池城 ひとみ，鹿島 瞳，
平田 普三
（青山学院大学・理工・化学・
生命科学）

3J23-1330
軟体動物｜分類・系統
カイダコ類（アオイガイ科）の卵
鞘でみられる貝殻微細構造の特
質
○廣田 主樹，吉田 真明，
佐々木 猛智，
スティアマルガ デフィン
（東大・院理・地惑，和高専・
生物応化）

3B24-1330
両生類｜遺伝
リュウキュウカジカガエルの高温
耐性関連遺伝子の同定および機
能解析
○白神 賢人，井川 武，
鈴木 誠，鈴木 菜花，荻野 肇
（広島大・院統合生命・生命医
科）

3E52-1400
魚類｜発生
ゼブラフィッシュは異なる細胞系
譜のNeurod1発現細胞を用い膵
β細胞集合体を段階的に再生す
る
○松田 大樹
（立命館大学・生命科学）

3J25-1400
魚類｜分類・系統
魚類孵化酵素遺伝子の遺伝子重
複と新規機能遺伝子の誕生
○本田 健人，長澤 竜樹，
安増 茂樹，川口 眞理
（上智大学・理工学研究科・理
工学専攻）

3B26-1400
魚類｜遺伝
ゼブラフィッシュにおける性決定
遺伝子の探索
○鹿島 瞳
（青山学院大学理工学研究科）

3D27-1315
昆虫類｜形態
シュモクバエの頭部形成機構解
明の試み
鈴木 あかり，鈴木 達也，
武藤 大将，計良 陽子，
○石川 裕之
（千葉大学・理・生物）

3E49-1315
魚類｜発生
温故知新～受精後のメダカ卵の
Ca上昇～
○春見 達郎，毛利 達磨，
成瀬 清，松原 創，柳町 隆造
（旭川医大・解剖）

3J22-1315
鋏角類｜分類・系統
カイヤドリウミグモのセメント腺の
性状と分類形質としての有効性
について
○宮﨑 勝己，酒井 麻祐子，
鈴木 由妃
（新潟大学・理・自然環境科学）

3B23-1315
甲殻類｜遺伝
オオミジンコDaphnia magnaに
おけるneverland2遺伝子の機能
解析にむけて
○黒沼 愛生，宮川 一志
（宇都宮大学・農）

3D29-1345
昆虫類｜形態
ワモンゴキブリ触角感覚系の再生
様式
○杉山 妃奈，渡邉 英博
（福岡大学・理・地球圏，広島
大学・統合生命科学・生命医
科）

3E51-1345
魚類｜発生
独特な繁殖様式Sperm Drink-
ingを行うナマズ目コリドラスの分
子メカニズム
○山本 真穂，紙谷 惇樹，
安房田 智司，幸田 正典，
河野 菜摘子
（明治大学・農・生命）

3J24-1345
緩歩動物｜分類・系統
イソトゲクマムシ属の1未記載種
の頭部感覚器官の内部形態につ
いて
○藤本 心太，
Reinhardt, M. Kristensen
（山口大学・院・創成科学）

3B25-1345
鳥類｜遺伝
ウズラの精子中片部長に関与す
る量的形質遺伝子座の探索
○小林 聡史，
Mohammad, I Haqani，
都築 政起，道羅 英夫，
堀内 浩幸，笹浪 知宏，
松崎 芽衣
（広島大院統合生命）

3H27-1300
ほ乳類｜行動
新生仔マウスの行動における光
依存的な変化
○春井 佑希，木股 直規，
小島 大輔
（東京大学・院理・生物科学）

3H29-1330
ほ乳類｜行動
シロイルカにおける鳴音によるコ
ミュニケーションに関する実験的
検証
前田 義秋，大朋 幸海，
勝俣 浩，荒井 一利，○村山 司
（東海大学海洋学部）

3H31-1400
魚類｜行動
ニホンウナギにおける水流弁別
○渡辺 茂
（慶應義塾大学・文学部・心理
学研究室）

3H28-1315
ほ乳類｜行動
マウス光感受性網膜神経節細胞
における新規光シグナル経路の
機能解析
○木股 直規，鳥居 雅樹，
田中 翔大，末長 祥一，
中尾 晴美，饗場 篤，
小島 大輔，深田 吉孝
（東京大学・院理・生物科学，
早稲田大学・先進理工・電生）

3H30-1345
ほ乳類｜行動
レッサーパンダを対象とした旋回
時の歩容特性解析
津島 知世，天池 隼斗，
谷中 由妃，小澤 賢一，
増田 容一，福原 洸，
○郡司 芽久
（東洋大学・生命科学部・生命
科学科）

3D30-1400
両生類｜形態
成体アカハライモリ間脳視索前
野における増殖細胞の特性
○花岡 尚輝，井村 基，
岩佐 亜美，大和田 孝祐，
岩室 祥一，豊田 ふみよ，
菊山 榮，蓮沼 至
（東邦大・理・生物）
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3-405会場 3-501会場 3-502会場 3-601会場 3-602会場

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

3G52-1300
は虫類｜生理
クサガメにおける性決定と温度感
受性TRPチャネルの関連
○山元 響，赤司 寛志，
豊田 賢治，齋藤 茂，
富永 真琴，宮川 信一
（東理大・先進工・生命工）

3F37-1300
昆虫類｜内分泌
ショウジョウバエ前胸腺における
核内倍加周期の役割
○大原 裕也，小林 公子
（静岡県立大学・食品栄養科学
部・食品生命科学科）

3C42-1300
甲殻類｜細胞
外洋性デトリタス食性カイアシ類
から発見された未知の感覚細胞と
細胞小器官：構造と推定機能
○米田 壮汰，吉田 将之，
大塚 攻
（広島大学・統合生命）

3C47-1300
緩歩動物｜細胞
乾燥した微小動物の「蘇生」を
めぐるDoyère-Pouchet 論 争
（1859）について
○鈴木 忠
（慶應義塾大学・生物学）

3G54-1330
両生類｜生理
有尾両生類の高温忌避行動と
TRPA1チャネル
○新谷 祐生，堀 翔悟，
織田 麻衣，塩生 真史，齊藤 修
（長浜バイオ大学・大学院・バ
イオサイエンス研究科）

3F39-1330
昆虫類｜内分泌
休眠卵を産生するマダラスズにお
ける体液ホルモン濃度の低下
○清水 悠太，後藤 慎介
（大阪公立大学・院理）

3C44-1330
ほ乳類｜細胞
短期間のケトン体食が小腸上皮
細胞分化に及ぼす影響
○宮川 かれん，坂田 一郎，
竹見 祥大
（埼玉大学・院理工・生命科学）

3C49-1330
ほ乳類｜細胞
JMJD3による神経幹細胞制御
～脱分化が起こるかどうか
○陳 嘉姿，岩森 督子，
岩森 巨樹
（九州大学・生物資源環境科
学・資源生物科学・動物学）

3G56-1400
は虫類｜生理
ニホンヤモリにおける熱刺激に対
する生理的応答の解明
○柳川 紗良，山元 響，
赤司 寛志，宮川 信一
（東京理科大学・院先進工・生
命システム工）

3C46-1400
魚類｜細胞
演題取り下げ

3C51-1400
魚類｜細胞
カルシウムイメージングによる抗て
んかん薬の作用検証
○山﨑 裕之，滝嶋 遼，
鹿島 誠，武藤 彩，川上 浩一，
平田 普三
（青山学院大学・理工学研究
科・生命科学コース）

3G53-1315
両生類｜生理
有尾両生類TRPV1が示す低い
高温活性化閾値の分子機構
○堀 翔悟，白井 剛，
立山 充博，久保 義弘，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）

3F38-1315
昆虫類｜内分泌
トレハロースの恒常性維持の破
綻が個体に与える影響
○岡田 守弘，Sakan Yoo
（理研・動的恒常性研究チーム）

3C43-1315
昆虫類｜細胞
昆虫共生微生物が産生するオス
殺し毒素とその作用機序
○春本 敏之
（京都大学・白眉センター，京
都大学・生命科学）

3C48-1315
甲殻類｜細胞
サクラエビの飼育および凍結保存
技術の開発
○笹浪 知宏，増田 果南，
小林 憲一，齋藤 貴子
（静岡大学・農・応用生命科学，
静岡大学・ふじのくに海洋生
物学研究所）

3G55-1345
両生類｜生理
有尾両生類のTRPM8チャネルの
クローニングと低温応答解析
○沢尾 忠宏，小林 大樹，
堀 翔悟，齊藤 修
（長浜バイオ大学バイオサイエ
ンス研究科）

3F40-1345
甲殻類｜内分泌
遺伝子組換えミジンコを用いた幼
若ホルモン生合成器官の探索
○高畑 佑伍，宮川 一志
（宇都宮大学・バイオ・環境生
理）

3C45-1345
魚類｜細胞
水生動物学研究に適した温和な
組織透明化法の確立と応用展開
の可能性
○武井 史郎，大谷 篤郎，
六車 香織，水野 雅玖，
パイティオ ジョゼ，矢野 大地，
大場 裕一，遠藤 広光，髙野 雅貴，
奧村 順哉，中村 亨，前川 陽一，
長谷川 浩一，森山 昭彦，紺野 在
（中部大学・応用生物・環境生物）

3C50-1345
その他｜細胞
カブトクラゲの実験動物化に向け
た継代飼育系の確立
○柴田 大輔，大畑 雅江，
小髙 友実，中村 千華，
加納 穂澄，北之坊 仁美，
小坂 実央，柴 小菊，稲葉 一男
（筑波大学・下田臨海）

3F41-1400
魚類｜内分泌
トラザメ卵殻腺の機能とその内分
泌制御機構
○下山 紘也，小林 牧人，
徳永 幸太郎，高木 亙，兵藤 晋
（東京大学大気海洋研究所）
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3-301会場 3-302会場 3-305会場 3-401会場 3-402会場
3D31-1430
昆虫類｜形態
ショウジョウバエ卵巣における熱
ストレス誘導性の卵室崩壊の解
析
○青木 友哉
（甲南大学　理工学部　生物学
科）

3E53-1430
魚類｜発生
ヌタウナギのドーパミン回路の解
析
○田村 元樹，鈴木 大地
（筑波大学・理工情報生命学術
院）

3J26-1430
魚類｜分類・系統
北海道に生息するドジョウMis-
gurnus anguillicaudatusの集団
遺伝学的解析
○柴田 季子，黒田 真道，
小亀 友也，黒田 充樹，
川村 祥史，中村 風歌，
西村 俊哉，藤本 貴史
（北海道大学・院水・海洋応用
生命科学）

3B27-1430
魚類｜遺伝
メダカの卵膜形成機構～肝臓発
現ZPタンパク質と卵巣発現ZP
タンパク質～
○横川 玲央，渡邊 花菜，
西野 良英，神田 真司，
安増 茂樹，佐野 香織
（城西大・院理・物質科学）

3D33-1500
ほ乳類｜形態
マウス精子頭部に局在する4回
膜貫通タンパク質TSPAN13の
機能解明
○福田 規介，金子 たかね，
岩森 巨樹，岩森 督子
（九州大院・生資環・動物学）

3E55-1500
鳥類｜発生
GDF11による仙椎の形成に必須
なHox11 パラロガスグループの
発現領域決定メカニズムの解明
藤田 美香，○齋藤 成治，
鈴木 孝幸
（名古屋大学・院農・動物科学）

3J28-1500
その他｜分類・系統
有櫛動物におけるペプチド作動
性神経系の普遍性
○毛利 蔵人，堀口 理，
早川 英介，渡邉 寛
（OIST・進化神経生物学ユニッ
ト）

3B29-1500
魚類｜遺伝
ゼブラフィッシュにおけるStmは
卵膜上のノブ型構造及び卵膜孔
の形成に関与する
○毛利 匠，
Theeranukul Pachoensuk，
Md Rezanujjaman，
Klangnurak Wanlada，
山本 千尋，徳元 俊伸
（静岡大学・総合科学技術研究
科・理学専攻）

3E57-1530
ほ乳類｜発生
ヒト固有遺伝子NOTCH2NLに
よるヒトらしい神経回路形成メカ
ニズムの解明
○石渡 麗依那，鈴木 郁夫，
榎本 和生
（東京大学・理学系研究科・生
物科学専攻）

3J30-1530
尾索動物｜分類・系統
カタユウレイボヤの変態期におけ
るTPOおよび変態関連遺伝子群
の発現
○伊東 みずき，笹倉 靖徳，
濱田 麻友子，小笠原 道生
（千葉大・院理・生物）

3B31-1530
昆虫類｜遺伝
性決定遺伝子座が複数化したウ
メマツアリにおいてtransformer
遺伝子のフィードバック制御が安
定した雌分化をもたらす
宮川 美里，○宮川 一志
（宇都宮大・バイオ）

3D32-1445
軟体動物｜形態
頭足類の吸盤形成機構の解明：
コウイカにおける遺伝子発現解
析
○金原 僚亮，幸塚 久典，
宇田川 澄生，黒川 大輔，
三浦 徹
（東京大学・院理・臨海）

3E54-1445
刺胞動物｜発生
ミズクラゲポリプの神経環
○中川 裕之，福田 耕平，
北野 優花
（福岡大学・理学部・地球圏科
学）

3J27-1445
魚類｜分類・系統
ウナギ目とタウナギ目の咽頭顎の
相違
仲野 友太，𠮷尾 悠暉，
○長塚 美月，塩本 咲希，
上杉 健太郎，星野 真人，
高田 将真，岡田 央人，
八田 公平
（兵庫県立大学・理・生命科学）

3B28-1445
甲殻類｜遺伝
核rRNA遺伝子とミトコンドリアゲ
ノム全長によるPodocopida 貝
形虫の系統解析
○蛭田 眞平
（昭和大学・富士山麓自然・生
物研究所）

3D34-1515
魚類｜形態
メダカwnt4aは雌雄の配偶子輸
送管形成に不可欠である
○金森 章，太田 敦子，
平野 広大，木谷 亮太，
安齋 賢，木下 政人
（名古屋大学・理・生命理）

3E56-1515
鳥類｜発生
発生における骨癒合の制御：ニワ
トリ中足骨を用いたアプローチ
○藤橋 さやか，米井 小百合，
田村 宏冶
（東北大学・院生命科学）

3J29-1515
軟体動物｜分類・系統
ハダカゾウクラゲの細胞性多層
構造は銀色に輝く
○広瀬 裕一，酒井 大輔，
垣内田 洋，西川 淳
（琉球大・理・海自）

3B30-1515
その他｜遺伝
クシクラゲPou 転写因子群の機
能解析で迫る神経の進化的起源
○三宅 みなと，渡邉 寛
（沖縄科学技術大学院大学）

3H32-1430
多足類｜行動
脚波の方向逆転を伴うセスジアカ
ムカデの歩容遷移について
○黒田 茂，内田 就也，
中垣 俊之
（青森大学・ソフトウェア情報
学部）

3H34-1500
昆虫類｜行動
コオロギ気流誘導性逃避運動を
制御する脳内介在ニューロンの形
態と活動特性
○千田 輝，設樂 久志，
小川 宏人
（北海道大・院生命・生命シス
テム）

3H36-1530
両生類｜行動
紫外光がツメガエル幼生の機械
的刺激で誘発される反射的運動
を停止させる
○中村 匡志，梶浦 果鈴，
中田 悠，原田 由美子，
村上 柳太郎
（山口大学・理・生物・化学）

3H33-1445
昆虫類｜行動
コオロギ（Gryllus bimaculatus）
における嫌悪性社会学習メカニズ
ムの解明
○橋本 光平，水波 誠
（北海道大学・生命科学院）

3H35-1515
昆虫類｜行動
画像処理を用いたショウジョウバ
エの寿命解析
○青木 涼真，兵藤 律希，
王 舒誠，加藤 榛名，上村 慎治
（中央大学・理工学研究科・生
命科学専攻）
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3-405会場 3-501会場 3-502会場 3-601会場 3-602会場
3G57-1430
甲殻類｜生理
能登半島九十九湾に生息するア
カテガニ（Chiromantes haema-
tocheir）の幼生の生理・生態学
的研究
○川村 龍矢，馬久地 みゆき，
豊田 賢治，小木曽 正造，
渡部 雪菜，永見 新，丸山 雄介，
服部 淳彦，平山 順，柳井 清治，
松原 創，鈴木 信雄
（金沢大）

3G62-1430
鳥類｜生理
ニワトリASIP遺伝子産物の性格
付け
○福地 響紀，渡邊 僚也，
中野 沙耶，相澤 清香，
竹之内 惇，都築 政起，竹内 栄
（岡山大・院・自然科学）

3C52-1430
両生類｜細胞
イベリアトゲイモリを用いた
CDK1ノックアウトが細胞増殖に
及ぼす影響の研究
○中尾 勇太，田澤 一朗，
古野 伸明，竹内 隆，林 利憲
（広島大学・院・統合生命，広
島大学・両生類研究センター）

3D35-1430
両生類｜形態
ネッタイツメガエルの変態前後肝
実質細胞における造血関連遺伝
子の発現
○末森 みなみ，小俣 和輝，
白水 開，加藤 尚志
（早稲田大学・院先進理工・生
命理工）

3G59-1500
ほ乳類｜生理
スンクス腸管におけるLPS投与
後の炎症応答の検討
○森 和奈，坂田 一郎，
竹見 祥大
（埼玉大学・院理・生命科学）

3G64-1500
ほ乳類｜生理
ラットにおけるニューロメジンUの
欠損は体重も摂食量も減少させ
ない
横木 杏香，大塚 舞，
小島 史也，竹内 優羽，
手塚 都仁，竹内 栄，松山 誠，
○相澤 清香
（岡山大学・院自然）

3C54-1500
両生類｜細胞
核移植法を併用したXenopus 胚
の凍結保存法の開発
○高宗 和史，金山 千紘
（熊本大学・先端科学・生物科
学）

3D37-1500
魚類｜形態
メダカは好酸球をもつのか？好酸
球ペルオキシターゼ（EPX）発現
細胞の探索
○小川 斐女，田所 孝規，
加藤 尚志
（早稲田大学・院先進理工・生
命理工，早稲田大学・教育・
理・生物）

3G61-1530
魚類｜生理
ミドリフグ嗅細胞におけるTTXア
ナログに対する匂い応答
○鈴木 偉久，中東 亮太，
安立 昌篤，西川 俊夫，
阿部 秀樹
（名古屋大・院生命農・水圏動
物学）

3D39-1530
魚類｜形態
卵胎生魚グッピーにおける排卵前
未成熟卵への精子進入
○吉田 純生，多鹿 友喜，
内田 和子，桑原 真人，
鈴木 孝幸，本道 栄一，
飯田 敦夫
（名古屋大学・院農・動物科学）

3G58-1445
ほ乳類｜生理
妊娠が母体マウスの小腸上皮細
胞へ与える影響
○大塚 愛美，坂田 一郎，
竹見 祥大
（埼玉大学・院理・生命科学）

3G63-1445
魚類｜生理
ゼブラフィッシュにおいてガストリ
ン放出ペプチド系はかゆみ/痛み
を伝えるか？
○播口 綾人，片山 侑駿，
西口 栞世，池永 隆徳，
坂本 竜哉，坂本 浩隆
（岡山大・理・牛窓臨海/共同利
用拠点）

3C53-1445
両生類｜細胞
初期胚の体液排出を制御する原
口の開閉機構
○加藤 壮一郎，猪股 秀彦
（大阪大学・院理・生物科学，
RIKEN・BDR）

3D36-1445
両生類｜形態
アフリカツメガエル幼生肝皮質に
局在する骨髄球の単離と解析
菅沼 彬人，田鍋 未樹，
上田 隆太朗，小川 斐女，
加藤 尚志，○前野 貢
（新潟大学・自然科学系）

3G60-1515
ほ乳類｜生理
細胞外ヒストンの細胞傷害性は
毒にも薬にもなる
根本 あかね，近藤 綾音，
川名 夏未，田中 夕理，
山中 菜々子，蓮沼 至，
小林 哲也，菊山 榮，
○岩室 祥一
（東邦大学・理・生物）

3G65-1515
両生類｜生理
イモリの細胞周期開始における
cyclin D1の機能の解明
○生田 裕美，上桝 仁志，
東 翔平，井川 武，田澤 一朗，
古野 伸明，難波 範行，
荻野 肇，竹内 隆，林 利憲
（広島大学・両生類研究セン
ター，広島大学・院統合生命科
学研究科）

3C55-1515
ほ乳類｜細胞
マウス精巣上体における新規糖
輸送体の部位特異的発現
○桝井 光一郎，坂上 登亮，
苅田 奈穂，安藤 元紀
（岡山大・院教育・細胞生理）

3D38-1515
その他｜形態
背面突起を有する無腸動物の一
種の分類学的検討
浅井 仁，宮澤 秀幸，
梁瀬 隆二，稲葉 一男，
○中野 裕昭
（筑波大学・下田臨海）
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93rd Annual Meeting of the
Zoological Society of Japan Abstracts

特別企画

1）公開講演会　環境と教育の未来～動物学からのメッセージ
日時：9月 10 日（土）14：30～17：00（大会 3日目）
会場：早稲田大学国際会議場　井深大記念ホール

講演 1．足立泰啓（NHK/NHKエンタープライズ）　「ダーウィンが来た！」が見つめた動物たちの今
講演 2．黒岩麻里（北海道大学大学院）　消えゆくY染色体の運命
講演 3．五箇公一（国立環境研究所）　アフター・コロナと自然共生社会
講演 4．細　将貴（早稲田大学）　「右利きのヘビ」で解く、左巻きカタツムリの謎

　動物学は動物の理を探求する学問であり、その探求の中で動物を取り巻く環境とその変化を目撃して
きた。加えて、未来の動物学を担う若手研究者育成とともに、動物の知識と動物から学んだことを学校
教育に活用する役目も担っている。本講演会では、環境と教育の未来について、動物学者の視点から議
論したい。足立氏は教育番組を含む多数の映像制作に携わってきた。貴重な映像資料から動物とそれを
とりまく自然環境の現在をご紹介いただきながら、動物や自然、そしてその映像が何を語るのかを編集
者の視点から提起いただく。黒岩氏は染色体の研究から動物の進化の理を探求している。オスとメスは
なにが違うのか、性染色体はどのように進化してきたのか、動物は今後どのように進化していくのか、
動物学の最新知見とともに紹介いただく。五箇氏は化学物質規制の行政施策に関わる一方で、環境科
学・動物学に関わる啓蒙活動も行っている。環境科学と動物学の双方の立場をもとに、メッセージを発
信いただく。細は本大会実行委員会メンバーでもある。フィールドワークと実験室での実験の双方を得
意とする気鋭の動物学者であり、理論上存在しない左巻きカタツムリがなぜ存在するのかなど、素朴な
疑問を動物学の知恵で明らかにしてきた。種の進化の謎に迫る動物学の現在と未来を紹介する。

2）動物学ひろば
日時：9月 10 日（土）10：00～16：00（大会 3日目）
会場：３号館展示スペース（早稲田大学早稲田キャンパス）

　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。
研究者が見ても楽しめる工夫が満載です。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。
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3）高校生によるポスター発表
日時：9月 10 日（土）11：30～13：30　ポスター発表

13：30～14：00　表彰式
会場：ポスター発表　早稲田大学国際会議場
　　　表彰式　井深大記念ホール

　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、動物に興味のある中学高校の生徒さ
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、生徒の皆さんにとっても研究者に
とっても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。発表を行わない一般の方、児童・生徒のみなさんも参加
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。

4）動物学会×NHKダーウィンが来た！企画（1）「動物学映像化よろず相談所」
日時：大会期間中随時（9月 8日（木）～10 日（土））
会場：早稲田大学 3号館 2階特設会場（3-CTLT1 室）

　珍しい動物の行動や滅多に見られない自然現象など、動物学の専門家が「映像化したい瞬間」や「映
像で見てみたい行動」などの希望に対し、番組取材班が撮影方法についてアドバイスします。番組とし
ての取材をお願いすることがあります。

5）動物学会×NHKダーウィンが来た！企画（2）「自然番組制作スタッフ講演会」
日時：9月 8日（木）12：00～13：00（高校生向け講演　9月 10 日（土）10：00～11：00）
会場：早稲田大学国際会議場　井深ホール（8日、10 日いずれも）

　自然番組の取材は世界各地で行われています。撮影の舞台裏、取材をとおして感じた各国の食や文化
などの裏話もまじえ、自然番組の撮影手法や機材などを紹介します。

特別企画

特
別
企
画
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国際交流セミナーのお知らせ

日本動物学会国際交流委員会主催「第6回動物学国際交流セミナー（オンライン）」

日程：2022 年 9 月 17 日（土）
主催：静岡大学理学部

スケジュール（予定）：
 9：00～ 9：30　フラッシュトーク
 9：30～10：30　ポスター発表（奇数）
10：30～11：30　ポスター発表（偶数）

　動物学国際交流セミナーは、学生を中心として行うオンラインによるポスター発表形式のセミナーで
す。コロナ禍で失われた海外の研究者とのコミュニケーションをコロナ禍で培われたオンラインの技術
を活用して再構築することを目指します。国際交流シンポジウムで講演する先生方を国際交流セミナー
に招いて、学生と活発な意見交換が出来る場所を提供したいと考えています。ポスター発表は、英語で
行います。国際共同研究を含めた研究者間の交流を深めることができたら幸いです。

　詳細については、日本動物学会のメールリストにより配信いたします。セミナーに関してのお問合せ
は、日下部誠（静岡大学理学部創造理学コース、E-mail: kusakabe.makoto@shizuoka.ac.jp）までお願い
致します。

国
際
交
流
セ
ミ
ナ
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第93回大会協賛団体ご芳名

　公益社団法人日本動物学会第 93 回早稲田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・2022 年 8 月 1 日現在）

【展　示】
エレコン科学株式会社
株式会社生物技研
株式会社成茂科学器械研究所
株式会社フィジオテック
ポリテックジャパン株式会社
特定非営利活動法人UniBio Press
ナショナルバイオリソースプロジェクト広報室
包み屋 kurumiya
RC GEAR

【広告掲載】
レタープレス株式会社
株式会社成茂科学器械研究所
株式会社フィジオテック
武田薬品工業株式会社　リサーチ　T-CiRAディスカバリーアンドイノベーション
株式会社エービー・サイエックス

【賛助金】
大内商店（川魚・蛙販売）大内一夫殿、野口広美殿
稲門合気道会有志一同
共立出版株式会社
株式会社一色出版
株式会社裳華房
株式会社岩波書店
高信化学株式会社東京支店

【企業プレゼンテーション】
シスメックス株式会社
フナコシ株式会社

【その他ご支援】
株式会社ダイナックス（iPad 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93回大会実行委員会

委員長
　加藤　尚志（早稲田大）

副委員長
　伊藤　悦朗（早稲田大）
　岡野　俊行（早稲田大）
　掛山　正心（早稲田大）

委員
　石川　裕之（千葉大）
　入江　直樹（東京大）
　岡野　恵子（早稲田大）
　小川　斐女（早稲田大）
　小俣　和輝（早稲田大）
　戸谷　勇輝（早稲田大）
　中居　詢子（早稲田大）
　中田　友明（日本獣医生命科学大）
　長谷部　孝（日本医科大）
　原　　太一（早稲田大）
　藤本　幹太（早稲田大）
　細　　将貴（早稲田大）
　前川　文彦（国立環境研）
　矢野　敏史（早稲田大）
　吉田　　学（東京大）

● 64



公益社団法人日本動物学会
第93回大会プログラム集

発　行　日：令和 4年 8月 8日
発行責任者：加藤　尚志
　　　　　　公益社団法人日本動物学会　第 93 回大会実行委員長
出　　　版：株式会社　杏林舍　http://www.kyorin.co.jp
　　　　　　〒114-0024　東京都北区西ヶ原 3-46-10
　　　　　　TEL：03-3910-4311　FAX：03-3949-0230




