
日本爬虫両棲類学会 第53回大会 

2014年11月8日（土）～11月9日（日） 

神戸山手大学 



 



日本爬虫両棲類学会第53回大会 

日程：2014年11月8日（土）～ 11月9日（日） 

11月8日（土） 

08：30 受付開始  

09：30 開会式 

09：45 口頭発表 

12：00 昼食 

13：00 ポスター発表  

15：00 公開講演 

16：30 口頭発表 

18：00 懇親会 

11月9日（日） 

08：30 受付開始 

09：00 口頭発表  

11：00 総会 

12：00 写真撮影 

12：15 昼食 

13：15 ポスター発表 

14：45 口頭発表 

17：00 閉会式 

17：30 自由集会 

会場： 神戸市中央区中山手通6丁目5-2 神戸山手大学 3号館  

     ※３号館はキャンパスが離れているのでご注意ください。相楽園の西隣です。    

      A会場：2階 210教室， B会場：1階 111教室， ポスター発表：2階 214教室，215教室 
 

会費： 大会参加費 3,000円（締切後3,500円） 

     懇親会費 5,000円（締切後5,500円）  

     弁当代 600円 ※会場近隣には喫茶店やファミリーレストランも数件あります 
 

受付： 8日（土） 8：30～ 玄関前ホール 当日は混雑が予想されますので、お早めにお越しください。 
 

クローク： 112教室  8日申込受付時から9日17時（閉会式後）までお預かりします。 

      ※8日 11時～16時半(口頭発表終了後)までクロークは施錠します。 
 

懇親会： 8日（土）18：00～20：00 地下１階 コミュニティホール 
 

総会： 9日（日） 11：00～ 210教室 
 

集合写真： 9日（日）  12：00～ 3号館正門前 

  

 
大会委員長：亀崎直樹 

大会実行委員：太田英利・見澤康充・谷口真理・笹井隆秀 

〒654-0049 兵庫県神戸市須磨区若宮町1-3-5 神戸市立須磨海浜水族園 

Email：hsj53@zoo.zool.kyoto-u.ac.jp 

TEL：078-731-7301 FAX：078-733-6333 

※ 当日の連絡は 090-6856-0098（笹井） までお願い致します。 
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※前夜祭として、７日（金）１８時より須磨海浜水族園にてサイエンスカフェを開催いたします。 
   この際、翌日の学会申込受付も行っております。 

   講演者：松井正文氏 「松井先生！ カエルってどんな動物ですか？」 
  詳しくは須磨水族園HPをご覧ください。 
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会場（神戸山手大学 3号館）への交通 

１．在来線でお越しの場合 

  姫路方面から  

   ＪＲ姫路 － （新快速36分） → 神戸 － （普通2分） → 元町 － （徒歩10分） → 会場  

   山陽姫路 － （特急55分） → 阪神元町 － （徒歩10分） → 会場   

  大阪方面から 

   ＪＲ大阪 － （新快速20分） → 三宮 － （市営地下鉄1分） → 県庁前（西3番出口） － （徒歩5分） → 会場 

   阪神梅田 － （特急33分） → 高速神戸 － （3分） → 阪神元町 － （徒歩10分） → 会場 
            

２．新幹線でお越しの場合 

   新神戸駅 － （市営地下鉄西神中央行） → 県庁前（西3番出口） － （徒歩5分） → 会場 
 

３．タクシーでお越しの場合 ※新神戸駅、ＪＲ元町駅（東口）にはタクシーが常駐しております。 

   新神戸駅から 約10分，約1,200円 

   ＪＲ元町駅から 約5分，約1,000円              神戸タクシー TEL:078-792-6511 
 

  ※会場に駐車場はありませんので、公共交通機関をお使いください。 

  ※車でお越しの方は、近隣のコインパーキングをご利用ください。 

2 

高速花隈駅 

ＪＲ元町駅 

阪神元町駅 

地下鉄県庁前駅 

西口 東口 

西口 

神戸中華 
同文学校 

●兵庫県公館 

● 神戸幼稚園 
   神戸生田中学校 

花隈公園 ● 

卍 

生田文化会館 ● 

ロイヤルホスト ● 

相楽園 

諏訪山児童公園 

会場   ★ 
（３号館） 

パレス神戸 ● 

神戸山手大学 
（１号館など） 



２１０教室 Ａ会場 
２１３教室 物販会場 
２１４・２１５教室 ポスター発表会場 

構内図 
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２１５ 
ポスター 

２１４ 
ポスター 

２１３ 
物販 

２１２ 
休憩室 

２１０ 
Ａ会場 

女子トイレ 

男子トイレ 

女子トイレ 

女
子
ト
イ
レ

 

懇親会会場 

コミュニティホール 懇親会会場 
※喫煙コーナーは学内に１箇所のみです 

コミュニティ
ホール 

女子トイレ 

女子トイレ 

男子トイレ 

喫煙場所 

１１１ 
Ｂ会場 

玄関ホール 受付 
１１１教室 Ｂ会場 
１１２ クローク 

受付 

正門 
１１２クローク 

女子トイレ 

男子トイレ 

女子トイレ 

男女 
トイレ 



発表に関する要項について 

●口頭発表をされる方 

 時間 

  講演は12分、質疑応答3分の15分です。予鈴を10分で1回、12分で2回、13分で3回鳴らします。 

 時間厳守でお願いします。 
 

 使用ソフト 

  Microsoft Powerpoint（Windows版はOffice2010、Mac版はOffice2011）を基本とします。それ以   

 外のアプリケーションや、OHP などでの発表をご希望の方は、予めご相談ください。なお、個人  

 のノートパソコンのプロジェクターへの接続はできません。あらかじめご了承ください。 
 

 発表データ 

  データは当日、USBメモリー、CD-R等で発表者受付にお渡しください。 

  ※機器の不具合等により発表用データが破損する可能性があります。データについては必ずコ 

  ピーをご用意ください。 

 

●ポスター発表をされる方 

 ポスター様式 

  ポスターの大きさはA0縦サイズ（84×119cm）に収まる大きさでご準備ください。形式は任意で 

 す。ポスターの上部にはタイトルと発表者氏名を入れてください。 

 

 掲示期間 

  11月8日(土)の受付開始時から掲示が可能です。各ポスターの掲示場所には発表番号の番号 

 札が貼られています。プログラムを確認の上、各自の番号札のポスターパネルに掲示ください。 

 11月9日(日)の閉会式終了後にボードから外し、各自持ち帰ってください。 

  ※掲示用の留め具は会場にて用意します。 

  

 発表時間 

  発表者は11月8日（土）および9日(日)の指定された時間に、自分の掲示したポスターの側に立 

 ち、説明を行ってください。 

 

 各日のポスター発表時間のうち、前半を発表番号奇数、後半を発表番号偶数とします。 
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発表番号 奇数 偶数
8日 13:00-14:00 14:00-15:00
9日 13:15-14:00 14:00-14:45



日本爬虫両棲類学会第53回大会  
講演要旨の作成と提出に関するお願い 

◆はじめに 

 今大会の講演要旨は、爬虫両棲類学会報第2015巻第1号に掲載されることになっています。講

演される方は、以下の要項をお読み頂き、講演要旨の提出をお願いいたします。編集作業の負

担軽減のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、手書き講演要旨の提出をご希

望の場合は、大会本部を通じて和文誌編集委員会までお申し出ください。 
 

 ◆講演要旨作成について 

 次の頁の『講演要旨執筆要項』に従って作成してください。なお、爬虫両棲類学会報は和文を原

則としていますので、外国人の方が主発表者の場合でも、日本人の方が共同発表者に入ってい

る場合は、和文の要旨をご用意ください。 
 

 ◆提出方法について 

１．メールをご利用になる方 

 提出締め切り：11月7日AM10:00（時間厳守） 

講演要旨送り先アドレス ：hsj53@ml.keio.jp 

 講演要旨をメールの添付ファイルとしてお送りください。ファイルは、使用ソフトの種類に関わら

ず、MS ワードで読み込める形式（拡張子doc またはdocx）にしてください。添付ファイルをお送り

いただいた場合は、大会当日に印刷原稿をお持ちいただく必要はありません。MSワード形式の

ファイルを作れない場合は、メールの本文に講演要旨を貼り付けてください。その場合は、イタリッ

ク体や特殊文字が利用できませんので、それらを指示した印刷原稿を大会当日に受付に提出し

てください。 
 

２．添付するファイル名について 

 ファイル名は、講演番号と第１発表者氏名にしてください。英数字は半角大文字にしてください。 

（例：P01神戸太郎.docx） 
 

３．メールをご利用にならない方 

 ご自分の講演が始まるまでに、受付カウンターに印刷原稿とその電子データをご提出ください。

電子データは、MS ワードで読み込める形式またはテキスト形式にして、CD-R等に保存してくださ

い。特にご要望のない限り、媒体の返却は致しませんのでご了承ください。 

 

４．パソコンで表記出来ない文字が含まれる場合 

 なるべく表記可能な文字に代替をお願いいたします。それが困難な場合は、印刷原稿に指定の

文字を朱書きしてご提出ください。 

                                                日本爬虫両棲類学会            

                                                和文誌編集委員会 
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日本爬虫両棲類学会第53回大会 講演要旨の作成と提出に関するお願い 

講演要旨執筆要項 
 

以下の順番で構成する。 

 講演題目（和文） 

 発表者氏名及び発表者所属（和文） 

 講演題目（英文） 

 発表者氏名（英文） 

 本文（和文） 

 本文の字数は660 字以内、英文の場合は200 words 以内。 
 

注意点 

１．題目（和文） 

 アラビア数字、アルファベットのみ半角とする。 
 

２．発表者氏名及び発表者所属（和文） 

 発表者が二人以上の場合は、「・（なかぐろ）」で繋ぐ。 

 発表者の後の（）内に所属する機関、会社、団体等の略称、あるいは在住する自治体名を入れ

る。同じ所属の発表者が連続する場合（見本の蜥蜴と蛇山のように）は、同一所属の最後の発表

者にのみ所属を付ける。 
 

３．講演題目（英文） 

 最初の語や固有名詞などの頭文字のみ半角大文字とし、あとは半角小文字とする。 

 属や種、亜種の学名は斜体（イタリック体）表記とする。 
 

４．発表者氏名（英文） 

 発表者が二人の場合は、and で繋ぐ。なおその前に「，」は付けない。 

 発表者が三人以上の場合は「，」で繋げ、最後の発表者前に「 , and」 を入れる。 
 

５．その他 

 体裁等はそのまま印刷されるので、余計な情報（英文における所属機関等の情報）は入れない。 

 和文と英文で、発表者の名前や順番に不統一がないことを確認する。 

 本文中は改行しない。 

 図表や引用文献は入れない。 

 

※詳細については、次項の見本を参照のこと。 
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日本爬虫両棲類学会第53回大会 講演要旨の作成と提出に関するお願い 

 

【見本】 

 

 

 

日本の爬虫類と両生類 

蜥蜴太郎・蛇山次郎（爬虫類研）・井守美幸（両棲大・理・生物）・亀川亀子（爬虫類研）・

蛙谷卵子（両棲大・理・生物） 

Reptiles and amphibians of Japan 

Taro Tokage, Jiro Hebiyama, Miyuki Imori, Kameko Kamekawa, and Ranko Kaerutani 

2010年 1月から 2013年 12月にかけて，日本国内の次の 32地域で春期を中心として爬虫

類，両生類を探し，出現種を記録した．北海道釧路市，札幌市，青森県青森市，岩手県盛

岡市，秋田県秋田市，福島県いわき市，茨城県つくば市，千葉県南房総市，東京都八丈町，

石川県白山市，山梨県甲府市，長野県北安曇郡，愛知県知多郡，滋賀県大津市，京都府舞

鶴市，兵庫県三田市，奈良県吉野市，鳥取県米子市，広島県東広島市，山口県下関市，愛

媛県松山市，高知県安芸市，福岡県福岡市，長崎県対馬市，五島市，大分県別府市，鹿児

島県指宿市，奄美市，沖縄県国頭郡，那覇市，宮古市，石垣市．全ての地域を合計して，

爬虫類 45 種，両生類 25 種が確認された．爬虫類，両生類の別に出現種の類似度を見たと

ころ，両分類群とも，鹿児島県奄美市以南とそれより北側で出現種が大きく変化すること

が確認された．北海道から九州までの地域は出現種の共通性が高く，特に爬虫類において

はほとんどの種が共通してみられた．対馬市，奄美市，国頭郡，石垣市などの島嶼部では，

他の地域では確認されない種の比率が高く，日本国内の爬虫類と両生類の多様性を維持す

る上で重要な地域であることが示された．外来種は各地で出現していたが，関東以西の都

市近く（県庁所在周辺）における出現率が高かった． 

 

発表者が二人以上の場合は 

「・」で繋げる 文頭と固有名詞のみ 

大文字で始める 

「である・だ」調で書き 

改行はしない 

同一所属の最後の発表者に 

のみ所属を付ける 

三人以上の場合は最後の発表

者前にのみ「, and」を入れる 

所属は略称とする 
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８日（土） 

9:30－9:45 開会式 

9:45－10:45 口頭発表   座長：森口 一 
 

 

A-01 9:45－10:00 

○森哲（京大・理）・城野哲平（成都生物研究所）・竹内寛彦（京大・理）・ディン・リ（成都生物研究所）

・デ・シルバ・アンスレム（ラジャラタ大学）・マハウルパタ・ダルシャニ（スリ・ジャエワルデネプラ大学

）・タン・イェツォン（成都生物研究所） 

アジア産ユウダ亜科ヘビ類3種における頚背腺と防御行動の観察 
 

A-02 10:00－10:15 

○財津将平（九大院・理）・柴田弘紀（九大・生医研）・仁田坂英二（九大院・理） 

ヘビ類におけるアルビノ変異の原因遺伝子の解析 
 

A-03 10:15－10:30 

○福本幸夫（広大日本鶏センター／元帝科大）・豊原早紀・金子遼太郎・加山篤樹（元帝科大） 

ヘビの脱皮殻長と体長（全長）との相関関係 
 

A-04 10:30－10:45 

○東口信行（須磨水）・亀崎直樹（岡山理大／須磨水） 

オオアナコンダ（Eunectes murinus）孵化幼体の餌生物選択性 
 

10:45－11:00 休憩 

11:00－12:00 口頭発表   座長：小菅康弘 
 

A-05 11:00－11:15 

○谷口真理（須磨水／香川大・工・安全）・三根佳奈子（須磨水）・上野真太郎（東大院・農・生圏）・

亀崎直樹（岡山理大／須磨水） 

西日本におけるニホンイシガメの分布と密度に関する知見 
 

A-06 11:15－11:30 

○加賀山翔一（東邦大・理）・小賀野大一（千葉野生研）・長谷川雅美（東邦大・理） 

種分布モデルは淡水生カメ類における種間相互作用を検出できるか？ 
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日本爬虫両棲類学会第53回大会プログラム 



８日（土） 

9:30－9:45 開会式 

9:45－10:45 口頭発表   座長：見澤康充 
 

 

B-01 9:45－10:00 

○吉川夏彦（科博・分子資料センター）・松井正文（京大・人間・環境）・中野陽介（只見町ブナセンター）

・伊原禎雄（北教大） 

東北地方南部におけるハコネサンショウウオ属の隠蔽種について 
 

B-02 10:00－10:15 

○西川完途・松井正文（京大・人間・環境） 

九州産サンショウウオ属の3新種について 
 

B-03 10:15－10:30 

○小巻翔平・井川武（広島大）・林思民（台湾師範大）・東城幸治（信州大）・Min Mi-Sook（ソウル大）・住

田正幸（広島大） 

東アジア産トノサマガエル種群の遺伝子浸透 
 

B-04 10:30－10:45 

○塩崎大・長谷川雅美（東邦大・理） 

モリアオガエルの幼生の温度適応に関する系統地理学的研究 
 

10:45－11:00 休憩 

11:00－12:00 口頭発表   座長：島田知彦 
 

B-05 11:00－11:15 

○Mahmudul Hasan（Inst. Amph. Biol. , Grad. Sch. Sci., Hiroshima Univ.）, June-Shiang Lai（Dept. Life 

Sci. National Taiwan Normal Univ.）, Masayuki Sumida（Inst. Amph. Biol. , Grad. Sch. Sci., Hiroshima 

Univ.） 

Morphological and molecular comparisons of two-striped grass frogs(Anura: Ranidae) from 

Bangladesh and Taiwan. 
 

B-06 11:15－11:30 

○Daicus M. Belabut(Inst. Biol. Sci., Fac. Sci., Univ., Malaysia/ LESTARI, Univ., Kebangsaan Malaysia), 

Norhayati Ahmad(LESTARI, Univ., Kebangsaan Malaysia/Fac. Sci. Tech, Univ., Kebangsaan Malaysia), 

Masafumi Matsui, Kanto Nishikawa(Grad. Sch. Hum. Environ. Stud., Kyoto Univ.), Amir Hamidy(Museum 

Zoologicum Bogoriense, Res. Ctr. Biol., Indonesian Inst. Sci.), Rosli Hashim(Inst. Biol. Sci., Fac. Sci., 

Univ. Malaysia) 

Diversity of amphibian fauna in Peninsular Malaysia: what next? 
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A-07 11:30－11:45 

○多田哲子・坂雅宏（京都府保環研） 

クサガメとミシシッピアカミミガメにおける微量元素蓄積特性の比較 
 

A-08 11:45－12:00 

○坂雅宏・多田哲子（京都府保環研）・鎌田洋一（岩手大・農） 

クロロトリアジン系除草剤によるカエル後期発生への毒性影響について 
 

 

12:00－13:00 昼食 

13:00－15:00 ポスター発表 
 

 

15:00－16:30 公開講演会 

 『若手研究者が語る 海の爬虫類の魅力』 

  がんばれ嫌われ者 ：ウミヘビ達の生態と研究の最前線  木寺法子（国立環境研究所） 

  人気にあぐらをかくな：ウミガメ達の生態と研究の最前線  岡本慶（国際水産資源研究所） 
 

 

16:30－17:30 口頭発表   座長：戸田 守 
 

A-09 16:30－16:45 

大内裕貴（南日本放送）・○亀崎直樹（岡山理大／須磨水） 

人間による見学がアカウミガメの産卵行動に与える影響 
 

A-10 16:45－17:00 

○石原孝（須磨水）・渡辺紗綾・河野希和（ウミガメ協／漁師のNPO）・山下傑・戎井邦彦・橋本健（ウ

ミガメ協）・亀崎直樹（岡山理大／須磨水） 

自然下における日本近海のアカウミガメの成長速度 
 

A-11 17:00－17:15 

○笹井隆秀・東口信行（須磨水）・河南崇司（豊中市）・亀崎直樹（岡山理大／須磨水） 

クロガシラウミヘビの捕食行動 
 

A-12 17:15－17:30 

木寺法子（国環研） 

琉球列島産エラブウミヘビ類における繁殖期の地理的変異について 
 

18：00 懇親会（地下1階 コミュニティホール） 
 

Ａ会場 



B-07 11:30－11:45 

○Nasrin Sultana （Inst. Amph. Biol., Grad. Sch. Sci., Hiroshima Univ.）, Takeshi Igawa （Inst. Amph. 

Biol., Grad. Sch. Sci., Hiroshima Univ./Div. Dev. Sci., Grad. Sch. Int. Dev. Coop., Hiroshima Univ.）, 

Masafumi Nozawa （Ctr. Info. Biol, Natl. Inst. Genet./ Dept. Genet., SOKENDAI）, Mohammed Mafizul 

Islam, Mahmudul Hasan （Inst. Amph. Biol.,  Grad. Sch. Sci., Hiroshima Univ.）, Mohammad Shafiqul 

Alam （Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural Univ.）, Md. Mukhlesur Rahman Khan （

Bangladesh Agricultural Univ.）, Masayuki Sumida （Inst. Amph. Biol., Grad. Sch. Sci., Hiroshima Univ.） 

Fine scale genetic divergence among Hoplobatrachus tigernus from Bangladesh and neighboring 

countries elucidated by mitochondrial genes and microsatellite markers. 
 

B-08 11:45－12:00 

渡辺愛・井川武・柏木照彦・鈴木厚・倉林敦（広島大院・理・両生類研）・藤井保（県立広島大・人間文

化）・○住田正幸（広島大院・理・両生類研） 

次世代モデルリソース・ネッタイツメガエル7系統における近交度及び遺伝的関係 
 

 

12:00－13:00 昼食 

13:00－15:00 ポスター発表 

15:00－16:30 公開講演会（A会場） 

 

16:30－17:30 口頭発表   座長：高橋亮雄 
 

B-09 16:30－16:45 

○森山純・片山亮・疋田努（京大・理） 

アオダイショウ(Elaphe climacophora)の系統地理 
 

B-10 16:45－17:00 

○皆藤琢磨（琉大院・理工）・戸田守（琉球大・熱生研） 

ミトコンドリアDNAから示唆される琉球列島産アオヘビ類の島嶼集団間の遺伝的変異 
 

B-11 17:00－17:15 

中村泰之（琉球大・熱生研） 

唐古 ・ 鍵遺跡 （奈良県磯城郡田原本町） の弥生～古墳時代の遺構より出土した両生類遺存体 
 

B-12 17:15－17:30 

○池田忠広（人博）・高橋亮雄（岡理大）・太田英利（兵庫県大）・仲地明（沖縄県与那原町） 

沖縄県与那国島トゥグル浜遺跡産ヘビ類椎骨遺骸の分類学的研究 
 

 

18：00 懇親会（地下1階 コミュニティホール） 
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12 

９日（日） 

9:00－10:00 口頭発表   座長：吉川夏彦 
 

A-13 9:00－9:15 

○富永篤（琉球大・教育）・松井正文（京大・人間・環境）・国領康弘（藤枝市） 

伊豆半島産のアカハライモリについて 
 

A-14 9:15－9:30 

○松木崇司（環境省）・松井正文（京大・人間・環境） 

カスミサンショウウオの個体成長について 
 

A-15 9:30－9:45 

○伊原禎雄（北教大）・府馬正一（放医研）・松井久実・宇根有美（麻布大） 

福島県のトウホクサンショウウオ胚で観察された所見 
 

A-16 9:45－10:00 

○見澤康充（建設環境研究所）・松井正文（京大・人間・環境） 

新潟県産クロサンショウウオの骨組織を用いた年齢査定 
 

10:00－10:15 休憩 

10:15－11:00 口頭発表   座長：松木崇司 
 

A-17 10:15－10:30 

大川博志（広大附属） 

カスミサンショウウオ高地型の問題点 
 

A-18 10:30－10:45 

○緑卓馬・佐藤明日香・講神航・森さつき・山舗直子（酪農学園大・発生生物） 

エゾサンショウウオの幼生生活史に影響を及ぼす要因の検討 
 

A-19 10:45－11:00 

岡田純（ハンザキ研） 

兵庫県市川におけるオオサンショウウオの繁殖期移動 
 

11:00－12:00 総会 

12:00－12:15 集合写真撮影 

12:15－13:15 昼食 

13:15－14:45 ポスター発表 
 

 

Ａ会場 



９日（日） 

9:00－10:00 口頭発表   座長：岡本 卓 
 

B-13 9:00－9:15 

酒井理（京大院・理・動物行動） 

クローン動物（オガサワラヤモリ）の個性：成長にともなう個性の多様化 
 

B-14 9:15－9:30 

○栗田隆気（千葉中央博）・本多正尚（筑波大・生命環境）・戸田守（琉球大・熱生研） 

クロイワトカゲモドキの集団遺伝学的研究 
 

B-15 9:30－9:45 

○Awal Riyanto(Museum Zoologicum Bogoriense, Research Center for Biology, The Indonesian Inst. 

Sci.) 

The fourthe bent-toed gecko of the genus Cyrtodactylus(Squamata: Gekkonidae) from Java, 

Indonesia. 
 

B-16 9:45－10:00 

城野哲平・丁利（中国科学院・成都生物研）・皆藤琢磨（琉大院・理工）・唐业忠（中国科学院・成都生

物研）・○戸田守（琉球大・熱生研） 

新たな標本に基づくリボヤモリGekko liboensis の分類学的位置づけの再検討 
 

10:00－10:15 休憩 

10:15－11:00 口頭発表   座長：栗田隆気 
 

B-17 10:15－10:30 

○疋田努・中村志子・岡本卓・栗田和紀（京大・理・動物） 

シナトカゲPlestiodon chinensis の地理的変異と分類の再検討 
 

B-18 10:30－10:45 

○岡本卓（京大院・理・動物）・栗山武夫（東大）・疋田努（京大院・理・動物） 

北日本のヒガシニホントカゲ（トカゲ科，爬虫綱）の地理的変異の歴史生物地理  
 

B-19 10:45－11:00 

○栗田和紀（京大・理・動物）・戸田守（琉球大・熱生研） 

南琉球に分布するトカゲ属2種の遺伝的変異 
 

11:00－12:00 総会 

12:00－12:15 集合写真撮影 

12:15－13:15 昼食 

13:15－14:45 ポスター発表 
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14:45－15:45 口頭発表   座長：原村隆司 
 

A-20 14:45－15:00 

○更科美帆・吉田剛司（酪農大院・野生動物） 

アズマヒキガエルは北海道にとってツチガエルより脅威となる外来種か？－胃重要度指数から地表

徘徊性昆虫類への影響を評価するー 
 

A-21 15:00－15:15 

○岩井紀子（農工大）・大海昌平（奄美市）・石井光（農工大）・亘悠哉（日林協）・赤坂宗光（農工大） 

奄美大島南郷地域に生息するアマミイシカワガエルの大型化要因の検証：餌動物量と年齢 
 

A-22 15:15－15:30 

○Borzee Amael, Bruce Waldman （Seoul National Univ.） 

Is the situation as dire as previously described for the Suweon Treefrog (Hyla suweonensis)?  

Real population size and estimates from a conservation perspective. 
 

A-23 15:30－15:45 

○Mohammed Mafizul Islam, Ryosuke Kakehashi (Inst. Amph. Biol., Grad. Sch. Sci., Hiroshima 

Univ.), Oumi Sohei (Amami City), Katsuren (Inst. Hlth. Environ., Okinawa Pref.), Atsushi 

Kurabayashi, Masayuki Sumida (Inst. Amph. Biol., Grad. Sch. Sci., Hiroshima Univ.) 

Cryopreservation of sperm using endangered and near-threatened frogs from the Ryukyu 

Archipelago: an ex situ conservation effort. 
 

15:45－16:00 休憩 

16:00－17:00 口頭発表   座長：西川完途 
 

A-24 16:00－16:15 

伊藤真（京大院・理・動物行動） 

トノサマガエルとナゴヤダルマガエルの繁殖期の雄における雌の鳴き声に対する反応 
 

A-25 16:15－16:30 

○江頭幸士郎（京大総合博）・松井正文（京大・人間・環境） 

タゴガエルにみられる音声形質の変異 
 

A-26 16:30－16:45 

○島田知彦・坂部あい（愛教大） 

ツチガエル越冬幼生の形態的特徴について 
 

A-27 16:45－17:00 

松井正文（京大・人間・環境） 

チョウセンヤマアカガエルの分類学的再検討 
 

17:00－17:15 閉会式 

17:30－18:30 自由集会 
14 

Ａ会場 



14:45－15:45 口頭発表   座長：栗田和紀 
 

B-20 14:45－15:00 

原田龍一（滋賀県大・環境） 

なぜ同一捕食者に対して逃走開始距離が異なるのか。 － シマヘビに対するトカゲとカナヘビの逃走

開始距離の違いは、速度と加速度の影響なのか 
 

B-21 15:00－15:15 

○高橋洋生・秋田耕佑・芦澤航・鋤柄直純・戸田光彦（自然研） 

小笠原におけるグリーンアノールの微環境利用、行動圏、移動パタン 
 

B-22 15:15－15:30 

○上野真太郎（東大院・農）・佐々井浩志（北須磨動物病院）・佐野光彦（東大院・農）・亀崎直樹（岡山

理大／須磨水） 

ニホンイシガメとクサガメの交雑個体の形態的特徴について 
 

B-23 15:30－15:45 

○鈴木大（九大・決断科学）・會津光博（九大院・比文）・疋田努（京大院・理） 

東寺における淡水性カメ類種構成の変遷 
 

15:45－16:00 休憩 

16:00－16:45 口頭発表   座長：鈴木大 
 

B-24 16:00－16:15 

○高橋亮雄（岡山理大・理・動物）・エリック セティヤブディ（バンドン地質博物館） 

ジャワ島東部の更新統から発見されたマルガメ属 （イシガメ科） の分類学的位置づけについて 
 

B-25 16:15－16:30 

○河村功一・村上諒（三重大・生資）・太田英利（兵庫県大） 

日本に見られるスッポン属(Pelodiscus)個体群の由来と分類学的位置づけ．Ⅰ．遺伝的特性にもとづ

く評価 
 

B-26 16:30－16:45 

○太田英利（兵庫県大）・河村功一・村上諒（三重大・生資） 

日本に見られるスッポン属(Pelodiscus)個体群の由来と分類学的位置づけ．Ⅱ．形態形質にもとづく

評価 
 

 

17:00－17:15 閉会式 

17:30－18:30 自由集会 
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ポスター発表 １１月８日 13:00－15:00 ・ １１月９日 13:15－14:45 
 

P-01  ○河津 勲・木野将克・前田好美・照屋秀司（沖縄美ら島財団） 

飼育下における雌タイマイの卵黄形成開始時の年齢および体サイズ 
 

P-02  森谷香取（日在‐和泉浦の海を育みウミガメを守る会） 

千葉県いすみ市海岸のアカウミガメ 
 

P-03  嶋津信彦（神戸市） 

南西諸島における陸生・陸水生カメ類の分布 
 

P-04  矢部隆（学泉大・マネジメント） 

岐阜市におけるカメ類の分布と生息状況 
 

P-05  ○Kyo-Soung Koo, Seon-Mi Park, Ga-Ram Kim, Jun-Woo Lee (Dept. Sci. Educ., Jeju Natl. 

Univ.), Min-Ho Chang (Natl. Inst. Ecol.), Jae-Young Song (Korea Natl. Res. Inst.), Sang-Hyun Han 

(Dept. Sci. Educ., Jeju Natl. Univ./Educ. Sci. Res. Inst., Jeju Natl. Univ.), Hong-Shik Oh (Dept. Sci. 

Educ., Jeju Natl. Univ.) 

Mitochondrial Haplotypes and Genetic Structure of Reeves' Pond Turtle(Mauremys reevesii) 

population in South Korea. 
 

P-06  ○Song Jae-Young (Korea national park reserch Inst.), Kim Ji-Hun (Kangwon National Univ.), 

Lee Heon-Joo (Kangwon National Univ.), Chang Min-Ho (Natl. Inst. Ecol.) 

The monitoring of Mauremys reevesii  in substitute habitat. 
 

P-07  西堀智子（和亀） 

大正川（大阪）、寺田池・峠池・鴻池（兵庫）に生息するミシシッピアカミミガメの性比 
 

P-08  野田英樹（いしかわ動物園／金沢大・自然科学） 

過去10年間で河北潟のアカミミガメに起きた黒化オス割合の変化 
 

P-09  ○秋田耕佑・高橋洋生（自然研）・高山順子（千葉県生物多様性センター） 

千葉県印旛沼水系におけるカミツキガメ防除の現状と課題 
 

P-10  ○吉村友里（九大院・農）・粕谷英一（九大・理） 

アカハライモリのにおいに対するシマヘビの反応 
 

P-11  ○倉林敦・住田正幸（広島大院・理・両生類研）・大島一彦（コンピュータバイオサイエンス・長浜

バイオ大）・Miguel Vences（動物進化・ブラウンシュバイク工科大） 

ヘビからカエルへの遺伝子水平伝播：発見の経緯と発生頻度の地理的相違 
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P-12  ○佐藤広康・小林秀司（岡山理大・動物） 

冬季におけるタワヤモリの巣穴の選好性 
 

P-13  ○村上勇樹・菅原弘貴（首都大・生命）・高橋洋生（自然研）・林文男（首都大・生命） 

小笠原諸島における単為生殖種であるオガサワラヤモリと両性生殖種であるホオグロヤモリの集団

遺伝構造の比較 
 

P-14  ○安西航（東大院・理）・高橋洋生・戸田光彦（自然研）・遠藤秀紀（東大博） 

小笠原諸島におけるグリーンアノールの集団間形態差と性的二型 
 

P-15  ○中川宗孝・岡井勇樹・藤林治雄・梅本信昭（環境生物研） 

京都府南部に於ける両生爬虫類の現状 
 

P-16  ○松井久実（麻布大・獣医・生理）・穀内瑶子（徳島県）・増田智美・倉見桂子・宇根有美（麻布

大・獣医・生理）・伊原禎雄（北教大）・添田晴日・府馬正一（放医研） 

フローサイトメトリーを用いた両生類染色体フローカリオタイプの検討 
 

P-17  ○岩渕翼・大倉拓也・大久保早紀・土山裕香（東洋大）・松島野枝（国環研） 

渡良瀬遊水地の湿地再生試験地におけるカエル類の利用状況調査 
 

P-18  ○松島野枝・深澤圭太（国環研）・伊原禎雄（北教大）・堀口敏宏（国環研） 

福島県東部の水田に生息するカエル類の生息状況調査 
 

P-19  青木香澄（神戸大・人間発達） 

土地利用形態の変化が水田のカエル類に与える影響 
 

P-20  長谷和子（東大院・総合文化） 

局所個体群におけるニホンヒキガエルの繁殖行動：一妻多夫と同型交配 
 

P-21  ○南部久男（富山科博）・福田保（富山東高校） 

野積川流域（富山県）におけるヒキガエル類の産卵場所 
 

P-22  ○三浦智世・照井駿太・草野保（首都大・理工・生命） 

アズマヒキガエルの非繁殖期の活動に影響を与える要因：気象要因と月齢 
 

P-23  ○戸金大（慶応大・自然科学研究教育セ）・高井孝太郎（東海大・生物）・今津健志（カメネットワ

ークジャパン） 

アカガエル科の繁殖個体における餌資源利用 
 

P-24  ○小林聡・富田基史・阿部聖哉・松木吏弓（電中研・生物） 

サンプル数と遺伝的構造の関係～印旛沼アカガエル個体群の事例～ 
 

P-25  丸山一子（藤沢市） 

ヤマアカガエルのオタマジャクシは飢餓状態にどのように反応するか？ 
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P-26  原田一利・○近藤洋一朗（(株)テクノ中部）・山上将史・今泉久祥((株)とと・PLANNING）・清田佳

奈（トヨタ自動車(株)）・島田知彦（愛教大・理科・生物） 

水田の管理方法がトノサマガエル幼生の発生に与える影響 
 

P-27  ○高井孝太郎（東海大・生物）・坂本洋典（玉川大・脳科学） 

北海道に侵入したトノサマガエルの生態 
 

P-28  ○三根佳奈子（須磨水）・谷口真理（須磨水／香川大・工・安全）・亀崎直樹（岡山理大／須磨

水） 

野外で捕獲されたウシガエルの食性 
 

P-29  ○中島脩・服部睦・島田知彦（愛教大） 

トノサマガエルとナゴヤダルマガエルの幼体時の識別形質の検討 
 

P-30  ○山中美優（東大・農）・小林頼太（東環工専）・関谷國男（新潟大）・宮下直（東大・農） 

遺伝子と個体数分布に基づいたサドガエルの個体群ネットワークの構造の推定 
 

P-31  ○尾形光昭（横浜市繁殖センター）・三浦郁夫（広島大院・理・両生類研）・ 

ツチガエルのXY型とZW型の人工交雑 
 

P-32  ○坂部あい・小澤亜純・島田知彦（愛教大） 

ツチガエルの幼生期の成長に関する温度特性 
 

P-33  ○佐藤直樹（妙高高原ビジターセンター）・鶴智之（十日町市立里山科学館越後松之山森の学

校キョロロ） 

体表模様の異なる２タイプのツチガエル 
 

P-34  ○佐藤雄貴・間島啓太（新潟明訓高・生物部） 

モリアオガエルの個体数と行動圏の推定‐学校近くの個体群の保全に向けて‐ 
 

P-35  ○Wichase Khonsue (Dept. Biol., Fac. Sci., Chulalongkorn Univ./Ctr. Excell. Biodivers., Fac. 

Sci., Chulalongkorn Univ./Ctr. Excell. Hazard. Subst. Manag.), Panupong Thammachoti (Dept. Biol., 

Fac. Sci., Chulalongkorn Univ.), Julien Claude (Institut des Sciences de ' Evolution, Universit de 

Montpellier), Jirarach Kitana (Dept. Biol., Fac. Sci., Chulalongkorn Univ./Ctr. Excell. Biodivers., Fac. 

Sci., Chulalongkorn Univ./Ctr. Excell. Hazard. Subst. Manag.), Pakorn Varanusupakul (Dept. Chem., 

Fac. Sci., Chulalongkorn Univ.), Noppadon Kitana (Dept. Biol., Fac. Sci., Chulalongkorn Univ./Ctr. 

Excell. Biodivers., Fac. Sci., Chulalongkorn Univ./Ctr. Excell. Hazard. Subst. Manag.) 

Elevated fluctuating asymmetry in appendage bones of the rice frog Fejervarya limnocharis living in 

herbicide utilized agricultural area at Nan Province, Thailand. 
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P-36  ○照井滋晴（NPO法人PEG）・野本和宏（釧路市博）・秋山吉寛（国土政策技術総合研究所）・

辻ねむ（標茶町郷土館） 

釧路湿原におけるキタサンショウウオの産卵双数の年変動と気象条件との関係性 
 

P-37  ○野本和宏（釧路市博）・照井滋晴（NPO法人PEG）・秋山吉寛（国土政策技術総合研究所） 

釧路市指定天然記念物・キタサンショウウオ卵嚢双数の長期モニタリングデータの分析 
 

P-38  ○添田晴日・府馬正一（放医研）・伊原禎雄（北教大）・松井久実・宇根有美（麻布大・獣医） 

トウホクサンショウウオの飼育下繁殖 
 

P-39  ○天白牧夫（日大院・生物資源）・大沢啓志・勝野武彦（日大・生物資源 

U字溝における簡易なトウキョウサンショウウオの繁殖場創出の検討 
 

P-40  桑原一司（日本オオサンショウウオの会） 

寺原川における堰堤とオオサンショウウオの状況 
 

P-41  ○板野賢大（愛媛大・理工）・藤原陽一郎・池内和也（特定非営利活動法人愛媛生態系保全

管理）・大森浩二(愛媛大・沿岸環境科学研究センター) 

愛媛県今治市に生息するカスミサンショウウオ（Hynobius nebulosus）の生息地解析 
 

P-42  ○井戸綾乃・島田歩・水戸直・齊藤修（長浜バイオ大・バイオサイエンス・田村山ネット） 

長浜市南部に生息するカスミサンショウウオ集団の人工池への移植 
 

P-43  ○島田歩・水戸直・齊藤修（長浜バイオ大・バイオサイエンス・田村山ネット） 

長浜市南部に生息するカスミサンショウウオのミトコンドリアDNAの全長配列解析 
 

P-44  ○水戸直・西村遼一・齊藤修（長浜バイオ大・バイオサイエンス・田村山ネット） 

大津で発見されたカスミサンショウウオの遺伝系統は、滋賀県内の複数の繁殖地で見出される 
 

P-45  ○永野昌博・山本一成（大分大・教育） 

水質とオオイタサンショウウオの卵の発育との関係 
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日本爬虫両棲類学会 第53回大会 公開講演会 

若手研究者が語る 海の爬虫類の魅力 
 

 爬虫類は陸地に生息する動物という印象が強いが、実際は海にも進出している。中生代には今より沢

山の爬虫類が海を泳いでいたが、多くは絶滅し、現在でも生き残っているのはウミガメ類、ウミヘビ類、ウ

ミイグアナにイリエワニなど少数である。意外かもしれないが、南日本の海はウミガメとウミヘビの世界で

も有数な生息地で、多くのウミガメとウミヘビが餌場とし、繁殖地としている。ところが、ウミガメやウミヘビ

の研究は、どこの学会でもしっくり馴染まない。魚類ではないから魚類学会には行けないし、水産学会に

いっても食用としての価値が低く堂々と座る場所がなく、爬虫両棲類学会でも他の種と生息地が違うから

疎外感を感じてしまう。でも彼らは爬虫類である。そこで今回は、そんな肩身の狭い思いで研究を続けて

いるウミヘビとウミガメの若手研究者に主役の座を用意し大いに語ってもらうこととした。 

 演者の木寺さんと岡本さんはそれぞれウミヘビとウミガメの研究をされている若い研究者である。二人

にウミヘビとウミガメの簡単な紹介をしていただき、ご自身の研究やその分野の研究の最前線について、

ご講演いただく予定である。ウミヘビとウミガメはほぼ同じ場所に生息するも、研究者はなぜか互いに関

心を持つこともなく、ここまで別々に研究が進められた。また、ウミガメといえば人気者で、その保護に関

心を寄せる人も多いが、ウミヘビを愛す人は少ない。この疎遠で対照的な２つの動物群の生きざまを知っ

ていただくのが本講演会の目的である。ちなみに、ウミヘビ・ウミガメの研究者がこうして同時に講演を行

うのは、間違いなく日本初のことである。（文責 亀崎直樹） 

 

木寺 法子 （きでら のりこ） 

がんばれ嫌われ者：ウミヘビ達の生態と研究の最前線 

 大学に入学するまでヘビに触れることもできなかったが、琉球大学の卒論

研究の材料として必要となったヘビをおそるおそる捕獲・採集しているうちに

その魅力を知る。近年は特にウミヘビに魅せられ、ウミヘビの生態や分布に

関する研究に取り組む。琉球大学大学院理工学研究科博士課程修了。理学

博士。国立環境研究所生物・生態系環境研究センター特別研究員。 

 

岡本 慶 （おかもと けい） 

人気にあぐらをかくな：ウミガメ達の生態と研究の最前線 

 幼少の頃から淡水魚が好きであったが、三重大学時代からウミガメに興味

をもち、大学院では世界中に広く分布するウミガメの形態や分類に関し研究

を行った。東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。農学博士。

専門は形態学、分類学。水産総合研究センター国際水産資源研究所研究支

援職員。兵庫県立大学自然・環境科学研究所客員研究員。 
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がんばれ嫌われ者：ウミヘビ達の生態と研究の最前線 
 

木寺法子（国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター） 

 二次的に海へと進出したウミヘビ類は，過剰な塩分を排出する塩腺やオール状になった尾，長時

間の潜水を可能にする肥大した肺など海水環境に対する様々な適応を遂げてきたことが知られる．

また興味深いことに，ウミヘビ類の海への進出は少なくとも2度独立に起きており，海水環境に対す

る適応的な形質の共通性は収斂進化によるものであると考えられている．このようなウミヘビ類に

関する多くの興味深い知見がこれまでに蓄積されているものの，そのほとんどは分類や生理に関す

るものであり，ウミヘビの生態に関する知見は極めて少ない．発表者は近年，半陸棲のエラブウミヘ

ビ類を対象に地理的分布と陸棲傾向との関連性や淡水源へのアクセス方法，餌をめぐる種間競争

を課題とした生態研究に取り組んできた．また，日本における生息は稀と認識されてきたクロボシウ

ミヘビの生息状況やハビタットについても野外観察により明らかにした．本講演ではこれらの調査研

究から得られたウミヘビ生態の新知見について紹介したい． 

 

 

 

人気にあぐらをかくな：ウミガメ達の生態と研究の最前線 

 

岡本慶（水産総合研究センター 国際水産資源研究所） 

 ウミガメはダイビングを楽しむ人々にとって，最も人気のある動物の一つであろう．そんな彼らの祖

先は約1億1000万年前に地球上に出現したと考えられている．その長い歴史の中で，多くの種が誕

生と絶滅を繰り返し，現在は7種1亜種の存在が知られるのみである．このうち5種は，太平洋，イン

ド洋，大西洋とそれに付随する地中海やカリブ海と地球上に広く分布している．ウミガメはいずれも

生活史の大半を海洋で過ごすため，その生態を明らかにする研究には特に苦労を要してきた．それ

でも，砂浜に上陸して産卵を行う生態や偶発的な発見情報から，その分布については次第に詳細

がみえてきた．また，発見された個体の標識放流や衛星発信器による追跡がなされてきたほか，水

深，水温，加速度などの情報が得られる記録計やカメラまで装着されるなど，回遊をはじめ生態解

明に向けた研究は飛躍的に進歩してきた．しかしその一方で，生物学の基本と言っても過言ではな

い分類に関する研究はほとんどなされてこなかった．それが影響してか，大きな分類学的問題を抱

えている可能性が高いことが指摘されている．標本が世界各地に分散して保管されている上に，サ

イズも大きく移動が制限されるため，分類研究に欠かせない種内の形態比較が難しかったことがそ

の要因の一つとして挙げられる．本講演では，多くの人を魅了しているウミガメについて明らかにさ

れてきたことを振り返るとともに，いまだ研究が不十分な点を併せて紹介する． 

公開講演会 講演要旨 
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日本爬虫両棲類学会 第53回大会 参加者名簿 

懇親会 氏名 所属略称 講演番号 共同発表 

○ 秋田 耕佑 自然研 P-09 B-21 

○ 網本 壮一郎 筑波大・生命環境 

安西 航 東大院・理 P-14 

青木 香澄 神戸大・人間発達 P-19 

○ 青木 良輔 神奈川・横須賀市 

○ Awal Riyanto インドネシア博物館 B-15 

○ Borzee Amael Seoul National University A-22 

○ Daicus M. Belabut マレーシア大学 B-06 

○ 土井 敏男 神戸市 

○ 江頭 幸士郎 京大総合博 A-25 

江川 紫 日本サンショウウオセンター 

○ 遠藤 聡子 日コス協 

○ 藤田 宏之 かわはく 

○ 藤谷 武史 東山動物園 

○ 福本 幸夫 広大・日本鶏センター A-03 

福島 ますみ 松本第一高 

○ 福山 欣司 慶応大・生物 

○ 八谷 和彦 拓殖短期大学 

○ 浜中 京介 京大・理 

○ 原 幸治 上尾市 

○ 原田 龍一 滋賀県大・環境 B-20 

○ 原村 隆司 京大・白眉セ 

Hasan Mahmudul 広島大 B-05 B-07 

○ 長谷 和子 東大院・総合文化 P-20 

○ 長谷川 巖 福両爬研 

○ 林 光武 栃木県博 

東口 信行 須磨水 A-04 

○ 疋田 努 京大・理・動物 B-17 B-09, B-18, B-23 

井戸 綾乃 長浜バイオ大・バイオサイエンス P-42 

○ 伊原 禎雄 北教大 A-15 B-01, P-16, P-18, P-38 

○ 池田 忠広 人博 B-12 

○ 石原 孝 須磨水 A-10 

○ 板野 賢大 愛媛大・生態研 P-41 

○ 伊藤 邦夫 倉敷市 

○ 伊藤 真 京大院・理・動物 A-24 

○ 岩井 紀子 農工大 A-21 

○ 岩西 修造 九大・理・生 

○ 岩渕 翼 東洋大・生命 P-17 

○ 岩田 貴之 安来市 

○ 加賀山 翔一 東邦大・理 A-06 

○ 鶏内 博之 新市中央中 

○ 皆藤 琢磨 琉大院・理工 B-10 B-16 
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懇親会 氏名 所属略称 講演番号 共同発表 

角谷 茂紀 ㈱オオヨドコーポレーション 

○ 亀崎 直樹 岡山理大／須磨水 A-09 
A-04, A-05, A-10, A-11, B-
22, P-28 

○ 糟谷 諒司 クラーク(株) 

○ 片岡 友美 生態工房 

○ 川原 康寛 愛媛県総合科博 

河村 功一 三重大・生資 B-25 B-26 

○ 河津 勲 美ら島財団 P-01 

○ 河津 結実 小学館 

○ 木寺 法子 国環研・生物 A-12 

○ 木村 有紀 根本山自然観察センター 

清田 佳奈 トヨタ P-26 

○ 小林 聡 電中研・生物 P-24 

○ 小泉 有希 足立区 

○ 講神 航 酪農大・発生生物 A-18 

○ 小巻 翔平 広島大・両生研 B-03 

○ 小森 康之 花鳥園グループ 

○ 近藤 洋一朗 （株）テクノ中部 P-26 

○ 小菅 康弘 カメネット 

○ 倉林 敦 広島大院・理・両生類研 P-11 A-23, B-08 

○ 栗田 和紀 京大・理・動物 B-19 B-17 

○ 栗田 隆気 千葉中央博 B-14 

○ 黒光 康仁 早稲田大・教育 

○ 桑原 一司 日本オオサンショウウオの会 P-40 

Kyo-Soung Koo Jeju National Univ. P-05 

前川 裕佑 愛教大・理科・生物 

○ 丸山 一子 藤沢市 P-25 

丸山 正樹 日光湯元ビジターセンター 

間島 啓太 新潟明訓高・生物部 P-34 

○ 松井 久実 麻布大・獣医 P-16 A-15, P-38 

○ 松井 正文 京大・人間・環境 A-27 
A-13, A-14, A-16, A-25, B-
01, B-02, B-06 

○ 松木 崇司 環境省 A-14 

○ 松本 和将 琉大・理     

○ 松尾 公則 長崎・長与町 

○ 松島 野枝 国環研 P-18 P-17 

○ 緑 卓馬 酪農大・発生生物 A-18 

○ 三笠 友彰 姫路市 

三木 あずさ 麻布大・動応 

○ 三根 佳奈子 須磨水 P-28 A-06 

三澤 はじめ 広島市 

三澤 久子 広島市 

○ 見澤 康充 （株）建設環境研究所 A-16 

水戸 直 長浜バイオ大・バイオサイエンス P-44 P-42, P-43 

○ 三浦 智世 首都大・理工・生命 P-22 
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懇親会 氏名 所属略称 講演番号 共同発表 

Mohammed Mafizul 
Islam 

広島大 A-23 B-07 

○ 森 哲 京大・理・動物 A-01 

○ 森 さつき 酪農大・発生生物 A-18 

○ 森口 一 蛇研 

○ 森田 悦朗 カメネット 

○ 森谷 香取 日在‐和泉浦・ウミガメを守る会 P-02 

○ 森山 純 京大・理 B-09 

○ 村上 勇樹 首都大・生命 P-13 

○ 村松 茂 小学館 

○ 中川 宗孝 環境生物研 P-15 

中村 泰之 琉球大・熱生研 B-11 

○ 中島 純一 鳥大・獣医 

○ 南部 久男 富山科博 P-21 

Nasrin Sultana 広島大 B-07 

○ 永野 昌博 大分大・教育・環境 P-45 

○ 西堀 智子 和亀保護の会 P-07 

○ 西川 完途 京大・人間・環境 B-02 B-06 

○ 仁田坂 英二 九大院・理 A-02 

中島 脩 愛教大・理科・生物 P-29 

○ 野田 英樹 いしかわ動物園/金沢大・自然科学 P-08 

○ 野本 和宏 釧路市博 P-37 P-36 

越智 慎平 兵庫・加古川市 

○ 小賀野 大一 千葉野生研 A-06 

尾形 光昭 横浜市繁殖センター P-31 

○ 大竹 美智子 厚労省 

○ 大竹 瑞貴 都立白鴎高校 

○ 岡田 純 ハンザキ研 A-19 

○ 岡本 慶 水研セ・国際水研 

○ 岡本 卓 京大院・理・動物 B-18 B-17 

○ 大川 博志 広大附属 A-17 

○ 岡山 健仁 面河山岳博 

○ 大河内 勇 森林総研 

○ 太田 英利 兵庫県立大・自然研 B-26 B-12 B-25 

小澤 亜純 愛教大・理科・生物 

○ 坂 雅宏 京都府保環研 A-08 A-07 

○ 坂部 あい 愛教大・理科・生物 P-32 P-32 

○ 酒井 理 京大院・理・動物 B-13 

○ 坂本 真理子 エフトレック 

○ 更科 美帆 酪農大院・野生動物 A-20 

○ 笹井 隆秀 須磨水 A-11 

○ 佐藤 広康 岡山理大・動物 P-12 

○ 佐藤 方博 生態工房 

○ 佐藤 直樹 妙高高原ビジターセンター P-33 

佐藤 雄貴 新潟明訓高・生物部 P-34 

○ 柴田 弘紀 九大・生医研 A-02 

24 



懇親会 氏名 所属略称 講演番号 共同発表 

島田 歩 長浜バイオ大・バイオサイエンス P-43 

○ 島田 知彦 愛教大・理科・生物 A-26 P-26 P-29 P-32 

嶋原 美由紀 岩国白蛇保存会 

○ 嶋津 信彦 沖環科 P-03 

○ 下藤 章 東邦大・理 

○ 篠塚 理 葉山町 

○ 塩崎 大 東邦大・理 B-04 

○ 添田 晴日 放医研 P-38 P-16 

Song Jae-Young Korea national park reserch institute P-06 P-05 

○ 住田 正幸 広島大院・理・両生類研 B-08 A-23, B-03 B-05, B-07, P-11 

鈴木 郁子 東農大・地域環境 

○ 鈴木 大 九大・決断科学 B-23 

○ 多田 哲子 京都府保環研 A-07 

○ 田上 正隆 世界淡水魚園水族館 

○ 高橋 亮雄 岡山理大・理・動物 B-24 B-12 

○ 高橋 洋生 自然研 B-21 P-09 P-14 P-13 

○ 高井 孝太郎 東海大・生物 P-27 P-23 

○ 竹田 正義 姫路市立水族館 

○ 竹中 践 東海大・生物 

○ 田村 ユカ 愛知学泉大・現代マネジメント 

○ 谷口 真理 須磨水／香川大院 A-05 P-28 

天白 牧夫 日大・院・生物資源 P-39 

○ 照井 滋晴 NPO法人PEG P-36 P-37 

○ 栃本 武良 ハンザキ研 

○ 戸田 守 琉球大・熱生研 B-16 B-10 B-19 B-14 

○ 戸田 光彦 自然研 P-14 B-21 

○ 戸金 大 慶応大・自然科学研究教育セ P-23 

○ 徳田 理奈子 近大・農 

○ 徳田 龍弘 BKD-WP 

○ 富永 篤 琉球大・教育 A-13 

○ 辻井 聖武 東邦大・理 

○ 辻野 夢久 北大・理 

○ 塚本 誠太 弘大・農生・生物 

○ 上野 真太郎 東大院・農 B-22 A-05 

○ 渡部 孝 わんぱーく 

○ 渡辺 潔 FCS 

○ Wichase Khonsue Chulalongkorn Univ. P-34 

矢部 隆 学泉大・マネジメント P-04 

○ 山中 美優 東大・農 P-30 

○ 山舗 直子 酪農大・発生生物 A-18 

○ 吉川 夏彦 科博・分子資料センター B-01 

○ 吉川 貴臣 わんぱーく 

○ 吉村 雅子 岡山理大 

吉村 友里 九大院・農 P-10 

○ 財津 将平 九大院・理 A-02 
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