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特別講演・シンポジウム 

 

<9 月 26 日（土）> 

 

9:00 ~ 11:00   Zoom1  

シンポジウム １ 

『視交叉上核研究の新展開』 

オーガナイザー・座長：小野大輔（名古屋大）、平野有沙（筑波大） 

 

概要：視交叉上核の電気破壊、in vivo MUA、多電極ディッシュを用いた神経活動計測、発光・蛍光レポータ

ーを用いたイメージング、光・薬理遺伝学を用いた細胞機能操作など、これまで様々な手法を用い、視交叉

上核内の遺伝子や神経の機能が明らかにされてきた。しかし、視交叉上核の２４時間のリズムがどのように

して生理・行動レベルに出力されているのかは十分に理解されていない。本シンポジウムでは、視交叉上核

研究の次のステージに向けた可能性と現状について紹介したい。 

 

S1-1  Roles of vasopressin-producing neurons in the central circadian clock 

中枢時計におけるバソプレシン産生ニューロンの機能 

○三枝理博 1 

1 金沢大学 医学系 統合神経生理学 

 

S1-2  Projection mapping of SCN neurons and its functional analysis  

○平野有沙 12 齊藤夕貴 1 櫻井武 12 

1 筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 

2 筑波大学医学医療系 

 

S1-3  The suprachiasmatic nucleus regulates wakefulness via CRF neurons in the paraventricular 

nucleus of the hypothalamus  

○ Daisuke Ono1,2,3, Yasutaka Mukai1,2,3,4, Chi Jung Hung1,2,3,4, Srikanta 

Chowdhury1,2,3, Takashi Sugiyama5, and Akihiro Yamanaka1,2,3 

1 Department of Neuroscience II, Research Institute of Environmental Medicine, Nagoya 

University 

2 Department of Neural Regulation, Nagoya University Graduate School of Medicine 

3 CREST, JST 

4 JSPS Research Fellowship for Young Scientists 

5 R&D, Olympus Corporation 

 

  



S1-4  Role of SCN-localized G-protein-coupled receptors in the photic entrainment and jet lag of the 

circadian clock 

体内時計の時差への適応・光同調を担う視交叉上核 G タンパク質共役型受容体 

○山口賀章 1 岡村均 1,2 土居雅夫 1 

1 京都大学大学院 薬学研究科 システムバイオロジー分野 

2 京都大学大学院 医学研究科 神経生物学 

 

 

9:00 ~ 11:00   Zoom2 

シンポジウム 2 

『ヒト生物時計研究の新展開』 

オーガナイザー・座長：山仲勇二郎（北大）、中尾光之（東北大） 

 

概要：ヒトの生体リズムを対象とした時間隔離実験によりヒトの生物時計の基本性質が明らかにされてきた。

しかし、実際の日常生活下における高照度光と社会的同調因子(食事、運動、睡眠)によるヒト生物時計のリズ

ム同調の実態、睡眠・生体リズムが心身の健康に与える影響メカニズム等、依然として未解決の問題が残さ

れている。このシンポジウムでは、ヒト生物時計の非光同調機構、女性の健康とサーカディアンリズム、断

眠が生体リズム・血液メタボロミクスに与える影響、日常生活下における睡眠・生体リズムと心身の健康と

の関係性、大規模活動量データの測定・評価について紹介する。 

 

S2-1  The relationship between biological rhythms and reproductive health in humans 

ヒト生物時計とリプロダクティブヘルス－概日リズム・睡眠と概月リズム・月経との関係 

○駒田陽子 1  

1 明治薬科大学 リベラルアーツ 

 

S2-2  Effect of sleep deprivation on biological rhythms and the metabolome 

断眠が生体リズム、メタボロームに与える影響 

○本間あや 1,2 Debra J. Skene 2 

1 北海道大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室  

2 Faculty of Health and Medical Sciences, University of Surrey 

 

S2-3  Association analysis of Variation in QOL and sleep/biological rhythms in the female student's 

menstrual cycle 

女子学生の月経周期における QOL の変動と睡眠・生体リズムとの関連 

○元池育子 1,4 山仲勇二郎 2 松浦倫子 2 辛島彰洋 3 二口裕 太 4 Siwalee Choilek4, 中尾光

之 4 

1 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構  

2 北海道大学 大学院教育学研究院  

3 東北工業大学 電気電子工学科  

4 東北大学 情報科学研究科 

 



S2-4  Psycho-behavioral relations between rest/activity rhythms in spontaneous physical activity 

and depressive symptoms 

自発的身体活動の休息／活動リズムと抑うつ症状 

○中村亨 1 

1 大阪大学 基礎工学研究科 

 

S2-5  Effect of non-photic zeitgebers on circadian rhythm and sleep-wake cycle in humans  

非光同調因子がヒトの概日リズムと睡眠覚醒リズムに与える影響 

○山仲勇二郎 1,2 橋本聡子 3 本間あや 4 本間さと 2,3 本間研一 5 

1 北海道大 教育学研究院 生活健康学  

2 北海道大 脳科学研究教育センター  

3 北海道大 時間医学講座  

4 北海道大 医学院・医学研究院 耳鼻咽喉科  

5 北海道大 医学研究科名誉教授 

 

 

11:30 ~ 13:30   Zoom 

ポスター発表 

11:30-12:30 奇数番号 

12:30-13:30 偶数番号 

 

 

14:00 ~ 16:00   Zoom1 

シンポジウム 3 

『行動の脳科学とリズム制御』 

オーガナイザー・座長：清水貴美子（東大）、内匠透（神戸大） 

 

概要：生物が持つ体内時計機能は様々な生理現象を制御している。その中でも本シンポジウムでは、哺乳類

の様々な行動を制御する脳内メカニズムに焦点を当てる。嗅覚、触覚、情動、記憶など、これまであまり日

周リズムの観点から語られてこなかった行動や脳機能について、リズムという切り口から眺め、時計機能の

多様性と重要性を改めて考察したい。 

 

S3-1  Diurnal rhythm of spatial memory formation and its regulation by neurosteroids  

空間記憶形成の日周リズムとニューロステロイドによる制御 

○清水貴美子 1 前畑佳納子 1 Qiuyi Wang2 池野知子 1 衛澤峰 1 櫻井文香 1 Yue Pan2 高尾敏文 2 

深田吉孝 1  

1 東京大学 大学院理学系研究科生物科学専攻  

2 大阪大学蛋白質研究所機能発現プロテオミクス研究室 

 

  



S3-2  Regulation of memory retrieval by hippocampal circadian clock  

海馬生物時計による記憶想起制御 

○喜田 聡 1（Satoshi Kida） 

1 東京大学大学院農学生命科学研究科 

 

S3-3  English title: A novel stress resilient model with PER2 variant 

PER2 変異による新規レジリエンスモデル 

○今村聖路 1,2、早田（高野）敦子 3、山脇洋輔 4、内匠透 1,2,3,4 

1 神戸大学大学院医学研究科 

2 理化学研究所脳科学総合研究センター 

3 大阪バイオサイエンス研究所 

4 広島大学大学院医歯薬学総合研究科 

 

S3-4  Cellular and Molecular Mechanisms of Circadian Regulation in the Mouse Olfactory System 

○竹内俊祐 1 清水貴美子 1  深田吉孝 1 榎本和生 1,2 

1 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻  

2 東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構 

 

S3-5  The amygdalo-cortical circuit underlies enhancement of perceptual memory consolidation by 

emotional arousal  

○村山正宜 1  

1RIKEN CBS 

 

 

16:30 ~ 18:30   Zoom1 

シンポジウム 4 

『体と脳の機能的連関の多面的理解と時間生物学』 

オーガナイザー・座長：安尾しのぶ（九大）、大池秀明（農研機構） 

 

概要：中枢-末梢連関は様々な環境変化や栄養状態の変化にダイナミックに応答し、調和的な関係を再構

築することもあれば、連関が乱れて疾病に至る場合もある。時間生物学の視点は、リズミックな環境や

不適切な明暗周期、摂食リズムのミスアライメント下の生体応答など、脳と体の連関を表面化させる

様々な研究成果を生み出してきた｡さらに視点を切り替えれば、栄養学、運動学、脳腸連関、心理学など

人の生活と関わりの深い分野からも、脳神経機能と深く関わる代謝系や心理状態、生体リズムとの関連

性が示唆されてきた。本シンポジウムでは、時間生物学内外の研究紹介を通じて、体と脳の機能的連関

について多次元的に考えたい。 

 

S4-1  Relationship between feeding rhythm and brain function in mice 

摂食・体温リズムと脳機能との連関 

○大池秀明 1 

1 農研機構 食品研究部門 



 

S4-2  Chronically skipping breakfast impairs hippocampal memory-related gene expression and 

memory function accompanied by reduced wakefulness and body temperature in mice 

○大石勝隆 1,2,3,4 

1 産総研・食健康機能、 

2 東大・院・新領域 

3 東理大・院・理工 

4 筑波大・グローバル教育院 

 

S4-3  Feeding rhythm-induced metabo-physiological adaptation via peripheral-central linkage 

摂食リズムによる末梢―中枢連関作用と代謝生理学的適応 

○志内哲也 1  

1 徳島大学大学院医歯薬学研究部 統合生理学分野 

 

S4-4  Re-evaluate the physiological function of a dispensable amino acid L-serine: Lessons from 

human genetic deficiency and knockout mouse model 

可欠アミノ酸 L-セリンの生理機能をヒト遺伝性合成不全疾患と KO マウスモデルから捉え直す 

○古屋茂樹 1 

1 九州大学 農学研究院 生物機能デザイン研究室 

 

S4-5  Adaptive role of positive psychological state for stress and sleep 

ストレスや睡眠に対するポジティブな心理状態の適応的役割 

○岡村尚昌 1 三原健吾 1  

1 久留米大学 高次脳疾患研究所 

 

 

16:30 ~ 18:30   Zoom2 

シンポジウム 5 

『無脊椎動物がみせる様々な周期性とその形成メカニズム』 

オーガナイザー・座長：冨田 淳（名市大） 

 

概要：生物には概日リズムの他にも様々な時間スケールの周期性がみられる。昆虫を含む無脊椎動物は、

これらの非概日リズム研究においても優れたモデルであり、リズムをつくりだす機構の解明が進められ

ている。本シンポジウムでは、無脊椎動物がみせる多様な周期性の形成に関わる時計機構や環境要因に

ついての最新の知見を紹介する。また、それぞれのリズムがもつ意義についても議論したい。 

 

S5-1  The plasticity in behavioral circadian rhythms in honeybees 

ミツバチ集団内にみられる概日リズム可塑性 

○渕側太郎 （Taro FUCHIKAWA） 

大阪市立大学 大学院理学研究科 

 



 

S5-2  The mechanism of circatidal activity rhythm in the soldier crab group 

ミナミコメツキガニ集団の概潮汐活動リズム機構 

○森山徹 1 阿部哲也 1 榎本洸一郎 2 塩谷拓海 3 武方宏樹 3 竹村明洋 3 

1 信州大学  

2 滋賀県立大学  

3 琉球大学 

 

S5-3  Analysis of brain regions involved in circa'bi'dian rhythm in the large black chafer Holotrichia 

parallela  

オオクロコガネの概倍日リズムに関わる脳領域の解析 

○渡邊耕平 1 志賀向子 1 

1 大阪大学大学院 比較神経生物学研究室 

 

S5-4  Transcriptomic analysis before and after spawning in a scleractinian coral Acropora tenuis 

ウスエダミドリイシにおける産卵前後のトランスクリプトーム解析 

○武方宏樹 1 

1 琉球大学 戦略的研究プロジェクトセンター 

 

S5-5  Synchronous hatching in brood paratisism of the burying beetle Nicrophorus quadripunctatus 

ヨツボシモンシデムシの托卵に見られる孵化の同調 

丹伊田拓磨 1 ○西村知良 1 

1 日本大学生物資源科学部 

 

 

19:00 ~ 20:30   Zoom1 

特別講演＋座談会 

講演：柳沢正史（筑波大学） 

座長：粂 和彦 （名古屋市立大） 

 

  



 

<9 月 27 日（日）> 

 

9:00 ~ 10:00   Zoom1 

特別講演 

『Circadian Clock Genes, Cells and Networks』 

講演：Joseph S. Takahashi（UT Southwestern, USA） 

座長：粂 和彦 （名古屋市立大） 

 

 

10:30 ~ 12:30   Zoom1  

シンポジウム 6 

『予防医学としての時間生物学』 

オーガナイザー・座長：田原優（早大）、高江洲義和（杏林大） 

 

概要：肥満を例に挙げると、肥満は概日時計の変調を来す一方で、概日時計の乱れ（時差ボケ、時計遺伝子

の変異）は肥満・糖尿病の悪化をもたらす。似たような例は、老化、気分障害、神経変性疾患、慢性腎臓病な

どで見られる。つまり、疾患における概日時計の乱れは負の連鎖をもたらし、疾患の進行をさらに早めるこ

とから、概日時計を治療することは疾患の予防や改善に繋がる。健康科学として、規則正しい生活、食事、

運動などの重要性は一般にも浸透してきたように感じる。疾患患者に対しても同様の指導が入るが、その効

果の有無は検証されているのだろうか。また、概日時計を治療するような薬剤はどこまで開発が進んでいる

のだろうか。本シンポジウムでは、このような予防医学の観点から、健常者、疾患患者に対する概日時計の

基礎・応用研究知見の紹介、さらに動物実験による最新の研究知見を提供する。 

 

S6-1  Circadian clock disruption in mice with chronic kidney disease 

慢性腎臓病における概日時計変化 

○田原優 1、本橋弘章 1、柴田重信 1 

1 早稲田大学 理工学術院 

 

S6-2  A search for circadian rhythm modulators for circadian rhythm disruptions 

概日リズム障害の克服に向けた概日リズム調節化合物の探索 

○中根右介 1 T Katherine Tamai1 武田紗輔 1,2 渥美晴貴 1,2 角房直哉 1 佐藤綾人 1  

大川妙子 1,2 吉村崇 1,2 

1 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 

2 名古屋大学大学院生命農学研究科 

 

S6-3  Circadian Rhythm in Psychiatric Disorders 

精神疾患と概日リズム 

○高江洲義和 1 

1 杏林大学医学部精神神経科学教室 

 



S6-4  The underlying mechanism of development of the chemoresistance in oncogenic transformed 

circadian gene-defective cells 

○小柳 悟 1 松永直哉 1 大戸茂弘 1 

1 九州大学 薬学研究院 

 

S6-5  Mouse cohort study as the method of preventive medicine 

予防医学としてのマウスコホート研究 

○笹脇ゆふ 1 井之川仁 1 梅村康浩 1 小池宣也 1 土谷佳樹 1 八木田和弘 1 

1 京都府立医科大学大学院医学研究科 統合生理学教室部門 

 

 

10:30 ~ 12:30   Zoom2 

シンポジウム 7 

『植物の生殖と時間生物学』 

オーガナイザー・座長：井澤毅（東大）、佐竹暁子（九大） 

 

概要：植物は、一度地に根を張ると動けないにも関わらずなぜか世界中で繁茂している。同じ種でもかなり

広範囲に生息できるものが存在する。イネが光周性を失うことで、北海道でも栽培可能になったように、植

物は、地域ごとに異なる自然環境に適応するために、ゲノム自体が種内でも多様性をもち、異なる環境応答

を可能にしているのである。そこには、体内時計と関連が深い日長変化や気温変動の環境認識機構と生殖分

子機構の多様性が大きく貢献している。植物の繁殖プロセスには、光周性のような他個体との同調を促すし

くみだけでなく、オス（花粉）とメス（胚珠）の協調、性決定機構の分化等、さまざまな認識機構が存在す

る。近年、野外の変動環境下で適切な繁殖タイミングを決定するメカニズムや、オスとメスの出会いを触発

するメカニズムの解明や性決定遺伝子の同定が相次いでなされてきた。本シンポジウムでは、これらの最先

端の研究テーマを時間生物学分野の専門家と共有したい。 

 

S7-1  Analysis of environmental responses by time-series transcriptomics in the field and controlled 

environments 

野外と制御環境下の時系列トランスクリプトームからみる環境応答 

○永野惇 1（Atsushi J. Nagano, Ryukoku University） 

1 龍谷大学 農学部 

 

S7-2  Molecular evolutions for establishment and diversification of plant se 

植物における性の成立と多様化の分子進化 

○赤木剛士 1 

1 岡山大学 環境生命科学研究科 

 

  



S7-3  Countdown by male and female cells: time course in flowers 

花の中で流れている時間：雄と雌のカウントダウン 

○東山哲也 1,2 

1 名古屋大学 ITbM 

2 東京大学 理 

 

S7-4  The Evolution of Floral clock by comparing Hemerocallis citrina and H. fulva 

キスゲとハマカンゾウの比較から花時計の進化を探る 

○新田梢 1 三木望 2 村田晴紀 2 矢原徹一 3 

1 麻布大学 生命・環境科学部 環境科学科 

2 九州大学 システム生命科学府 生態科学研究室 

3 九州オープンユニバーシティ 

 

S7-5  Delayed fertilization facilitates diversity in flowering time  

開花時期の多様性を生み出す受精遅延 

○佐竹暁子 1 

1 九州大学 理学研究院生物科学部門 数理生物学研究室 

 

 

13:00 ~ 15:00   Zoom1  

シンポジウム 8 

『ヒト体内時計と睡眠覚醒リズム：振動システムからみた機能構造』 

オーガナイザー・座長：本間研一（札幌花園病院） 

 

概要：ヒト体内時計の特徴の１つに内的脱同調がある。これは、概日時計に支配される深部体温リズムと独

自の振動機構をもつ睡眠覚醒リズムが脱同調することで、多くはフリーラン条件下でみられるが、日常生活

でも観察される。この現象を説明する理論として従来から２振動体モデルと２プロセスモデルがあったが、

数年前２プロセスモデルは提案者により大幅に改定され、2 振動体モデルと本質的な差は無くなった。改定

理由の１つは、動物における内的脱同調のモデルとその解析である。しかし、内的脱同調が生じるメカニズ

ムについては依然として不明である。このシンポジウムでは、内的脱同調を示す２つの生体リズムに焦点を

当て、その機能構造を実験と理論から明らかにしていきたい。 

 

S8-1  Circadian pacemaker and overt rhythms in humans 

ヒト概日ペースメーカーと表現型リズム 

○本間研一 

北海道大学医学研究科名誉教授 

 

S8-2  Overall structure of oscillators in the center of the mammalian circadian clock 

哺乳類体内時計中枢振動子の全体構造 

○重吉康史 1 

1 近畿大学医学部解剖 



 

S8-3  多振動体ダイナミクスとしての睡眠覚醒リズム 

Sleep-Wake Rhythm as Multiple Oscillator Dynamics 

○中尾光之 1 森崎遥平 1 片山統裕 1  

1 東北大学情報科学研究科 

 

S8-4  Differences between forced desynchrony and free-running rhythm 

○北村真吾 1, 三島和夫 1,2,3 

1 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部 

2 秋田大学大学院医学系研究科医学専攻病態制御医学系精神科学講座 

3 筑波大学国際統合睡眠研究機構 

 

 

13:00 ~ 15:00   Zoom2 

シンポジウム 9 

『転写に依存しない概日リズム発振機構の可能性』 

オーガナイザー・座長：村中智明（鹿児島大）、大出晃士（東大） 

 

概要：15 年前、シアノバクテリア Kai タンパクのリン酸化リズムが精製タンパク質と ATP を用いて試験管

内で再構成できることが報告された。この報告は、シアノバクテリア以外の生物種についても、概日時計の

コア振動体は本当に転写翻訳フィードバックループなのか、という大きな問いを投げかけた。真核生物でも、

転写が生じない状況下での概日リズムの存在が報告されているが、この問いへの明確な答えは出ていない。

近年の技術革新により、リズム解析の規模と精度は大幅に向上し、分子的な解析対象もモデル生物に留まら

なくなってきた。本シンポジウムでは、様々な生物での知見を集めて、転写に依存しない発振機構の可能性

について本気で考える場を提供する。 

 

S9-1  Chronocode: molecular basis for mammalian circadian clock oscillation 

時を刻む時計タンパク質複合体の相互作用マップと翻訳後修飾コード 

○吉種光 1 深田吉孝 1 

1 東京大学 大学院理学系研究科 

 

S9-2  Possibilities of green algae in studies on the non-transcriptional circadian oscillator 

転写に依存しない概日振動体の研究における緑藻植物の可能性 

○松尾拓哉 1  

1 名古屋大学 遺伝子実験施設 

 

  



S9-3  Translation-independent circadian control of the cell cycle in a unicellular photosynthetic 

eukaryote  

単細胞紅藻シアニディオシゾンにおける細胞分裂制御リズムの翻訳非依存性 

○藤原 崇之 1,2,3 宮城島進也 1,2,3 

1 遺伝研・遺伝形質・共生細胞進化研究室  

2 JST・MIRAI  

3 総研大・生命科学・遺伝学 

 

S9-4  Functional and Structural Switch of Clock Protein KaiC Drives Cyanobacterial Circadian Clock 

シアノバクテリア概日時計を駆動する時計タンパク質 KaiC の動作転換メカニズム 

○古池美彦 1,2 向山厚 1,2 山下栄樹 3 近藤孝男 4 秋山修志 1,2 

1 分子科学研究所 協奏分子システム研究センター 

2 総合研究大学院大学 

3 大阪大学 蛋白質研究所 

4 名古屋大学大学院 理学研究科 

 

S9-5  How clock works in the cold world? 

冷たい世界で時を刻むものは何か 

○村中智明 1 本庄三恵 2 川越哲博 2 永野惇 3 工藤洋 2 

1 鹿児島大学 農学部  

2 京都大学 生態学研究センター  

3 龍谷大学農学部 

 

 

15:20 ~ 17:20   Zoom1 

総会、受賞者講演、閉会式、ポスター賞受賞式 

 

第 18 回（2020 年度）日本時間生物学会奨励賞受賞者 

【基礎科学部門】 

 大出 晃士 

 東京大学大学院医学系研究科 機能生物学専攻 システムズ薬理学教室 

 『多重リン酸化を基盤とした時間情報制御』 

 

【臨床・社会部門】 

 江崎 悠一 

 桶狭間病院藤田こころケアセンター、藤田医科大学医学部精神神経科学講座 

 『日常生活における光曝露環境と双極性障害の病状との関連』 

 

  



 

ポスター発表（★番号は優秀ポスター賞エントリー演題） 

 

9 月 25 日から 9 月 30 日まで  オンライン上でポスター公開 

9 月 26 日 11:30-13:30  個別の Zoom 会議にて討論 

（11:30-12:30 奇数番号 12:30-13:30 偶数番号） 

 

★P01  Circatidal rhythm and its entraining agent in a tidal reach population of the freshwater snail, 

Semisulcospira reiniana 

チリメンカワニナの感潮域進出に伴う概潮汐リズムの獲得と同調因子の探索 

○横溝 匠 1 高橋佑磨 2 

1 千葉大学大学院融合理工学府先進理化学専攻生物学コース  

2 千葉大学大学院理学研究院生物学研究部門 

 

★P02  Clock and sleep in a cnidarian, Hydra. 

刺胞動物ヒドラの時計と睡眠 

○金谷啓之 1, Sungeon Park2, Ji-hyung Kim2, 楠見淳子 3, Sofian Krenenou4, 猿渡悦子 5,  

佐藤文 5, Jongbin Lee2, Hyunwoo Bang2, 小早川義尚 5, Chunghun Lim2, 伊藤太一 5 

1 東京大学大学院 医学系研究科 システムズ薬理学教室 

2 School of Life Sciences, Ulsan National Institute of Science and Technology 

3 九州大学大学院 比較社会文化研究院 環境変動部門 

4 AgroParisTech 

5 九州大学 基幹教育院 

 

★P03  The functional analysis of period gene on the body size of Asian cricket Teleogryllus occipitalis 

toward mass-production and breeding 

タイワンエンマコオロギの大量生産および品種化に向けた時計遺伝子 period の個体成長における

機能解析 

○早川翔大 1 鈴木丈詞 2 朝日透 1 

1 早稲田大学 朝日研究室  

2 東京農工大学 大学院 BASE 

 

★P04  Studies on rhythmic self-motion in planarians 

プラナリアの周期性自発運動の解析 

○楢橋真理環 1,3 阿形清和 1,2 井上武 1,3 

1 学習院大・院自然科学・生命科学  

2 基礎生物学研究所 

3 鳥取大・医学部 

 

  



P05  Identification of amino acids affecting sleep in Drosophila 

ショウジョウバエの睡眠に影響を与えるアミノ酸の同定 

○中川寛之、中根伸、冨田淳、粂和彦 

名古屋市立大学大学院 薬学研究科 神経薬理学分野 

 

P06  Analysis of Species-Specific Environmental Trigger of Reproduction Using Long-Term Phenology 

Data in Peninsular Malaysia 

長期群集フェノロジーデータを用いた半島マレーシアにおける植物の開花・結実の解析 

○山口香春 1 森本彩夏 2 保坂哲朗 3 沼田真也 2 佐竹暁子 4 

1 九州大学システム生命科学府 数理生物学研究室  

2 東京都立大学観光科学  

3 広島大学先進理工系科学  

4 九州大学大学院理学研究院 

 

★P07  Does synchronization improve precision of biological oscillations?  

どのような同期が時計を正確にするか 

○森史 1,2 伊藤浩史 1,2 

1 九州大学芸術工学研究院  

2 九州大学数理データサイエンスセンター 

 

★P08  An image recognition-based deep learning algorithm for sleep stage classification  

○高天翔 1 冨田 淳 1 粂和彦 1 

1 名古屋市立大学 薬学研究科 神経薬理学分野 

 

P09  Roles of BMAL1 in the regulation of adipocytes functions 

時計遺伝子 BMAL1 による脂肪細胞の機能調節 

石井宏剛 1、保科英樹 1、 和田 平 1、○榛葉繁紀 1 

1 日本大学薬学部 

 

P10  Response to Periodic Light Exposure of Chromatophore in Uroteuthis Edulis Under Low 

Temperature 

ケンサキイカ色素胞ウルトラディアンリズムの低温下での光刺激への同調 

楠 諒彦 1 ○上妻多紀子 2 伊藤浩史 2 

1 九州大学芸術工学府  

2 九州大学芸術工学研究院 

 

  



P11  RNA-seq transcriptome analysis identifies key regulatory genes in growth cessation and dormancy 

induced by short-day photoperiod in Lemna turionifera 

キタグニコウキクサにおける休眠誘導時の RNA-seq 発現解析による光周期依存性休眠制御因子の

探索 

○伊藤照悟 1 小山時隆 1 

1 京都大学大学院 理学研究科 生物科学専攻 植物学教室 形態統御学分科 

 

P12  Large-scale survey on sleep habits and lifestyles of high school students in Kyoto Prefecture 

○井之川仁 1 笹脇ゆふ 1 小池宣也 1 土谷佳樹 1 梅村康浩 1 八木田和弘,1  

1 京都府立医科大学 統合生理学教室 

 

★P13  The impact of eating habits on sleep quality and daytime sleepiness among high-school 

students 

○笹脇ゆふ 1 井之川仁 1 青井渉 2 八木田和弘 1 

1 京都府立医科大学大学院医学研究科 統合生理学部門 

2 京都府立大学大学院  生命環境科学研究科 栄養科学 

 

★P14  Sleep and mental health under self-isolation for COVID-19: 

新型コロナによる外出自粛下における睡眠とメンタルヘルス 

○角幸頼 1 角谷寛 2 乳原彩香 2, 3, 4 伊藤一樹 2, 5 松田有史 2 宮本都和 1 松尾雅博 1 

1 滋賀医科大学 精神医学講座 

2 滋賀医科大学 睡眠行動医学講座 

3 同志社大学大学院 心理学研究科 

4 日本学術振興会特別研究員   

5 滋賀医科大学 麻酔学講座 

 

★P15  Influence of remote working on sleep during COVID-19 pandemic 

COVID-19 パンデミック期においてリモートワークが睡眠に及ぼす影響 

○水光貴彦 1 岩井崇郎 1 青野恵 1 古賀良彦 2 

1 ライオン株式会社 研究開発本部  

2 杏林大学 医学部 

 

P16  The use of a sheet-shaped body vibrometer for sleep monitoring and home-visit support for elderly 

individuals living alone 

シート型体振動計を用いた一人暮らし高齢者の睡眠の見守りと訪問支援の検討 

○久保田富夫 1 林 裕栄 2 武田美津代 2 新村洋未 2 畔上光代 2 滑川道人 3 三塩 操 4 

1 埼玉県立大学 作業療法学科  

2 埼玉県立大学 看護学科  

3 埼玉県立大学 共通教育科  

4 埼玉県看護協会立訪問看護ステーション西大宮 

 



★P17  Usefulness of Breakfast Proteins by Cluster and Logistic Regression Analysis in Questionnaire 

of School children in Minatoku. 

港区小中学生におけるクラスター分析及びロジスティック回帰分析による朝食タンパク質の有用

性 

〇渡部彩人 1、佐々木裕之 1、柴田重信 1 

1 早稲田大学 先進理工学研究科  電気・情報生命専攻 薬理学研究室 

 

P18  Effects of using mattress with temperature control system on sleep and body temperature 

温度制御機構付き敷き寝具の睡眠と体温などへの影響 

○武藤貴雄 1 粂和彦 2 宮崎正己 3 

1 株式会社 MTG  

2 名古屋市立大学 薬学研究科神経薬理学分野  

3 早稲田大学 人間科学部 

 

★P19  Screen time duration or timing? Exploring the relationship between screen time and obesity, 

physical activity, dry eyes, and learning ability in elementary school children.  

小学生におけるスクリーンタイムの長さ及びタイミングと肥満、身体活動、目の乾き、学習能力と

の関連 

○峯下由衣 1 金鉉基¹ 神藤貴江¹ 千々木華子¹ 難波拓哉¹ 尾根田諭¹ 古橋捷太¹ 桑原麻衣¹ 諏訪

間杏¹ 勢能あゆみ² 柴田重信¹ 

1 早稲田大学 先進理工 電気・情報生命工 薬理学研究室  

2 東京都港区教育委員会 

 

★P20  Greater Exposure to Short-Wavelength Light at Night in Elderly Individuals with Nocturia: 

The HEIJO-KYO Cohort 

夜間排尿回数と夜間光曝露との関連：平城京スタディ 

○三井勝裕 1,2 佐伯圭吾 1 刀根庸浩 3 鈴木信二 4 高宮祥一 5 田井義彬 1 山上優紀 1 大林賢史 1 

1 奈良県立医科大学 疫学・予防医学講座  

2 京セラ㈱  

3 ㈱タカトリ  

4 ウシオ電機㈱ 5㈱ダイセキ 

 

P21  Sleep habits and sleep debts related with stress of child rearing among parents of infants aged 2-

6y 

幼児の保護者の育児ストレスと睡眠習慣、睡眠負債 

○竹内日登美 1 原田哲夫 1 川俣美砂子 1 中出美代 2  

1 高知大学 教育学部  

2 東海学園大学 

 

  



★P22  Chrono-nutritional analysis using an AI-based meal recording phone application 

AI 食事管理アプリ利用者データを用いたダイエット効果の時間栄養学的解析 

○牧野真之 1、 田原優 1 、竹松遼人 1 、伊藤章人 1 、神藤貴江 1 、Farnaz Roshanmhr 1、ヤン

ヤン 1、阿部菜々子 2、道江美貴子 2、柴田重信 1 

1 早稲田大学、先進理工、生理・薬理学研究室  

2 株式会社 asken 

 

★P23  Study on circadian rhythm characteristics in human iPS cells 

ヒト iPS 細胞の概日リズム特性に関する研究 

○金子瞳 1 貝塚拓 1,2 富澤一仁 1 

1 熊本大学大学院 生命科学研究部 分子生理学講座  

2 国際医療福祉大学 福岡薬学部 薬学科 

 

★P24  Noninvasive method for assessing the human biological rhythm using skin surface lipid RNA 

皮脂を用いた非侵襲的生体リズム解析技術 

○上田優衣 1 , 井上高良 1, 上原裕也 1, 太田宣康 1, 村瀬孝利 1 

1 花王株式会社 生物科学研究所 

 

★P25  Continuous evaluation of circadian heart rate rhythm using the two-weeks Holter ECG 

monitoring device in normal volunteers  

二週間ホルター心電図を用いた心拍日内変動の連続評価 

○丹智絵子 1 久保田渚 1 塩谷英之 1 

1 神戸大学大学院保健学研究科 

 

★P26  Bayesian estimation for circadian phase and sleep-related parameter using actigraphy data 

○Hiroki Takeuchi1 Akifumi Kishi1 Marina Hirose2 Toru Nakamura3 Tsuyoshi Kitajima2  

Yoshiharu Yamamoto1 

1 Graduate School of Education, The University of Tokyo 

2 Department of Psychiatry, Fujita Health University School of Medicine 

3 Graduate School of Engineering Science, Osaka University 

 

★P27  Role of N-glycosylation of GPR176: A potential link between N-glycosylation and human 

chronotype 

○Shumpei Nakagawa, Masao Doi 

Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyoto University 

 

  



★P28  A study on relationship between social jetlag and the crystalline lens opacification in school-age 

children 

小学生における Social Jetlag と水晶体の混濁度との関連性に関する検討 

○江藤太亮 1,2 永田浩太郎 1 大橋路弘 1,2 樋口重和 3 

1 九州大学大学院統合新領域学府 

2 日本学術振興会特別研究員 DC  

3 九州大学大学院芸術工学研究院 

 

★P29  The effects of daytime light exposure on urinary product circadian rhythm in healthy young 

men 

日中の光曝露が健康な若年男性の尿生成概日リズムに及ぼす影響 

○中本五鈴 1 初治沙矢香 1 大片凜 2 遠藤久義 2 遠山世菜 2 新田莉菜 2 橋本さや 2 脇本純子 3 橋本

誠司 3 西山有紀子 3 根来宏光 4 若村智子 1 

1 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻  

2 京都大学医学部人間健康科学科  

3 京都大学医学部附属病院検査部  

4 筑波大学医学医療系腎泌尿器外科 

 

★P30  Analysis of the circadian period and phase synchronization based on waveform 

波形情報に基づく体内時計の周期と同期の解析 

○儀保伸吾 1 黒澤元 1 

1 理化学研究所 数理創造プログラム(iTHEMS) 

 

P31  Complementary phase responses by functional differentiation of mammalian Period genes 

哺乳類 Period 遺伝子の機能分化による相補的な位相応答 

○瓜生 耕一郎 1 程 肇 1 

1 金沢大学 理工研究域 生命理工学系 

 

P32  Effect of protein turnover rate on circadian rhythm of cyanobacteria 

シアノバクテリアにおけるタンパク質の代謝速度の概日リズムへの影響 

○今井圭子 1  金子健陽 2  伊藤浩史 2  

1 関西医科大学 生物学      

2 九州大学 芸術工学研究院   

 

P33  Disappearance of Plant Circadian Rhythm of Plants under Low Temperature 

低温による植物の概日リズムの消失 

○澤田悠輝 1 上妻多紀子 2 伊藤浩史 2 

1 九州大学芸術工学府  

2 九州大学芸術工学研究院 

 



P34  Examination of Optimal Light-dark Cycle Waveform to Increase the Amplitude of Circadian 

Rhythm in Arabidopsis thaliana 

シロイヌナズナにおける概日時計の振幅を増大させる最適な明暗サイクル波形の検討 

○香河悠也 1 増田亘作 1 山田竜也 1 福田弘和 1 

1 大阪府立大学大学院 バイオ生産システム工学研究室 

 

★P35  Dependency of temperature/light conditions on the circadian rhythmicity in duckweed plants 

(Wolffiella)  

ウキクサ植物 Wolffiella 属の概日リズムにおける温度/光条件の依存性 

○磯田珠奈子 1 小山時隆 1  

1 京都大学大学院理学研究科 

 

★P36  Uncoupled circadian rhythms in individual cells observed in Lemna minor 

ウキクサにみられる細胞内非連結性概日リズムの解析 

○渡邊絵美理 1 伊藤照悟 1 小山時隆 1 

1 京都大学大学院 理学研究科 

 

★P37  Observation of circadian rhythms of individual cyanobacteria under low temperature 

低温におけるシアノバクテリア 1 細胞の概日リズムの観察 

○丸山陽菜子 1 Irina Mihalcescu 2 伊藤浩史 3 

1 九州大学芸術工学府  

2 Université Grenoble Alpes  

3 九州大学芸術工学研究院 

 

★P38  Organ-to-organ coupling via nutrient transport stabilizes circadian period 

栄養素を介した器官間カップリングによる概日周期の安定化の仕組み 

○上本恭平 1,2 国本有美 2 荒木崇 1 遠藤求 2 

1 京都大 生命科学  

2 奈良先端大 バイオサイエンス 

 

★P39  Analysis of the cellular basis of temperature compensation by using the isolated cells of 

Arabidopsis 

シロイヌナズナの単離細胞を用いた温度補償性の細胞基盤の解析 

○中村駿志 1 小山時隆 1 

1 京都大学大学院 理学研究科 植物学教室 

 

★P40  3D transcriptome technology in plant 

植物における 3D single cell トランスクリプトーム技術の開発 

○内川大雅 1 Leng Yu1 久保田茜 1 遠藤求 1 

1 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス領域 植物生理学 

 



★P41  Effect of the phase difference between the diurnal light and temperature cycles on plant growth 

光と温度の日周サイクルにおける位相差が植物の生育へ与える影響 

○山田竜也 1 増田亘作 1,2 香河悠也 1 福田弘和 1 

1 大阪府立大学大学院 バイオ生産システム工学研究室  

2 日本学術振興会特別研究員 

 

P42  Measurement of nonuniform phase response of circadian rhythm on the leaf of Arabidopsis 

thaliana 

シロイヌナズナの葉における概日リズムの不均一な位相応答の計測 

○田中綸 1 増田亘作 1,2 福田弘和 1 

1 大阪府立大学大学院 バイオ生産システム工学研究室  

2 日本学術振興会特別研究員 

 

★P43  Regulation of seasonal sensing mechanism via circadian clocks 

概日時計を介した植物の季節認識機構の制御 

○廣畑 敦洋 1 山蔦祐太 1 小河香織 2 久保田茜 1 鈴木孝征 3 遠藤求 1 

1 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 

2 京都大学大学院 生命科学研究科 

3 中部大学大学院 応用生物学研究科 

 

★P44  Interspecies comparison of the timing of synchronous spawning–Spawning days regulated by 

the circadian clock and lunar cue 

一斉産卵タイミングの種間比較-概日時計と月齢により制御される産卵日 

○幸元秀行 1, 林哲宏 2, 野澤洋耕 2, 佐竹暁子 3 

1 九州大学 理学部生物学科 数理生物学研究室 

2 中央研究院生物多様性研究中心 

3 九州大学院 理学研究院 

 

★P45  Sleep-like state in the Madeira cockroach, Rhyparobia maderae 

マデラゴキブリの睡眠類似状態 

○髙橋直大 1 鈴木丈詞 1 

1 東京農工大学大学院生物システム応用科学府鈴木研究室 

 

★P46  Circadian eclosion rhythm of the onion fly reacts to changes in humidity 

タマネギバエの概日羽化リズムは「湿度（しつど）」の変化に反応する 

○宮崎洋祐 1 黒木出 2 田中一裕 3 渡康彦 2 

1 芦屋大学 経営教育学部  

2 芦屋大学 臨床教育学部  

3 宮城学院女子大学 一般教育部 

 

  



★P47  A novel sleep regulatory pathway in central complex of Drosophila 

ショウジョウバエの中心複合体における新規睡眠経路 

○加藤善章 1 冨田淳 1 粂和彦 1 

1 名古屋市立大学 大学院薬学研究科 神経薬理学分野 

 

P48  Functional analysis of Drosophila Sik3, a homologue of mouse Sleepy1 

ショウジョウバエ Sik3 による睡眠量調節機構の解析 

○小林里帆 1 中川寛之 1 羽鳥聖七 2 鈴木博子 1 山口翔 1 中根伸 1 冨田淳 1 船戸弘正 2 柳沢正

史 2 粂和彦 1 

1 名古屋市立大学 大学院薬学研究科 神経薬理学 

2 筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 

 

P49  The circadian rhythm of plasma progesterone concentration under constant lights in Japanese 

black cows 

恒明条件下における黒毛和種繁殖牛の血漿プロジェステロン濃度のサーカディアンリズム 

○大塚剛司 1、三ツ石裕貴 2、大西裕貴 3、八代田真人 1, 4 

1 岐阜大学応用生物科学部  

2 岐阜大学大学院連合農学研究科  

3 岐阜大学大学院自然科学技術研究科  

4 岐阜大学家畜衛生地域連携教育研究センターGeFAH 

 

P50  Effects of the isolation of suprachiasmatic nucleus on the rhythms of fecal corticosterone in mice 

視交叉上核隔離がマウス糞中コルチコステロンリズムに与える影響 

○宮﨑翔太 1, 2、中村渉 3、中村孝博 2 

1 明治大学大学院農学研究科生命科学専攻 

2 明治大学農学部動物生理学研究室 

3 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科加齢口腔生理学分野 

 

★P51  Gastrin-releasing Peptide Neurons in the Suprachiasmatic Nucleus play an Essential Role in 

Behavioral Circadian Rhythm 

視交叉上核ガストリン放出ペプチド産生ニューロンのサーカディアンリズム形成における役割 

○李若詩 1,2 井上蘭 3 森寿 3 平野有沙 2,4 櫻井武 2,4  

1 筑波大学人間総合科学研究群 

2 筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 

3 富山大学大学院医学薬学研究部 

4 筑波大学医学医療系 

 

  



★P52  Interrelationship of milli-second dynamics and circadian rhythms of intracellular calcium in 

the suprachiasmatic nucleus neurons. 

○織田善晃 1 榎木亮介 2,3 本間研一 4 本間さと 5 

1 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 加齢口腔生理学分野  

2 自然科学研究機構 生命創成探究センター バイオフォトニクス研究グループ  

3 自然科学研究機構 生理学研究所 バイオフォトニクス研究部門  

4 北海道大学医学研究科  

5 札幌花園病院 睡眠医療センター 

 

★P53  Anesthetic effects on various clocks in the rat brain 

ラット脳内の時計群に対する麻酔薬の影響 

○山口剛史１、浜田俊幸２、飯島典生１ 

1 国際医療福祉大学・基礎医学研究センター 

2 国際医療福祉大学・薬学部 

 

★P54  Roles of GABA in suprachiasmatic AVP Neurons on Female Reproductive Functions 

雌性生殖機能における AVP ニューロンの GABA の役割 

○陳 佳旭 1* 杉山 瑞輝 1 三枝 理博 2 中村 孝博 1 

1 明治大学農学部動物生理学研究室  

2 金沢大学医薬保健研究域医学系 統合神経生理学 

 

P55  Long-day condition stabilizes the estrous cycling of mice 

長日条件がマウスの性周期を安定させる 

○中村 孝博 1、坂詰 小百合 1、中村 渉 2 

1 明治大学農学部動物生理学研究室 

2 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科加齢口腔生理学分野 

 

P56  VIP-induced phase shift of C6 cells stably transfected with VPAC2 

○中嶋正人 1 重吉康史 1 

1 近畿大学医学部解剖学教室 

 

★P57  Effect of exercise timing on mouse intestinal microbiota and investigation of mechanism 

運動タイミングがマウス腸内細菌叢に与える影響とそのメカニズム解明 

○佐々木裕之 1 呂怡錦 1 市川なつみ 1 渡部彩人 1 付韻嫻 1 林克樹 1 今村桃子 1 柴田重信 1 

1 早稲田大学 先進理工学部 電気・情報生命工学科 

 

P58  An analysis of diurnal variation in pain sensitivity in trigeminal areas using an animal model of 

acute and persistent pain 

急性持続性疼痛の動物モデルを用いた三叉神経支配領域における痛みの日内変動の解析 

○新納彩子¹、大野幸¹、青山歌奈絵¹、杉村光隆¹ 

1 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔全身管理学分野 



 

★P59  The effect of cold exposure and its timing on gut microbiota of mice 

冷温曝露とそのタイミングがマウスの腸内細菌叢に与える影響 

○市川なつみ 1、佐々木 裕之 1、渡邉 文 1、呂 怡錦 1、中山 由紀 1、渡部彩人 1、今村桃子

1、林克樹 1、柴田 重信 1 

１早稲田大学、先進理工、生理・薬理学研究室 

 

P60  cAMP response element induces Per1 in vivo 

生体において cAMP 反応エレメント（CRE）が Per1 の光誘導を生起する 

○池上啓介 1,# 中嶋正人 1 南陽一 1 長野護 1 増渕悟 2 重吉康史 1 

1 近畿大学医学部 解剖学教室  

2 愛知医科大学医学部 生理学講座 #現所属 愛知医科大学医学部 生理学講座 

 

★P61  Effects of disturbed light-dark cycles and weekly environmental enrichment on middle-aged 

mice  

明暗周期の乱れや週サイクルの環境エンリッチメントが中高齢マウスに及ぼす影響 

○福島早記 1、Dan Yang1、谷口栄望 1、服部歩実 1、宮﨑裕子 2、間地大輔 2、古瀬充宏 1、安尾

しのぶ 1 

1 九州大学大学院農学研究院 代謝・行動制御学  

2 再春館製薬所 

 

★P62  Effects of irregular lifestyle on the mouse circadian clock and immune function 

不規則な生活がマウスの概日時計と免疫機能に及ぼす影響 

○伊藤章人 1 、田原優 1 、竹松遼人 1 、神藤貴江 1 、滝澤美紅 1 、柴田重信 1 

1 早稲田大学、先進理工、生理・薬理学研究室  

 

P63  Study of the winter depression model animal in consideration of a climate condition 

気候条件を考慮した冬季うつ病モデルマウスの作製 

○浦辺遥菜 1, 友成真理 2,3, 藤秀人 2 

1 富山大学薬学部医療薬学研究室、  

2 富山大学学術研究部薬学・和漢系医療薬学研究室、 

3 特定非営利活動法人とやまコミュメデ・ラボ 

 

★P64  Food anticipatory activity in Secretin receptor-deficient mice 

セクレチン受容体欠損マウスにおける給餌予知活動 

○杉山瑞輝 1, 2、西島維知子 3、中村渉 4、中村孝博 2 

1 明治大学大学院 農学研究科 博士前期課程 

2 明治大学 農学部 動物生理学研究室 

3 東北大学 脳科学センター 東北メディカル・メガバンク機構 

4 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 加齢口腔生理学分野 

 



★P65  Castration alters the circadian clock and the expression of Ucp1 in subcutaneous white adipose 

tissue of mice  

去勢処理が白色脂肪細胞の時計遺伝子と Ucp1 の発現リズムに与える影響 

○大西裕貴 1 鈴木茉央 2 丸澤茉実 2 大塚剛司 2 

1 岐阜大学大学院自然科学技術研究科 

2 岐阜大学応用生物科学部 

 

★P66  A molecular basis for disruption of circadian rhythm during aging  

加齢に伴う概日リズムの破綻と老化の分子的連関 

○川上聖司 1 吉種光 1 深田吉孝 1 

1 東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 

 

★P67  Effects of time-restricted feeding on the mitochondrial DNA mutator mice (POLG) 

早老症モデル（POLG）マウスに対する時間栄養学の効果検討 

○李楠 1、大池 秀明 2、田原 優 1、柴田 重信 1 

1 早稲田大学 先進理工 生理・薬理学研究室 

2 農研機構 食品研究部門 食品健康機能研究領域 

 

★P68  Cryptochrome affects angiogenesis in reparative ischemic tissue 

○都築一仁 1 清水優樹 1 浦鐘月 1 鈴木淳也 1 藤堂 剛 2 室原豊明 1 

1 名古屋大学大学院医学系研究 循環器内科   

2 大阪大学大学院医学系研究科 ゲノム生物講座・放射線基礎医学教室 

 

★P69  Impact of circadian rhythm disruption on angiogenesis in mice model 

サーカディアンリズム障害がもたらす血管新生への影響 

○清水 優樹 1、都築 一仁 1、室原 豊明 1 

1 名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学 

 

P70  Physiological roles of rhythmic transcription of Bmal1 in the mammalian circadian clock 

哺乳類概日時計における Bmal1 のリズミックな転写制御の生理的意義 

○阿部泰子 1 吉種光 1 古戎道典 2 饗場篤 2 深田吉孝 1 

1 東京大学大学院理学系研究科  

2 東京大学大学院医学系研究科 

 

P71  Acute BMAL1:CLOCK responses trigger various environments /stresses -triggered cellular clock 

synchronization  

環境ストレス適応の基盤となる細胞時計同期を導く BMAL1:CLOCK の初期応答 

○田丸輝也 1、吉種光 2、河村玄気 3、小澤岳昌 3、深田吉孝 2 

1 東邦大学医学部生理学講座細胞生理学分野、 

2 東京大学大学院・理学系研究科生物科学専攻、 

3 東京大学大学院・理学系研究科化学専攻 



 

P72  Modulation of cellular circadian clocks by triterpenes. 

○鈴木 千尋 1,2 福光 聡 1 大池 秀明 2  

1 日本製粉㈱ 中央研究所 イノベーションセンター 

2 農研機構 食品研究部門 食品健康機能研究領域 

 

★P73  Interaction effect of regular and irregular stimulation cycles of dexamethasone and insulin on 

circadian clock in NIH3T3 cells 

○Dan Yang1, Hideaki Oike2, Mitsuhiro Furuse1, Shinobu Yasuo1 

1 Laboratory of Regulation in Metabolism and Behavior, Kyushu University;  

2 Food Research Institute, National Agriculture and Food Research Organization 

 

P74  Expression of clock genes in the trigeminal ganglion 

三叉神経節における時計遺伝子の発現 

○青山歌奈絵 1 大野幸１ 新納彩子 1 杉村光隆１ 

1 鹿児島大学医歯学総合研究科歯科麻酔全身管理学分野 

 

★P75  The phase-shift function of melanopsin in circadian rhytms is regulated by DNA aptamer 

DNA アプタマーを用いたメラノプシン操作による概日リズムの位相シフト制御 

○中澤和雄 1 菊池洋 2 中島芳浩 3 沼野利佳 1 

1 豊橋技術科学大学 環境生命工学専攻  

2 早稲田大学大学院 先進理工学研究科  

3 産業総合研究所 健康工学研究部門 

 

★P76  Brown adipocyte-specific knockout of Bmal1 has a significant effect on thermogenesis in mice 

○Nazmul Hasan1 Naoto Nagata1 Jun-ichi Morishige1 Md Tarikul Islam2 Michihiro Mieda2 

Tsuguhito Ota3 Shigeki Shimba4 Akio Fujimura5 Hitoshi Ando1 

1 Department of Cellular and Molecular Function Analysis,  

2 Department of Integrative Neurophysiology, Kanazawa University Graduate School of 

Medical Sciences 

3 Fukui-ken Saiseikai Hospital 

4 Department of Health Science, School of Pharmacy, Nihon University 

5 Department of Pharmacology, Jichi Medical University 

 

  



P77  The effects of Polygalae Radix on clock gene expression rhythm and free-running period 

生薬の 1 つである遠志が時計遺伝子発現リズム及び行動リズムに与える影響に関する検証 

○原口敦嗣 1 斉藤恵祐 1 田原優 1 柴田重信 1 

1 早稲田大学 先進理工 電生 生理薬理学研究室 

 

★P78  Circadian timing-dependent muscle stem cell differentiation and muscle regeneration 

サーカディアンリズムによる骨格筋幹細胞分化と筋再生制御 

○Atsushi Asakura1, Nobuko Katoku-Kikyo1, Ellen Paatela1, Daniel L. Houtz1, Britney 

Lee1, Dane Munson, Xuerui Wang, Mohammed Hussein1, Jasmeet Bhatia1, Seunghyun Lim1, 

Ce Yuan1, Yoko Asakura1, Nobuaki Kikyo1 

1 Stem Cell Institute, University of Minnesota Medical School 

 


