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第 26 回日本時間生物学会学術大会の  

 

 

第 26 回日本時間生物学会学術大会を 2019 年 10 月 12 日（土）～13 日（日）の 2 日間、金沢市

文化ホール会議 で開 させていただくことになりました。 
近年、体内時計の研究は基礎、応用の多方面に渡り、加速度的に進展・拡張を続けています。そ

こで本大会では、「時間生物学の新潮流 Neo-chronobiology」と題し、数理から分子、個体、医療、

社会環境、産業応用まで多岐にわたる分野の最先端研究を発表・討論していただく場にしたいと考

えています。特別講 には、ヒトマイクロバイオーム（常在微生物叢）のご研究で世界的に著名な

早稲田大学・服部正平教授と、概日リズム研究の第一人者で米国時間生物学会（SRBR）の president
でもあるワシントン大学・Erik Herzog 教授をお きしています。また、体内時計の分子機構から

個体の生理、時間医学、産業応用まで、意 的かつ 力的なシンポジウム セッション、ポスター

発表者全員が参加するデータブリッツを企画しています。前日の 10 月 11 日（金）には関連集会と

して、「概日時計の数理: 基礎となる考え方とその展開型」と題した時間生物学トレーニングコース

（企画：瓜生耕一郎）を開 します。 
 伝統と現代が程良くブレンドされ、落ち着いた 囲気で、美味しい食べ物とお酒が楽しめる金沢

に 様をお迎えするのを大変楽しみにしております。加賀 の時代から学問の盛んなこの地より、

時間生物学のさらなる可能性・発展の方向性を発信できたらと思っております。 
 最後になりましたが、本学術大会開 に際し、主 の日本時間生物学会、特別講 ・シンポジウ

ム共 の新学術領域「宇宙に生きる」「オシロロジー」、ご協 いただいた企業および団体、またご

講 いただく先生方、ご参加・ご発表いただく 様、大会の準備に携わっていただいたプログラム

委員、大会準備員とその研究室メンバーの 様方のご協力に対し、大会長として心から感謝 し上

げます。 
 

第 26 回日本時間生物学会学術大会 
大会長 三枝 理博 

金沢大学医薬保健研究域医学系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時間生物学　Vol .  25,  No.  2 ( 2019)  
136



会場 の  

 

 金沢市文化ホール（会議棟） 

920-0864 金沢市  （http://www.bunka-h.gr.jp/） 

 

 JR 金沢 の （ ー ～ ） 

金沢 （ ー ル） ～ の  

の 金沢 回 ルー  

ホ ー ー （TEL 076-237-5115）  

のホー ー （http://www.hokutetsu.co.jp/）  

 

 の （ ～ ） 

大会会場  

金沢 の  

の のホー ー  

 

 の  

の 場 の 会場 の 場  

時 場 の  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場 金沢市文化ホール（会議棟） 

会 金沢 ー ホ ル 金 （ F） 

（ ） 

金沢  

金沢  

時間生物学　Vol .  25,  No.  2 ( 2019) 
137



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間生物学　Vol .  25,  No.  2 ( 2019)  
138



会場  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間生物学　Vol .  25,  No.  2 ( 2019) 
139



大会の  

 

1. 大会 の   

 

 

 大会 月 日（土） 日（日） 会議棟 F  
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 場 金沢市文化ホール（会議棟） 第 会議 （ F） 

 

時間生物学 会議 
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第 26 回 日本時間生物学会学術大会 

 

 

 

 





開場 （受付開始） 開場 （受付開始）

１３日（日）
ポスター撤収

１２日（土）
ポスター展示

大集会室 (2F) 大会議室 (3F) 大集会室 (2F) 大会議室 (3F)

ポスター

展示ギャラリー
多目的ルーム 他

講演

両日１０月１２日（土） １０月１３日（日）

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

9:00 - 11:30
シンポジウム２
生物の多様な
集団発振現象

（榎木亮介・郡 宏）

17:40 - 18:40
特別講演１
服部正平

（早稲田大）

9:00 - 11:30
シンポジウム１

体内時計と
心の健康

（内山 真・栗山健一）

15:00 - 17:30
シンポジウム４
生物時計の発振と
同調機構にみられる

共通性と多様性
（程 肇・平山 順）

15:00 - 17:30
シンポジウム３

時間生物学研究の
産業応用

（柴田重信・福田弘和）

12:45 - 14:15
総会

奨励賞受賞式
受賞講演

11:50 - 12:40
ランチョンセミナー２
HMT共催:石田直理雄

１２日（土）
13:45 - 14:45
ポスター示説1

（奇数）

10:40 - 11:40
特別講演２
Erik Herzog

(U.Washington)

17:00 - 17:45
ポスター賞表彰式

閉会式

１３日（日）
9:30 - 10:30
ポスター示説2

（偶数）

19:00 - 21:00
懇親会

金沢ニューグランドホテル
「金扇」 (4F)

8:30 - 9:30
データブリッツ２

（偶数）

12:45 - 13:45
データブリッツ１

（奇数）

11:45 - 12:35
ランチョンセミナー１
MSD共催:櫻井 武

１3日（日）
11:00

ポスター賞投票〆切
↓

11:50 - 12:40
選考委員会

（第２会議室）

14:15 - 16:45
シンポジウム６

時間医学
from bench 
to population

（安藤 仁・藤 秀人） 

14:15 - 16:45
シンポジウム５

細胞・組織・個体に
表出されるリズムの

自律性と非自律性の分界
（土居雅夫・上田泰己）
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第 26 回 日本時間生物学会学術大会 プログラム 
 

＜ 10 月 12 日（土）  
 

9:00 ~ 11:30 大集会室（２F） 

シンポジウム１ 
「体内時計と心の健康」 
座長：内山 真（日本大学） 栗山健一（国立精神・神経医療研究センター） 
 
概要：このシンポジウムでは、私たちの生活と時間生物学的の間にあり、両者をつなぐ領域から、体内

時計・睡眠とメンタルヘルスというテーマでシンポジウムを開きます。体内時計・睡眠と心の健康に関

する 5 つのトピックを取り上げ、気 の研究者に最新の知見を踏まえて包 的なレビューを行っていた

だくことにしました。角谷寛先生には日本の一般住民における睡眠と心の健康について、鈴木正泰先生

には光の気分や睡眠への影響について、栗山健一先生には睡眠と 記憶について、小 根基裕先生に

は精神疾患における睡眠や概日リズム異常について、吉池卓也先生には気分障害の断眠療法について、

お話しいただく予定です。 
 
S1-1 Sleep and mental health in Japanese general population 

一般住民における睡眠と心の健康について 
○角谷 寛 
滋賀医科大学睡眠行動医学講座 

 
S1-2 Abnormalities of sleep and circadian rhythm in schizophrenia 

統合失調症における睡眠と概日リズムの異常 
○小 根基裕 
久 米大学医学部神経精神医学講座 

 
S1-3 Sleep-dependent fear memory consolidation, extinction, and forgetting 

睡眠中の 記憶強化、消去、 却 
○栗山健一 
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  
滋賀医科大学医学部 精神医学講座 

 
S1-4 Wake therapy in mood disorders 

気分障害の覚醒療法 
○吉池卓也  
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 

 
S1-5 Effects of light on sleep and mood 

光の睡眠および気分への作用 
○鈴木正泰、内山 真  
日本大学医学部精神医学系 
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9:00 ~ 11:30 大会議室（３F） 

シンポジウム２  （共 ：新学術領域研究「オシロロジー」） 
「生物の多様な集団発振現象」 
座長：榎木亮介（北海道大学）  宏（東京大学） 
 
概要：生物は多様な集団発振現象であふれており、様々な階層で様々な周期の生体リズムが観察される。

本シンポジウムでは、概日リズム、睡眠覚醒リズム、脳波リズム、神経発火リズム、歩行リズムなど、

多様な生体リズムの基盤となる細胞の集団発振現象について、分子遺伝学、神経生理学、イメージング、

数理解析など多岐にわたるアプローチを用いた研究を 介する。それぞれの生理機能について概説する

と共に、リズム発振機構としての多様性と共通性について議論する機会としたい。 
 
S2-1 Imaging neuronal circuits controlling circadian and ultradian calcium rhythms in 

mammals 
 概日/超短カルシウムリズムを制御する神経回路の可視化解析 

○榎木亮介 1, 2、本間さと 2、本間研一 2 
１北海道大学電子科学研究所光細胞生理研究分野；２北海道大学医学研究科時間医学講座 

 
S2-2 Genetic dissection of the neural network of central circadian clock 

中枢概日時計神経ネットワークの遺伝学的解析 
○三枝理博 
金沢大学医薬保健研究域医学系統合神経生理学 

 
S2-3 A novel oscillatory activity of the thalamic reticular nucleus and its relation to whole-brain 

activity 
視床網様核の新規発振活動と全脳活動との関連 
○高田則雄 
慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室田中謙二研究室 

 
S2-4 Functional connectivity analysis for multivariate time series 

多点計測データに対する機能的結合解析 
○北野勝則 
立命館大学情報理工学部 

 
S2-5 Emergence of rhythmic chunk in complex stepping of mice 

マウスステップにおけるリズミカルなチャンクの形成 
○木 川尚史 
大阪大学大学院生命機能研究科 

 
S2-6 Modeling and analysis of synchronization phenomena of rhythmic motions 

リズミカルな動きにおける同期現象のモデリングと解析 
○  宏 
東京大学大学院新領域創成科学研究科 
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11:45 ~ 12:35 大集会室（２F） 

ランチョンセミナー１ （共 ：MSD 株式会社） 
「睡眠覚醒制御機構におけるオレキシンの役割」 
講 ： 井 武 （筑波大学医学医療系／国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）） 
座長：菊知 充 （金沢大学医薬保健研究域医学系精神行動科学） 
 
 
 
12:45 ~ 13:45 大集会室（２F） 

データブリッツ１ （奇数 題） 
 ポスター 題番 の末尾が奇数の 題 
 
 
 
13:45 ~ 14:45 展示ギャラリー（１F）、多目的ルーム（１F）、第 5・6 会議室（３F）、３F ロビー 

ポスターセッション１ （奇数 題） 
 ポスター 題番 の末尾が奇数の 題 
 
 
 
15:00 ~ 17:30 大集会室（２F） 

シンポジウム３ 
「時間生物学研究の産業応用」 
座長：柴田重信（早稲田大学） 福田弘和（大阪府立大学） 
 
概要：体内時計の研究は時間生物学領域で非常に盛んに研究され、その発振、同調、振幅維持などの分

子基盤が解明されてきた。体内時計のシステムは、動物・植物いずれにおいても、時間 序や外界から

の環境応答に適切に処理するために発達してきた。近年ではこれらの体内時計システムを産業御応用や

社会実装に役立てる試みが始まっている。そこで、本シンポジウムでは、それらの視点で、植物、ヒト

の健康や美容、畜産分野、 道輸送などの場面での事例を 介し、体内時計研究の社会における役割に

ついて議論が深まることを期待する。 
 
S3-1 Chrono-nutrition promotes the application approach to industrial field 

時間栄養学視点の産業応用 
○柴田重信 
早稲田大学先進理工学部電気・情報生命 

 
S3-2 Embedding the circadian clock control theory into the production stabilization technology  

in plant factories 
植物工場生産安定化技術への概日時計制御理論の組込み 
○福田弘和 
大阪府立大学工学研究科機 工学分野 

 
S3-3 Launching chrono-nutrition for pig husbandry 

ブタの時間栄養学ことはじめ 
〇勝 昌也 
麻布大学医学部 医科栄養学研究室 
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S3-4 ポスター採択（P112） 
Evaluation of circadian clock using follicle cells in Japanese black cattle 
黒毛和種の毛包細胞を用いた時計遺伝子のサーカディアンリズム評価 
大塚剛司 1、三ツ石裕貴 2、大西裕貴 1、八代田真人 2,3 
１岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程動物生産管理学研究室 
２岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程動物栄養学研究室 
３岐阜大学家畜衛生地域連携教育研究センターGeFAH 

 
S3-5 Cosmetics and chronobiology 

美容と時間生物学 
○合 陽子 
資生 グローバルイノベーションセンター 

 
S3-6 The utilization of the sleep self-management program for the improvement of work 

performance 
睡眠自己管理プログラムの活用による仕事のパフォーマンス向上 
○清水紀宏 
東海 客 道株式会社 

 
 
 
15:00 ~ 17:30 大会議室（３F） 

シンポジウム４ 
「生物時計の発振と同調機構にみられる共通性と多様性」 
座長：程 肇（金沢大学） 平山 順（公立小松大学） 
 
概要：体内時計（生物時計）は、光を利用し自然界の昼夜の変化に対し体内環境を最適化する。この機

構は、地球上のほぼ全ての生物に存在し、生物個体の細胞に内在する細胞時計により構築される。細胞

時計は、生物種間で共通に遺伝子発現のネガティブフィードバックループである一方で、その構成因子

や光などの環境シグナルへの応答機構には多様性が存在する。本シンポジウムでは植物、シアノバクテ

リア、ショウジョウバエ、魚類、およびマウスといった多様な動物モデルの研究者が、生物時計の発振

と同調機構に存在する共通性と多様性を 介する。 
 
S4-1 Origin of molecular mechanism underlying plant circadian clock 

植物の生物時計機構の分子の起源 
○中道範人 
名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所；名古屋大学大学院理学研究科 

 
S4-2 Evolutionary diversity of the circadian clock systems in cyanobacteria 

他種 KaiC の機能解析から探るシアノバクテリア生物時計システムの進化的多様性 
○向山 厚、秋山修志 
分子科学研究所協 分子システム研究センター；総合研究大学院大学 
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S4-3 Clock neuron communication in Drosophila melanogaster 
ショウジョウバエ時計細胞たちのコミュニケーション 
〇吉井大志 
岡山大学大学院自然科学研究科 

 
S4-4 Fish clock genes are functionally diverged to respond to a variety of environmental photic 

changes 
魚類の時計遺伝子は多様な光環境変化を捉えるために機能分化している 
○岡野俊行 
早稲田大学理工学術院先進理工学研究科電気・情報生命専攻  
早稲田大学先端生命医科学センター 

 
S4-5 Real time recording of clock gene expression in peripheral tissues of freely moving mice 

自由行動条件下マウス末梢組織時計遺伝子発現リズムの長期間計測システム 
○浜田俊幸 
国際医療福祉大学薬学部年齢軸生命機能解析学分野 
北海道大学保健科学研究院健康イノベーションセンター 

 
S4-6 Functional organization of circadian networks as revealed by genetic dissection of the 

master pacemaker in the SCN 
 SCN におけるマスターペースメーカーの遺伝学的解剖によって導き出された概日ネットワー

クの機能構造 
○Mariko Izumo1, Takashi R. Sato2, and Joseph S. Takahashi1,3 
1 Department of Neuroscience, University of Texas Southwestern Medical Center 
2 Department of Neuroscience, Medical University of South Carolina 
3 Howard Hughes Medical Institute, University of Texas Southwestern Medical Center 

 
 
 
 
17:40 ~ 18:40 大集会室（２F） 

特別講 １ 
「ヒトマイクロバイオームのメタゲノミクス」 
Metagenomics of the human microbiome 
講 ：服部正平 （早稲田大学大学院先進理工学研究科） 
座長：程 肇  （金沢大学理工研究域生命理工学系） 
 
 
 
 
19:00 ~ 21:00 金沢ニューグランドホテル 金 （４F） 

親会 
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＜ 10 月 13 日（日）  

 
8:30 ~ 9:30 大集会室（２F） 

データブリッツ２ （ 数 題） 
 ポスター 題番 の末尾が 数の 題 
 
 
 
9:30 ~ 10:30 展示ギャラリー（１F）、多目的ルーム（１F）、第 5・6 会議室（３F）、３F ロビー 

ポスターセッション２ （ 数 題） 
ポスター 題番 の末尾が 数の 題 

 
 
 
 
10:40 ~ 11:40 大集会室（２F） 

特別講 ２  （共 ：新学術領域研究「宇宙に生きる」） 
「What wakes us : Networked circadian clocks in the brain」 
講 ：Erik Herzog  (Department of Biology, Washington University in St. Louis) 
座長：三枝理博 （金沢大学医薬保健研究域医学系） 
 
 
 
 
11:50 ~ 12:40 大集会室（２F） 

ランチョンセミナー２ （共 ：ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社） 
「生物における電界暴露と体内時計や睡眠」 
講 ：石田直理雄 （国際科学振興財団 時間生物学研究所） 
座長：浜田俊幸 （国際医療福祉大学薬学部） 
 
 
 
12:45 ~ 14:15 大集会室（２F） 

総会 
 
 

授 式および受 講  
 

基礎科学部門： 
「概日分子ハンティングと振動原理の追求」 

金 尚宏  （東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻） 

 
 

臨床・社会部門： 

「双極性障害と概日リズム睡眠障害の関連ならびに時間生物学的治療介入の再発予防効果」 

江 義和 （ 林大学医学部精神神経科学教室） 
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14:15 ~ 16:45 大集会室（２F） 

シンポジウム  
「細胞・組織・個体に表出されるリズムの自律性と非自律性の分界」 
座長：土居雅夫（京都大学） 上田泰己（東京大学） 
 
概要：細胞・組織・個体に表出するリズムは実に多種多様なレベルのフィードバックループ（FBL）や

フィードフォワードループ（FFL）などの相互作用によって形成・維持されると考えられている。時計

遺伝子の転写および翻訳後修飾を介した細胞内の相互作用のみならず、細胞間結合による組織内の相互

作用、複数の臓器をまたいだ 環による相互作用、さらには外部環境との相互作用を間に んだ他個体

との相互作用も生物個体のリズム維持に重要である。しかし、これらの多種多様な相互作用は生体内・

生体間で相互にリンクしているため自律性と他律性の分界についての検討はいまだ十分になされてい

ない。本シンポジウムでは、生体の各レベルに表出されるリズムにおいて何が最も重要で影響力のある

相互作用なのかに注視した研究の討論を行いたい。 
 
S5-1 Non-coding cis-regulatory element E’-box of Period2 is essential for daily maintenance of 

organismal behavior and physiology 
 Per2 遺伝子プロモーターシス調節配列 E’-box を欠損したマウス個体の脆弱な概日振動 
 ○土居雅夫 

京都大学大学院薬学研究科 
 
S5-2 Tissue-autonomous metabolic regulations by the hepatic circadian clock 

肝臓概日時計による臓器自律的な代謝調節 
○木内謙一郎 1、Kevin B. Koronowski2, Patrick-Simon Welz3, Salvador Aznar Benitah3, 
Paolo Sassone-Corsi2 
１慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科；2 Center for Epigenetics and Metabolism, 
Department of Biological Chemistry, University of California, Irvine; 3 Institute for 
Research in Biomedicine, The Barcelona Institute of Science and Technology 

 
S5-3 Responses of molecular clock to environmental signals in mammals 

哺乳類における分子時計の環境シグナル応答 
 ○金 尚宏、深田吉孝 
 東京大学大学院理学系研究科 
 
S5-4 Circadian rhythmic control of ion channel responsible for nyctinastic leaf-movement of 

plants 
 生物時計と植物の就眠運動をつなぐイオンチャネルの時間制御 
 ○上田 実 
 東北大学大学院理学研究科生命科学研究科 
 
S5-5 Mammalian CaMKII regulates sleep duration through its kinase activity 

哺乳類 CaMKII の酵素活性依存的な睡眠時間長制御 
○大出晃士、上田泰己 

 東京大学大学院医学系研究科システムズ薬理 
理化学研究所生命機能科学研究センター合成生物学研究チーム 
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14:15 ~ 16:45 大会議室（３F） 

シンポジウム 6 
「時間医学 from bench to population」 
座長：安藤 仁（金沢大学） 藤 秀人（富山大学） 
 
概要：時間医学は、多くの疾患・病態に当てはまり、それらの治療・予防を効果的に行うためには欠か

せない学問領域である。しかし、近年の時間生物学の進歩にもかかわらず、時間医学の応用・普及は一

部の疾患領域を除いて未だ不十分である。その一因としては、時間医学の応用可能性が十分に認知され

ていないことがある。そこで本シンポジウムでは、従来からの時間医学である時間治療（時間薬理学）

とともに、時間運動学と時間 人科学の２つの新しい時間医学をとりあげ、時間医学がいかに大きな可

能性を めているかを 介したい。 
 
S6-1 A way to improve current situation of chronomedicine 

時間医学の現状と打開策 
○安藤 仁 
金沢大学医薬保健研究域医学系細胞分子機能学 

 
S6-2 Regulation of physiological function and circadian clock by exercise timing  

~chrono-exercise~ 
運動の実施時刻による生理機能および体内時計の調節 ～時間運動学～ 
○佐々木裕之 1,2、柴田重信 1 
１早稲田大学大学院先進理工学研究科電気・情報生命専攻 
２産総研・早大生体システムビッグデータ解析オープンイノベーションラボラトリ 
（CBBD-OIL） 

 
S6-3 Clinical application of chronoexercise in humans: focusing on chronotype 

時間運動学のヒトでの応用展開：個々人の朝型夜型リズム（クロノタイプ）に着目して 
○宮崎 亮 1、安藤 仁 2、坂根直樹 3 
１島根大学人間科学部；２金沢大学医薬保健研究域医学系細胞分子機能学 
３京都医療センター臨床研究センター 

 
S6-4 Entrainment of Circadian Rhythms and Estrous cycle 

サーカディアンリズム同調と性周期 
○中村 渉 1、中村孝博 2、織田善晃 1、高須奈々1 
１長崎大学医歯薬学総合研究科加齢口腔生理学分野；２明治大学農学部動物生理学研究室 

 
S6-5 Circadian rhythms and female reproductive functions 

概日リズムと女性の生殖機能 
○小野政徳 1、細野 隆 1、野村学史 1、安藤 仁 2、三枝理博 3、藤原智子 4、大黒多希子 5、 
藤原 浩 1 
１金沢大学 属病院産科 人科；２金沢大学医薬保健研究域医学系細胞分子機能学 
３金沢大学医薬保健研究域医学系統合神経生理学 
４京都ノートルダム女子大学現代人間学部 

金沢大学学際科学実験センター実験動物研究施設 
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S6-6 Effectiveness of chronotherapy on platinum-based anticancer drugs induced peripheral 
neuropathy 
プラチナ製剤誘発末梢神経障害に対する時間薬物療法の有効性 
○瀬戸祥弘、藤 秀人 
富山大学大学院医学薬学研究部 

 
 
 
17:00 ~ 17:45 大集会室（２F） 

優秀ポスター 表彰式 
 
 
閉会式 
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ポスター発表（下線番 は優秀ポスター エントリー 題） 
 

             題番  P 001 ~ P 050  1F  展示ギャラリー 
             題番  P 051 ~ P 072  1F  多目的ルーム 
             題番  P 073 ~ P 108  3F  第 ・ 会議室 
             題番  P 109 ~ P 139  3F  ロビー 
 

示説時間 奇数番  10 月 12 日（土）13：45 ~ 14：45 
     数番  10 月 13 日（日）09：30 ~ 10：30 

 
 

 

P001 Size of the amino-acid at the specific position in KaiC determines the circadian period in 

cyanobacteria. 

時計タンパク質 KaiC の特定部位のアミノ酸の大きさが周期を決める 

〇伊藤久美子、近藤孝男 

名古屋大学大学院理学研究科 

 

P002 Disappearance of circadian rhythm of rapidly dividing cyanobacteria 

高速で分裂するシアノバクテリアの概日リズムの消失可能性 

〇金子健陽 1、今井圭子 2、伊藤浩史 3 

1 九州大学芸術工学府; 2 関西医科大学生物学; 3 九州大学芸術工学研究院 

 

P003 Pressure effects on the circadian clock of cyanobacteria 

シアノバクテリアの概日時計再構成系における圧力応答 

北原亮 1,2、大山克明 2、川村宇宙 2、三橋景汰 2、北沢創一郎 1、安永和寛 1、相良夏乃 1、 

藤本恵 2、〇寺内一姫 2 

1 立命館大学薬学部; 2 立命館大学生命科学研究科 

 

P004 ATP hydrolysis by KaiC regulates its binding to Kai proteins in the cyanobacterial circadian clock 

system 

〇柚木康弘 1,2、石井健太郎 1,2,3、矢木真穂 1,2,3、村上怜子 1、寺内一姫 4、内山進 3,5、矢木宏和 1、 

加藤晃一 1,2,3 

1 名古屋市立大学大学院薬学研究科; 2 自然科学研究機構分子科学研究所; 

3 自然科学研究機構生命創成探究センター; 4 立命館大学大学院生命科学研究科; 

5 大阪大学大学院工学研究科 

 

P005 KaiC の代謝速度のリズムへの影響と KaiC 分解に関連する因子の探索 

○今井圭子 1、北山陽子 2、藤原正幸 3、金子健陽 4、伊藤浩史 4、近藤孝男 2 

1 関西医科大学生物学; 2 名古屋大学大学院 理生命 計時機構; 

3 慶應義塾大学先端生命科学研究所（慶大 先端生命研）; 4 九州大学芸術工学研究院 
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P006 Oxidative sress tolerance controlled by the circadian clock in cyanobacterium Synechococcus elongatus 

PCC7942 cells 

〇田中謙也 1、中西周次 1,2 

1 大阪大学大学院基礎工学研究科; 2 大阪大学太陽エネルギー化学研究センター 

 

P007  Circadian rhythms of individual cyanobacteria under low temperature 

低温下のシアノバクテリア１細胞の概日リズム 

〇丸山陽菜子 1、Irina Mihalcescu2、伊藤浩史 3 

1 九州大学芸術工学府; 2 Universite Grenoble Alpes; 3 九州大学芸術工学研究院 

 

P008 Capability of the ATPase-based Screening System to Search Structural Units Determining the Function 

of Cyanobacterial Clock Protein KaiC 

〇Dongyan Ouyang1, Yoshihiko Furuike1,2, Atsushi Mukaiyama1,2, Kumiko Ito-Miwa3, Takao Kondo3 and 

Shuji Akiyama1,2,* 

1 Research Center of Integrative Molecular Systems (CIMoS), Institute for Molecular Science, National 

Institute for Natural Sciences; 

2 Department of Functional Molecular Science, SOKENDAI (The Graduate University for Advanced 

Studies); 

3 Division of Biological Science, Graduate School of Science and Institute for Advanced Studies, Nagoya 

University 

 

P009 Correlation between rates of KaiB·KaiC complex formation and period lengths of kaiA-less damped 

circadian oscillation 

KaiA 非依存な減衰概日振動の周期と KaiB·KaiC 複合体形成速度の相関 

〇河本尚大 1、伊藤浩史 2、岩崎秀雄 1 

1 早稲田大学先進理工学研究科; 2 九州大学芸術工学研究院デザイン人間科学部門 

 

P010 Night break effects with light pulse on the photoperiod-dependent dormancy initiation of the aquatic 

duckweed, Lemna turionifera 

キタグニコウキクサにおける光周性休眠誘導に対する光パルスによる暗期中断の効果 

〇伊藤照悟、小山時隆 

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 

 

P011 Comparative characterization of circadian behaviors under different temperature conditions between 

species in the Lemna genus and Wolffiella genus 

異なる温度環境下でのウキクサ植物 Lemna 属と Wolffiella 属の概日リズム特性の比較 

〇磯田珠奈子、小山時隆 

京都大学大学院理学研究科 

 

 

 

時間生物学　Vol .  25,  No.  2 ( 2019)  
155



P012 Responses of circadian rhythms in a duckweed plant under low light or partly-illuminated light 

conditions 

弱光および局所的な明暗刺激を与えたウキクサ個体の概日リズムの応答 

〇吉永彩夏、四方純、伊藤照悟、小山時隆 

京都大学大学院理学研究科 

 

P013 Detection of uncoupled circadian rhythms in individual cells of Lemna minor by a dual-color 

bioluminescence monitoring system 

コウキクサの細胞内非連結性リズムの２波長発光レポーター測定系による検出 

〇渡邊絵美理 1、伊藤照悟 2、小山時隆 2 

1 京都大学ウイルス・再生医科学研究所; 2 京都大学大学院理学研究科植物学教室 

 

P014 Spatio-temporal characterization of circadian periods/amplitudes under constant light for plants with 

or without light/dark entrainment. 

植物における明暗同調の有無による恒明条件下での概日周期・振幅の時空間特性の違い 

〇上野賢也、磯田珠奈子、伊藤照悟、小山時隆 

京都大学大学院理学研究科 

 

P015 Measurement of phase response curve using spatiotemporal pattern in plant roots 

 植物の根における時空間パターンを用いた位相応答曲線の計測 

 〇増田亘作 1,2、福田弘和 1 

 1 大阪府立大学大学院工学研究科; 2 日本学術振興会特別研究員 

 

P016 Effects of simultaneous inputs of two periodic environmental stimuli with phase differences on the 

amplitude of plant circadian clock 

位相差のある 2 種類の周期的環境刺激の同時入力が植物概日リズムの振幅へ与える影響 

〇山田竜也 1、増田恒作 1,2、福田弘和 1 

1 大阪府立大学大学院工学研究科; 2 日本学術振興会特別研究員 

 

P017 Regulation of seasonal sensing mechanism via circadian clocks 

概日時計を介した季節認識機構の制御 

〇廣畑敦洋 1、山蔦祐太 2、荒木崇 1、遠藤求 2 

1 京都大学大学院生命科学研究科; 2 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 

 

P018 Effects of light on cellular circadian properties of leaves and roots in Arabidopsis 

シロイヌナズナの葉と根における光応答に対する細胞概日リズム特性の解析 

〇中村駿志、伊藤照悟、小山時隆 

京都大学大学院理学研究科植物学教室 
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P019 Nutrients are involved in timing-information sharing in Arabidopsis thaliana 

器官間での時間情報伝達に栄養素が関わる 

〇上本恭平 1,2、国本有美 2、荒木崇 1、遠藤求 2 

1 京大 院 生命科学; 2 奈良先端大 バイオサイエンス領域 

 

P020 Genetic Changes in Response to Aluminum Exposure in Arabidopsis thaliana 

〇Kotaro Dokan1, Akiko Satake1, Kosuke Teshima1, Paul Larsen2 

1 Department of Biology, Faculty of Science, Kyushu University; 

2 Department of Biochemistry, University of California 

 

P021  In natura gene expression pattern of Arabidopsis halleri 

自然条件におけるアブラナ科多年草の遺伝子変動様式 

〇村中智明、本庄三恵、工藤洋 

京都大学生態学研究センター 

 

P022 植物における新規概日時計長周期化化合物の作用機序の解析 

◯大野梓 1、藤本和宏 2、松尾宏美 2、佐藤綾人 2、木下俊則 1,2、中道範人 1,2 

1 名古屋大学大学院理学研究科; 2 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 

 

P023 Mechanisms of disappearance of plant circadian rhythm under low temperature 

低温下における植物の概日リズムの消失メカニズム 

〇澤田悠輝 1、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 

 

P024 Measurement of phase response using spatiotemporal pattern in a single leaf 

葉面における時空間パターンを利用した位相応答曲線の計測 

〇太田雅人 1、増田亘作 1,2、福田弘和 1 

1 大阪府立大学大学院工学研究科; 2 日本学術振興会特別研究員 

 

P025 A connecTOR integrating carbon partitioning and demand in plants 

Camila Caldana1, Carolina C Monte Bello1, Marina CM Martins1, ○Akiko Satake2, Motorhide Seki3,   

Alex Webb4 

1 Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology; 

2 Department of Biology, Faculty of Science, Kyushu University; 

3 Faculty of Design, Kyushu University; 4 Department of Plant Sciences, University of Cambridge 

 

P026 PRR7 regulates plant blue photoreceptor, PHOT, signaling 

PRR7 は光受容体 PHOT のシグナル伝達系を制御する 

〇粕谷日向子 1、鳥井孝太郎 2、遠藤求 1 

1 奈良先端大 バイオサイエンス領域; 2 京大 院 生命科学 
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P027 Aquaporin gene expression analysis in the rhythm of Marsilea leaf opening 

デンジソウの就眠運動リズムにおけるアクアポリンの発現解析 

〇田中福人 1、且原真木 2、富岡憲治 1 

1 岡山大学大学院自然科学研究科; 2 岡山大学資源植物科学研究所 

 

P028 Plant circadian time estimation using single sample in greenhouse Tomato 

〇谷垣悠介、福田弘和 

大阪府立大学工学研究科 

 

P029 Seeking for the circatidal clock genes in Apteronemobius asahinai 

マングローブスズにおける概潮汐時計遺伝子の探索 

〇佐藤綾、寺井洋平、高須美羽子 

総合研究大学院大学先導科学研究科 

 

P030 Dorsal clock neurons 1 and Dorsal lateral neurons are important for normal activity rhythms under 

LD cycle in Drosophila melanogaster 

 キイロショウジョウバエにおける DN1, LNd 時計細胞は LD 条件下の活動リズムに重要である 

 〇関口学 1,2、井上浩太郎 2、吉井大志 2 

 1 岡山大学マッチングプログラムコース; 2 岡山大学大学院自然科学研究科 

 

P031 The roles of the CCHamide1 neuropeptide in the Drosophila circadian clock 

キイロショウジョウバエ概日時計における CCHamide１神経ペプチドの役割 

〇岩田真依、桂万喜、吉井大志 

岡山大学大学院自然科学研究科 

 

P032 Mitochondrial LETM1 drives intracellular proton rhythm in Drosophila pacemaker neurons 

ミトコンドリア LETM1 によるショウジョウバエ中枢時計ニューロンの H+リズム制御 

〇森岡絵里 1、Todd C. Holmes2、池田真行 1,3 

1 富山大学大学院理工学研究部（理学）; 

2 Physiology & Biophysics School of Medicine, University of California, Irvine; 

3 富山大学大学院生命融合科学教育部 

 

P033 Regulation of central complex neurons promoting sleep in Drosophila melanogaster 

ショウジョウバエの睡眠を促進する中心複合体ニューロンの調節機構 

◯冨田淳、坂豪祐、加藤善章、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 
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P034 Sik3 regulates sleep in Drosophila 

Sik3 遺伝子によるショウジョウバエの睡眠調節 

〇羽鳥聖七 1、小林里帆 2、中川寛之 2、冨田淳 2、船戸弘正 3、柳沢正史 3、粂和彦 2 

1 名古屋市立大学薬学部; 2 名古屋市立大学大学院薬学研究科; 

3 筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 

 

P035 Relationship between the amplitude of the sinusoidal temperature cycle given before free-running and 

the type of phase resetting in the onion fly 

タマネギバエにおけるフリーラン前に与えた温度振幅と 1 型・0 型位相反応の関係 

〇宮崎洋祐 1、田中一裕 2、渡康彦 3 

1 芦屋大学経営教育学部経営教育学科; 2 宮城学院女子大学一般教育部; 

3 芦屋大学臨床教育学部児童教育学科 

 

P036  Sleep regulatory pathway in central complex of Drosophila 

ショウジョウバエの中心複合体において睡眠覚醒制御に関わる神経回路 

〇加藤善章、坂豪祐、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 

 

P037 Collective behavior in flashing activity of firefly Luciola parvula 

ヒメボタル(Luciola parvula)集団の発光活動における協同的振舞い 

〇小西哲郎 

中部大学工学部工学基礎教室 

 

P038 How Do Living Organisms Time?: Biological Time from the View of Anacrusis 

「生きものはいかに時間を測っているか？——アナクルーシスから見る生物の時間世界」 

○野村直樹 1、松野孝一郎 2、村中智明 3、冨田淳 1 

1 名古屋市立大学; 2 長岡技術大学; 3 京都大学 

 

P039 Development of circatidal rhythm measuring system of Mictyris brevidactylus 

ミナミコメツキガニ概潮汐リズム計測装置の開発 

岩政翔大 1、新垣蛍 2、塩谷拓海 3、武方宏樹 4、竹村明洋 4,5、○松野浩嗣 1 

1 山口大学大学院創成科学研究科; 2 山口大学理学部; 3 琉球大学大学院理工学研究科; 

4 琉球大学戦略的研究プロジェクトセンター; 5 琉球大学理学部 

 

P040 Entrainment of ultradian rhythms of chromatophore in Uroteuthis edulis 

ケンサキイカ色素胞ウルトラディアンリズムの光サイクルへの同調 

〇楠諒彦 1、上妻多紀子 2、伊藤浩史 2 

1 九州大学芸術工学研究府; 2 九州大学芸術工学研究院 
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P041 Endogenous rhythm at a tidal reach in the freshwater snail, Semisulcospira reiniana 

淡水性巻貝チリメンカワニナの感潮域集団における内在リズム 

〇横溝 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 

 

P042 ミナミコメツキガニにおける、集団サイズに応じた概潮汐活動リズムの変調 

〇森山徹 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 

 

P043 Genetic analysis of critical temperature in medaka 

メダカの臨界温度の遺伝解析 

〇丸山迪代 1,2、四宮愛 2,5、足立大輔 1,2、永野惇 4、吉村崇 1,2,3 

1 名古屋大学大学院生命農学研究科動物統合生理学研究室; 

2 基礎生物学研究所季節生物学研究部門; 3 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所; 

4 龍谷大学農学部植物生命科学科情報生物学研究室; 5 生命創成探究センター 

 

P044 Seasonal regulation of the lncRNA LDAIR modulates self-protective behaviors during the breeding 

season 

長鎖ノンコーディング RNA である LDAIR は自己防衛行動の季節変化を制御する 

〇中山友哉 1,2、新村毅 1,2,6、四宮愛 2、沖村光祐 1,4、竹花佑介 2,7、古川祐子 4、下貴行 1,2、 

千賀琢未 1,2、中務真愛 1,2、西村俊哉 3、田中実 3、大久保範聡 5、亀井保博 2、成瀬清 2、吉村崇 1,2,4 

1 名古屋大学大学院生命農学研究科; 2 基礎生物学研究所; 3 名古屋大学大学院理学研究科; 

4 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所; 5 東京大学大学院農学生命科学研究科; 

6 東京農工大学大学院農学研究院; 7 長浜バイオ大学バイオサイエンス学部 

 

P045 Ex vivo ERG recordings from zebrafish retina; rod photoreceptors stop light response in the day, cones 

in the night 

ゼブラフィッシュ網膜の生体外網膜電図測定で、桿体視細胞は昼間、錐体視細胞は夜間に応答しな

かった 

〇佐藤慎哉 1,2、Vladimir Kefalov2 

1 京都大学大学院生命科学研究科生体制御学分野; 

2 Department of Ophthalmology and Visual Sciences, Washington University in St. Louis 

 

P046 遺伝子改変ゼブラフィッシュを用いた光誘導性の時計制御分子の解析 

〇谷口あみな 1、仁科博史 2、平山順 1 

1 公立小松大学保健医療学部臨床工学科; 2 東京医科歯科大学難治疾患研究所発生再生生物学分野 

 

P047 ゼブラフィッシュの光誘導性時計制御分子の行動量制御における役割 

〇西村愛佳理 1、仁科博史 2、平山順 1 

1 公立小松大学保健医療学部臨床工学科; 2 東京医科歯科大学難治疾患研究所発生再生生物学分野 
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P048 Single cell RNA-seq analysis of gene expression in individual coronet cells of the succus vasculosus in the 

masu salmon 

サクラマス血管嚢の王冠細胞に個性はあるのか？シングルセル RNA-seq による解析 

〇加藤真由佳 1、関真秀 2、鈴木穣 2、飯郷雅之 1,3,4,5 

1 宇都宮大学大学院農学研究科; 2 東京大学大学院新領域創成科学研究科; 

3 宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター; 4 宇都宮大学オプティクス教育研究センター; 

5 宇都宮大学雑草と里山の科学教育研究センター 

 

P049 Circadian clock of deep-sea fishes: melatonin secretion from cultured pineal organ and bioluminescence 

rhythm of cultured skin in lantern shark 

深海性魚類の体内時計：培養松果体からのメラトニン分泌リズムとヒレタカフジクジラ培養皮膚の

生物発光リズム 

〇松本凌 1、飯塚みなみ 1、石川拓歩 1、加藤真由佳 1、深田陽平 1,2、飯郷雅之 1,2,3,4,5 

1 宇都宮大学農学部; 2 東京農工大学大学院連合農学研究科; 

3 宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター; 4 宇都宮大学オプティクス教育研究センター; 

5 宇都宮大学雑草と里山の科学教育研究センター 

 

P050 Artificial moonlight affects on the clock gene expressions in Fugu Eye cells 

Fugu Eye 細胞への人工月光照射は時計遺伝子発現に影響を与える 

〇永野杜、岡野恵子、岡野俊行 

早稲田大学大学院 先進理工学専攻 電気・情報生命専攻 

 

P051 Caffeine induces phase-shift in slice culture of the Suprachiasmatic Nucleus 

培養視交叉上核のカフェインによる位相変化 

〇渡辺和人 

獨協医科大学医学部生理学（生体制御） 

 

P052 Dec1 deficiency suppresses cardiac fibrosis induced by TAC 

〇Hue Thi Le1, Fuyuki Sato2, Akira Kohsaka1, Ujjal K Bhawal3, Tomomi Nakao1, Yasuteru Muragaki2, 

Masanori Nakata1 

1 Department of Physiology II, Wakayama Medical University 

2 Department of Pathology, Wakayama Medical University 

3 Department of Biochemistry and Molecular Biology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo 

 

P053 Physiological Functions of Bmal1 mRNA Rhythm in the Circadian Clock Oscillation 

概日時計における Bmal1 の mRNA リズムの生理的意義 

〇阿部泰子 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 
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P054 Which region of the suprachiasmatic nucleus determines the phase of the dead zone, shell or core? 

不感帯（Dead zone）位相決定の視交叉上核責任領域－シェルかコアか－ 

〇長野護 1、池上啓介 2、南陽一 1、金澤佑治 3、鯉沼聡 1、筋野貢 1、重吉康史 1 

1 近畿大学医学部解剖学; 2 愛知医科大学医学部生理学; 3 大阪人間科学大学 

 

P055 Initial signals to synchronize cellular clocks commonly evoking environmental stress adaptation 

環境ストレス適応の共通基盤となる細胞時計同期を司る初期シグナル 

〇田丸輝也 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 

 

P056 Smad3 suppresses epithelial cell migration and proliferation via the clock gene Dec1, which negatively 

regulates the expression of clock genes Dec2 and Per1 

〇Fuyuki Sato1*, Tsuyoshi Otsuka2, Akira Kohsaka2, Hue Thi Le2, Ujjal K Bhawal3 , Yasuteru Muragaki1 

1 Department of Pathology, Wakayama Medical University School of Medicine, Wakayama, Japan; 

2 Department of Physiology, Wakayama Medical University School of Medicine, Wakayama, Japan; 

3 Department of Biochemistry and Molecular Biology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Chiba, 

Japan 

 

P057 Development of genetically modified rats: a new circadian rhythm disorder model. 

新規体内時計異常モデルの開発を企図した遺伝子改変ラットの作出 

〇南陽一、吉川朋子、長野護、鯉沼聡、池上啓介、藤岡厚子、重吉康史 

近畿大学院医学部解剖学教室 

 

P058 Sleep/wakefulness in neuron subtype specific SIK3-deficient mice 

神経細胞サブタイプ特異的 SIK3 欠損マウスの睡眠覚醒 

○浅野冬樹 1、三好千香 1、藤山知之 1、堀田範子 1、柿崎美代 1、一久綾 1、管野里美 1、中田慎也 1、

水野聖哉 2、杉山文博 2、高橋智 2、船戸弘正 1,3、柳沢正史 1 

1 国際統合睡眠医科学研究機構; 2 筑波大学医学医療系; 3 東邦大学医学部解剖学講座 

 

P059 活動の概日リズムを駆動する複数の振動体：CaMKIIα機能的 KO マウスによる解析 

〇吉川朋子 1,2、本間研一 3、重吉康史 1、本間さと 3,4 

1 近畿大学医学部解剖学教室; 2 北海道大学大学院医学研究科光バイオイメージング部門; 

3 北海道大学大学院医学研究科時間医学講座; 4 北海道大学脳科学研究センター 

 

P060 Circadian Regulation of Mouse Olfactory System 

概日リズムがもたらすマウス嗅覚の感覚ゲーティング制御機構 

○竹内俊祐 1、藤島航大 1、冨樫和也 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 
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P061 Investigation for neuronal circuits that regulate sleep wakefulness by the suprachiasmatic nucleus 

視交叉上核が睡眠覚醒を調節する神経回路の探索 

○小野大輔, Hung Chi Jung, Srikanta Chowdhury, Wang Guanyi, 山中章弘 

名古屋大学環境医学研究所神経系分野Ⅱ 

 

P062 Functional D-box sequences reset the circadian clock and drive mRNA rhythms 

〇浅野吉政 1、吉種光 1、酒井誠之助 1、佐上彩 1、鈴木穣 2、岡村均 3、岩崎渉 1、尾崎遼 4、 

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 東京大学大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻; 

3 京都大学大学院薬学研究科医薬創成情報科学講座; 

4 筑波大学医学医療系生命医科学域バイオインフォマティクス分野 

 

P063 Circadian-based treatment strategy effective in the BACHD mouse model of Huntington’s disease 

時間給餌によるハンチントン病モデルマウスの疾患予防効果 

○田原優 1, Daniel S. Whittaker2, Dawn H. Loh2, Huei-Bin Wang2, Christopher SH. Luk2, Dika Kuljis2,  

中村孝博 3, 柴田重信 1, Gene D. Block2, Christopher S. Colwell2 

1 早稲田大学先進理工学部柴田研究室; 

2 Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences, University of California-Los Angeles; 

3 明治大学農学部 動物生理学研究室 

 

P064 Roles of Ubiquitination of CRY protein by FBXL3 and FBXL21 

〇Hikari Yoshitane1, Kaori Nobe1, Masaki Motomiya1, Arisa Hirano2, Kanae Yumimoto3, Keiichi I. Nakayama3, 

Joe Takahashi4 and Yoshitaka Fukada1 

1 Department of Biological Sciences, School of Science, The University of Tokyo; 

2 International Institute for Integrative Sleep Medicine, University of Tsukuba; 

3 Department of Molecular and Cellular Biology, Medical Institute of Bioregulation, Kyushu University; 

4 Department of Neuroscience, The University of Texas South-western Medical Center. 

 

P065 In vivo role of PER2 phosphorylation at Ser478 in mammalian circadian clockwork 

マウス概日時計機構における PER2 Ser478 のリン酸化の役割 

〇増田周作 1、Rajesh Narasimamurthy2、吉種光 1、深田吉孝 1、David M. Virshup2,3 

1 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻; 

2 Programme in Cancer and Stem Cell Biology, Duke-NUS Medical School; 

3 Department of Pediatrics, Duke University Medical Center 

 

P066 Modulation of mammalian circadian clocks by triterpenes 

〇大池秀明 1、鈴木千尋 2、間 和彦 2 

1 農研機構 食品研究部門; 2 日本製粉㈱イノベーションセンター 
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P067 In vivo recording system of clock gene expression in deep areas of the body using a photomultiplier tube 

生体リズムの乱れを超高感度で検出する組織密着型センサーの開発 

～疾患発症解明への応用を目指して～ 

〇伊藤遼河 1、浜田和子 1、菊池祥裕 1、中島かな子 1、石川正純 2、尾崎倫孝 3、浜田俊幸 1,3 

1 国際医療福祉大学薬学部; 2 北海道大学保健科学研究院保健科学部門医用生体理工学分野; 

3 北海道大学保健科学研究院健康イノベーションセンター 

 

P068 Recovery effects of combination of caffeine and histidine on circadian clock system disturbed by social 

jetlag 

カフェインとヒスチジンの投与が社会的時差ボケによる概日時計のズレに与える回復効果 

〇尾根田諭、原口敦嗣、石井裕也、山﨑智弘、田村好、佐藤脩平、柴田重信 

早稲田大学 先進理工 電気・情報生命工 柴田研究室 

 

P069 カリフォルニアマウス Free runner 変異体における社会同調能の破綻 (Peromyscus californicus) 

〇王幸慈 1、金尚宏 1、Marleen De Groot2, Benjamin Rusak3, Joseph Takahashi2, 深田吉孝 1 

1 東京大学理学系研究科生物科学専攻; 2 The University of Texas Southwestern Medical Center, USA;  

3 Department of Psychiatry, Dalhousie University, Canada 

 

P070 Seasonal changes in photosensitivity in mice 

マウスの光感受性の季節変化 

〇沖村光祐 1,2、中根右介 1,2、吉村崇 1,2 

1 名古屋大学大学院生命農学研究科; 2 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 (ITbM) 

 

P071 The mechanisms regulating circadian expression of Neuromedin U in rat pars tuberalis 

ラット下垂体隆起部におけるニューロメジン U の概日リズム発現の制御機構 

〇相澤清香、神之田有紗、顧婷婷、後藤佑紀、原田有希菜、高橋純夫、竹内栄 

岡山大 院自然科学 

 

P072 Circadian clock disruption in mice with adenine-induced tubulointerstitial nephropathy 

アデニン誘発性慢性腎臓病モデルマウスの概日時計解析 

〇滝澤美紅、田原優、本橋弘章、杜尭、佐藤脩平、船橋美絵佳、柴田重信 

早稲田大学 先進理工 生理・薬理学研究室 

 

P073 Effects of mitochondrial LETM1 knockdown on intracellular calcium dynamics 

ミトコンドリア LETM1 ノックダウンが細胞内 Ca2+動態に及ぼす影響 

〇小泉隼人 1、森玉早貴 1、宮嶋梨沙 1、村山望 1、森岡絵里 2、池田真行 2,3 

1 富山大学大学院理工学教育部; 2 富山大学大学院理工学研究部（理学）; 

3 富山大学大学院生命融合科学教育部 
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P074 Period2 遺伝子シス調節エレメント E’-box を欠損したマウス個体の脆弱な概日振動 

〇嶋谷寛之 1、跡部祐太 1、土居雅夫 1、岡村均 2 

1 京都大学大学院薬学研究科医薬創成情報科学専攻システムバイオロジー分野; 

2 京都大学大学院薬学研究科分子脳科学分野 

 

P075 Evaluate the effects of light, feeding, and stress that cause disturbance in peripheral clocks and 

locomotor activity rhythms due to social jetlag 

社会的時差ボケによる末梢時計や行動リズムの乱れを助長する要因の探索 

〇原口敦嗣、田村好、佐藤修平、山崎智弘、西村裕太郎、福澤雅、柴田重信 

早稲田大学 先進理工 電生 生理薬理学研究室 

 

P076 Analysis of the cell-to-cell coupling mechanism that is not dependent on VIP/VPAC2 signaling in the 

mouse SCN 

マウス視交叉上核における VIP/VPAC2 シグナル非依存性同期機構の解析 

〇筋野貢、重吉康史 

近畿大学医学部解剖学講座 

 

P077 光反応性薬剤によるマウス脳スライスでのシグナル伝達経路探索 

〇浅田浩利 1、程肇 2、沼野利佳 1 

1 豊橋技術科学大学応用化学生命工学系; 2 金沢大学理工研究域生命理工学系 

 

P078 Effect of brown adipocyte-specific Bmal1 knockout on thermogenic rhythm in mice 

〇Nazmul Hasan1 , Naoto Nagata1 , Jun-ichi Morishige1 , Tsuguhito Ota1,2 , Shigeki Shimba3 , Akio Fujimura4 , 

Hitoshi Ando1 

1 Department of Cellular and Molecular Function Analysis, Kanazawa University Graduate School of Medical 

Sciences; 

2 Department of Medicine, Asahikawa Medical University; 

3 Department of Health Science, School of Pharmacy, Nihon University; 

4 Department of Pharmacology, Jichi Medical University 

 

P079 Impact of a dosing-time-dependent effect of edoxaban on coagulation activity in rats 

抗凝固薬エドキサバンの時間薬理学的検討 

〇川住宗生 1、長田直人 1、藤村昭夫 2、安藤仁 1 

1 金沢大学医薬保健研究域医学系細胞分子機能学; 2 自治医科大学薬理学講座 

 

P080 Effects of meal timing on behaviors and neuroplasticity-related factors in the hippocampus of mice 

摂食時刻の違いがマウスの各種行動や海馬の神経可塑性関連因子に及ぼす影響 

○大坪駿、菊竹鴻太、服部歩実、谷口栄望、古瀬充宏、安尾しのぶ 

九州大学大学院農学研究院代謝・行動制御学 
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P081 Circadian regulation of intraocular pressure rhythm by both glucocorticoids and sympathetic nerves 

グルココルチコイドと交感神経による眼圧概日リズム制御経路の解明 

〇池上啓介 1、重吉康史 2、増渕悟 1 

1 愛知医科大学医学部生理学講座; 2 近畿大学医学部解剖学教室 

 

P082 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、大野幸、青山歌奈絵、杉村光隆 

鹿児島大学医歯学総合研究科歯科麻酔全身管理学分野 

 

P083 Chromatin accessibility dynamics across in vitro cellular differentiation 

○小池宣也、梅村康浩、八木田和弘 

京都府立医科大学大学院医学研究科統合生理学 

 

P084 Circadian-dependent induction of hepatic lipogenic enzyme gene expression in rats fed excess sucrose 

diet 

スクロース過剰食は概日リズム依存的な脂質合成系遺伝子の振幅増加を介して脂質代謝異常を引

き起こす 

〇小田裕昭 1、孫淑敏 1、梅木美樹 2、望月聡 3 

1 名古屋大学大学院生命農学研究科栄養生化学; 2 別府大学食物栄養; 3 大分大学教育 

 

P085 Effects of the isolation of suprachiasmatic nucleus on circadian rhythmicity 

視交叉上核隔離が概日リズムに与える影響 

○宮﨑翔太 1,2、前嶋大智 2、水田習斗 2、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 

 

P086 Research on the coordinated action of various clocks in the brain 

脳内時計群の協調作用に関する研究 

○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 

 

P087 Circadian strategy for female reproduction 

雌性生殖機能に対する概日リズムストラテジー 

○坂詰小百合 1、中村渉 2、中村孝博 1 

1 明治大学農学部動物生理学研究室; 2 長崎大学医歯薬学総合研究科加齢口腔生理学分野 

 

P088 Optical imaging of nuclear and cytoplasmic circadian calcium rhythm in the master circadian clock 

生物時計中枢における核-細胞質概日カルシウムリズムの光イメージング計測 

○Sota Hiro1,2, Yoshiko Yamada1, Tomomi Nemoto1,2, Ryosuke Enoki1,2 

1 Laboratory of molecular and cellular biophysics, Research Institute for Electronic Science, Hokkaido 

University, Japan; 

2 Graduate school of information science and technology, Hokkaido University, Japan 
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P089 Roles of GABA in Suprachiasmatic AVP Neurons on Female Reproductive Functions 

雌性生殖機能における視交叉上核 AVP 細胞特異的 GABA の役割 

○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 

 

P090 Circadian fluctuation of pharmacological activity of antidepressants in mice 

抗うつ薬による薬効発現の日内変動の解析 

〇河合洋 1、岩舘怜子 1、石橋拓也 2、光本篤史 3 

1 城西大学薬学部; 2 立命館大学グローバルイノベーション研究機構; 3 城西国際大学薬学部 

 

P091 Diurnal rhythms of maternal behavior in Per-null mice 

Per-null マウスにおける母性行動の日周リズム 

河村小雪 1*、松本かな子 1*、村上温美 1、岡村均 2、〇冨永恵子 1 

1 大阪大学大学院生命機能研究科神経可塑性生理学研究室 (* co-first author); 

2 京都大学大学院薬学研究科分子脳科学研究室 

 

P092 マウスにおける一晩の断眠が肝臓における糖新生の亢進を引き起こす 

○宗和拓実 1,2、安倍知紀 1、和田直之 2、大石勝隆 1,3,4,5 

1（国研）産総研 バイオメディカル 生物時計; 2 東理大 理工 応用生物; 

3 東理大院 理工 応用生物; 4 東大院 新領域 メディカル情報生命; 

5 筑波大 グローバル教育院 

 

P093 サーカディアンリズムが調節する血管新生 

○都築一仁、清水優樹、室原豊明 

名古屋大学大学院医学系研究科循環器内科学 

 

P094 In vitro, behavioral, and in vivo analysis of circadian rhythm of suprachiasmatic nucleus in AVP-Vgat-/- 

mice 

AVP ニューロン特異的 Vgat ノックアウトマウスにおける視交叉上核概日リズムのインビトロ、 

行動、及びインビボ解析 

〇Yusuke Tsuno1, Takashi Maejima1, Emi Hasegawa2, Michihiro Mieda1 

1 Department of Integrative Neurophysiology, Graduate School of Medical Science, Kanazawa University;  

2 International Institute for Integrative Sleep Medicine, University of Tsukuba 

 

P095 SCN 単一細胞培養のためのマイクロチップ作製法 

〇渡部翔也、藤林良基、竪山湧太、石村憲意、徳田功 

立命館大学理工学部 
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P096 Development of Ingestible Temperature Sensor with Gastric Acid Battery for Accurate and Easy 

Monitoring of Core-Body Temperature Rhythm 

深部体温リズムを正確かつ簡単に測定するための胃酸電池を用いた「飲む体温計」の開発 

〇吉田慎哉 1、宮口裕 2、中村力 3 

1 東北大学大学院工学研究科; 2 東北大学マイクロシステム融合研究開発センター; 

3 東北大学産学連携機構イノベーション戦略推進センター 

 

P097 Analysis of Per2 expression cycle in frontal section of Rat SCN 

ラット SCN の前頭断面における Per2 発現周期の解析 

〇森本宰充、吉川朋子、重吉康史 

近畿大学医学部解剖学教室 

 

P098 Mathematical model for circadian regulation of ovulation timing 

排卵タイミングの概日制御に関する数理モデル 

大原隆之 1、中村孝博 2、中村渉 3、〇徳田功 4 

1 Leibniz-Institut fuer Nutztierbiologie; 2 明治大学農学部; 3 長崎大学歯学部; 4 立命館大学理工学部 

 

P099 Mathematical Modeling of Rhythmic Gene Expression: Impact of Negative Autoregulation on 

Amplitude Preservation 

〇Takayuki Ohara, Pål O. Westermark 

Leibniz-Institut für Nutztierbiologie 

 

P100 Experimental and mathematical analyses of phase shift of mammalian circadian clock 

哺乳類細胞を用いた概日時計の位相シフトの実験及び数理生物学的解析 

〇吉岡拓也 1、高畑佳史 2、瓜生耕一郎 1、程肇 1 

1 金沢大 理工; 2 大阪大院 歯学 

 

P101 A method to verify bio-molecular hypotheses using waveform and model:  

Example of circadian rhythm study 

波形情報とモデルを用いた分子生物学的な仮説の検証 －体内時計を例に－ 

〇黒澤元、儀保伸吾 

理化学研究所数理創造プログラム (iTHEMS) 

 

P102 Role of waveform distortion of circadian clocks and its quantification 

体内時計の時間波形の歪みの効果とその定量化 

〇儀保伸吾、黒澤元 

理化学研究所数理創造プログラム (iTHEMS) 
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P103 Theoretical study revealing the relationship between evolution of self-sustained circadian clock and the 

external coincidence model  

概日時計自律振動性進化と外的符合モデルの関係に関する理論研究 

〇関元秀、伊藤浩史 

九州大学芸術工学研究院デザイン人間科学部門 

 

P104 Mathematical modeling of period after effect 

Period after effect の数理モデリング 

〇瓜生耕一郎、程肇 

金沢大学理工研究域生命理工学系 

 

P105 A mathematical model analysis of singularity behavior observed in mouse peripheral clocks under 

periodic stress stimulation 

マウス末梢時計におけるストレス刺激によるシンギュラリティ現象の数理モデル解析 

〇岩崎真依、染谷洋輔、田原優、柴田重信、高松敦子 

早稲田大学先進理工学研究科電気・情報生命専攻 

 

P106 Social control of marmoset activities 

マーモセット活動の社会的制御 

Keiko Tominaga1, Teruaki Fujinaga2, Iori Murai2, Yuka Kono2, Maho Sugano2, Teruo Kaneko1, Azusa 

Yamaguchi1, Hirotaka Onoe3, Kaoru Isa3, Tadashi Isa3, 〇Hitoshi Okamura2 

1 Laboratory of Synaptic Plasticity, Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University; 

2 Laboratory of Molecular Brain Science, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyoto University; 

3 Department of Neurobiology, Graduate School of Medicine, Kyoto University 

 

P107 EEG measurement in freely moving common marmosets (Callithrix j. jacchus) 

自由行動下におけるマーモセットの脳波測定 

○藤永輝明 1、河野優華 1、須川真帆 1、村井伊織 1、金子照生 1、山口亜寿沙 1、冨永恵子 2、 

尾上浩隆 3、伊佐かおる 3、伊佐正 3、岡村均 1 

1 京都大学大学院薬学研究科分子脳科学; 2 大阪大学大学院生命機能研究科; 

3 京都大学大学院医学研究科神経生物学 

 

P108 Actogram and electroencephalogram of marmosets in experimental jet-lag 

時差環境下におけるマーモセットの行動量と脳波解析 

〇村井伊織 1、藤永輝明 1、河野優華 1、須川真帆 1、金子照生 1、冨永恵子 2、山口亜寿沙 1、 

佐藤那美 1、伊佐かおる 3、尾上浩隆 3、伊佐正 3、岡村均 1 

1 京都大学大学院薬学研究科分子脳科学研究室;  

2 大阪大学大学院生命機能研究科シナプス可塑性生理学研究室;  

3 京都大学大学院医学研究科高次脳科学講座神経生物学分野研究室 

 

 

時間生物学　Vol .  25,  No.  2 ( 2019)  
169



P109 Nardilysin regulates the activities of ROR and REV-ERB 

 ナルディライジンによる ROR/REV-ERB 活性調節機構の解明 

 〇平岡義範 1、高田千春 1、原有希 1、久米典昭 1、吉種光 2、深田吉孝 2、池田正明 3、西英一郎 4 

 1 神戸学院大学薬学部臨床薬学部門; 2 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻; 

3 埼玉医科大学医学部生理学; 4 滋賀医科大学医学部医学科薬理学講座 

 

P110 Functional analysis of transcriptional regulation of a mammalian clock gene, Bmal1 

哺乳類時計遺伝子 Bmal1 の新しい転写制御機構の解析 

○篠田達成、大場祐希、瓜生耕一郎、程肇 

金沢大 理工 

 

P111 Downregulation of CRY2 in Osteoarthritis 

変形性関節症における CRY2 の発現低下 

〇大久保直輝 1,2、戸次大史 2、Martin Lotz2 

1 京都府立医科大学大学院運動器機能再生外科学（整形外科）; 2 The Scripps Research Institute 

 

P112 Evaluation of circadian clock using follicle cells in Japanese black cattle 

黒毛和種の毛包細胞を用いた時計遺伝子のサーカディアンリズム評価 

〇大塚剛司 1、三ツ石裕貴 2、大西裕貴 1、八代田真人 2,3 

1 岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程動物生産管理学研究室; 

2 岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程動物栄養学研究室;  

3 岐阜大学家畜衛生地域連携教育研究センターGeFAH 

 

P113 VIP-induced phase change of C6 cells stably transfected with VPAC2 

VPAC2 安定導入 C6 細胞の VIP による位相変化 

〇中嶋正人、重吉康文 

近畿大学医学部解剖学教室 

 

P114 Entrainment of the circadian clock of NIH3T3 cells to stimulation cycles: in vitro model for jet lag 

〇Dan Yang1, Hideaki Oike2, Mitsuhiro Furuse1, Shinobu Yasuo1 

1 Faculty of Agriculture, Kyushu University 

2 Food Research Institute, National Agriculture and Food Research Organization 

 

P115  Human circadian clock development using induced pluripotent stem cells 

ヒト iPS 細胞を用いた概日時計の発生 

〇梅村康浩、八木田和弘 

京都府立医科大学大学院医学研究科統合生理学 
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P116 Study on the response of clock genes to synchronizing stimulation in human iPS cells 

ヒト iPS 細胞の概日リズムの同調刺激に対する反応とそのメカニズムに関する研究 

〇金子瞳、貝塚拓、富澤一仁 

熊本大学大学院生命科学研究部分子生理学講座 

 

P117 Effects of flabonoid nobiletin on clock gene expression in the bladder   

フラボノイド系化合物ノビレチンの膀胱時計遺伝子発現に対する影響 

〇河野仁 1、根来宏光 1,2、上田政克 1,3、千菊敦士 1,4、小川修 1 

1 京都大学大学院医学研究科泌尿器科; 2 筑波大学医学医療系腎泌尿器科外科; 

3 天理よろず相談所病院; 4 せんぎく腎泌尿器科クリニック 

 

P118 Search for functional food ingredients affecting circadian rhythms 

概日リズムに影響を与える食品機能性成分の探索 

〇武田紗輔 1,2、中根右介 1,2、角房直哉 2、佐藤綾人 2、大川妙子 1,2、吉村崇 1,2 

1 名古屋大学大学院生命農学研究科; 2 トランスフォーマティブ生命分子研究所 (WPI-ITbM) 

 

P119 Elucidation of action mechanism of natural compounds that regulate circadian phase 

概日リズムの位相を制御する天然化合物の作用機構に関する研究 

〇大野文菜 1,2、石黒将照 1,2、伊藤彰啓 1,2、武田紗輔 1,2、佐藤綾人 2、中根右介 1,2、吉村崇 1,2、 

大川妙子 1,2 

1 名古屋大学大学院生命農学研究科；2 トランスフォーマティブ生命分子研究所 (WPI-ITbM) 

 

P120 Target identification of a natural compound that speeds up the circadian clock 

概日リズムの周期短縮作用を示す天然化合物の標的同定 

〇東祐佳 1,2、永田晃大 1,3、上園悠真 1,3、小林茜 1,2、桑田啓子 1、大松亨介 1,3、大井貴史 1,3、 

吉村崇 1,2、大川妙子 1,2 

1 トランスフォーマティブ生命分子研究所 (WPI-ITbM); 2 名古屋大学生命農学研究科; 

3 名古屋大学工学研究科 

 

P121 Screening compounds from marine organisms that regulate circadian rhythms 

概日リズムを調節する海洋天然物の探索 

〇渥美晴貴 1,2、中根右介 1,2、角房直哉 2、佐藤綾人 2、大川妙子 1,2、吉村崇 1,2 

1 名古屋大学大学院生命農学研究科動物統合生理学研究室; 

2 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 (WPI-ITbM) 

 

P122 DNA アプタマーを用いた光受容体メラノプシンの機能制御 

〇中澤和雄 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 
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P123 Effects of photocatalytic tantalum nitride on cytotoxicity and cellular clock  

光触媒窒化タンタルの細胞毒性と細胞時計への影響 

〇立石真由 1、渡邉友亮 2、中村孝博 1 

1 明治大学農学部動物生理学研究室; 2 明治大学理工学部無機化学研究室 

 

P124 Origination of the circadian clock system in stem cells regulates cell differentiation  
〇鳥井孝太郎 1、井上圭佑 1、荒木崇 1、遠藤求 2 

1 京都大学生命科学研究科分子代謝制御学; 

2 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス科植物生理学 

 

P125 A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of adjunctive blue-blocking glasses for the 

treatment of sleep and circadian rhythm in patients with bipolar disorder  

 青色光遮断眼鏡による双極性障害患者の睡眠・概日リズムへの影響：無作為化比較試験 

 〇江崎悠一 1,2、竹内一平 1、坪井宗司 1、藤田潔 1,3、岩田仲生 2、北島剛司 2 

 1 桶狭間病院 藤田こころケアセンター; 2 藤田医科大学医学部精神神経科学講座; 

3 特定非営利活動法人脳神経オーダーメード医療研究センター 

 

P126 The effects of body temperature and subsequent sleep on periocular skin warming 

眼周囲温熱刺激による体温と睡眠に及ぼす影響 

〇市場智久 1,2、鈴木正泰 2、有竹清夏 3、内山真 2 

1 花王株式会社パーソナルヘルスケア研究所; 2 日本大学医学部精神医学系; 

3 埼玉県立大学保健医療福祉学部 

 

P127 Survey on sleep and mental-physical change after graduation among Japanese university students 

大学生の卒業に伴う睡眠と心身状態の変化に関する追跡調査 

〇成澤元 1、安正鎬 2、高橋敏治 2 

1 公益財団法人神経研究所; 2 法政大学大学院人文科学研究科 

 

P128 Preoperative circadian rhythm of physical activity and postoperative delirium in cardiovascular 

surgery patients 

心臓血管外科患者における術前の活動日内リズムと術後せん妄発症との関連 

〇丹智絵子 1、齊藤奈緒 2、宮脇郁子 1、塩谷英之 1 

1 神戸大学保健学研究科; 2 宮城大学人間・健康学系看護学群看護学類 

 

P129 Moving Beyond Statistical Analysis: Applying Association Rule Mining to Discovering Correlations 

between Daily Behavioral Rhythm and Sleep Quality 

〇Zilu Liang1,2, Mario Alberto Chapa-Martell3 

1 Kyoto University of Advanced Science; 2 The University of Tokyo; 3 Silver Egg 

 

 

 

時間生物学　Vol .  25,  No.  2 ( 2019) 
172



P130 Extracting the characteristics of the circadian and ultradian rhythms of core body temperature in 

daily life condition 

日常生活下における深部体温の概日リズムおよびウルトラディアンリズムの特徴抽出 

〇澤井浩子、倉橋哲郎 

株式会社豊田中央研究所ヒューマンサイエンス研究領域 

 

P131  Effect of mastication on glucose metabolism after high carbohydrate food consumption depends on the 

number of chew and time of day in healthy subjects 

〇Yujiro Yamanaka1,2, Arisa Sato1,3, Yoshinori Ohtsuka4 

1 Laboratory of Life & Health Sciences, Graduate School of Education, Hokkaido University; 

2 Research and Education Center for Brain Science, Hokkaido University; 

3 School of Medicine, Asahikawa Medical University; 

4 Faculty of Sports and Human Studies, Sapporo International University 

 

P132 Sleep Disturbances in Older Adults Exposed to Short-Wavelength Light at Night: The HEIJO-KYO 

Cohort 

夜間短波長光曝露と主観的睡眠の質の関連：平城京スタディ 

〇三井勝裕 1,2、佐伯圭吾 1、刀根庸浩 3、鈴木信二 4、高宮祥一 5、山上優紀 1、車谷典男 1、 

大林賢史 1 

1 奈良県立医科大学疫学・予防医学講座; 2 京セラ株式会社; 3 株式会社タカトリ; 

4 ウシオ電機株式会社; 5 株式会社ダイセキ 

 

P133 Effects of acute endurance exercise performed in the morning or evening on 24-h glucose levels 

運動実施時間帯の違いにおける一過性持久性運動が 24 時間の血糖値変動に及ぼす影響 

〇古橋捷太 1、金鉉基 1、尾﨑真実帆 1、千々木華子 1、難波拓哉 1、尾根田諭 1、神藤貴江 1、 

田端宏樹 2、坂本静男 2、柴田重信 1 

1 早稲田大学 先進理工 電気・情報生命工 柴田研究室; 

2 早稲田大学 スポーツ科学 健康管理学研究室 

 

P134 Investigation of the relationship between social jetlag and academic ability and mental health in 

elementary school students 

小学生における社会的時差ボケと学力および精神衛生との関連の調査 

〇神藤貴江 1、大久保仁 1、尾﨑真実帆 1、千々木華子 1、難波拓哉 1、尾根田諭 1、古橋捷太 1、 

金鉉基 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 柴田研究室; 2 東京都港区教育委員会 
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P135 Association of Circadian Properties of Time Perception with Antidepressant Effects of Wake Therapy 

in Bipolar Depression 

時間知覚の概日特性は双極性うつ病に対する覚醒療法の治療効果と関連する 

〇吉池卓也 1,2,3、Sara Daraspezia1、栗山健一 2、山田尚登 3、Cristina Colombo1、Francesco Benedetti1 

1 Psychiatry and Clinical Psychobiology, Division of Neuroscience, Scientific Institute Ospedale San 

Raffaele; 

2 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; 

3 滋賀医科大学精神医学講座 

 

P136 Diurnal Rhythms in Plasma Metabolites and the Effect of Acute Sleep Deprivation 

血漿代謝産物の日内リズムと急性断睡による影響 

〇本間あや 1,2, Victoria L. Revell3, Pippa J. Gunn2, Sarah K. Davies2, Benita Middleton2,  

Florence I. Raynaud4 and Debra J. Skene2 

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 Chronobiology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Surrey;  

3 Surrey Clinical Research Centre, University of Surrey;  

4 Cancer Research UK Cancer Therapeutics Unit, Division of Cancer Therapeutics, The Institute of Cancer 

Research 

 

P137 The relationship between time-related dietary patterns and mental health/personality among 

university students 

大学生における食事習慣と精神的健康および性格との関連 

〇服部歩実、古田和敬、大坪駿、柴田健児、谷口栄望、古瀬充弘、安尾しのぶ 

九州大学大学院農学研究院代謝・行動制御学 

 

P138 Novel genetic variants for familial advanced sleep-wake phase disorder 

家族性概日リズム睡眠-覚醒相前進障害の新規遺伝要因 

〇鵜飼基生 1,2、肥田昌子 1,5、北村真吾 1、井上雄一 3,4、三島和夫 1,5 

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 東京農工大学大学院工学府生命工学専攻; 3 東京医科大学睡眠学講座;  

4 睡眠総合ケアクリニック代々木; 5 秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座 

 

P139 Seasonal changes in sleep duration and sleep problems in the Japanese general population 

日本の一般住民における睡眠時間と睡眠に関連する問題の季節変化 

〇鈴木正泰 1、谷口哲也 2、降籏隆二 1、由田克士 3、荒井裕介 4、吉池信男 5、内山真 1 

1 日本大学医学部精神医学系精神医学分野; 2 日本大学医学部一般教育学系数学分野;  

3 大阪市立大学大学院生活科学研究科食・健康科学講座;  

4 千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科; 5 青森県立保健大学健康科学部栄養学科 
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 三枝 理博 （金沢大学 大会長） 

   （金沢大学） 
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   （日本大学） 
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MBL 概日リズムのウェブコンテンツ
をチェックしてね。
製品使用例が充実しているよ！
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本社　〒920-8539 金沢市問屋町2-46　TEL（076）237-5555（代）　FAX（076）237-6584 

支店　金沢・富山・福井　　　営業所　七尾・高岡・敦賀 

IVR エンドスコピー 

科学機器 

AED整形外科 

開業支援 

画像診断 

次世代 
物品管理 
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メンテナンス 

電子カルテ 

眼科 血液浄化 
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※ 麻酔ﾏｽｸ等から排出される余剰麻酔ガスを吸引し、室外への排気もしくは
　吸着することで作業者への麻酔ガス被曝を軽減します。

㺭㺑㺛࣭ 㺵㺍㺢➼ᑠື≀ᐇ㦂⏝⡆྾ධ㯞㓉⨨

※ 豊富な周辺機器を組み合わせることにより、使いやすい麻酔システムをご提案します。
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