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21(木) 22(金) 9/20(水) 

8:30- 受付開始 8:30- 受付開始 

9:00- 開会の挨拶

9:10-10:10 ショートプレゼンテーション 1
P-01～18 一般演題 

10:20-11:20 ショートプレゼンテーション 2
P-19～38 一般演題 

13:00-13:45 ショートプレゼンテーション 3
P-39～53 一般演題 

14:00-15:00 シンポジウム 1 
S1-1～4 重力応答・植物 

15:10-16:10 シンポジウム 2 
S2-1～3 重力応答・動物 

16:20-17:20 シンポジウム 3 
S3-1～3 宇宙放射線影響 

17:30-18:30 
SL-1 特別講演 古川 聡(JAXA) 

国際宇宙ステーションと宇宙医学生物学

18:30- 記念写真撮影

19:00-20:30
情報交換会

9:00-10:00 シンポジウム 4  
S4-1～4 アストロバイオロジー 

10:10-12:10 特別企画 
「宇宙に吠える！」  

SP-1～4 (1)月面農場 
SP-5～6 (2)宇宙実験・有人宇宙計画

13:40-14:20 故大西武雄先生追悼セッション

14:20-14:50 学会活動報告 

14:50-15:50 学会各賞 授賞式・受賞講演

15:50- 優秀発表賞 授賞式・閉会の挨拶 

16:20-18:00 公開シンポジウム 

宇宙に生きる若手研究者 
 

11:30-12:30 
新・旧代議員総会 

12:30-13:00 
新理事会 

16:00- 
18:30 
新・旧 
理事会 

P-01～53 ポスター発表

12:30-13:00 奇数番号 
13:00-13:30 偶数番号 

11:20-13:00
昼休み 

12:10-13:40 
昼休み 
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平成29年9月21日(木)  

9:00-9:05 開会の挨拶  第31回大会長：髙橋 昭久 (群馬大学) 
 

9:10-10:10 一般演題 ショートプレゼンテーション1 (各発表3分)  
座 長：池田 裕子 (群馬大学)/ 河口 優子 (東京薬科大学) 

P-01 Irradiation of immature neurons causes delayed decreases in the number of neurons and  
in the postsynaptic protein drebrin 

Anggraeini Puspitasari (群馬大学) 
P-02 量研高崎研における陽子，重粒子線照射の CR-39 を用いた基礎的検討 

坂下 哲哉 (量研高崎研) 
P-03 量研高崎の重イオンマイクロビームを用いた生物照射効果解析技術 

舟山 知夫 (量研高崎研) 
P-04 宇宙放射線の生物影響は細胞質へのエネルギー付与が鍵を握る? 

鈴木 雅雄 (量研放医研) 
P-05 抗酸化剤による高 LET 放射線に対する DNA 損傷抑制効果の検討 

中村 麻子 (茨城大学) 
P-06 線虫を用いた放射線による全身運動の変化の解析 

山崎 晃 (京都大学/量研高崎研) 
P-07 酸化塩基 8-oxoG 修復酵素ヒト OGG1 過剰発現細胞の放射線感受性 

秋山-張 秋梅 (京都大学) 
P-08 生体内 DNA 損傷の可視化に向けた遺伝子改変マウスの作製 

原田 浩 (京都大学) 
P-09 エンリッチメント環境の放射線誘発消化管腫瘍に対する抑制効果 

横溝 真哉 (首都大学/量研放医研) 
P-10 ISS 搭載凍結受精卵から発生するマウスの宇宙放射線影響の解析Ⅱ 

鶴岡 千鶴 (量研放医研) 
P-11 宇宙放射線によるマウス凍結 ES 細胞への影響 

森田 隆 (大阪市立大学) 
P-12 微小重力の生物効果は宇宙放射線によって影響を受けないのか? 

谷田貝 文夫 (JAXA/理研) 
P-13 宇宙飛行士の線量限度に観られる不整合とその改善 

保田 浩志 (広島大学) 
P-14 たんぽぽ計画：アミノ酸およびその前駆体の宇宙曝露実験報告(第 1 報) 

小林 憲正 (横浜国立大学) 
P-15 タイタンソーリンから新たな核酸塩基の検出 

河合 純 (横浜国立大学/高エネルギー加速器研究機構) 
P-16 模擬星間環境下での核酸塩基類の生成と安定性の検証 

原田 拓 (横浜国立大学) 
P-17 原始地球及び内部海を持つ衛星の熱水環境における化学進化過程の検証 

今井 栄一 (長岡技術科学大学) 
P-18 タンパク質大型結晶作製装置の開発 

谷川 直樹 (千代田化工建設(株)) 
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10:20-11:20 一般演題 ショートプレゼンテーション2 (各発表3分)  
座 長：富田-横谷 香織 (筑波大学) / 岡 真理子 (鳥取大学)

P-19 微生物汚染の高感度モニタリング 

小船井 啓介 (東京工科大学) 
P-20 宇宙で Deinococcus radiodurans R1 に生じた DNA 損傷 

矢田部 純 (東京薬科大学) 
P-21 宇宙環境下で生じる Deinococcus radiodurans R1 の rpoB 遺伝子の突然変異 

藤原 大佑 (東京薬科大学) 
P-22 藍藻ゲノムから予測される極限環境耐性 

加藤 浩 (三重大学) 
P-23 Nostoc sp. HK-01 の乾燥藻体の紫外線曝露後のアミノ酸量の変化 

オン 碧 (筑波大学) 
P-24 高宇宙環境耐性を備えた陸棲藍藻の乾燥藻体の状態と紫外線耐性 

味岡 令子 (筑波大学) 
P-25 陸棲藍藻 Nostoc sp. HK-01 の休眠細胞の耐性に関わる機能物質 

木村 駿太 (筑波大学/日本学術振興会) 
P-26 コケ植物を用いた宇宙実験において想定される環境因子の検証 

横井 真希 (北海道大学) 
P-27 紫外線で誘導されるミナトカモジグサ由来 NUDX 遺伝子の機能解析 

杉本 学 (岡山大学) 
P-28 紫外線により核・ミトコンドリア・葉緑体DNA に誘発された CPD がシロイヌナズナの生育に及ぼす影響 

寺西 美佳 (東北大学) 
P-29 Auxin Transport 宇宙実験：宇宙微小重力環境下で生育させた黄化エンドウ芽生えの成長と 

オーキシン極性移動 

宮本 健助 (大阪府立大学) 
P-30 Auxin Transport 宇宙実験：宇宙微小重力環境下で生育させた黄化エンドウ芽生えにおける 

PsPINs および PsAUX の遺伝子発現 

井上 理子 (鳥取大学) 
P-31 Auxin Transport 宇宙実験：微小重力環境下で生育させた黄化エンドウ芽生えにおける PsPIN1 の局在 

鎌田 源司 (AES) 
P-32 キュウリの根の水分屈性は重力を感受する根端に非依存的なオーキシン輸送によって制御される 

杉田 智樹 (東北大学) 
P-33 キュウリの根の重力屈性時と水分屈性時に偏差的に発現する遺伝子のオーキシン応答性の解析 

藤井 伸治 (東北大学) 
P-34 過重力環境がシロイヌナズナの花序柄の組織形成に与える影響 

篠笥 公隆 (富山大学) 
P-35 Aniso Tubule 宇宙実験：シロイヌナズナ胚軸の成長と表層微小管動態に対する微小重力の影響 

曽我 康一 (大阪市立大学) 
P-36 陸上植物の近赤外吸収特性から推測される放射環境との関係 

久米 篤 (九州大学) 
P-37 宇宙での栽培に向けた極矮性稲の栽培装置の LED 照明について 

平井 宏昭 (大阪府立大学) 
P-38 宇宙での閉鎖型植物工場システム構築における留意点 

北宅 善昭 (大阪府立大学) 
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11:30-12:30 新・旧代議員総会 ＜1F 広間＞ 

12:30-13:00 新理事会     ＜1F 広間＞ 
 
13:00-13:45 一般演題 ショートプレゼンテーション 3 (各発表 3 分)  

座 長：山崎 千秋 (日本宇宙フォーラム) / 橋爪 藤子 (AES)

P-39 宇宙食における減塩と薬効を考えた香草(ハーブ)の利用 

片山 直美 (名古屋女子大学) 
P-40 模擬微小重力環境下で誘導される間葉系幹細胞の細胞内情報伝達の解析 

小林 剛 (名古屋大学) 
P-41 The interaction between endothelial cells and osteoblasts, hibernating bear as a model for space 

biological studies on bone loss. 

Alireza Nasoori (北海道大学) 
P-42 歯と骨の恒常性に及ぼす重力の生物学的作用 – メダカを用いた加重力実験 

三橋 あい子 (昭和大学) 
P-43 宇宙滞在が骨格筋に及ぼす影響 – 重力負荷減少だけではなさそう? 

佐藤 文規 (京都大学) 
P-44 低温環境下での骨格筋特性の変化 

石岡 憲昭 (JAXA) 
P-45 MnSOD 投与による活性酸素抑制が後肢懸垂時のラットヒラメ筋の特性に及ぼす影響 

尾崎 優作 (同志社大学) 
P-46 無重力による酸化ストレスを介した筋細胞のシグナルトランスダクション 

内田 貴之 (徳島大学) 
P-47 成長と老化過程の哺乳動物での体位変換に伴う循環因子の変化 

山崎 将生 (藤田保健衛生大学) 
P-48 ヒトデ Righting Behavior における視覚の関与と刺激としての重力 

黒谷-和泉 明美 (JAXA) 
P-49 三半規管刺激時の循環動態変化 

田中 邦彦 (岐阜医療科学大学) 
P-50 閉鎖空間の低周波騒音が平衡感覚に与える影響 

大神 信孝 (名古屋大学) 
P-51 重力変動によるリンパ組織胸腺の擾乱 

秋山 泰身 (理研) 
P-52 疑似宇宙環境における基本的生命現象の可視化 

阪上-沢野 朝子 (理研) 
P-53 ヒト ES 細胞からの脳オーガノイドの作製 

森 英一朗 (奈良県立医科大学) 
 
14:00-15:00 シンポジウム1「重力応答・植物」 

～植物の重力応答機構の解明をめざして～ 
オーガナイザー：保尊 隆享 (大阪市立大学) 

座 長：髙橋 秀幸 (東北大学) / 保尊 隆享 (大阪市立大学) 

S1-1 宇宙における植物の生活環 －根系形態解析の試み－

唐原 一郎 (富山大学) 

S1-2 微小重力下におけるイネシュートの細胞壁構築と植物ホルモン量 

若林 和幸 (大阪市立大学) 
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S1-3 ヒメツリガネゴケにおける重力応答反応 

藤田 知道 (北海道大学) 

S1-4 重力宇宙生物学が解明した植物機能，水分屈性 

髙橋 秀幸 (東北大学) 
 

15:10-16:10 シンポジウム2「重力応答・動物」 
～(心)筋研究の最前線：環境ストレスへの応答を中心に～ 

オーガナイザー：東谷 篤志 (東北大学) 

座 長：東谷 篤志 (東北大学) / 二川 健 (徳島大学) 

S2-1 ミトコンドリアのダイナミックな構造変化と筋組織形成 

石原 直忠 (久留米大学) 

S2-2 ADAM10-Notch シグナル制御による筋再生促進の可能性 

堀内 圭輔 (防衛医科大学校/慶應義塾大学) 

S2-3 筋間質の間葉系前駆細胞による骨格筋の健全性維持機構 

上住 聡芳 (東京都健康長寿医療センター研究所) 

  
16:20-17:20 シンポジウム3「宇宙放射線影響」 

～宇宙放射線の影響を正しく理解する～ 

オーガナイザー：髙橋 昭久 (群馬大学) 

座 長：谷田貝 文夫 (JAXA/理研) / 森田 隆 (大阪市立大学) 

S3-1 Chromosome aberrations induced by acute and chronic dose rate GCR simulated exposure  

秦  恵 (Prairie View A&M University) 

S3-2 放射線の組織反応：白内障と循環器疾患 

浜田 信行 (電中研) 

S3-3 放射線が正常脳に及ぼす影響についての研究 

吉田 由香里 (群馬大学) 

 
 
17:30-18:30 特別講演 

       座 長：髙橋 昭久 (群馬大学) 

SL-1 国際宇宙ステーションと宇宙医学生物学 

古川 聡 (JAXA)  ＜やむを得ぬ事情で演者交代の可能性有＞ 

 
18:30-18:40 記念写真撮影 
 
19:00-20:30 情報交換会 ＜1F 広間＞ 

司 会：吉田 由香里 (群馬大学) 
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平成29年9月22日(金) 
9:00-10:00 シンポジウム4「アストロバイオロジー」 

～アストロバイオロジー宇宙実験：たんぽぽ計画の現状と将来展望～ 

オーガナイザー：小林 憲正 (横浜国立大学) 

座 長：小林 憲正 (横浜国立大学) / 山岸 明彦 (東京薬科大学) 

S4-1 ISSでの微生物有機物曝露・捕集実験たんぽぽ計画の目的と現状

山岸 明彦 (東京薬科大学) 

S4-2 500 μm厚のDeinococcus属の細胞凝集体は1年間宇宙で生存できる

河口 優子 (東京薬科大学) 

S4-3 有機物捕集実験および曝露実験 

三田 肇 (福岡工業大学) 

S4-4 ポストたんぽぽ・アストロバイオロジー宇宙実験 

小林 憲正 (横浜国立大学) 
 
10:10-12:10 特別企画「宇宙に吠える！」 

オーガナイザー：矢野 幸子 (文部科学省/JAXA) 

座 長：石岡 憲昭 (JAXA) / 矢野 幸子 (文部科学省/JAXA) 

(1) 月面農場 
SP-1 月面農場と有人宇宙計画 

矢野 幸子 (文部科学省/JAXA) 

SP-2 探査ハブの活動全体 月面農場ワーキンググループの発端と目指すところについて 

川崎 一義 (JAXA) 

SP-3 月面農場ワーキンググループ具体的な活動について 

後藤 英司 (千葉大学) 

SP-4 植物の生体活動を知るためのセンシング～半導体製造技術とのコラボレーション～ 

鹿島 光司 (東京工業大学/株式会社朝日工業社) 

 

(2) 宇宙実験・有人宇宙計画 
SP-5 国際宇宙探査に向けた調整・検討状況

佐藤 直樹 (JAXA) 

SP-6 JAXAライフサイエンス研究の現状と将来計画について

東端 晃 (JAXA) 

 
12:30-13:30 ポスターセッション ＜1F 広間＞ 

・奇数番号 (12:30-13:00) 
・偶数番号 (13:00-13:30) 

 
13:40-14:20 故大西武雄先生 追悼セッション 

司 会：髙橋 秀幸 (東北大学) 
追悼のお言葉 

・浅島 誠 (東京理科大学) 

・谷田貝 文夫 (JAXA/理研) 
・日出間 純 (東北大学) 
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14:20-14:50 学会活動報告 

司 会：髙橋 秀幸 (東北大学) 

14:50-15:50 学会各賞 授賞式・受賞講演 

司 会：髙橋 秀幸 (東北大学) 

＜名誉会員＞   

平成 28 年度： 大島 泰郎/ 神阪 盛一郎  

平成 29 年度： 跡見 順子/ 池永 満生/ 清水 強 

＜功 績 賞＞   古川 聡 (JAXA)/ 間野 忠明 (岐阜医療科学大学)      <五十音順> 

＜学 会 賞＞   東端 晃 (JAXA) 

＜奨 励 賞＞   池田 裕子 (群馬大学) 

学会賞受賞講演 

A-1 宇宙生物科学のさらなる展開に向けて

東端 晃 (JAXA) 
奨励賞受賞講演 

A-2 宇宙環境を模擬した微小重力下の放射線同期照射システムの開発

池田 裕子 (群馬大学) 
 

15:50-16:00 優秀発表賞 授賞式・閉会の挨拶 第31回大会長：髙橋 昭久 (群馬大学)

 
16:20-18:00 公開シンポジウム “宇宙に生きる若手研究者” 

共 催：新学術領域「宇宙に生きる」若手の会/宇宙惑星居住科学連合若手の会 

後 援：群馬大学男女共同参画推進室 

セッション 1 つながれ若人！～宇宙関連若手研究者のネットワーク形成に向けて～ 

座 長：笹原 信一朗 (筑波大学/新学術領域「宇宙に生きる」若手幹事代表) 

吉田 由香里 (群馬大学/宇宙惑星居住科学連合若手の会代表) 

O1-1 宇宙環境を利用した植物研究 

小林 啓恵 (東北大学/日本宇宙生物科学会) 

O1-2 宇宙環境利用の歴史と未来：JASMAの位置づけと課題

中村 祐二 (豊橋技術科学大学/日本マイクログラビティ応用学会) 

O1-3 物質循環と再生を目指した生態工学会の研究 

中根 昌克 (日本大学/生態工学会) 

O1-4 特殊な環境に対する医学研究から「宇宙医学」を確立する 

河野 史倫 (松本大学/日本宇宙航空環境医学会) 

O1-5 宇宙放射線を正しく理解する(日本宇宙放射線研究会の位置づけと課題) 

鶴岡 千鶴 (量研放医研/日本宇宙放射線研究会) 

セッション 2 すすめ若人！～科学者の卵と若手研究者に向けて～ 

座 長：曽我 康一 (大阪市立大学/日本宇宙生物科学会・若手(次世代)研究者育成委員会委員長) 

富田-横谷 香織 (筑波大学/日本宇宙生物科学会・科学者生活委員会委員長) 

O2-1 科学者とは？～星の数ほど存在する無限の可能性～ 

豊田 正嗣 (埼玉大学/University of Wisconsin-Madison)  

O2-2 リケジョライフとは？～女性が科学者を目指すとき～ 

吉田 由香里 (群馬大学) 
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