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（様式６） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２１年３月９日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  愛知県立大学・情報科学部 

（ふりがな）           よこ  た   ゆき  お 

職・氏 名  教授    横 田 幸 雄  
 
 
 

1． 事 業 名  イタリアとのセミナー（振興会対応機関：  ＣＮＲ   ） 

 

 

セミナー名  

（和文）海洋生物への物理・化学的インパクトの影響－持続可能性とポストゲノムを目指して－  

（英文）Physical and Chemical Impacts on Marine Organisms – Seeking Sustainability and 

Postgenomics - 

 

2． 期   間  平成 ２０年１１月 ２４日 ～ 平成２０年１１月２７日（ ４日間） 

 

 

3． 開 催 地 

（都市名と会場名） 名古屋市    メルパルク 名古屋                      

 

4． 参加者数   日本側                １２名 
（代表者を含む） 

相手国側       ７名    計  ２０名 
 

その他の国             １名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

安住 薫＊ 

小木曽 誠 

柿沼 誠＊ 

加藤 宏一 

 

清本 正人＊ 

 

黒田 英世 

黒田 律 

児玉 圭太＊ 

 

田辺 信介＊ 

 

堀口 敏宏＊ 

 

横田 幸雄＊ 

渡邉 肇＊ 

北海道大学・薬学研究院・助教 

愛知県立大学・情報科学部・非常勤講師 

三重大学・生物資源学部・准教授 

名古屋市立大学・自然科学研究教育センタ

ー・教授 

お茶の水大学・湾岸生物科学教育センタ

ー・准教授 

富山大学・理学部・名誉教授 

富山大学・理学部・元講師 

国立環境研究所・環境リスク研究センタ

ー・特別研究員（JSPS） 

愛媛大学・沿岸環境科学研究センター・教

授 

国立環境研究所・環境リスク研究センタ

ー・総合研究官 

愛知県立大学・情報科学部・教授 

自然科学研究機構・基礎生物学研究所・准

教授 

分子発生生物学 

分子生物学 

海洋生物化学 

細胞生物学 

 

動物発生学 

 

環境生物学 

環境生物学 

水産学・環境科学 

 

環境化学 

 

環境科学 

 

動物発生学 

内分泌学・分子生物学 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Valeria Matranga・Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare “Alberto 

Monroy”, CNR・主任研究員 

 

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者に

＊印を付けてください。） 

   

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 

S. Bijoy Nandan Cochin University of Science and 
Technology・准教授相当(Reader)（インド）

環境科学 

7．セミナー概要（セミナーの目的・内容・成果等を簡潔に記載してください。） 

日伊両国の研究者が環境汚染因子（物理的・化学的）の海洋生物に対する影響について生態レベルから遺

伝子レベルまでの研究成果を発表し，討論を行う．研究発表，質疑応答，討論，総括討論を行うことによっ

て環境因子の海洋生物に対する影響予測のためのモデル生物，新技術，海洋資源利用の新しい展望を開く． 

海洋環境の置かれた状況を評価するための指標生物，指標となる生理学的パラメーターの評価に関する研

究発表と討論を通して，海洋環境そしてそこに生息する生物の状況を的確に評価する方法の確立を目指す． 

環境汚染，海洋生物への影響が予想される化合物等の事前評価のためのモデル生物（主として実験室レベ

ル），効率的アッセイ法についての研究発表と討論を行う．さらに，現在の状況下で基準となるべき海水につ

いての討論も行う． 

 

セミナー内容（プログラム） 

24 日 

Welcome Party 

25 日 

開会挨拶      横田 幸雄， Valeria Matranga 
Biodiversity for the future.     横田 幸雄 
Dioxins and organohalogen contaminants in the Asia-Pacific region. 田辺 信介 
Environmental stress on plankton and benthic organisms in the coastal ecosystems of south west coast 
of India.       S. Bijoy Nandan 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

Ezio Amato 
 
M. D. 
Candia-Carnevalli 
Camilla Della Torre 
Carla Falugi 
Francesca Garaventa 
Adrianna Ianora 
 
〇Valeria Matranga 

Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale・主管研究員 
Università degli Studi di Milano・教授 
 
Università degli Studi di Siena・博士研究員 
Università degli Studi di Genova・教授 
Istituto di Scienze Marine, CNR・研究員 
Stazinone Zoologica Anton Dohrn・主任研究
員 
Istituto di Biomedicina e Immunologia 
Molecolare “Alberto Monroy”, CNR・主任研
究員 

海洋環境科学・環境管理 
 
海洋生物学 
 
環境生物学 
海洋生物学 
海洋環境科学 
海洋生態化学 
 
動物発生学・免疫学 
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Unexploded ordnance at sea: 2,4,6-trinitrotoluene as a novel and emerging environmental issue of 
concern.        Camilla Della Torre 
Automated systems to monitor marine pollution, from eco-toxicological kit to on-line Biological Early 
Warning Systems: an integrated approach.   Francesca Garaventa 
Exploration of causal factors affecting change in stock size of megabenthos in Tokyo Bay: community and 
population-level approach.    児玉 圭太 
Toxicogenic effects of diatoms on grazer survival.   Adrianna Ianora 
Endocrine disruption caused by organotins in gastropods: from a molecular mechanism to 
population-level effects.      堀口 敏宏 
Exposure effects and predictive models in ecotoxicology: an integrated approach to the study of 
Endocrine Disrupters in echinoderms.    M. Daniela Candia-Carnevali 
討論 
 
26 日 

Assessment of a suspect PCBs contamination in marine organisms. Ezio Amato 
Lanthanoids inhibit spicule- and shell-formation of marine animals. 黒田 英世 
Sea urchin embryos as an in vivo model for the assessment of manganese toxicity: developmental and 
stress response effects.      Valeria Matranga 
The sea urchin early development as a model for basic and applied understanding of neurogenesis and 
neurotoxicity.       Carla Falugi 
Effects of chemicals on gastrulation and endomesodermal differentiation in the sea urchin embryo. 
        清本 正人 
Effects of X-rays exposure on sea urchin embryo development and gene expression. 
        Valeria Matranga 
Molecular analysis of physiological and developmental responses to environmental changes in marine 
macroalgae and angiosperms.     柿沼 誠 
Risk assessment of marine chemical pollutants using ascidian DNA microarray. 
        安住 薫 
Genome based evaluation of chemical effects on aquatic organisms. 渡邉 肇 
総括討論，今後の活動方針 
27 日 

Excursion 
 
日本，東南アジア，地中海での海洋汚染の状況について，広範囲に及ぶフィールド調査に基く多様な研究

報告がされた．東南アジア地域での有機塩素化合物汚染状況についての発表で，化合物群によって汚染地域

に変化が生じていることが報告され，この変化は化合物の化学的性状ではなく移動過程の特質によることが

明らかにされた．複数の発表の中で，未だ規制の対象となっていない新たな汚染因子の可能性について警鐘

的発表がなされた．また，排出規制のあり方などについて政策決定での問題が総括討論の中で指摘された．

遺伝子レベルでの解析と生態学的レベルでの解析をどのように結びつけて研究を発展させるかについて，各

発表の後の討論と総括討論でなされた．総括討論のなかで，対照実験を行うべき基準となる海水について自

然海水について，現在の地球環境を考慮すると全く汚染汚染されていない海水が存在しうるか？自然海水に

代わるものとしての人工海水の可能性について議論がなされた．本セミナーの成果については，Aquatic 

Toxicology などの国際学術雑誌の Special Issue として出版を目指すことが，参加者によって確認された．

本セミナーの継続的な開催が確認されて，2010 年の生物多様性に関する COP10 との連携して開催を目指すこ

とが確認された．また，イタリア大使館の科学アタッシェ Angelo Volpi からメッセージが寄せられ 2009 年

開催の“日本におけるイタリア 2009”での本共同セミナーの活動と成果報告の依頼があった． 


