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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２３ 年 ８月 1８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 筑波大学・大学院人間総合科学研究科 

（ふりがな）         おがわそのこ 

職・氏 名   教授・小川園子      
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（中国 ）とのセミナー（振興会対応機関：  NSFC  ） 

 

 

2． セミナー名    社会行動の神経生物学基盤に関する２国間共同セミナー                  

 

 

3． 期   間  平成 23 年 7 月 24 日 ～ 平成 23 年 7 月 27 日（4日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  Xi’an（西安）, Shaanxi Normal University （陕西師範大学）               

 

5． 参加者数   日本側     13 名 
（代表者を含む） 

相手国側  13 名      計 27 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（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

佐久間康夫 

＊近藤保彦 

＊西真弓 

＊塚原伸治 

＊松田賢一 

＊坂本敏郎 

＊津田夢芽子 

 

＊小山麻記子 

 

＊棟朝亜理紗 

 

＊ 仲田真理子 

 

＊佐野一広 

 

菊水健史 

 

日本医科大学・医学研究科・教授 

帝京科学大学・生命環境学部・准教授 

奈良県立医科大学・医学部・教授 

埼玉大学・理工学研究科・准教授 

京都府立医科大学・医学研究科・准教授

筑波大学・人間総合科学研究科・准教授

筑波大学・人間総合科学研究科・ポスト

ドクトラル研究員 

横浜市立大学・医学研究科・博士課程４

年 

日本女子大学・理学部・博士前期課程２

年 

筑波大学・人間総合科学研究科・博士後

期課程 1年 

筑波大学・人間総合科学研究科・博士後

期課程３年 

麻布大学・獣医学研究科・教授 

 

行動生理学・生殖内分泌学 

実験心理学・行動神経内分泌学 

神経解剖学・神経内分泌学 

神経内分泌学 

分子生物学・神経内分泌学 

実験心理学・行動神経科学 

神経科学・行動神経内分泌学 

 

神経内分泌学 

 

実験心理学・行動神経内分泌学 

 

神経科学・行動神経内分泌学 

 

神経科学・行動神経内分泌学 

 

獣医学・行動神経内分泌学 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Beijing Normal University・Professor・Liu Dingzhen             

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

   

  

(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 

Zuoxin Wang フロリダ州立大学・教授（アメリカ合衆

国） 

神経科学・行動神経内分泌学 

 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

Dehua Wang 

Jianxu Zhang 

Fei Luo 

Xianqing Zhou 

Yonghui Li 

Xueying Zhang 

Fadao Tai 

Wei-Wen Wang 

Jian-Guo Cui 

Li-Jun Zhao  

Yan Liu 

Ying-Juan Liu 

 

中国科学院動物研究所・教授 

中国科学院動物研究所・教授 

中国科学院心理学研究所・教授 

首都医科大学・准教授 

中国科学院心理学研究所・准教授 

中国科学院動物研究所・准教授 

陕西師範大学・教授 

中国科学院心理学研究・准教授 

中国科学院成都生物所 准教授 

陕西師範大学・准教授 

北京大学・博士研究生 

中国科学院動物研究所・PD 研究員 

 

生物学・神経科学 

生物学・神経科学 

心理学・生物学 

生物学・神経科学 

心理学・生物学 

生物学 

生物学 

心理学・生物学 

生物学 

生物学 

生物学・神経科学 

生物学・神経科学 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

セミナーの目的：本セミナーでは、 「社会行動の神経生物学基盤」をメインテーマとし、１）主に中国の研究者によっ

て展開されている、野生環境を含む様々な場面で様々な動物種を用いた生物学的研究と、２）日本側の研究者が得

意としている、ホルモンによる社会行動の調節・制御とその脳内機序に関する行動神経・行動神経内分泌学的研究

の現状と成果について、日中の参加者が情報を共有した上で、今後の研究戦略や方向性、融合的研究の創成につ

いて議論することを目的とした。 

実施状況：本セミナーは、西安市陕西師範大学（主会場：Chong-Yu Building）において、2011 年 7 月 24

日から27日までの4日間に、The First Asia-Pacific Conference on Integrative Behavioral Science（APCIB）

との同時開催として実施された。日中二国間セミナー（Sino-Japan Joint Seminar on Neurobiological Basis 

of Social Behavior）のメインプログラムは、日中両国の研究者による特別講演、シンポジウム講演と若手研

究者（大学院学生および PD 研究員）によるポスターセッションであった。セミナー参加者は、これらのメ

インプログラムだけでなく、APCIB 主催の全プログラムに出席し、特別・シンポジウム講演の座長を努める

と共に、質疑・討論や、ポスターセッションでの指導・助言及び優秀賞審査（８−４参照）に参加した。実施

状況の詳細は添付の Program および Proceeding の通りである。 

第 1 日目（7 月 24 日）：Registration 及び Informal Discussion & Networking 

第 2 日目（7 月 25 日）：開会式、Workshop（APCIB 主催）、ポスターセッション（日本側は 5 題、中国側は

APCIB を含めて 29 題） 

第 3 日目（7 月 26 日）： Workshop（日中セミナー主催；日本側 8 講演、中国側 9 講演）、ポスターセッシ

ョン（同上） 

第 4 日目（7 月 27 日）： Workshop（APCIB 主催）、ポスターセッション（同上）、若手優秀賞表彰式および

閉会式 

Keynote Lectures 
Yasuo Sakuma：Recent progress and future perspective in the study of neurobiology of social behavior. 
Fei Luo：The psychoneurobiological nature of chronic pain diseases. 
Sonoko Ogawa: Brain mechanisms of estrogenic regulation of social behaviour. 
 
Symposium Talks 
Wei-Wen Wang: Effects of stress response on cortical-mediated cognitive function and its molecular mechanisms. 
Takefumi Kikusui: Male song communication in mice. 
Jian-Guo Cui: Sound communication in Emei music frog (Babina Daunchina). 
Shinji Tsukahara: Formation and function of tissue structure in the sexually dimorphic nucleus of the preoptic area in 

rats.  
Yong-Hui Li: Peritraumatic hyperaroual as a predictor of development of PTSD in a rat model: the role of opioid 

receptor.  
Yan Liu: Molecular regulation of sexual preference revealed by genetic studies of 5-HT in the brains of male mice. 
Kenichi Matsuda: Epigenetic influence on the development of sexual behaviour. 
Ying-Juan Liu: Asymmetrical genetic and maternal effects on anxious behavior and pheromone components of pups 

revealed by cross-breeding and cross-fostering between C57/B6 and Balb/c mice. 
Toshiro Sakamoto: The effect of brain impairment on socio-emotional behavior in mice. 
Xian-Qing Zhou: The effects of Vitamin E and androgen on the reproductive function in endosulfan-treated mice. 
Mayumi Nishi: Effects of early life adverse events on brain plasticity. 
Xue-Ying Zhang: Increased feeding and food hoarding following food deprivation are associated with activation of 

central dopamine and orexin systems in male Brandt’s voles. 
Yasuhiko Kondo: Brain oxytocin regulates olfactory behavior in male and female rodents. 
Li-Jun Zhao: Selenoprotein-P modulation in brain: a Nats mechanism.


