
優秀発表賞応募演題・一般演題 一覧 

 
*優秀発表賞応募演題 （P-01～ P-25） 

一般演題 （P-26～ P-65） 

 
*P-01 ゲル食品の離水率・破壊特性・表面積と咀嚼時唾液分泌量の関係 

小川 雪乃、神山 かおる、日下部 裕子 

（国研）農研機構 食品研究部門 
 

*P-02 食事への興味・食習慣が味覚閾値に及ぼす影響について 

小濱 佑介 1,4、川端 由子 2、宮崎 明子 1、田口 大夢 1、川端 二功 3、松

原 篤 4、工藤 玲子 4、清水目 奈美 4、重村 憲徳 2、實松 敬介 2、高井 

信吾 2、山添 淳一 2、平尾 宜司 1、上野 正一 1、村下 公一 5、安藤 雅峻
4、沢田 かほり 4、井原 一成 4、山本 佳弘 1,4、中路 重之 4 
1ハウス食品グループ本社株式会社、2九州大学大学院歯学研究院、3弘前大学

農学生命科学部、4弘前大学医学研究科、5弘前大学 COI 研究推進機構 
 

*P-03 食器の色がチョコレートの甘味の知覚に及ぼす影響 

大沼 卓也 

近畿大学産業理工学部 経営ビジネス学科 
 

*P-04 食塩代替物としての塩化カリウムの異味は繰り返し摂取により蓄積する 

樟 香里 1、菅野 京子 2、北島 誠司 2、林 由佳子 1 
1京都大学大学院 農学研究科、2味の素株式会社 食品研究所 

 
*P-05 細胞外酸性化による酸味細胞の電気的興奮性の抑制 

中西 光歩 1、樽野 陽幸 1,2、野村 憲吾 1 
1京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学、2JST さきがけ 

 
*P-06  L 型アミノ酸であるオルニチンは味細胞に発現する GPRC6A を介しうま味の嗜

好性を増強する 

水田 晴野 1、乾 千珠子 2、脇坂 聡 2、山本 隆 1 
1畿央大学大学院健康科学研究科、2大阪大学大学院歯学研究科 

 
*P-07 老化促進モデルマウスの口腔内化学感覚についての行動解析 

倉木 萌 1、乾 千珠子 1,2、阿部 真土 1,2、佐伯 直哉 2、脇坂 聡 1,2 
1大阪大学歯学部、2大阪大学大学院歯学研究科 口腔分化発育情報学講座 口

腔解剖学第一教室 
 

*P-08 うま味物質の持つ塩味嗜好性増強効果－マウスにおける検討－ 

柴田 智弘、疋田 貴俊、小澤 貴明 

大阪大学理学研究科 生物科学専攻 
 

*P-09 味細胞に発現する転写因子の探索 

北本 颯希 1、應本 真 2、廣田 順二 1,2 
1東京工業大学大学院 生命理工学院 生命理工学系、2東京工業大学 バイオ

研究基盤支援総合センター 



*P-10 マウス体内組織の苦味受容体発現解析 

木村 駿介 1、加藤 英介 2 
1北海道大学大学院農学院 農学専攻、2北海道大学大学院農学研究院 

 
*P-11   茸状乳頭および有郭乳頭における Gustducin 発現細胞の Single cell RNA-

Seq 解析 

山田 優 1,2、高井 信吾 2、渡邉 雄 2、尾崎 礼奈 2、川端 由子 2、尾池 

麻未 2、平山 彩夏 2、岩田 周介 2,3、實松 敬介 2,3、西村 正太郎 1、田畑 

正志 1、重村 憲徳 2,3 
1九大 農院 家畜生体機構、2九大 歯院 口腔機能解析、3五感応用デバイスセン

ター 
 

*P-12 霊長類とげっ歯類の膵臓に存在する Tuft 細胞 

坂口 恒介 1、籏野 佳子 2、中嶋 ちえみ 3、稲葉 明彦 4、小川 花菜子 1、

今井 啓雄 4、山根 拓実 1、大石 祐一 1、岩槻 健 1 
1東京農業大学 応用生物科学研究科 食品安全健康学専攻、2慶応義塾大学 

医学研究科、3国立遺伝学研究所 神経回路構築研究室 、4京都大学 霊長類研

究所 ゲノム進化部門 
 

*P-13 消化管オルガノイドを用いた Tuft 細胞の機能解析 

有永 理峰 1、稲葉 明彦 2、坂下 陽彦 3、田中 啓介 4、今井 啓雄 2、山根 

拓実 1、大石 祐一 1、岩槻 健 1 
1東京農業大学 応用生物科学研究科 食品安全健康学専攻、2京都大学 霊長

類研究所 ゲノム進化部門、3慶應義塾大学医学部 分子生物学教室、4東京農

大 ゲノム解析センター 
 

*P-14  サケ脳および嗅覚器官における UNC13，UNC18 およびシナプトフィジンの遺

伝子発現 

阿部 嵩志、工藤 秀明 

北海道大学大学院水産科学院・研究院 
 

*P-15 アミノ酸変異による嗅覚受容体の異所発現系での機能発現向上 

福谷 洋介 1,2、池上 健太郎 1,2、養王田 正文 1、松波 宏明 2 
1東京農工大学大学院工学府 生命工学専攻、2デューク大学医学部 

 
*P-16 産卵遡上サケ親魚における母川水反応性の行動学的解析 

中野 陽太、杉本 優、若林 佑樹、工藤 秀明 

北海道大学大学院水産科学院・研究院 
 

*P-17 匂いに基づく摂食行動における神経調節性シグナルの役割 

アハサン モハメッドモンジュルル、村田 芳博、谷口 睦男、山口 正洋 

高知大学医学部 統合生理学講座 
 
 
 
 
 
 



*P-18 広範な脊椎動物に保存される新規鋤鼻受容体候補分子 ancV1R の機能解析 

近藤 宏 1、岩田 哲郎 2、村田 健 3、鈴木 彦有 4、東原 和成 3、二階堂 

雅人 1、廣田 順二 1,5 
1東京工業大学大学院 生命理工学院 生命理工学系、2東京工業大学 オープン

ファシリティーセンター バイオ部門、3東京大学大学院 農学生命科学研究科 応
用生命化学専攻、4株式会社日本バイオデータ、5東京工業大学大学院 バイオ研

究基盤支援総合センター 
 

*P-19 シクリッドのフェロモン受容体候補 V1R2 を介した選択的交配の可能性 

河村 理輝 1、村田 健 2、東原 和成 2、二階堂 雅人 1 
1東京工業大学 生命理工学院、2東京大学大学院 農学生命科学研究科 応用

生命化学専攻 
 

*P-20 類似したウレタンの匂いの異なる生理心理学的効果 

李 虹佳 1、車 張誠 1、井上 湧太 1、高橋 亮平 2、岡本 剛 1 
1九州大学 大学院システム生命科学府、2東ソー株式会社 

 
*P-21 化粧品の長期連用により形成される香りの嗜好“やみつき感”の評価法の探索 

武井 涼 1、渡邉 梨奈 2、興野 朝未 1、平井 美帆 1、相良 圭祐 1、小林 

剛史 3 
1株式会社コーセー 研究所、2株式会社コーセー 美容開発部、3文京学院大

学 人間学部 
 

*P-22 出生直後の赤ちゃんの頭の匂いのはたらきを探る：感覚評価と心理効果 

米谷 充史 1、上尾 達也 2、柳瀬 詩穂子 3、針山 孝彦 4、鈴木 一有 5、金

山 尚裕 6、大坪 庸介 7、永田 仁史 8、尾崎 まみこ 8 
1神戸大学 人文学研究科  心理学講座、2奈良女子大学 共生科学研究セン

ター、3神戸大学 理学部  生物学科、4浜松医科大学 光先端医学教育研究セ

ンター ナノスーツ研究開発部、5浜松医科大学 周産母子センター、6静岡医

療科学専門大学校、7岩手大学 理工学部、8神戸大学 工学部 
 

*P-23 呼吸が香りによる味覚増強に与える影響 

天野 祥吾 1、鳴海 拓志 2、小早川 達 3、小林 正佳 4、田村 昌彦 1、和田 

有史 1,5 
1立命館大学 BKC 社系研究機構、2東京大学大学院 情報理工学系研究科、3産

業技術総合研究所 人間情報インタラクション研究部門 身体情報研究グループ、
4三重大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科、5立命館大学 食マネジ

メント学部 
 

*P-24 嗅知覚の一貫性―形容詞選択を指標とした検討― 

小川 緑、綾部 早穂 

筑波大学人間系心理学域 
 

*P-25  調香師を対象とした香りに対する色の調和傾向を説明変数とする香りの分類 2～
香りの非言語的表現における色の印象の役割～ 

若田 忠之 1、野尻 健介 2 
1早稲田大学 グローバルエデュケーションセンター、2長谷川香料(株) 総合

研究所 



P-26 嗅覚における極微量の亜鉛イオンの役割 

石丸 正 

医療法人社団 耳順会 ひょうたん町耳鼻咽喉科医院 
 

P-27 ネコのマタタビ反応における神経生理学的メカニズムの解明 

上野山 怜子 1、宮崎 珠子 1、安立 昌篤 2、小野田 伊吹 2、片山 理恵子 1、

山下 哲郎 1、金子 周司 3、西川 俊夫 2、宮崎 雅雄 1 
1岩手大学総合科学研究科、2名古屋大学大学院生命農学研究科、3京都大学大

学院薬学研究科 
 

P-28 神経性食思不振症モデルマウスの行動と脳活動性の解析 

西山 典寛、山口 正洋 

高知大学医学部統合生理学講座 
 

P-29 嗅覚障害モデルマウスの嗅覚輸送を用いた治療効果の検討 

金田 春佳 1、太田 拓希 2、荒木 匠 1、遠藤 翔太 1、鈴木 一生 3、澤田 

研 1 
1室工大・生産システム工学系専攻、2室工大・応用理化学系学科、3室工大・

環境創生工学系専攻 
 

P-30 匂い刺激後の嗅上皮における匂い分子結合タンパク質の取り込み機構の解析 

花崎 寧々1、大村 勇人 1、上野山 修平 1、山田 颯馬 2、澤田 研 3 
1室工大 生産システム工学系専攻、2室工大 応用理化学系学科、3室工大 

環境創生工学系専攻 
 

P-31 前向性記憶の形成と想起に及ぼす匂いの影響 

関口 晋 1、佐藤 比奈子 2、須藤 瑠南 2、木村 静華 2 
1新渡戸文化短期大学生活学科食物栄養専攻、2郡山女子大学家政学部食物栄養

学科 
 

P-32 スギを原料としたアルコール飲料の香りに対する主観的評価 

松原 恵理、野尻 昌信、大塚 祐一郎、楠本 倫久、松井 直之、橋田 光、

鈴木 悠造 

森林総合研究所 
 

P-33 新生児の頭部の匂いの個別化学分析：標準的な匂いと個性的な匂いの存在 

上尾 達也 1,2、柳瀬 詩穂子 2、針山 孝彦 3、永田 仁史 4、鈴木 一有 5、

金山 尚裕 6、米谷 充史 7、大坪 庸介 7、綾部 早穂 8、尾崎 まみこ 1,2,9 
1奈良女子大 共生科学研究センター、2神戸大 理 生物、3浜松医大 光尖端医学

教育研究センター ナノスーツ研究開発部、4岩手大学 院 理工学、5浜松医科大 
周産母子センター、6静岡医療専門大学校、7神戸大 文 心理学、8筑波大 人間系

(心理学域)、9神戸大 工 
 

P-34 加齢に伴う女性の頭皮臭変化に関する研究 

横山 裕実 1、望月 佑次 1、金子 友紀 2、高橋 京子 1、福嶋 一宏 1 
1ロート製薬株式会社 スキンケア製品開発部、2ロート製薬株式会社 医薬品･

機器開発部 
 



P-35 嗅知覚の一貫性 －形容詞による評価を指標とした検討― 

竹内 愛 1、綾部 早穂 2 
1筑波大学大学院 人間総合科学研究科、2筑波大学 人間系 

 
P-36 基本味に粘度を付与したときのラットの嗜好変化 

中村 文彦、安尾 敏明、諏訪部 武、硲 哲崇 

朝日大学歯学部口腔生理学分野 
 

P-37 偏食摂取動物の口腔脳腸連関 

安尾 敏明、諏訪部 武、中村 文彦、硲 哲崇 

朝日大学 歯学部 口腔生理学分野 
 

P-38 ラッコの味覚受容体が機能的な理由を探求する。 

海老原 充 

関東学院大学 
 

P-39 ラットの口腔顔面感覚の神経節におけるレニン-アンジオテンシン系について 

諏訪部 武、安尾 敏明、中村 文彦、硲 哲崇 

朝日大学 歯学部 口腔生理学分野 
 

P-40 抗生物質誘導性腸内細菌叢枯渇マウスの味覚嗜好性変化 

藍原 祥子、丸岡 祐子 

神戸大学大学院 農学研究科 
 

P-41  唾液腺由来細胞 A253 株のアミノ酸による応答性と hTAS2Rs 及び a-
Amylase の発現性について 

榊原 七美 1、青木 三恵子 2、高尾 恭一 3、高尾 哲也 1 
1昭和女子大学 生活機構研究科 生活科学研究専攻、2高知大学 医学部 環

境医学、3日本大学 医学部 
 

P-42 シカ肉エキスは肉醤になるか？ 

小木曽 加奈 1、斉藤 敦 2、山崎 慎也 2 
1長野県立大学健康発達学部 食健康学科、2長野県工業技術総合センター 食

品技術部門 
 

P-43 英語に存在する慣用味名の探索 

柳本 正勝 

食品と味研究所 
 

P-44 かつおだし嗜好性におけるたんぱく質／砂糖摂取の影響 

近藤 高史 

近畿大学農学部 食品栄養学科 
 

P-45 ポジティブ感情における覚醒度の違いが味知覚に及ぼす影響 

図師 直弥 1、小川 緑 2、綾部 早穂 2 
1筑波大学大学院 人間総合科学研究科 感性認知脳科学専攻、2筑波大学 人

間系 
 



P-46 味覚の色イメージに関する探索的研究 

坂井 信之 1、大沼 卓也 2、Alexsandre Raevsky3 
1東北大学大学院文学研究科 心理学研究室、2近畿大学産業理工学部 経営ビジ

ネス学科、3モスクワ国立大学心理学部 
 

P-47  アドレノメデュリンによる T1Rs 非依存性甘味受容機構を介したマウス鼓索神経

甘味応答の増強 

岩田 周介 1,4、井上 真由子 2、吉田 竜介 3、重村 憲徳 1、二ノ宮 裕三
4,5 
1九大院歯口腔機能解析、2九大院歯 OBT 研究セ、3岡大院歯口腔生理学、4九

大五感応用デバイス研究開発セ 、5モネル化学感覚研究所 
 

P-48 レプチンによる甘味細胞応答抑制には PI3K が関与する 

吉田 竜介 1、Robert F Margolskee2、二ノ宮 裕三 3 
1岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔生理学、2モネル化学感覚研究所、3

九州大学五感応用デバイス研究開発センター 
 

P-49 ナトリウムの好ましい味を担う細胞内情報伝達メカニズムの解明 

野村 憲吾 1、中西 光歩 1、樽野 陽幸 1,2 
1京都府立医科大学 細胞生理学、2国立研究開発法人科学技術振興機構 さき

がけ 
 

P-50 味蕾と味蕾周囲上皮の発生と維持 

小柳 江梨子 1、中山 歩 1、日下部 裕子 2、原田 秀逸 1、齋藤 充 1、三浦 

裕仁 1 
1鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 口腔生理学、2農研機構 食品研究部門 
感覚機能解析ユニット 

 
P-51 ラクトン類が辛味受容チャネル TRPV1 および TRPA1 に及ぼす作用 

日下部 裕子 1、周 蘭西 2、金子 秀 2、小川 雪乃 1 
1農研機構 食品研究部門、2小川香料株式会社 

 
P-52   β2 アドレナリン受容体遺伝子 Arg16Gly 多型と口腔脂質感受性および睡眠と

の関係性の検討 

成田 昂平 1、工藤 忠明 1、洪 光 2、富並 香菜子 1、林 陽平 3、中井 淳

一 1 
1東北大学大学院歯学研究科 口腔機能形態学講座 口腔生理学分野、2東北大

学大学院歯学研究科 歯学イノベーションリエゾンセンター 国際連携推進部

門、3東北大学加齢医学研究所 医用細胞資源センター 
 

P-53   喉頭摘出者に対する Nasal airflow-inducing maneuver の効果―オープン

エッセンスの誤反応分析からの検討 

石川 幸伸 1、鈴木 倫 2、柳 有紀子 3、栗原 みゆき 4、川村 なごみ 5 
1国際医療福祉大学福岡保健医療学部 言語聴覚学科、2国際医療福祉大学成田

病院、3声とめまいのクリニック 二子玉川耳鼻咽喉科、4国際医療福祉大学山

王病院東京ボイスセンター、5国際医療福祉大学三田病院 
 



P-54 食事での「おいしさ感」生起を測定する－多次元生理応答の同時計測を用いた時

系列官能評価法－ 

飯泉 佳奈 1、野尻 健介 1、藤木 文乃 1、森 憲作 1,2 
1長谷川香料株式会社 総合研究所、2東京大学 

 
P-55 日本酒の吟醸香がヒトの心身に及ぼす鎮静効果 

鈴木 佐知子 1、矢田 幸博 2、竹内 美穂 1、石田 博樹 1 
1月桂冠株式会社 総合研究所、2筑波大学 大学院 グローバル教育院 

 
P-56 香気強度が胃電図の無規則性に及ぼす影響 

高井 英司 1、青柳 隆大 1、市川 敬太 2、松浦 康之 3、木下 史也 4、高田 

宗樹 2 
1曽田香料株式会社、2福井大学大学院 工学研究科、3岐阜市立女子短期大学 国
際文化学科、4富山県立大学 工学部 

 
P-57 新型コロナウイルス感染症ストレスによる味覚障害 

佐藤 しづ子、庄司 憲明 

東北大学大学院歯学研究科 歯科医用情報学分野 
 

P-58  柏柳メモリアル 1：嗅覚障害の発生機序の違いによって異なる嗅球シナプスの可

塑性 

野口 智弘 1、笹島 仁 2、宮園 貞治 2、志賀 英明 3、三輪 高喜 3 

1旭川医科大学 生理学講座神経機能分野、2旭川医科大学 教育研究推進セン

ター、3金沢医科大学 耳鼻咽喉科学 

 
P-59  柏柳メモリアル 2: ドーパミン作動性介在ニューロンが減少した嗅球へのタリウ

ム嗅神経輸送 

志賀 英明 1、野口 智弘 2、宮園 貞治 2、三輪 高喜 1 

1金沢医科大学医学部 耳鼻咽喉科学、2旭川医科大学医学部 感覚生理学 

 
P-60  柏柳メモリアル 3：アルキルピラジン化合物の気相中濃度の経時的変化はマウス

の忌避反応に影響を与える 

長田 和実 1、宮園 貞治 2、野口 智弘 2、柏柳 誠 2 

1日本大学 生物資源科学部 食品生命学科、2旭川医大 医学部 生理学講座 神
経機能分野 

 
P-61 香りの付加による果実モデル溶液の風味変動の評価 

堀江 芙由美、日下部 裕子 

農研機構 食品研究部門 
 

P-62 卵黄型マヨネーズにおける焼成香気の味覚への影響 

奥田 悠介、大上 明日実、大木 麻菜、田村 佳子、村上 智砂、小口 か

おり、柳澤 琢也 

キユーピー株式会社 
 
 
 
 



P-63 苦味感受性と苦味受容体 TAS2Rs の遺伝子多型に関する研究 

八巻 美智子 1,2、齋藤 弘貴 1、磯野 邦夫 1、後藤 知子 1,3、白川 仁 1、

駒井 三千夫 1 
1東北大学大学院農学研究科栄養学、2東北生活文化大学、3宮城学院女子大学 

 
P-64  東北メディカル・メガバンクのリファレンスパネルを利用した苦味受容体の遺伝

子多型とアルコール飲料嗜好性の解析 

八巻 美智子 1,2、齋藤 弘貴 2、三森 隆弘 3、小野 彰 3、鈴木 洋一 3、長

崎 正朗 3,4、鈴木 吉也 3、佐藤 しづ子 5、庄司 憲明 5、磯野 邦夫 1、後

藤 知子 1,6、白川 仁 1、駒井 三千夫 1 
1東北生活文化大学、2東北大学大学院農学研究科、3東北大学メディカル・メ

ガバンク機構、4京都大学大学院医学研究科、5東北大学大学院歯学研究科、6

宮城学院女子大学 
 

P-65 高齢者を対象とした野菜の嗜好性の変化に関する調査 

小早川 達、後藤 なおみ 

産業技術総合研究所 


