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平成30年度（2018年度）研究発表一覧

恩賜上野動物園

No タイトル・演題 発表者・著者 発表日・出版日 発表場所・掲載雑誌等 備考

1
ヒガシクロサイの採血における無条件強化子に触刺激

を用いたハズバンダリートレーニング
藤岡紘・平野雄三 平成30年6月28日

第12回関東東北・北海道ブロック動物園技術者研究会（横浜市

立よこはま動物園）

2 ミヤコドリの人工孵化・育雛の経過報告
大久保梨奈・宇野なつみ・小川美

紀・伊藤武明・坂下涼子
平成30年10月4日

第13回関東東北・北海道ブロック動物園技術者研究会（羽村市

生涯学習センター）

3
ハズバンダリートレーニングを導入したカピバラの飼

育管理について
兒島匠 平成31年1月30日

第14回関東東北・北海道ブロック動物園技術者研究会（仙台市

八木山動物公園 ）

4
雌性生殖器腫瘍のニシゴリラにおけるQOL を考慮した

飼育管理の一例

田村由美・廣瀬格・川原みのり・

平野雄三
平成31年1月30日

第14回関東東北・北海道ブロック動物園技術者研究会（仙台市

八木山動物公園 ）

5 動物園におけるアルファキサロンを用いた麻酔の検討

平野雄三・長屋薫・山田有里恵・

林笑・小池奈央子・杉森理・山口

歩

平成30年9月27-29日 第66回動物園技術者研究会（とかちプラザ）

6 ジャイアントパンダ“シャンシャン”の誕生
廣田敦司・齋藤圭史・中島麻衣・

徳田雪絵・林笑
平成30年4月1日 どうぶつと動物園（2018春号）

7 ニホンザルの餌を考える 青木孝平 平成30年7月1日 どうぶつと動物園（2018夏号）

8 高山に生息する「神の鳥」ライチョウを都会で飼う 高橋幸裕 平成30年7月1日 どうぶつと動物園（2018夏号）

9 ニシゴリラ“リキ”の誕生 田村由美 平成30年10月1日 どうぶつと動物園（2018秋号）

10 14年ぶりに育ったカワセミ 小川美紀 平成31年1月1日 どうぶつと動物園（2019冬号）

11 ニシアフリカコガタワニの繁殖、新たなステージへ 齊當史恵 平成31年1月1日 どうぶつと動物園（2019冬号）

12
The current status and actions due to improve of Aye-
aye husbandry at Ueno Zoo 中村壮登 平成30年4月26日

アイアイ国際飼育管理ワークショップ（イギリス・ジャージー

動物園）

13 動物園あかぽっぽ 新情報 坂下涼子 平成31年2月10日 あかぽっぽの日の集い（笠原村母島村民会館体育館）

14 都立動物園におけるアカガシラカラスバトの保全活動 坂下涼子 平成30年9月4日、11日
みんなの近くの世界遺産＜返還 50 周年記念講演会＞（母島

村民会館体育館・小笠原世界遺産センター）
ポスター発表

15 アジアゾウに見られた体調不良の一例 杉森理 平成30年12月12-13日 第28回ゾウ会議（京都市国際交流会館） ポスター発表

16
アメリカドクトカゲにみられたクリプトスポリジウム

感染症集団発生例
平野雄三 平成30年12月18-19日 第30回日本動物園水族館両生類爬虫類会議（上野動物園）

17 0-3歳児における動物介在教育の可能性 鳥飼香子 平成30年12月8-9日
第59回日本動物園水族館教育研究会（島根県立青年の家 サ

ン・レイク）

18

上野動物園　乳幼児プログラムの紹介

（特集：未就学児に向けた科学館・博物館・動物園に

おける取り組み事例）

橋川真弓 平成31年1月1日発行 全国科学博物館協議会（全科協ニュース　Vol49　No1） 投稿

19
Artificial incubation and hatching of the West African
dwarf crocodile (Osteolaemusu tetraspis) eggs 齊當史恵 平成30年10月28日-11月1日 第26回SEAZA（コンプレス・コンベンションセンター）

20 徳之島由来のイボイモリの飼育下繁殖 齋藤祐輔・坂田修一 平成30年12月18日 第30回日本動物園水族館両生類爬虫類会議（上野動物園）

21 ミヤコカナヘビの生息域外保全について 田辺信吾・坂田修一 平成30年12月19日 第30回日本動物園水族館両生類爬虫類会議（上野動物園）

22 ニシアフリカコガタワニのオスの孵化温度推定の試み 齊當史恵・深谷高司・坂田修一 平成30年12月19日 第30回日本動物園水族館両生類爬虫類会議（上野動物園）

23 海外からの来園者に向けた日本産動物紹介の取り組み 佐藤恵・鈴木仁 平成30年12月8-9日
第59回日本動物園水族館教育研究会（島根県立青年の家 サ

ン・レイク）
ポスター発表

24
日本の野生動物に着目した来園者参加型イベントの実

施について

宇野なつみ・徳田雪絵・高橋直

也・佐藤恵
平成30年12月8-9日

第59回日本動物園水族館教育研究会（島根県立青年の家 サ

ン・レイク）
ポスター発表

25 飼育下繁殖技術の向上への取組み②　人工孵化・育雛 高橋幸裕 平成30年10月20日
第18回ライチョウ会議新潟妙高大会（妙高市ふれあい会館 ふ

れあいホール）

26 動物園におけるライチョウ生息域外保全への取り組み 高橋幸裕 平成31年1月19日、26日
ライチョウ勉強会（ふじのくに地球環境史ミュージアム・上野

動物園）

27 動物園における学芸員の役割とスキルアップ 鈴木仁・小泉祐里 平成30年9月25日 博物館研究 Vol.53 No.10 （2018年10月号）

28
第66回全国博物館大会報告

分科会5「博物館における環境教育」
鈴木仁 平成31年2月25日 博物館研究 Vol.54 No.3 （2019年３月号）

29
ジャイアントパンダの繁殖期における嗅覚的コミュニ

ケーションの利用
廣田敦司 平成31年11月10日 2018年国際大熊猫繁育技術委員会年次総会（中国　成都市）

多摩動物公園

No タイトル・演題 発表者・著者 発表日・出版日 発表場所・掲載雑誌等 備考

1
サバンナエリアの獣舎の建て替えに伴う動物の移動に

ついて
齊藤美和 平成30年6月28日

第12回関東東北・北海道ブロック動物園技術者研究会（横浜市

立よこはま動物園多目的ルーム）

2 多頭飼育管理における獣医学的処置とその課題 杉本悠真 平成30年6月28日
第12回関東東北・北海道ブロック動物園技術者研究会（横浜市

立よこはま動物園多目的ルーム）

3 オガサワラシジミの累代飼育にたどりつくまで 石島明美 平成30年7月1日 どうぶつと動物園（2018夏号）

4 保全センターに於ける配偶子採取および保存の取組 倉持浩 平成30年7月12-13日 野生動物保全繁殖研究会 ポスター発表

5 直腸脱を起こしたインドサイの治療例 吉本悠人 平成30年9月27日 第66回動物園技術者研究会（とかちプラザ）

6
多摩度物公園でのチンパンジー飼育における安全管理

対策について
佐藤澄音 平成30年9月27日 第66回動物園技術者研究会（とかちプラザ） ポスター発表

7 クロツラヘラサギの保全について 石井淳子 平成30年10月 日本家禽学会誌55巻J2号
シリーズ

鳥類保護NOW！

8 トウホクノウサギの繁殖について 河本彩花 平成30年10月4日
第13回関東東北・北海道ブロック動物園技術者研究会（羽村市

生涯学習センターゆとろぎ）

9
イワシャコ（Alectoris chukar）群に見られた

Capillaria感染症
戸田光亮 平成30年10月7日 第22回鳥類臨床研究会大会

10 オガサワラシジミの累代飼育 石島明美 平成30年11月8日
平成30年度全国昆虫施設連絡協議会　研究協議（多摩動物公

園）

11 域外保全の重要性～飼育施設での取り組みと課題～ 中島亜美 平成30年11月26日
コウノトリ保全セミナー「あなたの街にもコウノトリが！？－

見えてきたコウノトリ保全事業の課題と展望」



12
博物館における環境教育、学校教育との連携～イモリ

の保全活動の一環として
荒井寛 平成30年11月29日 全国博物館大会

13 動物園ならではの「工作教室」を目指して 半澤典子 平成30年12月8日
第59回日本動物園水族館協会教育研究会（島根県立青少年の家

サン・レイク）

14
先生と子どもの学びを支援する－昆虫を用いた教員向

け研修プログラムについて－
山崎彩夏 平成30年12月8日

第59回日本動物園水族館協会教育研究会（島根県立青少年の家

サン・レイク）

15 ウンチやオシッコから動物たちの“恋愛事情”を探る 倉持浩 平成31年1月1日 どうぶつと動物園（2019冬号）

16 オガサワラシジミの累代飼育 石島明美 平成31年3月31日 昆虫園研究　第20巻（全国昆虫施設連絡協議会発行）

葛西臨海水族園

No タイトル・演題 発表者・著者 発表日・出版日 発表場所・掲載雑誌等 備考

1
外科処置後に展示可能となった　ケルプグリーンリン

グの一例
吉澤円 平成30年12月10-11日

平成30年度関東東北・北海道ブロック水族館飼育技術者研究会

（ビア・ワークス千歳）

2
ふれあい展示水槽｢タッチン＆フィーリン｣におけるサ

メ・エイ類の健康管理の取り組みについて
柳下悠 平成30年12月10-11日

平成30年度関東東北・北海道ブロック水族館飼育技術者研究会

（ビア・ワークス千歳）

3 フンボルトペンギンの受精卵の有効活用事例 川上壮太郎、野島大貴、山本達也 平成30年10月4日
第13回関東東北・北海道ブロック動物園技術者研究会（羽村市

生涯学習センター）

4

The Conservation Activities for Amphibians in Tokyo
by Ueno Zoological Gardens, Inokashira Park Zoo,
Tama Zoological Park and Tokyo Sea Life Park
 （※PDFで閲覧できます）

中沢純一 平成30年11月8日 第10回世界水族館会議（ふくしま海洋科学館）

5 都立動物園水族園における両生類の保全活動 中沢純一 平成30年11月18日 上野動物園（第30回両生類爬虫類会議）

6
特別支援学校、病院、社会福祉施設等に特化した移動

水族館
戸村奈実子 平成31年3月16日

第3回全日本博物館学会・博物館教育研究会（兵庫県立人と自

然の博物館）

7 ミナミイワトビペンギンの受精率改善に向けた取組 野島大貴 平成30年9月27-29日 第66回動物園技術者研究会（おびひろ動物園）

8 2018年度ケイマフリ繁殖生態調査 野島大貴 平成31年2月22日 平成30年度ウミガラス保護増殖検討会（札幌第一合同庁舎）

9
Cooperative Effort for the In-situ and Ex-

situ Conservation of the Common Murre
野島大貴 平成30年11月9日 第10回世界水族館会議（ふくしま海洋科学館）

10
海⿃の着⽔時間を増加させる採⾷エンリッチメントの

実施
佐藤信彦、野島大貴 平成30年12月1日 エンリッチメント大賞2018（東京大学）

12
葛西臨海水族園のミナミイワトビペンギンで発生した

悪性黒色腫の3例
吉澤円 平成31年2月25日 ペンギン会議（江戸川区総合文化センター）

13
Efforts for Deep-Sea Creature Exhibition and the New
Discovery of Their Ecosystem 小味亮介他 平成30年11月8日 第10回世界水族館会議（ふくしま海洋科学館）

14

The spawning and hatch of juvenile of the deep
sea,cephalopod Opisthoteuthis depressa
（※PDFで閲覧できます）

小味亮介他 平成30年11月13日
Cephalopod International Advisory

Council Conference 2018（St. Petersburg, Florida, USA)

15
小笠原諸島におけるユウゼンの生態　②配偶システム

となわばり
松村哲他 平成30年9月28-29日 日本動物行動学会第37回大会（京都大学理学部）

16
Field Survey of the Wrought Iron Butterflyfish
Chaetodon daedalma on the Ogasawara Islands 松村哲他 平成30年11月8日 第10回世界水族館会議（ふくしま海洋科学館）

17

Capture of the giant Antarctic toothfish Dissostichus
mawsoni (Nototheniidae) in Lütow-Holm Bay (East
Antarctica) with notes on the effects of exhibition in
aquarium.

松村哲他 平成30年12月5日 第8回極域科学シンポジウム（国立極地研究所）

18 大人のための海鳥学入門 西村大樹 平成31年2月25日 ペンギン会議（江戸川区総合文化センター）

井の頭自然文化園

No タイトル・演題 発表者・著者 発表日・出版日 発表場所・掲載雑誌等 備考

1 Introduction of Inokashira Park Zoo 栗原拓也 平成30年10月28日-11月1日 第26回SEAZA年次総会

2 動物園における大学生向けアクティブラーニング 馬島洋・倉本宣 平成30年12月1日 動物観研究No.23(19-26):2018

3
Conservation and breeding of Tsushima leopard cats
by Inokashira Park Zoo 唐沢瑞樹 平成30年12月9日

Asian Wildcat Conservation Workshop 2018（琉球大学熱帯生

物園研究センター西表研究施設）

※下線が引かれた氏名は、東京動物園協会職員以外の発表者・著者を示す

https://www.tokyo-zoo.net/conservation/pdf/kasai_2018-04.pdf
https://www.tokyo-zoo.net/conservation/pdf/kasai_2018-14.pdf

