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受賞講演会，東京都.
水野伸也○（2011 年 11 月）道産海洋深層水を活用した増殖用サケ稚魚の寄生虫駆除技術の開発. ノーステック財団研究
開発助成事業若手研究者交流会，札幌市．
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東京都.
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水、食酢水並びに海洋深層水浴の効果 P. 平成 23 年度日本水産学会秋季大会, p.140, 長崎県.
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会,p165,石川県．
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河川水に与える影響 ．生物地球化学研究会 10 周年記念セッション，札幌市.
永田光博○ (2011 年 11 月) 北海道産サケ類の持続的利用と保全. 第２回オホーツク生態系保全日露協力シンポジウ
ム, 札幌市.
仁科健二○・長坂有・中島美由紀（2011 年 11 月）サケ由来の元素の遡上河川周辺における分布と動態 P. 2011 年第 58 回
日本地球化学会年会、札幌市．

佐々木義隆○（2012 年 2 月）音響カメラを使ったシロサケ遡上量調査について．北海道音響資源調査研究情報交換会、
札幌市．
佐々木義隆○（2012 年 2 月）天然さけ・ますのお話し．北方圏国際シンポジウム,紋別市.
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けるサケ稚魚の摂餌状況. 平成 24 年度日本水産学会春季大会, p.62, 東京都.
下村孝弘○・中嶋拓郎・堀越萌李・飯島亜内・卜部浩一・水野伸也・平松尚志・原彰彦・清水宗敬○ (2012 年 3 月)
サクラマスの銀化に伴うインスリン様成長因子-I の変化と鰓 Na+,K+-ATPase との関係. 平成 24 年度日本水産学会春季
大会, p.38, 東京都.
寺西哲夫○・水野伸也・小出展久・田中浩・桑田博・平松尚志・足立伸次 (2011 年 9 月) 抗シジミビテリン抗体を用い
たヤマトシジミの雌雄判別 P. 平成 23 年度日本水産学会秋季大会, p.136, 長崎県.
寺西哲夫○・水野伸也・小出展久・守山義昭・田中浩・大川和之・足立伸次 (2012 年 3 月) 天塩パンケ沼におけるヤマ
トシジミの産卵様式 P. 平成 24 年度日本水産学会春季大会, p.175, 東京都.
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充○（2011 年 12 月）カラフトマスふ化場魚と野生魚の河川回帰．第 5 回サケ学研究会,札幌市.

虎尾

充○・宮本真人・春日井潔・坂本博幸・小林美樹 (2012 年 3 月) 形状の異なる河川から放流したカラフトマスの母

川選択性の差異. 平成 24 年度日本水産学会春季大会, p.51, 東京都.
卜部浩一○（2011 年 12 月）北海道オホーツク管内における野生サケの分布と遡上数．第 5 回サケ学研究会,札幌市.
卜部浩一○・宮腰靖之・眞野修一・中島美由紀・川村洋司(2011 年 9 月) 渓流域におけるサクラマス幼魚の越冬に適した
微生息環境の分布特性．応用生態工学会,p139,石川県．
卜部浩一○・宮腰靖之・佐々木義隆・永田光博 (2012 年 3 月) 北海道北見管内における野生サケの分布と遡上数.平成 24
年度日本水産学会春季大会, p.20, 東京都.
卜部浩一○・虎尾

充(2011 年 9 月) 越冬期の微生息環境がサクラマス幼魚の生残率に与える影響．応用生態工学

会,p137,石川県．
渡辺智治（2012 年 2 月）シジミの増殖事業について．北方圏国際シンポジウム,紋別市.
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春日井潔○ （2012 年 1 月）根室南部沿岸におけるサケ稚魚の分布と成長. 根室南部沿岸調査 （H19-H22） 結果報告書.
pp169-207.
虎尾

充○ （2012 年 1 月）根室南部沿岸におけるカラフトマス稚幼魚の分布生態. 根室南部沿岸調査 （H19-H22） 結

果報告書. pp109-168.
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水野伸也○ ・三坂尚行（2012 年 1 月）サケ稚魚の種苗性評価. 根室南部沿岸調査 （H19-H22） 結果報告書. pp106108.
卜部浩一○（2012 年 3 月）十勝川河川生態学術研究

河川景観ネットワークの連結性と時空間変化

-システムの脆弱性

と頑強性の解明- 結果報告書．pp1-20.
渡辺智治（2012 年 3 月）平成 23 年度受託研究

風蓮湖シジミ試験礁における生物調査

成果報告書.pp1-11.

