
発 表 先 発 表 題 名 発 表 者

北海道牛受精卵移植研究会同研究発表大会
血清代替物質としての発生培地へのセリシン添加がウ
シ体外受精卵の発生に及ぼす影響

坂田　修 十勝

第66回北海道獣医師大会・北海道地区産業動物
獣医学会

黒毛和種育成雄牛における去勢方法が及ぼす発育への
影響の評価

福本　奈津子 十勝

第66回北海道獣医師大会・北海道地区産業動物
獣医学会

血清Brix値測定による子牛と子馬の移行免疫獲得評価 居城　伸次 十勝

北海道畜産草地学会第４回大会
北海道におけるチモシーの採種適期の客観的判定法の
検討

寺戸　貴裕 十勝

スクラム十勝シンポジウム 牧草種子生産による自給飼料増産への貢献 寺戸　貴裕 十勝

十勝畜産技術セミナー 牧草種子生産による自給飼料増産への貢献 寺戸　貴裕 十勝

畜産新技術発表会 牧草種子生産による自給飼料増産への貢献 寺戸　貴裕 十勝

第31回東日本家畜受精卵移植技術研究会大会
泌乳最盛期におけるホルスタイン種経産牛の採卵成績
と牛群検定成績との関係

小泉　和生 岩手

第66回欧州畜産学会
DG、EM、BFで選抜されたデュロック種における体尺測
定値と能力に対する遺伝パラメーターの評価

大西　知佳 茨城

第3回日本先進医工学ブタ研究会
独立行政法人家畜改良センター茨城牧場の実験用小型
ブタについて

沖　修 茨城

日本畜産学会 実験用小型ブタの繁殖における凍結精液の利用 佐藤　加奈 茨城

日本草地学会石川大会
ペレニアルライグラス種子生産における収穫適期簡易
判定法の確立に関する研究

川口　優 長野

日本草地学会石川大会
ソルガム親系統の種子生産における植栽密度に関する
研究

川口　優 長野

日本草地学会石川大会
本州中山間地における飼料用イネ専用品種「たちあや
か」の種子生産に関する研究

加藤　知寿子 長野

中部日本養鶏研究会交流促進会 「岡崎おうはん」最近の状況について 山本　力也 岡崎

WORLD ASSOCIATION　for ANIMAL　PRODUCTION
policy and agenda for creating a distinguished
culture in japan through development of the
livestock industry

佐藤　英明 本所

第65回東北畜産学会宮城大会
ブラウンスイス種育成牛の繁殖供用時期と初産分娩時
期における発育実態調査

真崎　匡 本所

第22回日本胚移植研究会大会 OPU前のGnRH投与が黒毛和種の胚発生に及ぼす影響 松田　秀雄 本所

第22回日本胚移植研究会大会
褐毛和種および黒毛和種の体内成熟卵子における体外
受精後の卵割状況の比較

山之内　忠幸 本所

第22回日本胚移植研究会大会 ウシ一卵性双子生産のための胚の割球分離溶液の検討 橋谷田　豊 本所

日本家禽学会2015年度秋季大会
ロードアイランドレッドにおける羽性遺伝子関連領域
の探索

佐藤　慎一 本所

日本畜産学会第120回大会
黒毛和種の繁殖形質と産子体重間における因果構造の
推定

井上　慶一 本所

日本畜産学会第120回大会
Missing heritabilityがゲノミック育種価評価に与え
る影響：黒毛和種集団を用いたシミュレーションによ
る検討

上本　吉伸 本所

日本畜産学会第120回大会
ホルスタイン種における複数産次記録を用いた体型形
質の遺伝的パラメーターの推定

大澤　剛史 本所

学会・研究会等での発表・話題提供（平成２７年度）
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日本畜産学会第120回大会 鶏肉の分析型官能評価と理化学成分の関係性 尾花　尚明 本所

日本畜産学会第120回大会
暑熱期の放牧におけるブラウンスイス種育成雌牛とホ
ルスタイン種育成雌牛の採食行動と移動行動の比較

真崎　匡 本所

日本畜産学会第120回大会
黒毛和種未経産牛における受胎成績と産肉性の遺伝的
関連

細野　真彦 本所

日本畜産学会第120回大会
ロードアイランドレッドにおける羽性と性判別の簡易
的手法の確立

大竹　剛 本所

日本畜産学会第120回大会
哺乳ロボットによる哺乳量の違いが黒毛和種雄子牛の
発育に及ぼす影響

金田　修一 本所

日本畜産学会第120回大会
膨潤配合飼料の給与が黒毛和種去勢牛の発育性および
産肉性に及ぼす影響

鈴木　英敏 本所

日本畜産学会第120回大会
膨潤配合飼料の給与が黒毛和種去勢牛の第一胃内容液
性状に及ぼす影響

齋藤　邦彦 本所

第108回日本繁殖生物学会大会
ポリエチレングリコール添加によるウシ卵子ガラス化
保存の検討

松田　秀雄 本所

第108回日本繁殖生物学会大会
成熟培地へのFSH, EGF様ペプチドおよびdbcAMPの添加
がウシ体外受精胚作出に及ぼす影響について

山之内　忠幸 本所

第108回日本繁殖生物学会大会
ウシCOCのガラス化保存のためのパーコールによる選
別の有効性

後藤　由希 本所

第103回日本養豚学会大会 ブタガラス化保存胚の非外科的移植方法の検討 平山　祐理 本所

第103回日本養豚学会大会
現場で加温できるガラス化ブタ胚の実用的移植技術の
検討

瀧下　梨英 本所

日本動物遺伝育種学会第16回大会
肥育牛5287頭を訓練集団とした黒毛和種種雄牛の枝肉
形質ゲノム育種価評価の推定精度

渡邊　敏夫 本所

第41回豚の繁殖衛生セミナー
偽妊娠法による胚採取において偽妊娠期間及びエスト
ロジェン製剤の違いが採胚成績に及ぼす影響

平山　祐理 本所

第41回豚の繁殖衛生セミナー 体外生産ガラス化豚胚の加温時間の検討 瀧下　梨英 本所

第38回日本分子生物学会年会 FAM213Aのアミノ酸変異が繁殖能力に及ぼす影響 杉本　真由美 本所

42nd Annual conference of
Ｉnternational Embryo Transfer Society

Efficient production of monozygotic twin embryos
by the culture of separated blastomeres(s) using
commercially available WOW culture dish

Yutaka
Hashiyada

本所

42nd Annual conference of
Ｉnternational Embryo Transfer Society

Effect of corpus luteum presence for the
duration of follicular growth on bovine oocyte
developmental competence

Tadayuki
Yamanouchi

本所

第31回東日本家畜受精卵移植技術研究会大会
ウシ卵子の成熟培地へのプロジェステロン添加が体外
受精後の胚発生に及ぼす影響

山之内　忠幸 本所

第31回東日本家畜受精卵移植技術研究会大会
暑熱期のウシ体外受精における受精培地へのグルタチ
オン添加の効果

後藤　由希 本所

第31回東日本家畜受精卵移植技術研究会大会
乳用育成牛における発情時間が性選別精液を用いた人
工授精成績に及ぼす影響

真崎　匡 本所

第31回東日本家畜受精卵移植技術研究会大会 黒毛和種分娩牛への受胎促進措置の検討 橋谷田　豊 本所

平成27年度受精卵移植関連新技術全国会議
世界のウシ胚移植状況および第42回国際胚移植学会大
会の概要

山之内　忠幸 本所

第104回日本養豚学会大会 体外生産ガラス化豚胚の加温時間の検討 瀧下　梨英 本所
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北海道ブラウンスイス協議会
平成27年度研修会

家畜改良センターにおけるブラウンスイス種に関する
研究

真崎　匡 本所

第60回日本生殖医学会学術講演会 ゲノムワイド相関解析による受胎率関連遺伝子の特定 杉本　真由美 本所

平成27年度牛群検定システム高度化支援事業 ゲノミック評価 佐分　淳一 本所

平成27年度愛知県家畜受精卵移植研究会総会記
念講演会

家畜改良センターにおけるウシ胚移植技術の開発と普
及

橋谷田　豊 本所

第108回日本繁殖生物学会大会シンポジウム 肉用牛の胚・子牛生産効率を上げるには 橋谷田　豊 本所

第49回栃木県受精卵移植研究会講演会 ウシ胚移植技術の現状・開発と普及 橋谷田　豊 本所

家畜育種研究会第53回談話会 因果構造推定と構造方程式モデルの家畜改良への応用 井上　慶一 本所


