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ワンショット卵胞刺激ホルモン製剤の投与がホ
ルスタイン種経産牛の経腟採卵-体外胚生産成績
におよぼす影響

矢代直樹、佐藤道男、
田嶋敏明、二木誠、
片山明、北山翔一、
田嶋彩野、橋場健治
共著

新冠

Journal of Equine
Sciece Vol. 32, NO.1
pp.17-19,2021

Investigation of erythrocyte antigen
frequencies in draft horse populations in
Japan to assess blood donor suitability

廣澤悠子
共著

十勝

北海道牛受精卵移植研究
会会報（第39号）

フィールドにおける超音波画像診断装置のドッ
プラー機能を利用した妊娠鑑定の取り組み

川端圭佑 十勝

Animal Science Jounal
91:1-6(2020)

MC1R c.310G>- and c.871G>- A determine the
coat color of Kumamoto sub-breed of
Japanese Brown cattle

Kenji Yamauchi
共著

熊本

日本養豚学会誌
令和2年6月

廃用豚1頭からの単為発生胚共移植による子豚生
産方法の検討

瀧下梨英、平山祐理
共著

本所

日本養豚学会誌
令和2年12月

ブタガラス化保存胚盤胞を用いた非外科的移植
方法の改善

江川紗智子、平山祐理
共著

本所

日本養豚学会誌
令和2年12月

ブタガラス化胚のシリンジ内加温・希釈におけ
る加温・希釈液の温度および量の検討

瀧下梨英、平山祐理
共著

本所

Journal of Animal
Breeding and Genetics

Effects of parent-of-origin models with
different pedigree information on beef
carcass traits and fatty acid composition
in Japanese Black cattle

Keiichi Inoue
共著

本所

Animal Science Journal

Effect of genotyped bulls with different
numbers of phenotyped progenies on
quantitative trait loci detection and
genomic evaluation in a simulated cattle
population

Masayuki Takeda
共著

本所

Animal Science Journal
Genetic evaluation of heat tolerance in
Holstein cows in Japan

Takefumi Osawa
共著

本所

Animal Science Journal
Non-surgical transfer of vitrified porcine
embryos using a catheter designed for a
proximal site of the uterus

Yuri HIRAYAMA,
Rie TAKISHITA,
Sachiko EGAWA,
Yasunobu HASUTA,
共著

本所
宮崎

Animal Science Journal
Genetic relationships of calving difficulty
with birth measurements and carcass traits
in Japanese Black cattle

Masahiko Hosono,
Hidemi Oyama,
Keiichi Inoue

本所

日本胚移植学雑誌
42（1）：21-27
（2020）

46th International Embryo Technology
Society (IETS) Annual Conference
第 46 回　国際胚技術学会　年次大会の概要

的場理子 本所

学会報・研究会報への投稿発表（令和2年度）
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Animal Science Journal
Genetic associations between growth curve
characteristics and reproductive traits of
Japanese Black female cattle

Keiichi Inoue,
Masahiko Hosono,
Hidemi Oyama,
共著

本所

日本畜産学会報
第92(1)：1-16（2021）

和牛肉における脂肪質と食味性 入江正和 本所

Animal Science Journal

Induction of short-term pseudopregnancy in
gilts by administration of estradiol
benzoate or estradiol dipropionate to
achieve ovulatory synchronization for
embryo collection

Yuri HIRAYAMA
共著

本所

Andrology
In vitro survival kinetics of microfluidic-
sorted bovine spermatozoa

Tadayuki Yamanouchi,
Hideo Matsuda,
共著

本所

Animal Science Journal
Genomic imprinting variances of beef
carcass traits and physiochemical
characteristics in Japanese Black cattle

Keiichi Inoue
共著

本所

日本養豚学会誌
令和3年3月

ブタ胚盤胞ガラス化保存の最適化
江川紗智子、平山祐理
共著

本所

2


