
1.日本動物遺伝育種学会第 18 回大会（第 1 日目） 

日時：2017 年 11 月 11 日（土） 

※受付およびポスター展示場所が変更になりました。 

（１）受付開始 9:00～ 学生会館 1階 アグリラウンジ 

ポスター展示 （I～Ⅱ） 9:00～ 9:30 学生会館 1階 アグリラウンジ 

（２）実行委員長挨拶 9:30～ 9:35 学生会館 1階 アグリラウンジ 

（３）ポスター発表１（I～Ⅱ） 9:40～11:10 学生会館 1階 アグリラウンジ 

ポスター撤去 11:10～12:10 

（４）総会 11:20～12:20 第 2 講義棟 3 階 2301 教室 

（５）昼食 12:20～13:20 本部棟レストランなど 

ポスター展示 （Ⅲ～Ⅳ） 12:20～13:00 学生会館 1階 アグリラウンジ 

（６）ポスター発表２（Ⅲ～Ⅳ） 13:20～14:50 学生会館 1階 アグリラウンジ 

ポスター撤去 14:50～15:50 

（７）特別賞選考対象演題の口頭発表 15:10～17:10 第 2 講義棟 3 階 2301 教室 

（８）懇親会、特別賞授賞式 17:30～19:00 学生会館 1階 アグリラウンジ 

 

2.日本動物遺伝育種学会シンポジウム（第 2 日目） 

日時：2017 年 11 月 12 日（日） 

テーマ：「バイオインフォマティクスが拓くポストゲノム時代」 

（１）受付開始 9:00～ 第 2 講義棟 1 階 学生ラウンジ 

（２）実行委員長挨拶 9:25 第 2 講義棟 3 階 2301 教室 

（３）講演 9:30～11:45 第 2 講義棟 3 階 2301 教室 

座長：小林 栄治（農研機構 畜産研究部門） 

１．「ゲノミックセレクションの作物育種への展開」  9:30～10:10 

林 武司（農研機構 次世代作物開発研究センター） 

２．「ゲノム情報からわかるブタの遺伝的多様性」 10:10～10:50 

荒川 愛作（農研機構 畜産研究部門） 

３．「ポストゲノム時代の古代 DNA 研究：絶滅古顎類のゲノム系統学と 

形態学が解き明かす走鳥類の起源と進化」 10:50～11:30 

米澤 隆弘（復旦大学） 

（４）総合討論   11:30～11:45 
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3.総合受付 

ラウンジ内の記入台にて受付票をご記入後、受付へお越しください。 

受付時間・場所：11 月 11 日（土）9：00～17：30 学生会館 1階 アグリラウンジ 

11 月 12 日（日）9：00～11：00 第 2 講義棟 1階 学生ラウンジ 

（１）大会参加費 

普通会員：前納 5,000 円 当日 6,000 円 

学生会員：前納 2,000 円 当日 3,000 円 

非 会 員：前納 6,000 円 当日 7,000 円 

（２）懇親会費 

前納のみ 4,000 円（学生会員 2,000 円） 

 

4.クローク 

会場にはクロークは設置しませんが、会場内に荷物置き場を設けますので、ご利用くださ

い。ただし、貴重品やかばん等の管理は各自で充分注意し、管理は各自でお願い致します。 

 

5.休憩室 

学生会館 1階 アグリラウンジ 

第 2講義棟 1階学生ラウンジ 

 

6.大会運営事務局 

東京農業大学 農学部 厚木キャンパス 

日本動物遺伝育種学会第 18 回年次大会実行委員会・事務局 

神奈川県厚木市船子 1737 

Tel：046-270-6097 

E-mail：y2takaha@nodai.ac.jp 

 

7.大会運営組織 

大会実行委員長：古川 力（東京農業大学 農学部 教授） 

大会副実行委員長：野村こう（東京農業大学 農学部 教授） 

実 行 委 員：平野 貴（東京農業大学）、髙橋幸水（東京農業大学） 

後 援：東京農業大学 
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8.会場案内図 

東京農業大学 農学部 厚木キャンパス 第 2講義棟 

（243-0034 神奈川県厚木市船子 1737） 

 

 

  

③
④ 

キャンパスマップ 
① 第２講義棟（受付、総会、シンポジウム会場） 
② 学生会館（受付、ポスター会場、懇親会場） 
③ 食堂 
④ 本部棟（運営委員会、理事会） 

① 

② 

バス停 
東京農業大学 

正 
門 
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プログラム 
 

（１）ポスター発表 1 11 月 11 日 9:40～11:10 学生会館 1階 アグリラウンジ 

Ｉ－01～Ｉ－09  座長：石川 明（名古屋大学）、守屋和幸（京都大学） 

Ⅱ－01～Ⅱ－10  座長：間 陽子（理化学研究所）、美川 智（農研機構） 

 

（２）ポスター発表 2 11 月 11 日 13:20～14:50 学生会館 1階 アグリラウンジ 

Ⅲ－01～Ⅲ－09  座長：下桐 猛（鹿児島大学）、福井えみ子（宇都宮大学） 

Ⅳ－01～Ⅳ－09  座長：荒川愛作（農研機構）、笹崎晋史（神戸大学） 

 

Ⅰ～Ⅳのポスター発表時間は、発表 5分、質疑応答 3分の計 5分です。 

 

（２）学会長特別賞 11 月 11 日 15:10～17:10 第 2 講義棟 3 階 2301 教室 

本年度大会では、各ポスター発表後に演題の中から各研究領域を代

表する特別賞選考対象演題（最大 8 題）を選考します。選出された

演題はインフォメーションボードにて演題番号を発表します。 

発表時間は、発表 7分、質疑応答 3分の計 10 分です。 
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Ｉ. 
ポスター発表 1 9:40～11:10 学生会館 1階 アグリラウンジ 

座長：石川 明（名古屋大学）、守屋和幸（京都大学） 

 

Ｉ－01 黒毛和種肥育牛約 6,000 頭の高密度 SNP データによる脂肪酸組成形質の分散成分

推定 

○渡邊敏夫(家畜改良事業団)、佐々木整輝(家畜改良事業団)、荻野敦(家畜改良事業団)、黒木

一仁(家畜改良事業団)、安森隆則(家畜改良事業団)、木村博久(家畜改良事業団)、富樫研治(家

畜改良事業団) 

 

Ｉ－02 因果作用を考慮した成長曲線解析のための階層ベイズモデル 

 ○小野木章雄（東大院農学生命科学）、荻野敦（家畜改良事業団）、佐藤綾子（家畜改良事業団）、

黒木一仁（家畜改良事業団）、安森隆則（家畜改良事業団）、富樫研治（家畜改良事業団） 

 

Ｉ－03 豚ランドレース種および大ヨークシャー種における妊娠期間の遺伝率および分娩

時繁殖形質との遺伝相関の推定 

〇小川伸一郎（東北大院農）、今田彩音（東北大農）、木全 誠（（株）シムコ）、石井和雄（農

研機構畜産部門）、上本吉伸（東北大院農）、佐藤正寛（東北大院農） 

 

Ｉ－04 豚において異なる産次間の生存産子数における遺伝的パラメーターの推定 

〇今田彩音（東北大農）、小川伸一郎（東北大院農）、木全 誠（（株）シムコ）、石井和雄（農

研機構畜産部門）、上本吉伸（東北大院農）、佐藤正寛（東北大院農） 

 

Ｉ－05 Genetic diversity of Myanmar cattle breeds using complete mitochondrial 

d-loop sequence 

〇Moe Lwin (Kagoshima University), Su Lai Yee Mon (Kagoshima University), Yukio Nagano 

(Saga University), Kotaro KAWABE (Kagoshima University), Shin OKAMOTO (Kagoshima 

University), Takeshi SHIMOGIRI (Kagoshima University) 

 

Ｉ－06 RAD-seq を用いた対州馬の遺伝的多様性と遺伝浸透の検証 

 -在来家畜保全における RAD-seq の有用性- 

 〇手塚あゆみ（龍谷大農）、高須正規（岐阜大応用）、戸崎晃明（岐阜大応用生物・競理研）、

永野惇（龍谷大農） 

 

 

Ｉ－07 ウマの歩様(斜対歩/側対歩)の決定に関係する遺伝子の探索 

 ○天野 朋子（酪農学園大農食環境）、小野木 章雄（東大院農）、山田 文啓（北海道大北方生
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物圏）、河合 正人（北海道大北方生物圏）、白井 興一（北海道和種馬保存協会）、上田 純治

（酪農学園大農食環境） 

 

Ｉ－08 アジアスイギュウにおける血清アルブミン遺伝子の DNA 多型解析 

 ○久米啓太（東農大院農）、高橋幸水（東農大院農）、野村こう（東農大院農）、天野卓（ヤマザ

キ学園大）、古川力（東農大院農） 

 

 

Ｉ－09 わが国で維持しているマンクスロフタンの遺伝的多様性と多角遺伝子の解析 

 ○山口隼(東農大院農)・小野寺未来(東農大農)・山口智也(東農大農)・横井光希(東農大農)・

小林栄治(農研機構畜産)・高橋幸水(東農大農)・野村こう(東農大農)・古川力(東農大農) 

 

Ⅱ. 
ポスター発表 1 9:40～11:10 学生会館 1階 アグリラウンジ 

座長：間 陽子（理化学研究所）、美川 智（農研機構） 

 

Ⅱ－01 ホルスタインの空胎日数に関するゲノムワイド関連解析 

 ○後藤裕作（日ホ北支局）、馬場俊見（日ホ北支局）、山口諭（北酪検）、中川智史（北酪検）、

阿部隼人（北酪検）、河原孝吉（日ホ北支局） 

 

Ⅱ－02 ホルスタイン種及び黒毛和種における CXCR1 遺伝子型と受胎の関連性について 

 ○張傳強（東京農工大連合農）、矢部麻由子（宇都宮大農）、小林蒼（宇都宮大農）、大島藤太

（栃木畜産酪農研セ）、櫻井由美（栃木畜産酪農研セ）、松本浩道（東京農工大連合農、宇都宮

大農）、福井えみ子（東京農工大連合農、宇都宮大農） 

 

Ⅱ－03 繁殖母豚の遺伝子型が繁殖能力に及ぼす影響 

 ○宮崎義之（家畜改良事業団）、伊藤智仁（家畜改良事業団）、荻野敦（家畜改良事業団）、黒木

一仁（家畜改良事業団）、木村博久（家畜改良事業団） 

 

Ⅱ－04 ニワトリ脂肪蓄積量の品種間差と脂質代謝関連遺伝子の発現解析 

 ◯鈴木彩絵（名大院生命農学）、村井篤嗣（名大院生命農学）、堀尾文彦（名大院生命農学）、

石川明（名大院生命農学） 

 

Ⅱ－05 イヌにおける PPARα遺伝子多型と中性脂肪値の関連性 

 〇清水佑季子(明治大学農)、新井理世(明治大学農)、佐藤洋大朗(明治大院農)、荒井延明(ス

ペクトラム ラボ ジャパン(株）)、安田英巳(安田獣医科医院)、溝口康(明治大農) 
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Ⅱ－06 脂肪交雑 QTL（BTA21 40cM）のファインマッピングの試み 

 ○原翔太（東農大院農），平野貴（東農大院農），原ひろみ（東農大院農），半澤恵（東農大院

農） 

 

Ⅱ－07 黒毛和種における SCD 多型と枝肉形質の関連解析 

 ○平野 貴（東農大農）、原 ひろみ（東農大農）、半澤 惠（東農大農） 

 

 

Ⅱ－08 兵庫県黒毛和種におけるゲノムワイド関連解析により同定された VNN1 遺伝子

T66M 多型のオレイン酸含有率に対する効果 

 ○木越洸利（神戸大院農）、川口芙岐（神戸大院農）、上本吉伸（東北大院農）、福島護之（兵

農技総合セ）、吉田恵実（兵農技総合セ）、岩本英治（兵農技総合セ）、秋山敬孝（兵農技総合

セ）、小浜菜美子（兵農技総合セ）、小林栄治（畜草研）、大山憲二（神戸大院農）、万年英

之（神戸大院農）、笹崎晋史（神戸大院農） 

 

 

Ⅱ－09 複数の黒毛和種集団を用いた PLAG1 遺伝子多型のオレイン酸含有率に対する効果

の検討 

 ○川口芙岐（神戸大院農）、木越洸利（神戸大院農）、安栖梨理（神戸大院農）、小浜菜美子（兵

農技総合セ）、秋山敬孝（兵農技総合セ）、福島護之（兵農技総合セ）、小林栄治（畜草研）、

大山憲二（神戸大院農）、万年英之（神戸大院農）、笹崎晋史（神戸大院農） 

 

Ⅲ. 
ポスター発表 2 13:20～14:50 学生会館 1階 アグリラウンジ 

座長：下桐 猛（鹿児島大学）、福井えみ子（宇都宮大学） 

 

Ⅲ－01 アジアのジャコウネズミ野生地域集団におけるマイクロサテライトマーカーの多

型解析 

 〇竹本奈央(名大院農)、山縣高宏(名大農) 

 

Ⅲ－02 アマミノクロウサギにおける成長ホルモン遺伝子多型解析 

 ○福本凪（明治農学部農学科）、倉石武（東京大学医科学研究所）、溝口康（明治大学農学部） 

 

Ⅲ－03 関東地方におけるニホンジカの成長ホルモン遺伝子多型解析 

 〇岡崎千尋（明治大学農学部）、畑尚子、新井一司（東京都農林総合研究センター）、溝口康（明

治大学農学部） 
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Ⅲ－04 Y 染色体マイクロサテライトマーカーを用いたリュウキュウイノシシの島嶼間遺

伝構造評価 

 ○平井瑞穂（明治大農）、佐藤圭（明治大農）、溝口康（明治大農） 

 

Ⅲ－05 エミュー（Dromaius novaehollandiae）における新規遺伝マーカーの開発と、その

特性評価 

 〇輿石雄一（東農大院生物産業）、内山博允（東農大 NGRC）、福村啓文（東農大生物産業）、木

村望（東農大生物産業）、岡部智史（東農大生物産業）、大久保倫子（東農大生物産業）、平山博

樹（東農大院生物産業）、相馬幸作（東農大院生物産業）、和田健太（東農大院生物産業） 

 

Ⅲ－06 ニホンウズラにおける cathelicidin（CATH）遺伝子の多様性 

 ○石毛太一郎（東農大ゲノム）、原ひろみ（東農大農）、平野貴（東農大農）、半澤惠（東農大

農） 

 

Ⅲ－07 ブタ GPIP 遺伝子の DNA 多型解析 

 ○木村亜由美（東農大院農）・高橋幸水（東農大院農）・野村こう（東農大院農）・田中正仁（農

研機構九沖農研）・佐々木洋平（大日本猟友会）・天野卓（ヤマザキ学園大）・小林栄治（農研機

構畜産）・古川力（東農大院農） 

 

Ⅲ－08 合成系統豚トウキョウ Xと他品種との類縁関係および遺伝的多様性の最近の傾向 

 ○田原岳（東農大院農）、兵頭勲（公財・東京都農水振財団青梅畜セ）、小嶋禎夫（公財・東京

都農水振財団青梅畜セ）、宇杉央（公財・東京都農水振財団青梅畜セ）、田中大也（公財・東京

都農水振財団青梅畜セ）、野村こう（東農大院農）、高橋幸水（東農大院農）、小林栄治（東農大

院農、農研機構畜産研）、古川力（東農大院農） 

 

Ⅲ－09 STR マーカー分析からみた日本のサラブレッド集団の遺伝的構成の推移 

 ○栫 裕永（競理研）、菊地美緒（競理研）、戸崎晃明（競理研）、廣田桂一（競理研）、永田俊

一（競理研） 

 

Ⅲ－10 日本および英米で繋養されるサラブレッドの遺伝的構造の相違 

 ◯戸崎晃明（競理研）、菊地美緒（競理研）、栫裕永（競理研）、廣田桂一（競理研）、永田

俊一（競理研）、Jessica Petersen（Univ. of Nebraska） 
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Ⅳ. 
ポスター発表 2 13:20～14:50 学生会館 1階 アグリラウンジ 

座長：荒川愛作（農研機構）、笹崎晋史（神戸大学） 

 

Ⅳ－01 黒毛和種の生産阻害因子解明のための多様体データベースの構築 

 ○佐々木慎二（家改セ）、鈴木穣（東大新領域）、村木英二（岐阜畜研）、森本学（岐阜畜

研）、三木遥子（兵庫農技セ）、秋山敬孝（兵庫農技セ）、福島護之（兵庫農技セ）、井上

喜信（鳥取畜試）、北村夕貴（鳥取畜試）、田淵一郎（鳥取畜試）、有島太一（鹿児島肉改研）、

川嶋啓介（鹿児島肉改研）、長谷川清寿（島根畜技セ）、高山恵（島根畜技セ)、荻野敦（家

改団）、黒木一仁（家改団）、渡邊学（東大新領域）、菅野純夫（東大新領域）、杉本喜憲（畜

技協） 

 

Ⅳ－02 カンパチの高密度遺伝子地図の作成とゲノムの構造多型（structural variation）

の解析 

 ○荒木和男（水産機構・増養殖研）、青木純也（元・水産機構・増養殖研）、川瀬純也（三重大・

生物資源）、浜田和久（元・水産機構・増養殖研）、藤本宏（水研・増養殖研）、山本一毅（水

研・増養殖研）、尾崎照遵（水研・増養殖研）、薄浩則（水研・増養殖研） 

 

Ⅳ－03 加齢変化するマウス被毛色突然変異原因遺伝子のマッピング 

 ○中野貴哉（名大院・生命農学）、杉山真言（北里大・獣医）、石川明（名大院・生命農学） 

 

Ⅳ－04 マウス半優性白内障を引き起こす Mip の新規ミスセンス変異 

 高橋 剛（東農大院生物産業）、長谷川 清香（東農大院生物産業）、関 優太（都医学研）、

吉川欣亮（都医学研）、〇和田健太（東農大院生物産業） 

 

Ⅳ－05 マルチプレックス PCR 法に基づく診断型シークエンサーを用いたイヌ臨床腫瘍症

例の BRCA2 コード領域の包括的がんゲノム解析 

 ◯渡邊学 (東大新領域)、田坂徹悟 (東大新領域)、 坪井誠也 (東大院農)、石倉隆（サーモフ

ィッシャーサイエンティフィック）、田中由依子 (東大院農)、中川貴之 (東大院農)、内田和

幸 (東大院農)、中山裕之 (東大院農)、辻本元 (東大院農)、西村亮平 (東大院農)、菅野純夫 

(東大新領域) 

 

Ⅳ－06 BLV 抵抗性牛・感受性牛の識別による BLV 清浄化対策の検討 

 ○陸拾七（理研）、綿貫園子（理研、東大院農）、広瀬智哉（理研、東大院新領域）、若松敏

枝（理研）、竹嶋伸之輔（理研、東大院新領域）、間陽子（理研、東大院農・新領域） 
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Ⅳ－07 牛白血病ウイルス感染拡大阻止のための方策の検討 

 ○朝治桜子（ジェノダイブファーマ），桝屋安里（ジェノダイブファーマ），奥平裕子（ジェノ

ダイブファーマ），竹嶋伸之輔（理化学研究所），安藤麻子（ジェノダイブファーマ），石崎宏

（農研機構畜産研究部門），間陽子（理化学研究所），猪子英俊（ジェノダイブファーマ） 

 

Ⅳ－08 乳汁中における牛白血病ウイルスの検出と疾患感受性との相関性および LuSIA 法

による乳汁中細胞の感染性評価 

 〇綿貫園子（理研、東大院農）、竹嶋伸之輔（理研）、佐藤洋隆（理研）、Lanlan Bai（理研）、

佐藤礼一郎（麻布大）、村上裕信（麻布大）、石崎宏（農研機構・畜産研究部門）、松本安喜（東

大院農）、間陽子（理研） 

 

Ⅳ－09 牛白血病ウイルスのプロウイルス量を制御する新規宿主因子の同定と効果検証 

 ○竹嶋伸之輔（理研）・佐々木慎二（動物遺伝研）・Polat Meripet（理研牛白血病ワクチンチ

ーム）・杉本喜憲（動物遺伝研）・間陽子（理研） 
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