
 

 

 

 

平成29年度 第67回関西畜産学会大阪大会 

プログラム・講演要旨集 

 

 

 

 

 

 

開催場所：〒599-8531 大阪府堺市中区学園町1番1号 

大阪府立大学（中百舌鳥キャンパス）学術交流会館及びB3棟202号教室 

 

開催日：平成29年9月18日（月）、19日（火） 

  

主催：関西畜産学会大阪大会実行委員会 

 

後援：大阪府、大阪府教育委員会 

  



 

第 67 回関西畜産学会大阪大会協賛団体御芳名一覧 (順不同) 

 

大阪府農業協同組合中央会 

 

一般社団法人 大阪府畜産会 

 

コーキン化学株式会社 

 

チョーヤ梅酒株式会社 
 

  



○第67回関西畜産学会大阪大会実行委員会構成メンバー 

 

大会実行委員長  内山 哲也（大阪府立環境農林水産総合研究所 理事長） 

大会副委員長    玉田 尋通（大阪府立大学大学院） 

大会事務局長    藤谷 泰裕（大阪府立環境農林水産総合研究所） 

大会実行委員    笠井 浩司（大阪府立環境農林水産総合研究所） 

実行委員       平松 和也（大阪府立環境農林水産総合研究所） 

実行委員       瀬山 智博（大阪府立環境農林水産総合研究所） 

実行委員       平康 博章（大阪府立環境農林水産総合研究所） 

       

○大会日程 

 9月18日（於 大阪府立大学中百舌鳥キャンパス 学術交流会館） 

・評議員会（11：00～12：20） 

・開会宣言及び来賓挨拶、総会（12：40～13：00） 

  舟橋 弘晃（岡山大学大学院環境生命科学研究科教授、関西畜産学会長） 

来賓：山本 祥二（大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課長） 

・平成29年度関西畜産学会賞受賞講演（13：00～13：20） 

関西畜産学会賞受賞者： 北川 貴志（滋賀県畜産技術振興センター） 

受賞業績題目：「黒毛和種肥育牛への飼料用米給与技術の開発に関する研究」 

・公開シンポジウム（13：30～16：00） 

テーマ：「食の安全・安心、持続可能を実現―消費者と生産者の信頼構築をめざして―」 

基調講演：山﨑 伸二（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授） 

話題提供者： 藤岡 理（大阪府環境農林水産部） 

岡田 清嗣（（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所） 

久保 幸雄（大阪いずみ市民生活協同組合） 

金銅 俊二（チョーヤ梅酒株式会社） 

大同 未祐ほか8名（大阪府立農芸高等学校） 

笠田 魁人ほか2名（大阪府立農芸高等学校） 

瀬山 智博（（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所） 

司会：       平松 和也（（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所）  

・一般講演（8演題,16：15～17：35） 

・懇親会（17:45～19：45） 

 

9月19日（於 大阪府立大学中百舌鳥キャンパス B3棟2F 中教室202） 

・一般講演（23演題,8：30～12：25） 

・優秀発表者表彰（12：25～12：30） 

・閉会宣言：廣岡 博之（京都大学大学院農学研究科教授、関西畜産学副会長）（12：30） 

  



 

 

大阪府立大学 会場付近図 

 

 

大阪府立大学アクセス 

大阪府堺市中区学園町 1 番 1 号 TEL： 072-252-1161（代表） 

【アクセス】  

○南海高野線「白鷺駅」下車、南西へ約 500m、徒歩約 7 分。 

○南海高野線「中百舌鳥駅」下車、南東へ約 1,000m、徒歩約 13 分。 

○地下鉄御堂筋線「なかもず駅（5 号出口）」から南東へ約 1,000m、徒歩約 13 分。 

○南海高野線「中百舌鳥駅」・地下鉄御堂筋線「なかもず駅」から南海バス（北野田駅前行 31、32、

32-1 系統）で約 5 分、「府立大学前」下車。 

〇南海本線「堺駅」から南海バス（北野田駅前行 31、32、32-1 系統）で約 24 分、JR 阪和線・南海高

野線「三国ヶ丘駅」から南海バス（北野田駅前行 31、32、32-1 系統）で約 14 分、「府立大学前」下

車 

  



平成29年度関西畜産学会賞受賞 講演要旨 

「黒毛和種肥育牛への飼料用米給与技術の開発に関する研究」 

 

北川 貴志 

（滋賀県畜産技術振興センター） 

 

輸入飼料の価格は気候変動、為替や海上運賃等の不安定要因の影響を大きく受けるため、輸入飼料に大き

く依存しているわが国の畜産業においては、飼料の安定供給の観点から飼料自給率の向上を図り、生産基盤

を強化することが求められている。演者はこれまで、近年、生産量が大幅に伸び続けている国産飼料である

飼料用米を黒毛和種肥育牛に給与し、発育や産肉成績および肉質に及ぼす影響について調べ、黒毛和種肥育

牛への飼料用米の活用方法について研究を行った。 

 

1. トウモロコシの代替としての玄米の給与 

飼料用米のなかでも、玄米の可消化養分総量と粗蛋白(CP)が輸入トウモロコシと同等であることに着目

し、トウモロコシ代替としての玄米の活用方法を検討した。肥育中期以降にトウモロコシの一部代替として

玄米を濃厚飼料中に10%配合した濃厚飼料を黒毛和種去勢牛に給与した試験を行い、発育値や枝肉格付成績な

どの産肉成績には影響しないことを明らかにした。一方、トウモロコシ代替としての玄米給与では飼料中の

β－カロテン含量が減少するため、血中のビタミンA濃度が慣行肥育より低下する時期があった。 

 

2. 大麦の代替としての玄米の給与 

玄米の第一胃内での乾物、デンプンおよびCPの消失パラメーターや有効分解率が大麦に近いことに着目

し、大麦代替として玄米を10%～30%配合した濃厚飼料を黒毛和種去勢牛に給与した場合の影響を検討した。

その結果、肥育全期間に玄米を大麦代替として10%または15%給与した場合、増体と枝肉成績は慣行肥育と同

等であった。一方、大麦の全量代替として玄米を前期18％，中後期30%給与した場合、慣行肥育より枝肉重量

とバラの厚さが大きくなった。これらの結果より、玄米は大麦の代替としても活用できることが明らかとな

った。また、大麦を玄米に代替することにより、飼料中のトウモロコシの配合割合を変化させなければ血中

ビタミンA濃度に影響なく飼養でき、トウモロコシ代替の欠点を補えることが確認できた。 

 

3. トウモロコシおよび大麦の全量代替としての玄米の給与 

玄米をさらに多給した場合の産肉性への影響を検討するために、濃厚飼料中のトウモロコシと大麦の全量

代替として玄米を肥育前期40%、中後期60%配合した濃厚飼料を黒毛和種去勢牛に給与する試験を行った。そ

の結果、試験区4頭のうち3頭には鼓脹症の発生が認められた。試験区間の枝肉格付成績の平均値を比較した

場合、試験区間に明確な差はみられなかったが、試験区で鼓脹症を発症したウシの枝肉重量、バラの厚さお

よびBMS No.の値は、試験区で鼓脹症を発症しなかったウシよりも小さかった。これらの結果より、トウモロ

コシおよび大麦の全量代替による玄米の多給（肥育前期40%、中後期60%）では、鼓脹症の発生を誘発させる

ことを明らかとなった。また、玄米の多給においては第一胃内発酵への影響に配慮した飼料設計を行う必要

性があることが確認できた。 



 

4.  規格外穀物、副産物とモミ米サイレージの給与 

戦後間もない昭和中期に滋賀県内で肥育牛に給与されていた飼料は、地域で生産される大麦や米の規格外

の穀物や、大麦のヌカ、生米ヌカ、フスマ、大豆粕といった副産物が主体であり、現在の輸入穀類を主体と

した配合飼料とは異なるものであった。この当時の飼料配合に準じて、国産の規格外穀物と副産物を主体と

した配合飼料を調整して黒毛和種雌牛に給与した場合、輸入穀類主体の配合飼料の給与に対し、発育や枝肉

成績に影響しないと言われている。国産の規格外穀物と副産物を主体とした配合飼料による肥育において、

モミ米サイレージの活用を検討するために、国産の規格外穀物と副産物を主体とした配合飼料の33%をモミ米

サイレージに置き換えて出荷前の7カ月間、黒毛和種雌肥育牛に給与する試験を行った。その結果、発育や枝

肉格付成績には影響が認められず、規格外穀物と副産物を主体とした配合飼料による黒毛和種雌牛肥育にお

いて、モミ米サイレージは産肉性に影響なく、肥育後期に活用できることを明らかとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公開シンポジウム 基調講演要旨 

「安全な食品の供給を目指して―畜産食品に潜む食中毒のリスク回避―」 

山崎 伸二 

（大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 獣医学専攻 獣医国際防疫学教室 教授） 

 

 食は、我々にとってエネルギーの供給源や健康維持に役立つだけでなく、喜びをもたらしてくれる。特に和

食は世界遺産としても認められ、世界に誇ることができる。和食は、様々な食材を用いて、それぞれの食材の

特性を生かしながら調理されている。さらに、日本人は、外国の食文化も積極的に受け入れ、和食と融合する

ことにより、より多様な食文化として発展させている。しかしながら、畜産食品を含む全ての食材には何らか

の食中毒のリスクが潜んでいる可能性を否定できない。 

 我が国の食中毒統計を見ると、食中毒の原因となる病因物質として、細菌、ウイルス、寄生虫等の微生物や

自然毒がある。過去５年間、事件数で も多いのは細菌（2,131 件）で、細菌の中でもカンピロバクター・ジ

ェジュニやコリ（1,416 件）が も多く、それに次ぐブドウ球菌（168 件）やサルモネラ属菌（164 件）を大

きく引き離している。ウイルスでは、ノロウイルスの事件数が 1,872 件と個別の病因物質で見た場合 も多い。

平成 26 年から食中毒病因物質に指定されたアニサキスも年々増加傾向にあり、過去 3 年間 に 330 件報告さ

れている。一方、患者数ではノロウイルスの 67,083 名が も多く、細菌性食中毒全体の 2 倍以上を占めてい

る。細菌性食中毒の中で も多いのは、カンピロバクタージェジュニ・コリの 10,639 名，次いでウェルシュ

菌の 6,786 名、サルモネラ属菌の 4,593 名である。また、細菌性食中毒によって 18 名が亡くなっているが、

全てが腸管出血性大腸菌（EHEC）によるものである。原因食品は、キュウリの浅漬けやキュウリの香味和え

等の生野菜で、亡くなられた方は全て老人である。以外と知られていないが、自然毒でも 14 名が亡くなって

いる。自然毒には動物毒と植物毒があるが、動物毒の場合、アオブダイやフグが、植物毒の場合、トリカブト、

キノコ、イヌサフランやスイセンが原因となっている。厚生労働省の報告では、食中毒病因物質としての EHEC

は、過去 5 年間の患者数は 1,671 名であるが、３類感染症としての EHEC 感染者数は毎年 4,000 名前後（約

70%は不顕性感染）ある。患者数で見ると EHEC は、カンピロバクタージェジュニ・コリに匹敵する。 

 細菌性食中毒の主要な病因物質であるカンピロバクタージェジュニ・コリ、EHEC 及びサルモネラは家畜に

不顕性感染しており、屠畜解体時の食肉汚染や堆肥を含め他の食材への２次汚染がヒトへの感染源となる。カ

ンピロバクターは鶏の腸管内に不顕性に感染していることから、鶏肉の生食がカンピロバクター食中毒の原因

であると考えられている。しかしながら、カンピロバクターは、我が国のみならず鶏肉を生で食べない欧米に

おいても発生件数、患者数において主要な食中毒原因菌として位置づけられているため、カンピロバクターの

感染源は生肉のみならず，加熱不十分な鶏肉や２次汚染も主要な感染源と考えられる。カンピロバクター・ジ

ェジュニに感染すると、2-5 日の潜伏期間の後、下痢、腹痛、発熱や頭痛を呈する。多くの場合、激しい腹痛、

全身倦怠感やしぶり便を伴い、回復までに１週間程度要する。また、1,000 名に 1 名程度の低い割合であるが、

末梢神経障害であるギラン・バレー症候群を発症することもある。鶏肉以外の牛肉や豚肉でも感染源となるこ

とがある。 

 サルモネラ属菌も通常、牛、豚、鶏の腸管内に不顕性に感染している。それゆえ、加熱不十分な食肉や卵が

感染源となる。米国では、キュウリ等生野菜による集団食中毒事例が相次いで報告されている。サルモネラ属

菌に感染すると、1-4 日の潜伏期間の後、悪心，嘔吐、下痢、腹痛を呈する。特に、小児や老人の場合、意識

障害、痙攣や敗血症を呈して死亡する場合もある。 

 腸管出血性大腸菌（EHEC）は、反芻動物の腸管内に不顕性に感染しており、牛や羊等の加熱不十分な食肉

や EHEC で汚染した食材、特に生野菜を介した死亡例を伴う集団食中毒事例が相次いで報告されている。

EHEC は、1982 年、米国で発生したハンバーガー食中毒事件が切っ掛けで新たな食中毒原因菌として認知さ



れるようになった。EHEC を摂取後、通常 3-5 日の潜伏期の後、水様性あるいは血性下痢を引き起こす。激し

い腹痛を呈した場合、特に、小児や老人で重症化する割合が高くなり、溶血性尿毒症症候群や脳症を併発し、

死亡する場合がある。EHEC の主要な病原因子として赤痢菌が産生する志賀毒素（Stx）と酷似した Stx1 と

Stx1 とは免疫学的に異なる Stx2 の 2 種類の毒素がある。疫学データから Stx1 産生菌より Stx2 産生菌の方

が重症化する割合が高いこともわかっている。Stx2 はバクテリオファージにコードされており、非病原性の

大腸菌でも Stx2 ファージが感染し，溶原化することで容易に腸管出血性大腸菌となることができる。その１

つの例として 2011 年、ドイツに端を発し、国境を越えて感染が拡大した大腸菌 O104:H4 の集団食中毒事件

がある。患者数約 4,000 名、HUS 発症者約 780 名、死者 47 名と世界で類を見ない EHEC 集団食中毒事例と

なった。しかも重症患者のほとんどが成人女性であったと言う点でも、従来の EHEC 感染症の常識を覆した。

原因となった大腸菌 O104:H4 は、腸管凝集性大腸菌（EAEC）と EHEC のハイブリッド型であった。すなわ

ち、EAEC に Stx2 ファージが溶原化して誕生した菌が原因と考えられた。EAEC は、通常、家畜からは分離

されずヒトからしか分離されない大腸菌である。ドイツの事例での推定原因食材はフェネグリークと同定され

た。すなわち、ドイツの事例では、牛や牛肉が感染源でなく、ヒトが大元の感染源であったことが推察される。

また、近年の傾向として、2011 年の富山でのユッケ食中毒事件を除き、EHEC が原因となる集団食中毒事例

のほとんどは、生野菜が原因となっている。 

 これらの食中毒を予防する為には、家畜の生産者、食肉加工に関わるヒト、流通・販売に携わるヒトに加え

消費者が以下に述べる点に注意することが重要である。（１）家畜に不顕性感染している EHEC、サルモネラ

属菌やカンピロバクターを家畜から駆除してやる、あるいは感染菌数・排菌数を減少させる方策を講じること、

（２）屠畜解体し、食肉を生産する過程での衛生管理を徹底すること、（３）得られた食肉を何らかの方法で

処理することにより、万が一付着した可能性のある菌を殺してやること、（４）肥料として用いる家畜の糞便

を十分発酵させた後，堆肥として用いること、（５）生野菜も感染源となっていることから、小児や老人など

リスクの高いヒトに生野菜を提供する場合は湯通ししたものを提供すること、（６）食肉は、良く加熱（75˚C、

1 分以上）してから食べること、（７）調理従事者を含め食肉を扱う全てのヒトにそれぞれの食肉に存在するリ

スクについて周知徹底すること、（８）消費者にも、食肉を含め全ての食材には何らかのリスクが存在する可

能性があることを周知すること（ゼロリスクはあり得ない）などが挙げられる。生産する側、消費する側の双

方で食中毒を防ぐための 大限の努力することが、食中毒予防において重要である。美味しくて滋養のある肉

を食べることで、我々は喜びを感じることができ、健康な体作りにも役立つ。美味しくかつ安全な食肉を提供

することは畜産に携わるものの使命でもある。 

  



一般講演プログラム（発表 7 分, 質疑応答 3 分、* 印の 16 講演は優秀発表賞の審査対象）  

 

9 月 18 日（月）16：15～17：35  

 

座長：揖斐隆之（岡大院環境生命）  

1 香川県内の黒毛和種雌牛頭数及び出生子牛頭数並びに分娩間隔等における年次及び地域ごとの比較 

16：15～16：25 

〇谷原礼諭 1・高橋和裕 2 

（1香川県農政水産部農業経営課、2香川県西部家畜保健衛生所） 

2 香川県における黒毛和種繁殖雌牛のゲノミック評価の検証           16：25～16：35 

高橋和裕 1・〇谷原礼諭 2・荻野敦 3・掛端寛之 3・黒木一仁 3 

（1香川県西部家畜保健衛生所・2香川県農政水産部農業経営課・3一般社団法人家畜改良事業団） 

3 赤身牛肉生産を目指した輪換放牧による黒毛和種去勢牛の周年放牧肥育     16：35～16：45 

〇小椋麻衣 1・松野 景 1・宋 相憲 1・坂本真実 2・帯刀一美 2・柴田昌宏 3,4・山本直幸４・一戸俊義 1 

（1島根大生物資源科学・2島根県中山間地域研究セ・3現所属 日本獣医生命科学大応用生命科学・4西日

本農研セ） 

 

座長：本田和久（神戸大院農）  

* 4 黒毛和種牛の脂肪交雑のバイオマーカー候補タンパク質 HP25 の解析       16：45～16：55 

 〇越智浩介 1・池上春香 1・松橋珠子 2・大林賢伍 3・神谷拓磨 1・奥野智美 1・永井宏平 1・宮本圭 1・坂

口慎一 3・松本和也 1 

 （1近大生物理工、2近大先端研、3岐阜県畜研） 

5 質量分析 SWATH-MS 法を用いた黒毛和種去勢牛の血清中タンパク質網羅的解析 

                                 16：55～17：05 

 〇池上春香 1・越智浩介 1・松橋珠子 2・佐野文美 3・森 隆史 3・奥野智美 1・神谷拓磨 1・大林賢伍 4・永

井宏平 1・宮本圭 1・吉廣卓哉 3・坂口慎一 4・松本和也 1 

 （1近大生物理工、2近大先端研、3和大大学院シス工、4岐阜県畜研） 

6 黒毛和種における Annexin A5 遺伝子多型と繁殖成績との関連性の検討      17：05～17：15 

 〇松橋珠子 1・池上春香 2・米澤康滋 1・大林賢伍 3・越智浩介 2・奥野智美 2・神谷拓磨 2・宮本 圭 2・坂

口慎一 3・松本和也 2 

 （1近大先端研、2近大生物理工、3岐阜畜研） 

 

座長：一戸俊義（島根大生物資源科学）  

* 7 岡山県美作市で捕獲された野生シカの腸内細菌叢および栄養状態         17：15～17：25 

 〇小田沙也加・鶴田剛司・西野直樹 

 （岡大院環境生命） 

* 8 Microbiota of dairy cow milk collected manually from udders and automatically by robotic milking systems 

17：25～17：35 



 〇呉 浩銘 1・三宅 渉 2・田辺裕司 2・Nguyen Dan Qui1・鶴田剛司 1・西野直樹 1 

 （1岡大院環境生命・2岡山県畜産研究所） 

 

9 月 19 日（火）8：30～12：25  

 

座長：熊谷 元（京大院農）  

* 9 未成熟期におけるウサギの固液分離能評価                                     8：30～8：40 

 〇堀晃宏 1・矢野公伸 2・川﨑淨教 1 

 （1香川大農学部、2香川大学農学部附属農場） 

* 10 籾米サイレージとイネ発酵飼料の併給が乳生産に及ぼす影響                     8：40～8：50 

 〇山本祐実・松村 優・小櫃剛人・杉野利久・黒川勇三・沖田美紀 

 （広大生物生産） 

* 11 暑熱環境下におけるブロイラーの血漿中低分子化合物の網羅的解析               8：50～9：00 

 〇岡本美月 1・牧野良輔 1・友永省三 2・橘哲也 1 

 （1愛媛大農・2京大院農） 

 

座長：友永省三（京大院農）  

* 12 Indel マーカーを用いた家畜ウシ 11 集団に対する遺伝的構造および系統解析        9：00～9：10 

 〇山中颯 1・笹崎晋史 1・Hla Hla Moe2・Moe Lwin3・下桐猛 3・万年英之 1 

 （1神戸大院農・2University of Veterinary Science, Yezin・3鹿児島大院農） 

* 13 ゲノムリシーケンスデータを利用したウシ 7 番染色体におけるロース脂肪割合に関わる遺伝子変異の探

索                                                                          9：10～9：20 

 〇中島彩華 1・中嶋翼 1・上本吉伸 2・小林 栄治 3・福島 護之 4・岩本 英治 4・吉田 恵実 4・秋山 敬孝

4・小浜 菜美子 4・大山 憲二 1・本多 健 1・万年 英之 1・笹崎 晋史 1 

 （1神戸大院農・2東北大院農・3農研機構・4兵農技総合セ） 

* 14 ヤギにおける妊娠中期の乳房炎が妊娠機能に及ぼす影響                         9：20～9：30 

 〇兒玉望 1・新居隆浩 1, 2・吉村幸則 1, 2 ・磯部直樹 1, 2 

 （1広大院生物圏、2広大畜産セ） 

 

座長：磯部直樹（広大院生物圏）  

* 15 北海道ホルスタインは希少 mtDNA ハプログループ P を有する                    9：30～9：40 

 〇野田葵 1・笹崎晋史 1・小林栄治 2・万年英之 1 

 （1神戸大院農・2農研機構） 

16 体外成熟培地への L-カルニチン添加はブタ卵母細胞の体外成熟能に影響しない      9：40～9：50 

 〇葛原大貴・若井拓哉・舟橋弘晃 

 （岡山大院環境生命） 

* 17 子宮内膜細胞の prostaglandin 産生能に着目したウシ夏季不妊の原因究明           9：50～10：00 

 〇酒井駿介 1・八木まみ 2・藤目奈央 2・久世真理子 1・作本亮介 3・山本ゆき 1・奥田潔 1・4・木村康二 1 



 （1岡山大院環境生命科研・2岡山大農・3農研機構畜産研究部門・4帯広畜産大） 

 

座長：牧野良輔（愛媛大農）  

* 18 ブロイラーヒナ腸管における抗原刺激に伴う β-ディフェンシン 2細胞分布の変化に及ぼすワクチン接種

の影響                                                                    10：00～10：10 

 〇鶴田実里 1・新居隆浩 1, 2・磯部直樹 1, 2・吉村幸則 1, 2 

 （1広大院生物圏・2広大 RCAS） 

* 19 絶食がニワトリの種々の骨格筋におけるタンパク質合成に及ぼす影響の比較      10：10～10：20 

 〇中野優馬・槌井七海・福造哲・本田和久・上曽山博・實安隆興 

 （神戸大院農） 

* 20 ニワトリにおいて、視床下部インスリンシグナル伝達経路は摂食抑制に関与している 

      10：20～10：30 

 〇福造哲 1・藤田昇一 1・来代紋菜 1・上野瑞城 2・中野優馬 1・本田和久 1・上曽山博 1・實安隆興 1 

 （1神戸大院農・2神戸大農） 

 

座長：小櫃剛人（広大院生物圏）  

* 21 ビタミン A 制限が黒毛和種肥育牛の脂肪組織におけるベージュ脂肪細胞関連遺伝子群の発現に及ぼす

影響                                                                       10：30～10：40 

 〇Chen Hsuan-Ju1・井原 翼 1・吉岡秀貢 2・糸山恵理奈 2・北村祥子 2・長瀬祐士 2・村上弘明 2・星野洋一

郎 2・友永省三 1・舟場正幸 1・松井 徹 1, 2 

 （1京大院農・動物栄養、2京大院農・附属牧場） 

* 22 液化仕込み清酒粕が in vitro 培養系における消化性、ルーメン発酵に及ぼす影響    10：40～10：50 

 〇山内望萌・勝俣沙智・王 琳・大石風人・広岡博之・熊谷元 

 （京都大院農） 

23 講演取り消し 

 

休憩（15 分） 

 

座長：片山進亮（香川県東部家保）  

24 養鶏場におけるコリスチン耐性大腸菌出現状況の把握                            11：05～11：15 

 〇原田剛之・大谷新太郎・濱子佳子・西規世子・菊畑正喜・山瀬砂知子 

 （MP アグロ（株）AHSC 西日本） 

25 泌乳牛への蒸米仕込み酒粕給与が乳生産に及ぼす影響                            11：15～11：25 

 〇中村真紀・森山綾・布野秀忠 

 （島根県畜技セ） 

26 発酵 TMR を給与しためん羊の第一胃内容液性状の経時的変化                     11：25～11：35 

 城田圭子・河野幸雄・〇福馬敬紘・岸本一郎 

 （広島総技研畜技セ） 

 



座長：福馬敬紘（広島総技研畜技セ）  

27 肥育牛用発酵 TMR 中の破砕籾米の割合が黒毛和種牛における消化率および通過速度に及ぼす影響 

 〇安部亜津子 1, 2・成相伸久 1・杉野利久 2・小櫃剛人 2                                        11：35～11：45 

 （1島根県畜技セ・2広大院生物圏科学） 

28 農業高校等における食の安全・安心に配慮した畜産教育支援活動                 11：45～11：55 

 〇片山進亮 1・中村絵里子 2・橋本結花 3・松本 由樹 3 

 （1香川県東部家畜保健衛生所・2香川県立石田高校・3香川大農） 

29 アメリカミズアブ幼虫による有機性廃棄物処理時に発生する二酸化炭素排出量の検討 

11：55～12：05 

 〇川﨑淨教 1・平康博章 2・和智仲是 2・堀晃宏 1・橋本結花 1・松本由樹 1・瀬山智博 2・吉田弦 2・笠井

浩司 2・藤谷泰裕 2 

 （1香川大農・2大阪環農水研） 

 

座長：中村真紀（島根県畜技セ）  

30 迷路シール袋を用いた発酵 TMR の調製                                     12：05～12：15 

 福馬敬紘・末永晋一・〇河野幸雄 

 （広島総技研畜技セ） 

31 急性および慢性寒冷暴露がブロイラーの血漿中メチルグリオキサール濃度に与える影響 

12：15～12：25 

 〇牧野良輔・橘哲也 

 （愛媛大農） 

  



# 1 

 

香川県内の黒毛和種雌牛頭数及び出生子牛頭数並びに分娩間隔等における年次及び地域ごとの比較 
 

〇谷原礼諭 1・高橋和裕 2（1香川県農政水産部農業経営課、2香川県西部家畜保健衛生所） 

 
【目的】全国的に黒毛和種子牛の供給頭数が不足している中、増頭のための生産基盤の強化が必要であ

る。農家への飼養管理等の技術指導によって、増頭のための生産基盤の強化を図るため、繁殖状況等の客

観的データが必要である。このため独立行政法人家畜改良センター牛個体識別全国データベースを活用

し、年次ごとの黒毛和種の頭数、出生子牛頭数、分娩間隔などのデータを把握し、増頭のための生産基盤

強化を実現させることを目的とした。【方法】独立行政法人家畜改良センター牛個体識別全国データベー

スにおける、2015 年及び 2016 年の香川県内で飼育されている黒毛和種雌牛に関するデータから、頭数、

産次数、子牛生産率（その年次内における子牛生産頭数÷その年の経産牛頭数）、平均産次（母牛産次の合

計÷経産牛の数）の農業改良普及センター管内ごとの繁殖状況を検討した。【結果】2015 及び 2016 年の経

産牛の頭数は、それぞれ、1471 頭、1373 頭と減少した。平均分娩間隔は、それぞれ 427.1 日、432.2 日と

長期化傾向にあった。平均分娩間隔についての各地域の傾向は、短い順に、2015 年は西讃、東讃、小豆、

中讃の順であり、2016 年は西讃、小豆、東讃、中讃の順であった。子牛生産率については、多い順に、

2015 年は小豆、西讃、東讃、中讃。2016 年は、西讃、小豆、東讃、中讃であった。このように、西讃及

び小豆地域において繁殖性が高い傾向が見られたが、家畜改良増殖目標に掲げられている分娩間隔の全

国平均 405 日及び平成 37 年度目標 380 日に到達していなかった。このため、今後は県内全域の繁殖性の

高位平準化を図る必要があると考えられた。 
 
 

# 2 

 

香川県における黒毛和種繁殖雌牛のゲノミック評価の検証 
 

高橋和裕１・〇谷原礼諭 2・荻野敦 3・掛端寛之 3・黒木一仁 3 
(1 香川県西部家畜保健衛生所・2香川県農政水産部農業経営課・3一般社団法人家畜改良事業団) 

 
【目的】近年、肉用牛においてもゲノミック評価と呼ばれる個体の SNP（一塩基多型）情報を用いた遺伝

的能力評価手法の開発が行われている。しかしながら、和牛においては道県単位での改良が主体である

ことから遺伝的能力評価も道県単位で行われている。そこで、香川県内肉用牛繁殖雌牛について全国域

を対象としたゲノミック評価と従来からの県単位の遺伝的能力評価との比較を行った。【方法】JRA 肉用

牛の生産性向上支援技術開発モデル事業により香川県内で飼養して黒毛和種繁殖雌牛 66 頭（平成 15 年

～平成 27 年生まれ）について、ゲノミック評価を行った。そのうち、従来からの遺伝的能力評価の育種

価を持つ 22 頭（平成 15 年～平成 23 年生まれ）で検証を行った。ゲノミック評価は家畜改良事業団にお

いて ssGBLUP 法により行った。対象形質は、BMS-No.、枝肉重量（kg）、ロース芯面積（cm2）、バラ厚

（cm）、皮下脂肪厚（cm）および歩留基準値とした。検証に用いた遺伝的能力評価値は、平成 29 年 1 月

に評価した育種価（EBV）を用い、ゲノミック評価で得られた育種価（GEBV）との相関を調査した。【結

果】各形質における EBV と GEBV の相関係数は、BMS-No.：0.521、枝肉重量（kg）：0.656、ロース芯面

積（cm2）：0.368、バラ厚（cm）：0.519、皮下脂肪厚（cm）：0.431 および歩留基準値：0.476 であった。全

国域を対象としたゲノミック評価であっても同県単位での育種価とある程度の相関がみられ、ゲノミッ

ク評価により県内繁殖雌牛の早期遺伝能力評価ができる可能性が示唆された。今回は比較対象の個体が

少数だったことにより相関係数が低くなった可能性があるため、今後は頭数を増やして検証していく必

要がある。*本研究の一部は、JRA 日本中央競馬会特別振興資金助成事業によって行われた。 
 

  



# 3 

 

赤身牛肉生産を目指した輪換放牧による黒毛和種去勢牛の周年放牧肥育 
 

〇小椋麻衣 1・松野 景 1・宋 相憲 1・坂本真実 2・帯刀一美 2・柴田昌宏 3,4・山本直幸４・一戸俊義 1 

（1島根大生物資源科学・2島根県中山間地域研究セ・3現所属 日本獣医生命科学大応用生命科学・ 
4西日本農研セ） 

 
【目的】近年わが国の肉用牛生産部門では、配合飼料原料の価格高騰への対応および、多様化する消費者

ニーズへの対応が求められている。本研究では、耕作放棄地と水田を粗飼料生産基盤とした新たな和牛

肥育体系の構築を目的とし、周年輪換放牧と自給粗飼料給与による和牛肥育について検討した。【方法】

10 ヵ月齢の黒毛和種去勢牛を 6 頭供試し、対照区と処理区にそれぞれ 3 頭ずつふり分けた。両試験は 2015
年の 3 月から開始し、2016 年の 9 月に終了した。対照区の試験地は西日本農研センター大田研究拠点、

処理区の試験地は島根県大田市の 3 小区画からなる草地および飼料イネ播種水田であった。対照区の供

試牛には、濃厚飼料を自由摂取させイタリアンライグラス乾草を 1.5 kg 給与した。処理区の草地にはイ

タリアンライグラス、スーダングラス、ソルゴーなどの牧草を播種し、19 ヵ月間の周年輪換放牧飼養と

採草・サイレージ調製を行った。放牧地草不足時には、イネ WCS と牧草サイレージを補給した。処理区

では出荷前 2 ヵ月間を仕上げ期とし、規格外のダイズとコメを原材料としたペレット成形物を濃厚飼料

として給与した。毎月 1 回、供試牛の体重測定、草地調査および放牧地草と血液サンプル採取、飼料摂取

量の測定を行い、放牧地草サンプルの化学成分組成および in vitro ガス生産テストによる飼料価値の査定

を行った。【結果】1)処理区の供試牛（牛番号 573, 574 および 575）は入牧から出荷まで、370－676, 317
－634 および 267－479kg へ増体した。DG は季節による放牧地草栄養価の変化を反映して変動し、19 ヵ

月間の平均 DG は、牛 573, 574 および 575 でそれぞれ、0.6, 0.6 および 0.4kg であった。2)牛 573, 574 お

よび 575 の枝肉格付等級は A2,A1 および B1 であった。3)周年放牧肥育期において、放牧地草の栄養価

が高い水準にある春‐夏季を 2 回、補助粗飼料の補給が必要な秋‐冬季を 1 回とすることで、輪換放牧によ

る黒毛和種去勢牛の周年放牧肥育が可能となることが示唆された。 
 
# 4  

 

黒毛和種牛の脂肪交雑のバイオマーカー候補タンパク質 HP25 の解析 
 

〇越智浩介 1・池上春香 1・松橋珠子 2・大林賢伍 3・神谷拓磨 1・奥野智美 1・永井宏平 1・ 
宮本圭 1・坂口慎一 3・松本和也 1（1近大生物理工、2近大先端研、3岐阜県畜研） 

 
【目的】肉用牛の肥育期間中に出荷時の枝肉形質を早期予測して、飼養管理等に反映できれば、生産効率

の向上につながると期待されるが、未だその技術は確立されていない。近年、我々は、出荷時の枝肉形質

を肥育期間中に予測するためのバイオマーカーの開発を進めている。その一環として、肥育牛の血清を

用いたプロテオーム解析により、脂肪交雑の指標である BMS ナンバーのバイオマーカー候補タンパク質

として Hibernation-specific protein 25 (HP25)を同定した。さらに、Western Blotting(WB)法を用いた解析に

より、牛血清中には分子量の異なる 2 種類(21kDa と 18kDa)の HP25 の存在が明らかとなった。そこで、

本研究では、これら 2 種類の HP25 と枝肉形質の関連性について検討した。【方法】岐阜県で肥育された

黒毛和種去勢牛 174 頭から肥育後期またはと畜時に採取された血清を用いて、WB 法によって HP25 を検

出した。HP25 の検出結果をもとに、集団を分子量が 21kDa の HP25(以下、HP25-H)のみをもつ個体群、

18kDa の HP25(以下、HP25-L)のみをもつ個体群、2 種類の HP25 をもつ個体群の 3 グループに分類した。

この 3 グループの間において、出荷時の枝肉形質(枝肉重量、ロース芯面積、バラの厚さ、皮下脂肪厚、

BMS ナンバー)を検討した。また、公共データベース上の HP25 のタンパク質の生化学的特性から、電気

泳動における HP25-H 及び-L の分子量の違いについて検討を加えた。【結果】HP25 で分類した群間の枝

肉形質を比較した結果、HP25-H と HP25-L の両方をもつ個体群(80 頭)は HP25-L のみをもつ個体群(87 頭)
より BMS ナンバーが平均で 0.82 高いことが認められた(P<0.05)。また、公共データベース上のタンパク

質の生化学的特性に関する情報から、HP25 の分子量の差異にはアミノ酸置換を伴う SNP や翻訳後修飾

が関わっている可能性が示唆された。※本研究の一部は JRA・畜産振興事業で実施した。 
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質量分析 SWATH-MS 法を用いた黒毛和種去勢牛の血清中タンパク質網羅的解析 
 

〇池上春香 1・越智浩介 1・松橋珠子 2・佐野文美 3・森 隆史 3・奥野智美 1・神谷拓磨 1・大林賢伍４・ 
永井宏平 1・宮本圭 1・吉廣卓哉 3・坂口慎一 4・松本和也 1 

（1近大生物理工、2近大先端研、3和大大学院シス工、4岐阜県畜研） 
 
【目的】我々はこれまでに、出荷時の枝肉形質と相関性を持つバイオマーカー候補タンパク質を開発し

ている（日本畜産学会報 83(3), 2012 及び 86(2), 2015）。さらに、特異抗体を用いて肉用牛の肥育期間にお

けるこれらバイオマーカー候補タンパク質の動態を調べることで、出荷時の枝肉形質を肥育期間中に予

測する可能性を検討してきた（第 66 回関西畜産学会大会）。さらに、本研究では、質量分析 SWATH-MS
法を用いて、肥育期間中の肉用牛由来血清におけるバイオマーカー候補タンパク質を含むタンパク質群

を網羅的に解析した。【材料と方法】岐阜県の同一農家で肥育導入した黒毛和種去勢牛 10 頭から、肥育導

入後 1、5、8、12、16、及び 19 ヶ月目に経時的に採取した血清を供試材料とした。各時期の血清 1µl に
含まれる全タンパク質をそれぞれトリプシンで消化し、得られたペプチドを LC-MS（TripleTOF 5600+）
の SWATH-MS 法を用いて測定し、タンパク質の網羅的定量解析を実施した。得られたタンパク質の定量

値を用いて、出荷時の枝肉形質との間の相関分析や多変量解析を行なった。【結果】肥育期間中の各時期

の牛血清から、合計 135 種類のタンパク質を検出した。相関分析の結果、肥育期間中の特定の時期に採取

した複数の血清中タンパク質の量と、出荷時の枝肉形質値の間に高い相関（R>0.7）が認められた。現在、

多変量解析によって、肥育期間中の牛個体の血清中のタンパク質群の動態と出荷時の各種枝肉形質値と

の関連性を検討している。※本研究の一部は、JRA・畜産振興事業で実施した。 
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黒毛和種における Annexin A5 遺伝子多型と繁殖成績との関連性の検討 
 

〇松橋珠子 1・池上春香 2・米澤康滋 1・大林賢伍 3・越智浩介 2・奥野智美 2・神谷拓磨 2・ 
宮本 圭 2・坂口慎一 3・松本和也 2（1近大先端研、2近大生物理工、3岐阜畜研） 

 
【目的】黒毛和種肥育牛のプロテオーム解析によって、枝肉形質と関連するバイオマーカー候補タンパ

ク質が複数同定された（日本畜産学会報 86(2), 2015）。このうち Annexin A5 タンパク質は分子量が異なる

2 種類のアイソフォームとして検出され、Annexin A5 遺伝子翻訳領域上に連鎖して存在する 2 箇所の塩

基置換（SNP）によって 2 種類の遺伝子型が生じていること、遺伝子型間で枝肉重量に差があることが示

された（日本畜産学会第 122 回大会）。また、Annexin A5 は性ホルモンの産生や産子数と関連することが

報告されている。そこで、本研究では Annexin A5 遺伝子の遺伝子型と繁殖成績との関連を解析し、繁殖

形質を改良する DNA マーカーとしての可能性を検討した。【方法】1988 年 1 月から 2005 年 12 月までに

出生し、4 産以上の繁殖記録を持つ繁殖雌牛 1651 頭から血液と個体情報を獲得した。ミスマッチプライ

マーを用いた PCR-RFLP 法により Annexin A5 遺伝子型の判定を行い、QxPak を用いて繁殖形質における

ハプロタイプの効果を算出した。【結果】出生年に基づき繁殖雌牛を 2 集団に分けて解析したところ、初

産月齢および 4 歳時子牛生産指数において遺伝子型の相加的効果が認められたが、妊娠期間や空胎期間

ではその効果は認められなかった。また、Annexin A5 タンパク質の 2 種類のアイソフォームで表面電荷

と 3 次元構造を予測したところ、アミノ酸残基の置換によって全体の電荷が-2e 変化すること、置換部位

が Annexin A5 タンパク質の多量体構造の形成に影響を与えうる位置にあることが確認された。以上より、

同定された Annexin A5 遺伝子の多型は繁殖形質の DNA マーカーとして活用できる可能性が示された。

※本研究の一部は、JRA・畜産振興事業で実施した。 
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岡山県美作市で捕獲された野生シカの腸内細菌叢および栄養状態 
 

〇小田沙也加・鶴田剛司・西野直樹（岡山大院環境生命） 
 
【目的】国内における野生シカの生息数は約 250 万頭と推定されており、岡山県における推定生息数は

7.1 万頭である。岡山県では駆除および狩猟目的で年間 1 万頭以上の野生シカを捕獲しているが、農林業

被害を減らすにはさらに個体群を少なくする必要がある。本研究では、岡山県美作市の獣肉処理施設「地

美恵の郷みまさか」に搬入される野生シカを対象とし、血漿成分および腸内細菌叢の変動について 1 年

間にわたって調査した。捕獲地域、捕獲時期、個体サイズ（体重）の情報と合わせ、野生シカ個体群の適

正管理に向けた食性と行動に関する情報収集が目的である。【方法】2015 年 10 月から 2016 年 9 月の 1 年

間、月 1 回の頻度で「地美恵の郷みまさか」を訪問して、45 頭（雄 29 頭、雌 16 頭）の血漿および糞便

サンプルを得た。qPCR と変性剤濃度勾配ゲル電気泳動（DGGE）を行って腸内細菌叢を調べるとともに、

血漿中の尿素、NEFA（遊離脂肪酸）、アルブミン、総コレステロール、Ca および無機リン（iP）濃度を

測定した。【結果】DGGE のバンドパターンを PCo 分析した結果、季節による腸内細菌叢の変動が認めら

れた。qPCR で測定した全細菌数は 1011–12 copies/g で、季節による違いは認められなかったが、Firmicutes
と Bacteroidetes は夏期に高値を示した。血漿成分は、牛や人間の正常値と比べ、アルブミン濃度は低く尿

素濃度は高い傾向にあった。また、総コレステロール濃度は低く、NEFA 濃度は高い傾向にあり、iP 濃度

は顕著に高く、Ca 濃度は冬季に低値を示した。 
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Microbiota of dairy cow milk collected manually from udders and automatically by robotic milking systems 

 
〇呉 浩銘 1・三宅 渉 2・田辺裕司 2・Nguyen Dan Qui1・鶴田剛司 1・西野直樹 1 

（1岡山大院環境生命・2岡山県畜産研究所） 
 
[Objective] To examine if there are differences in microbiota between manually collected and machine-collected milk. 
[Methods] Samples were collected at Okayama Livestock Research Institute in May and July 2016. All cows were 
fed total mixed ration silage and the milking was managed by Lely device. Approximately 3 h after automatic milking, 
the same cows’ milk was manually collected. The milk microbiota was examined by 16S rRNA genes amplicon 
sequencing and the total bacterial population was quantified by qPCR. [Results] Regardless of the sampling season, 
the bacterial population was higher and Chao 1 index was lower for machine-collected than manually collected milk. 
The milk microbiota was separately grouped according to the season and procedure of sampling. A distinctive 
difference between May and July samples was a large proportion of Enterobacteriaceae in July samples. 
Psychrophilic bacteria were apparent only in machine-collected milk. Staphylococcus aureus was found in all 
manually collected milk, whereas cows were healthy and not considered clinical or sub-clinical mastitis. PICRUSt 
analysis found that activities of “xenobiotics biodegradation and metabolism” and “lipid metabolism” were higher 
for machine-collected milk. Likewise, “sporulation” activity was greater for manually collected milk. 
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未成熟期におけるウサギの固液分離能評価 
 

〇堀晃宏 1・矢野公伸 2・川﨑淨教 1（1香川大農学部、2香川大学農学部附属農場） 
 
【目的】ウサギにとって食糞は必要不可欠な行動であり、食べるための糞（軟糞）の形成は盲腸・近位結

腸部に備わる固液分離（wash-back）型の微生物分離逆送（固液分離）機構に支えられている。その機構

が働いているウサギの場合、固相・液相内容物の消化管内容物平均滞留時間を計測すると、顕著な時間差

が現れる。しかし先行実験では成熟後のウサギが主であり、離乳直後についての報告が見られない。そこ

で本研究では、大型の食用ウサギである秋田改良種の離乳時における固液分離機構が機能しているか明

らかにすることを目的とし、同一個体の成長段階別に消化管内容物平均滞留時間を測定した。【方法】本

実験では秋田改良種 5 羽を供試し、離乳直後・成長期・成熟期（それぞれ 29 日齢・50 日齢・100 日齢）

の 3 期に分けて試験を実施した。固相マーカー（Cr 標識植物細胞壁成分（Cr-CWC））および液相マーカ

ー（Co-EDTA）を経口投与した。投与後に継時的な採糞を行った。採糞した糞中の Cr および Co の濃度

測定は原子吸光分光光度計を用いた。消化管内容物平均滞留時間は Brandt & Thacker（1958）の方法に従

い糞中マーカー濃度の指数回帰式（Y＝Y0×e-kt）から算出した。【結果】試験期間中の罹患・死亡は見られ

なかった。消化管内容物の滞留時間は全ての期間で固相より液相が有意に長い結果が得られた（P<0.05）。
このため、離乳直後の仔ウサギにおいても固液分離能は機能していることが示唆された。しかし、同時に

離乳直後・成長期の固相マーカーでは貯留部位である盲腸の滞留時間が成熟期よりも有意に長い値

（P<0.05）が示されたため、未成熟期に備わる固液分離能は未熟であり、貯留部位である盲腸部に成熟期

よりも固相内容物が高い割合で流入していると考えられる。以上の結果から、未成熟期のウサギがもつ

消化器官の評価には滞留時間だけでなく流入割合等の新たな評価法を加えることで、より正確な栄養学

的評価が必要であると考えられる。 
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籾米サイレージとイネ発酵飼料の併給が乳生産に及ぼす影響 
 

〇山本祐実・松村 優・小櫃剛人・杉野利久・黒川勇三・沖田美紀（広大生物生産） 
 
【目的】飼料用米やイネ発酵飼料（WCS）を乳牛用飼料として利用することで、耕畜連携の推進や飼料

コストの削減が期待できる。また、ビタミン E(VE)含量の高い WCS の給与により乳の付加価値が高まる

可能性もある。本研究では、籾米ソフトグレインサイレージ（SGS）とイネ WCS の併給が乳生産成績と

乳中ビタミン含量に及ぼす影響を検討した。【方法】広島大学農場の搾乳ロボット牛舎で、泌乳牛 12 頭

（初産 7 頭、経産 5 頭、体重 638 ㎏、DIM 114±20 日）を供試して 4 期（1 期：3～4 週）からなる給与試

験を行った。1 期ではイタリアンライグラスサイレージ（IS）、オーツ乾草、配合飼料（それぞれ乾物中

26、12、41%）などを含む混合飼料（PMR、乾物中 TDN68%、CP12%）を給与した。2 期では SGS と WCS
をそれぞれ配合飼料の一部およびオーツ乾草と代替して、ともに PMR 乾物中 15%とした。3 期ではさら

に WCS を IS の一部とも代替して PMR 乾物中 22％とし、4 期では再び 1 期と同様の PMR に戻した。各

期末の 5 日間に乾物摂取量、乳量、乳中の一般成分およびビタミン A(VA)、VE、β-カロテン(BC)濃度、

血漿代謝産物濃度を測定した。【結果】粗飼料の VE 含量は WCS が も高かった。PMR 乾物中の VE と

BC 含量は１、4 期と比べ 2、3 期で高い傾向にあった。乾物摂取量には期による差がなかったが、乳量は

1、2 期に比べ 3、4 期で減少した。乳脂率には期による違いがなく、乳タンパク率は 2、3、4 期で増加し

た。乳中の VA、VE、BC 含量は期による有意な差がなかったが、VE は 3 期で も高値を示した。しか

し 3 期では、血漿グルコース濃度の減少と血漿尿素およびケトン体濃度の増加がみられた。以上から、

WCS および SGS の代替割合をともに PMR 乾物中 15％程度にして併給することで良好な乳生産成績が得

られることが示唆された。 
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暑熱環境下におけるブロイラーの血漿中低分子化合物の網羅的解析 
 

〇岡本美月 1・牧野良輔 1・友永省三 2・橘哲也 1（1愛媛大農・2京大院農） 
 
【目的】地球温暖化に伴う暑熱環境は家禽生産、特にブロイラーの生産に大きな影響をもたらしている。

しかし、暑熱ストレスがブロイラーの代謝にどのような影響を与えるかは未だ完全に明らかにされてい

ない。本研究では、ブロイラーを暑熱環境に暴露した際の血漿中低分子化合物の変動を網羅的に調査す

ることで、暑熱の影響を受ける代謝経路の特定を試みた。【方法】14 羽の２週齢のブロイラーオスヒナを

7 羽ずつの 2 区に分け、それぞれ対照区と暑熱区とした。対照区は 28±２℃、暑熱区は 36±１℃の室温環

境下に４時間暴露した後に採血を行い、血漿を採取した。血漿に内部標準物質（APDS タグワコー用アミ

ノ酸内部標準混合液）を加えた後に除タンパク質を行い、液体クロマトグラフ質量分析計(LC-MS)を用い

て遊離アミノ酸を測定した。また、血漿に内部標準物質（２-イソプロピルリンゴ酸）を添加後、水溶性

画分を抽出し、メトキシム/トリメチルシリル誘導体化後、ガスクロマトグラフ質量分析計による低分子

代謝物質の分析を行った。化合物の同定は MS-DIAL（Tsugawa et al., Nat. Methods, 12:523-526. 2015）を採

用した。両方の方法で同定された化合物は、LC-MS で得られたデータを優先的に採用した。さらに、

MetaboAnalyst 3.0（http://www.metaboanalyst.ca/）により、エンリッチメント解析を実施した。【結果】血漿

から 112 成分が同定され、そのうち暑熱暴露により減少したのは 8 化合物、増加したのは 9 化合物であ

った。それら 17 化合物に注目してエンリッチメント解析を行った結果、アンモニアリサイクル経路、グ

ルタミン酸代謝、タンパク質生合成、β-アラニン代謝、アラニン代謝、尿素回路、リンゴ酸-アスパラギン

酸シャトル、ヒスチジン代謝およびグルコース-アラニン回路が暑熱曝露によって影響を受けることが示

唆された。今後これらの結果に基づいて、暑熱曝露の影響を受ける低分子代謝経路の特定を進める予定

である。 
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Indel マーカーを用いた家畜ウシ 11 集団に対する遺伝的構造および系統解析 
 

〇山中颯 1・笹崎晋史 1・Hla Hla Moe2・Moe Lwin3・下桐猛 3・万年英之 1 
（1神戸大院農・2University of Veterinary Science, Yezin・3鹿児島大院農） 

 
【目的】Indel マーカーを用いて B.taurus 及び B.indicus を含む家畜ウシ 11 集団の遺伝的構造および系統

関係、遺伝的多様性を調査した。【方法】B.indicus 4 集団(カンボジア、バングラデシュ、ラオス、ブータ

ン)と B.taurus 7 集団(モンゴル、カザフスタン、韓牛、黒毛和種、ホルスタイン、アンガス、ヘレフォー

ド)の 11 集団から各 30 個体ずつ(ヘレフォードのみ 27 個体)の計 327 個体をサンプルとして用いた。Indel
マーカーの開発に関しては、dbSNP データベースより 29 常染色体から 20bp 以上の Indel を一つずつ選択

し、Indel 箇所を増幅するように両側にプライマーを設計した。そして B.taurus と B.indicus を含む 16 個

体のサンプルを用いて遺伝子型判定を行い、アガロースゲル電気泳動において鮮明なバンドにより多型

が観察された 8 つの Indel をマーカーとして用いた。【結果】遺伝子型判定の結果より遺伝的多様性指標

を算出したところ、モンゴル在来牛(0.337)およびカザフスタン在来牛(0.379)が他集団と比較して高い値を

示した。その一方で、B.indicus 集団(0.172-0.241)や黒毛和種(0.217)は低い値を示した。UPGMA 系統樹の

作成および主成分分析を行ったところ、B.taurus と B.indicus における 2 亜種間の明確な分離が観察され

た。また主成分分析では、集団の地理的な分布も一部反映する結果となった。STRUCTURE 解析では K=2
のとき、B.taurus と B.indicus に分離し、K=3 のときは B.indicus に加え、B.taurus のアジア集団とヨーロッ

パ集団に分離した。K=4 のときはヘレフォードが他集団と分離し、K≧5 のときは、モンゴル在来牛とカ

ザフスタン在来牛において複数の祖先に由来する遺伝的混合が観察された。 
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ゲノムリシーケンスデータを利用したウシ 7 番染色体における 
ロース脂肪割合に関わる遺伝子変異の探索 

 
〇中島彩華 1・中嶋翼 1・上本吉伸 2・小林 栄治 3・福島 護之 4・岩本 英治 4・吉田 恵実 4・ 

秋山 敬孝 4・小浜 菜美子 4・大山 憲二 1・本多 健 1・万年 英之 1・笹崎 晋史 1 
（1神戸大院農・2東北大院農・3農研機構・4兵農技総合セ） 

 
【目的】枝肉の画像解析により得られたロース脂肪割合を対象としてゲノムワイド関連解析（GWAS）を

行い、同定された QTL に存在する原因変異の探索を行った。【方法】我々は以前の研究において、兵庫県

黒毛和種集団 1836 頭から、ロース脂肪割合の上位 100 頭・下位 100 頭を選択し DNA-pooling 法を用いて

GWAS を行ったところ、BTA7 において有意な関連を示す SNP を検出した。本研究ではこの SNP に対し

て、検証集団 905 頭を用いて RFLP による遺伝子型判定を行い、ロース脂肪割合に対する効果の検証を試

みた。続いて、この SNP 周辺を候補領域（10-30Mb）とし、Pooling GWAS に用いた 200 個体から 8 個体

（上下各 4 個体）を対象に全ゲノムリシーケンスを行い、QTL に存在する有力な原因候補多型の網羅的

探索を行った。【結果】GWAS 解析の結果、 も有意性の高かった SNP（ARS-BFGL-NGS-35463）につい

て 905 頭の検証集団を用いて、各遺伝子型における 小二乗平均値について Tukey の HSD 検定による有

意差の検定を行った。結果、AA 型(n=90)と AG 型（n=394）、GG 型（n=421）との間に p<0.05 で有意な差

が認めら、AA 型の個体は AG 型、GG 型に比べて、それぞれロース脂肪割合が 2.6％、3.2％高い値を示

した。続いて、BTA7 の 10-30Mb を対象に全ゲノムリシーケンスにより責任多型の絞り込みを試みた。

NO.1SNP と完全な LD にある SNP は全部で 2917 個であった。また、NO.1SNP と高い LD にある SNP は

17161 個であった。それらの SNP に対して、その SNP を持つ遺伝子について調査した。遺伝子の機能面

から、候補遺伝子となる 9 個の遺伝子の存在を確認した。今後、これらの候補遺伝子に存在する多型につ

いて検証を行い、原因変異の同定を試みる予定である。 
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ヤギにおける妊娠中期の乳房炎が妊娠機能に及ぼす影響 
 

〇兒玉望 1・新居隆浩 1, 2・吉村幸則 1, 2 ・磯部直樹 1, 2（1広大院生物圏、2広大畜産セ） 
 
【目的】乳房炎になると、乳腺に動員された白血球が炎症性サイトカインを産生し、これが子宮での

Prostaglandin（PG）F2α の産生を促す。この PGF2α は子宮の収縮や黄体退行を起こし、分娩を早期に誘起

させる可能性がある。我々は妊娠後期（135 日目）のヤギの乳房にグラム陰性菌の細胞壁成分であるリポ

多糖（LPS）を注入したところ、妊娠期間は変化しなかった。しかし、妊娠黄体から高濃度に分泌される

血中 Progesterone (P4)濃度が減少したことから、乳房炎が黄体機能に影響を及ぼすことが示唆された。本

研究では妊娠中期のヤギを用いて乳房炎が妊娠機能に及ぼす影響を調べた。【方法】トカラ種メスヤギ

（n=9）を自然交配させた後、60 日目から 7 日間 0.3 mg LPS /5 ml 生理食塩水 /日を左乳房内へ投与した。

LPS 投与期間中は投与前（毎日）と投与 6 時間後（2 日に 1 度）に採血した。LPS 投与後は分娩まで 1～
2 週間に 1 度採血を行った。血漿中の Cortisol、PGFM（PGF2αの代謝産物）及び P4 濃度を測定した。【結

果】LPS 投与区の妊娠期間は LPS 非投与区のそれと比較して有意な違いは認められなかった。一方で、

P4 濃度は 60 日目の LPS 投与 6 時間後から 63 日目まで LPS 投与前に比べて有意に減少し、その後妊娠

102 日目には投与前の値に戻った。Cortisol 濃度は 60 日目の LPS 投与 6 時間後において LPS 投与前に比

べて有意に増加した。PGFM 濃度は 60 日目の LPS 投与 6 時間後に増加傾向を示したが、有意な差は認め

られなかった。以上の結果から、妊娠中期においても後期と同様に、乳房炎になると一時的に黄体機能に

影響を及ぼすことが示唆された。 
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北海道ホルスタインは希少 mtDNA ハプログループ P を有する 
 

〇野田葵 1・笹崎晋史 1・小林栄治 2・万年英之 1（1神戸大院農・2農研機構） 
 

【目的】我々は以前、日本短角種において mtDNA ハプログループ P を高頻度で観察した（日本畜産学会 

第 121 回大会）。P ハプログループは絶滅した原牛で主に観察され、現存する家畜ウシではほとんど観察

されていないグループである。本研究では北海道のホルスタインと黒毛和種について解析を行ったとこ

ろ、北海道ホルスタインにおいて P ハプログループを検出したので報告する。【方法】北海道ホルスタイ

ン 105 個体（家畜改良センター新冠牧場）、北海道黒毛和種 46 個体（第 8,9 回全国和牛能力共進会、平成

15-17、22-23、25-26 年度現場後代検定牛）を供試した。先行研究で報告されている mtDNA・D-loop 配列

を比較し、P ハプログループに特異的であった変異箇所に着目し、P ハプログループを検出する PCR-RFLP
法を開発した。P ハプログループとして検出された個体に対して D-loop 領域の塩基配列決定を行った。

これらの配列情報を用いて、NJ 系統樹およびネットワーク系統樹を作成した。【結果】北海道ホルスタイ

ン 105 個体および北海道黒毛和種 46 個体について、RFLP 法によりタイピングを行った結果、北海道ホ

ルスタイン 2 個体が P ハプログループとして検出された。この 2 個体について D-loop 領域の全塩基配列

決定を行ったところ、これら 2 個体は異なるハプロタイプを持ち、それぞれ日本短角種でも報告されて

いるハプロタイプであった。一方は日本短角種で も高頻度で観察された主要ハプロタイプであり、も

う一方は、この主要ハプロタイプから 1 塩基の置換を持つハプロタイプであった。したがって、北海道ホ

ルスタインと日本短角種で観察された P ハプログループは同じ母系統に由来すると考えられる。これら

集団の成立過程を考えると、影響を与えた母系統としては日本北部に由来する南部牛の可能性が示唆さ

れた。 
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体外成熟培地への L-カルニチン添加はブタ卵母細胞の体外成熟能に影響しない 
 

〇葛原大貴・若井拓哉・舟橋弘晃（岡山大院環境生命） 
 
【目的】細胞質中に多量の脂肪滴を有するブタ卵母細胞は、小卵胞（SF: 直径 3 ㎜未満）由来卵と比較

して中卵胞（MF: 直径 3-6 mm）由来卵の体外成熟（IVM）能が高いことが知られている。L-カルニチン

は脂肪酸をミトコンドリア内部に輸送し、エネルギー生産を促進する役割があることから、その IVM 培

地への添加は卵母細胞の ATP 産生能を高め、SF 由来卵母細胞の IVM 能を改善することができるかもし

れない。そこで本研究は、L-カルニチンの IVM 培地への添加が SF および MF 由来卵母細胞の IVM 能に

及ぼす効果の有無を調べた。【方法】屠畜場由来のブタ卵巣表層に存在する胞状卵胞（SF・MF）からそれ

ぞれ卵丘細胞−卵母細胞塊を吸引採取し、既報に従って、合計 44 時間 IVM 培養（修正 POM + ゴナドト

ロピン + 1 mM dibutyryl cyclic-AMP で 20 時間、修正 POM で 24 時間）した（39℃, 5% CO2 in air）。培養

後に卵丘細胞を除去し、囲卵腔に極体を認めた成熟（第二減数分裂中期）卵と IVM 培養前の卵核胞期卵

を実験に用いた。それぞれを固定後、10 μg/mL ナイルレッド中で一晩、脂肪滴を染色し、共焦点レーザ

ー蛍光顕微鏡を用いて卵細胞 大直径面に存在する脂肪滴の割合を比較検討した。また、IVM 培地中へ

の L-カルニチン添加が SF および MF 由来卵母細胞の脂肪滴含量および IVM 率に影響するか否かを調べ

た。【結果】IVM 培養の前後、および SF・MF 間で卵母細胞内の脂肪滴割合に有意差は認められなかった。

また、IVM 培地中への L-カルニチン添加は、SF 由来卵の脂肪滴含量を低下させる傾向があったものの、

有意な効果は認めらなれなかった。以上の結果から、体外成熟培地への L-カルニチン添加はブタ卵母細

胞の体外成熟能および卵母細胞内の脂肪滴含量に影響を及ぼさないことが示唆された。 
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子宮内膜細胞の prostaglandin 産生能に着目したウシ夏季不妊の原因究明 
 

〇酒井駿介 1・八木まみ 2・藤目奈央 2・久世真理子 1・作本亮介 3・山本ゆき 1・奥田潔 1, 4・木村康二 1 

（1岡山大院環境生命・2岡山大農・3農研機構畜産研究部門・4帯広畜産大） 
 
【目的】近年ウシにおいて夏季の暑熱ストレス(HS)による受胎率低下が問題となっており、生殖系内分泌

の異常がその一因と考えられている。ウシの生殖系内分泌において子宮内膜から分泌される prostaglandin 
(PG) F2α および PGE2 は黄体の寿命を制御する。妊娠が不成立の場合、子宮由来の tumor necrosis factor 
(TNF) α および黄体由来 oxytocin (OT) により PGF2α 産生が増加し黄体は退行する。妊娠が成立すると、

胚由来の interferon (IFN) τ により TNFαおよび OT刺激される PGF2α 産生が抑制され黄体は維持される。

しかし、ウシ子宮内膜の PG 産生調節機能への HS の影響は不明である。本研究では、ウシにおける夏季

受胎率低下の原因は HS が子宮内膜 PG 産生調節機能に影響することによるという仮説を立証するため、

培養子宮内膜細胞に TNFα、OT (黄体退行因子) および IFNτ (黄体維持因子) を添加し、PG 産生能へ及

ぼす HS の影響を検討した。【方法】単離した子宮内膜上皮細胞に OT 単独もしくは OT+IFNτ、子宮内膜

間質細胞に TNFα 単独もしくは TNFα+IFNτ を添加し、38.5°C または 40.5°C で培養した。培養終了後、

上清中の PGF2α および PGE2 濃度を EIA により、また各細胞における PG 合成に関与する酵素遺伝子発

現 (PLA2 および COX2) を定量的 RT-PCR により測定した。【結果】38.5°C で培養した上皮細胞におい

て OT による PGF2α および PGE2 産生増加は IFNτ により抑制されたが、HS はこの PG 産生制御に影響

しなかった。38.5°C で培養した間質細胞は TNFα により PLA2 および COX2 遺伝子発現ならびに PGF2α
および PGE2 産生が増加し、この増加は IFNτ により抑制された。しかし、TNFα によるこの増加は 38.5°C
に比べて 40.5°C での培養により増強され、IFNτ による COX2 遺伝子発現増加および PGF2α 産生増加の

抑制は認められなかった。また、40.5°C において TNFα による PLA2 遺伝子発現増加および PGE2 産生

増加は IFNτ により有意に低下したが、38.5°C の値と比べると高かった。以上の結果から、HS は子宮内

膜上皮細胞の PG 産生制御に影響しないが、子宮内膜間質細胞における TNFα および IFNτ による PG 産

生制御機構に HS が影響を及ぼすことで夏季のウシ受胎率低下の一因となる可能性が示された。 
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ブロイラーヒナ腸管における抗原刺激に伴う β-ディフェンシン 2 細胞分布の変化に及ぼす 
ワクチン接種の影響 

 
〇鶴田実里 1・新居隆浩 1, 2・磯部直樹 1, 2・吉村幸則 1, 2（1広大院生物圏・2広大 RCAS） 

 
【目的】ニワトリヒナでは獲得免疫が未発達であり、母体からの移行抗体が感染防御に働く。自然免疫は

生来から機能し、様々な病原菌に対して作用する。Avian β-defensin (AvBD) は、ニワトリの主要な抗菌ペ

プチドで、14 分子種が同定されている。ニワトリヒナ腸管において、AvBD が発現することは知られて

いる。AvBD 発現能を高めることができれば、新たな感染防御機能の強化方法につながると期待されるが、

これに関する報告は見られない。本研究では、ワクチン接種がヒナ消化管の AvBD2 発現性に及ぼす影響

を追究することを目的とした。【方法】供試鶏にはブロイラー初生雄ヒナを用いた。1 日齢時に鶏伝染性

気管支炎生ワクチン (IB) を、14 日齢時にニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチン (NB) を
接種したワクチン区と、接種しない対照区に分けた。21 日齢時に抗原刺激として IB（抗原群）もしくは

対照として PBS（対照群）を腹腔内投与し、投与 24 時間後に回腸と盲腸を採取した。各組織のパラフィ

ン切片を作成し、AvBD2 の免疫染色を行い単位面積当たりの陽性細胞数を顕微鏡画像解析した。各区の

陽性細胞数は 2 元配置分散分析した。AvBD2 の発現は RT-PCR でも確認した。【結果】回腸と盲腸ともに、

絨毛上皮と粘膜固有層に AvBD2 陽性細胞が観察された。RT-PCR でも AvBD2 が両組織に発現することが

確認された。回腸および盲腸ともに、ワクチン接種は対照区と、抗原投与は対照群と比べて、AvBD2 陽

性細胞数を有意に減少させた。ワクチン接種と抗原投与の交互作用は回腸では認められなかったが、盲

腸では認められた。以上のことから、ヒナ腸管に AvBD2 細胞が分布するが、この分布はワクチンや抗原

の刺激で減少すると思われた。 
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絶食がニワトリの種々の骨格筋におけるタンパク質合成に及ぼす影響の比較 
 

〇中野優馬・槌井七海・福造哲・本田和久・上曽山博・實安隆興（神戸大院農） 
 
【目的】日本における鶏もも肉の購買数量はむね肉のそれに比べて 3 倍以上であることから、もも肉の

産肉量を増加させることが望ましいと考えられる。ここで、むね肉ともも肉ではそれらを構成する筋線

維型が異なるが、哺乳動物では骨格筋重量に影響を及ぼすタンパク質合成能は筋線維型により異なるこ

とが知られている。本研究では、ブロイラーのもも肉重量を増加させる方法を開発することを 終目的

とし、ブロイラーの筋線維型によるタンパク質合成調節機構における相違を明らかにする目的で、筋線

維型が大きく異なる三種の骨格筋(浅胸筋、大内転筋、長内転筋)を用いて、絶食がタンパク質合成に及ぼ

す影響を比較した。【方法】(実験 1)0 あるいは 24 時間絶食した 13 日齢のブロイラー(チャンキー、雄)に
20 nmol/g の puromycin を静脈内投与し、その 15 分後の浅胸筋(99%がⅡB 型筋線維)、大内転筋(90%がⅡA
型筋線維)、長内転筋(100%Ⅲ型筋線維)におけるタンパク質中の puromycin 量を比較した。(実験 2)0 ある

いは 24 時間絶食した 13 日齢のブロイラー（チャンキー、雄）の血中インスリン濃度及び各骨格筋にお

ける IGF-1 mRNA 量と Akt のリン酸化の割合を測定した。【結果】(実験 1) puromycin 量は、絶食により浅

胸筋において有意に減少し、長内転筋において減少傾向を示したが、大内転筋では有意な変化は認めら

れなかった。(実験 2)絶食により血中インスリン濃度は有意に減少した。浅胸筋では IGF-1 mRNA 量に有

意な変化は認められなかったが、Akt のリン酸化率は有意に低下した。また、長内転筋では IGF-1 mRNA
量及び Akt のリン酸化の割合は有意に減少した。大内転筋では、IGF-1 mRNA は有意に減少したものの、

Akt のリン酸化の割合に有意な変化は認められなかった。これらのことから、浅胸筋ではインスリンによ

り、長内転筋ではインスリン及び IGF-1 の両方或いはいずれかにより、それぞれタンパク質合成が調節

されているが、大内転筋におけるタンパク質合成はインスリンや IGF-1 非依存的であることが示唆され

た。 
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ニワトリにおいて、視床下部インスリンシグナル伝達経路は摂食抑制に関与している 
 

〇福造哲 1・藤田昇一 1・来代紋菜 1・上野瑞城 2・中野優馬 1・本田和久 1・上曽山博 1・實安隆興 1 

（1神戸大院農・2神戸大農） 
 
【目的】哺乳動物では、視床下部のインスリンシグナル伝達経路（PI3K/Akt/mTOR、及び PI3K/Akt/FOXO1）
が摂食抑制に重要な役割を果たしていることが示唆されている。一方、ニワトリにおいては、インスリン

の中枢および末梢投与は摂食を抑制すること、およびインスリン受容体が視床下部に発現していること

が報告されているものの、上述のシグナル伝達因子の摂食調節への関与は明らかにされていない。そこ

で、本研究では、インスリンやインスリンシグナル伝達因子阻害剤の投与、あるいは絶食後の再給餌がニ

ワトリの摂食量や視床下部のインスリン受容体の下流のシグナル伝達経路に及ぼす影響を調べた。【方法】

実験 1：3 時間絶食した 9 日齢のレイヤー雄ヒナに生理食塩水あるいは 50 pmol のブタインスリンを脳室

内投与し、その 60 分後に視床下部の Akt、FOXO1、及び mTOR の下流の因子である S6 のリン酸化タン

パク質量を調べた。実験 2：3 時間絶食した 8 日齢のレイヤー雄ヒナに生理食塩水、4 nmol の LY294002
（PI3K 阻害剤）、27 nmol のラパマイシン（mTOR 阻害剤）を脳室内投与し、その 1 時間後に給餌し、給

餌 30、60、120 分後の摂食量を調べた。実験 3：24 時間絶食した 8 日齢のレイヤー雄ヒナに 0 あるいは 1
時間再給餌した後に視床下部の Akt、FOXO1、S6 のリン酸化タンパク質量およびリン酸化率を調べた。

【結果】実験 1：インスリン投与により、視床下部の FOXO1、Akt、S6 のリン酸化タンパク質量は有意に

増加した。実験 2：LY294002 の投与により、投与 60 分までの摂食量は有意に増加し、ラパマイシンの投

与により、投与 60 分以降の摂食量は有意に増加した。実験 3：再給餌により、視床下部の Akt および S6
のリン酸化タンパク質量、並びに Akt および FOXO1 のリン酸化率は有意に増加した。これらのことか

ら、ニワトリにおいて、視床下部のインスリンシグナル伝達経路は摂食抑制に関与していることが示唆

された。 



# 21 
 

ビタミン A 制限が黒毛和種肥育牛の脂肪組織におけるベージュ脂肪細胞関連遺伝子群の発現に 
及ぼす影響 

 
〇Chen Hsuan-Ju1・井原 翼 1・吉岡秀貢 2・糸山恵理奈 2・北村祥子 2・長瀬祐士 2・村上弘明 2・星野洋

一郎 2・友永省三 1・舟場正幸 1・松井 徹 1,2（1京大院農・動物栄養、2京大院農・附属牧場） 
 
【目的】私たちはこれまでに、エネルギー散逸細胞であるベージュ脂肪細胞が肥育牛脂肪組織中に存在

すること、ベージュ脂肪細胞関連遺伝子群の発現は食餌因子の影響を受けることを明らかにしてきた。

とくに、ビタミン類を豊富に含む TMR を給餌した場合に比べて、肥育牛の慣行飼料であるビタミン A 制

限飼料を給与した肥育牛腸間膜脂肪におけるベージュ脂肪細胞関連遺伝子群の発現は総じて増加するこ

とを明らかにしている。しかしながら、TMR と慣行飼料ではビタミン A 以外にも多くの飼料要因が異な

る。今回、肥育牛の慣行飼料を基に、ビタミン A 制限が肥育牛の脂肪組織におけるベージュ脂肪細胞関

連遺伝子群の発現に及ぼす影響を検討した。【方法】10 ヶ月齡黒毛和種去勢牛 12 頭をビタミン A 制限区

(n=6)あるいは対照区(n=6)に分け、ビタミン A 制限となる慣行飼料または慣行飼料にビタミン A を添加

した対照飼料により 20 ヶ月間肥育し屠畜した。皮下脂肪ならびに腸間膜脂肪を採取し、ベージュ脂肪細

胞関連遺伝子群(Ucp1, Pgc1α, Cidea, Dio2, Cox7a1, Cox8b)の発現をリアルタイム RT-qPCR 法により検討し

た。補正遺伝子は Hprt1 とした。【結果】各個体における皮下脂肪と腸間膜脂肪での Ucp1 発現量は正の

関係を示した。個体間のバラツキにより、Ucp1 発現に統計的有意差はなかったものの、ビタミン A 制限

区の平均値は高かった。皮下脂肪における Pgc1α と Cidea、腸間膜脂肪における Cidea 発現はビタミン A
制限区が有意に高い値を示した。それ以外のベージュ脂肪細胞関連遺伝子群の発現もビタミン A 制限区

が高い平均値を示した。【結論】ビタミン A 制限により、腸間膜脂肪のみならず皮下脂肪においてもベー

ジュ脂肪細胞数は多くなる可能性がある。 
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液化仕込み清酒粕が in vitro 培養系における消化性、ルーメン発酵に及ぼす影響 
 

〇山内望萌・勝俣沙智・王 琳・大石風人・広岡博之・熊谷元（京都大院農） 
 
【目的】液化仕込みの清酒は、従来の製法と異なり米を高温で糖化させた後に発酵させるため、製造副産

物である清酒粕には酵母由来のタンパク質が多く含まれ、ウシの濃厚飼料としての利用が期待できる。

そこで本研究では肥育牛への給与試験の前段階として、in vitro 培養系において液化仕込み清酒粕が消化

性、ルーメン発酵に及ぼす影響を大豆粕と比較検討した。【方法】コリデール系去勢緬羊 3 頭からルーメ

ン液を採取し、McDougall（1948）の手法により作成した人工唾液と 1：4 で混合することで培養液とし

た。圧ペン大麦のみを基質とする PC 区、圧ペン大麦の一部を大豆粕（乾物中 CP 含量 53.7％）で代替す

る SBM 区、生清酒粕（乾物中 CP 含量 59.3％）で代替する SLw 区および 40℃で減圧乾固した清酒粕（乾

物中 CP 含量 59.6％）で代替する SLd 区を設定し、さらに各区において 3 段階の乾物中 CP 含量（13.5、
16.7 および 19.9％）を設け、39℃で 48 時間培養を行った。培養後残渣から DM および CP 消化率、培養

後上澄みからは NH3-N 濃度および pH の測定を行った。【結果】DM 消化率は SLd 区が有意に低かったが

（p<0.01）、SBM 区と SLw 区の間に差は見られなかった。CP 消化率は SLd 区が も低く、SLw 区、SBM
区の順に高くなった（p<0.01）。NH3-N 濃度は SLw 区が も低く、SLd 区、SBM 区の順に高くなった

（p<0.01）。pH は SBM 区に比べて、SLd 区および SLw 区が有意に高かった（p<0.01）。以上の結果 in vitro
培養系では、生清酒粕は大豆粕と同等の DM 消化率を持つが CP 消化率は低く、そのことによって NH3-
N 濃度が低くなったと考えられた。一方、清酒粕には pH の低下を抑制する機能のある可能性が示唆され

た。SLd 区と SLw 区を比較した場合、SLw 区の方が高い CP 消化率を持ち、効率良く NH3-N を利用して

いると考えられた。 
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機能性大麦（Tantangara）経口摂取による睡眠改善効果について 
 

〇北薗英一 1・三好孝則 1・西村 文 1・妹脊和男 1・森田英利 2 
（1帝人株式会社ヘルスケア新事業部門，2岡山大院・環境生命） 

 
【目的】機能性大麦 BARLEYmax（Tantangara）は、オーストラリア連邦科学産業研究機構で開発された

食物繊維を多く含有する大麦である。本研究では、アテネ不眠尺度に基づく不眠に悩みのある日本人女

性を被験者（21 名：36.59±4.45 歳）とし、BARLEYmax の経口摂取による睡眠に及ぼす影響について検討

し、網羅的な腸内細菌叢解析を行った。 
【方法・結果】被験者は、BARLEYmax の摂取量が 12 ｇ/day になるように設計したショートバーを 1 日

1 本、4 週間摂取した。脱落者を除く 18 名分のデータを解析した結果、ピッツバーグスコアの平均値の

減少、睡眠の質、中途覚醒および日中の眠気のスコア値の有意な増加、睡眠困難のスコア値の有意な減少

から、BARLEYmax の経口摂取による睡眠改善効果が示唆された。また、MiSeq（Illumina 社）による腸

内細菌叢解析の結果、安眠に関連するセロトニン合成・制御に関与すると推察される Clostridium 属の増

加を認めた。 
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養鶏場におけるコリスチン耐性大腸菌出現状況の把握 
 

〇原田剛之・大谷新太郎・濱子佳子・西規世子・菊畑正喜・山瀬砂知子 
（MP アグロ（株）AHSC 西日本） 

 
【目的】近年畜産現場において多剤耐性菌の出現が問題になっており、公衆衛生上重要な課題にもなっ

ている。また、人においても耐性菌は非常に問題になっており、動物と人との垣根を超えた耐性菌に対す

る取り組みであるワンヘルスは G7 伊勢志摩サミットでも取り上げられた。その中でも、コリスチンはグ

ラム陰性桿菌に対する重要な抗菌剤であり多剤耐性菌に対する 終手段として用いられているが、近年

薬剤耐性菌が出現し、深刻な問題になっている。従来までコリスチンの薬剤耐性機構は染色体変異によ

るもので水平伝播はしないと考えられていたが、2015 年に中国でコリスチン耐性に関するプラスミド性

遺伝子 mcr-1 の出現が報告された。その出現とともにコリスチン耐性菌が拡散し、日本を含め欧米諸国の

医療機関で mcr-1 を有する耐性菌の存在が確認された。しかし、家畜家禽での報告は殆どない。そこで本

研究では、養鶏場におけるコリスチン耐性大腸菌の出現状況を明らかにする目的で、当所で分離した大

腸菌についてコリスチン耐性を示す割合と、mcr-1 遺伝子の保有状況を調査した。【方法】2006 年～2017
年に当センターに持ち込まれた鶏病性鑑定 1722 検体の臓器から、DHL 寒天培地によって大腸菌 1282 検

体を分離し、ディスク法により薬剤感受性試験を実施した。感受性試験の結果、コリスチン耐性菌のうち

63 検体からプラスミド DNA を抽出し、mcr-1 の保有状況を PCR により検査した。ついで、検出された検

体の mcr-1 の塩基配列を解析した。【結果】1282 検体中 650 検体でコリスチン耐性大腸菌が検出された。

その内訳はレイヤーが 56%(174 例/310 検体)、ブロイラーで 49％(476 例/972 検体)であった。採材年別で

は 2013 年を境に以降コリスチン耐性大腸菌の出現割合が増加していることが確認できた。コリスチン耐

性大腸菌の mcr-1 保有状況は 63 検体中 5 検体であった。5 検体の mcr-1 塩基配列は殆ど同一であり、各

国で検出された mcr-1 と高い相同性（98%）を示していた。 
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泌乳牛への蒸米仕込み酒粕給与が乳生産に及ぼす影響 
 

〇中村真紀・森山綾・布野秀忠（島根県畜技セ） 
 
【目的】飼料自給率向上と畜産経営安定のためには、地域で排出される食品製造副産物の飼料利用が効

果的である。未利用資源の中でも液化仕込み酒粕は高タンパクで大豆粕との代替給与が可能であり、乾

物摂取量や乳生産に影響を与えないことが報告されている。しかし、島根県内で多く排出され入手可能

な酒粕は蒸米仕込み酒粕であり、蒸米仕込み酒粕の給与効果については明らかになっていない。そこで

本研究では、蒸米仕込み酒粕を大豆粕と一部代替した発酵 TMR を泌乳牛に給与し、乳生産および消化率

に及ぼす影響を検討した。【方法】試験は、ホルスタイン種後期泌乳牛 8 頭を用いて、給与飼料に蒸米仕

込み酒粕を乾物で 6.5%混合した区（酒粕区）と混合しない区（対照区）の 2 区を設け、1 期 21 日間のク

ロスオーバー法により実施した。試験期間の 終 2 日間において乾物摂取量、体重、乳量および乳成分を

調査した。また直腸糞を採取し、ADL を指標物質としたマーカー法により乾物および一般成分の消化率

を算出した。【結果】乾物摂取量、体重、乳量、乳脂率、乳タンパク質率および乳糖率は、両区間に差が

認められなかった。しかし、酒粕区の乳中尿素態窒素（MUN）は対照区と比較して低かった（p<0.05）。
一方、乾物および一般成分の消化率は、両区間に差が認められなかった。以上の結果から、蒸米仕込み酒

粕を大豆粕と一部代替した発酵 TMR の給与は、乾物摂取量や乳量、消化率に影響を与えないことが明ら

かになった。また、第一胃内のアンモニアの利用が促進される可能性が示唆された。 
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発酵 TMR を給与しためん羊の第一胃内容液性状の経時的変化 
 

城田圭子・河野幸雄・〇福馬敬紘・岸本一郎（広島総技研畜技セ） 
 
【目的】発酵 TMR は，原料混合後に密封保管して発酵させることにより保存性が向上することから，

TMR センターを介した広域的な流通・利用が普及している。発酵 TMR 中には発酵産物として乳酸など

の有機酸が多く含まれているが，これらが発酵 TMR を摂取した家畜に及ぼす影響に関する情報は少な

い。そこで本試験では，発酵 TMR を摂取した家畜の第一胃内容液性状の経時変化を明らかにする。【方

法】供試動物に第一胃カニューレを装着しためん羊 3 頭を用いた。TMR は，原料を混合直後に冷蔵保存

したフレッシュ TMR と常温で発酵させた発酵 TMR を調製し，めん羊の体重の 1.5％量（乾物）を等分し

て 1 日 2 回（9:00，16:00）給与した。試験はフレッシュ TMR を 9 日間給与し，続いて発酵 TMR を 3 日

間給与し， 後の 5 日間に第一胃内容液を調査した。第一胃内容液は朝の TMR 給与前と給与後 15，30，
45，60，90，120，180，300，420 分の計 10 回採取した。採取した第一胃内容液は直ちに pH を測定し，

遠心分離した上澄に 1/4 量の 25％メタりん酸を添加・混合したものを凍結保存して揮発性脂肪酸や乳酸

などを測定した。【結果】TMR 中の発酵産物濃度は，特に乳酸や酢酸がフレッシュ TMR に比べて発酵

TMR で大きく増加していた。第一胃内容液中の酢酸は発酵 TMR 給与時に摂取後 15 分で大きく増加し，

その後も摂取後 180 分までフレッシュ TMR 給与時と比べて高濃度で推移した。乳酸は両 TMR とも給与

前には検出されなかったが，摂取後 15 分で 高濃度に達し，発酵 TMR 給与時の方が高濃度であった。

その後，乳酸濃度は徐々に低下していずれの TMR においても摂取後 90 分には消失していた。これらの

ことから，発酵 TMR の摂取は家畜の第一胃内容液性状に影響を及ぼすことが示唆され，特にルーメンア

シドーシスの要因ともなる乳酸については第一胃内における動態を明らかにしていく必要があると考え

られた。 
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肥育牛用発酵 TMR 中の破砕籾米の割合が黒毛和種牛における消化率および通過速度に及ぼす影響 
 

〇安部亜津子 1, 2・成相伸久 1・杉野利久 2・小櫃剛人 2（1島根県畜技セ・2広大院生物圏科学） 
 
【目的】肥育牛への濃厚飼料給与量が高まる肥育中期以降において、採食量維持や第一胃発酵の安定化

といった観点から、TMR の給与が有効とみられているが、国産穀物飼料として期待されている飼料米を

含む TMR の肥育牛への給与技術は確立されているとはいえない。そこで、破砕籾米の混合割合の異なる

肥育用発酵 TMR を調製し、黒毛和種経産牛を用いた消化試験を行い、飼料の消化性ならびに通過速度を

調査した。【方法】黒毛和種経産牛 4 頭を用い、1 期 21 日間（予備期 17 日、本期 4 日）×4 期の消化試験

を行った。供試飼料（発酵 TMR）は、破砕籾米の混合割合(乾物重量比)によって 0％(R0)、7％(R7) 、14％
(R14)および 21％(R21)の 4 区を設定し、CP12％、TDN78％、粗飼料割合 20％になるよう設計した。水分

を 42％に調整して約 3 週間発酵貯蔵した飼料を、飽食量の 95％を目安に 1 日 2 回（8:45、16:00）給与し

た。本期において、部分糞を採取し、ADL を指標物質としたマーカー法により、飼料成分の消化率を算

出した。また、希土類元素で標識した破砕籾米(Dy)と乾草(Yb)を、本期１日目の飼料給与前に経口投与し、

投与後 96 時間まで経時的に糞を採取し、糞中の Dy および Yb 濃度変化から通過速度パラメータを推定

した。【結果】乾物摂取量と乾物消化率には飼料区による差は見られなかったが、CP および NDF 消化率

において飼料区による有意（P<0.05）な効果が認められ、R21 では R0 と比べて有意（P<0.05）に低下し

た。一方、標識した粉砕籾米および乾草の通過速度パラメータは、いずれも飼料区による違いは見られな

かった。以上から、飼料米の混合割合を飼料中の 21％まで高めても、乾物摂取量や通過速度には影響し

ないが、飼料中の CP および NDF の利用性が低下する可能性が考えられた。 
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農業高校等における食の安全・安心に配慮した畜産教育支援活動 
 

〇片山進亮 1・中村絵里子 2・橋本結花 3・松本 由樹 3 

（1香川県東部家畜保健衛生所・2香川県立石田高校・3香川大農） 
 
【目的】本県の養鶏農家で複数のプラスミド介在性キノロン耐性(PMQR)遺伝子が検出されており、人へ

の影響が懸念されている。畜産業界の将来を担う農業高校生に対して、薬剤耐性菌をテーマにした畜産

教育支援を農業高校・地元大学と共同で行ったので報告する。【方法】鶏舎環境での PMQR 遺伝子の汚染

状況を確認するため、大雛導入前の鶏舎環境から PMQR 遺伝子を持つ腸内細菌科細菌の検出を試みた。

さらに、大雛導入直後に、15 羽の導入鶏のクロアカスワブを採材し、PMQR 遺伝子を持つ腸内細菌科細

菌の分離を試みた。その後、導入 1 ヶ月後の鶏舎環境から PMQR 遺伝子を保有する腸内細菌科細菌の分

離を試みた。また、鶏卵、作業者の手指、堆肥から PMQR 遺伝子を保有する腸内細菌科細菌の分離を試

みた。【結果】導入前の鶏舎環境からは、腸内細菌科細菌の残留はあるものの、PMQR 遺伝子を保有する

菌は分離されなかった。15 羽の導入鶏のクロアカスワブからは、qnrS を保有する大腸菌が 7 羽から、

aac(6’)-Ib-cr を保有する大腸菌が 6 羽から検出された。鶏舎環境中の、ケージやバンクリーナーからは

PMQR 遺伝子を保有する細菌は認められなかったが、集糞場所の生糞中から qnrS を保有する大腸菌と

aac(6’)-Ib-cr を保有する大腸菌の両者が分離された。鶏卵、手指からは PMQR 遺伝子を保有する腸内細菌

科細菌は確認されなかった。また、堆肥からは腸内細菌科細菌は検出されなかった。以上のことから、

PMQR 遺伝子を保有する細菌は大腸菌のみが確認され、また、汚染は鶏腸管と生糞だけであった。消毒

の徹底や、定期的なモニタリング検査などをとおして、人への汚染拡大が起こらないような指導を続け

るとともに、食品を扱う業種だという意識を高めて、より安全・安心な畜産業の営みを行えるよう、飼養

衛生管理の徹底を指導していく必要がある。今後、PMQR 遺伝子を持つ大腸菌の詳細な検討を大学と共

同で行い、効果的な薬剤耐性菌の制御を検証していく。 
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アメリカミズアブ幼虫による有機性廃棄物処理時に発生する二酸化炭素排出量の検討 
 

〇川﨑淨教 1・平康博章 2・和智仲是 2・堀晃宏 1・橋本結花 1・松本由樹 1・瀬山智博 2・ 
吉田弦 2・笠井浩司 2・藤谷泰裕 2（1香川大農・2大阪環農水研） 

 
【目的】家畜排泄物や食品廃棄物などの新しい処理法として、アメリカミズアブの幼虫に摂食させるこ

とで減量し、虫体を家畜飼料、処理残渣を堆肥として利用することが可能である。本研究では、幼虫によ

り有機性廃棄物を処理する際に発生する二酸化炭素（CO2）濃度を測定し、焼却時と比較することで昆虫

を活用した資源循環の温室効果ガス削減量について検討した。【方法】平成 24 年度京都市家庭ごみ組成

調査結果を参考に作成したモデル生ごみを試験に用いた。幼虫処理試験では 7 日齢幼虫をモデル生ごみ

1 g 当たり 1 頭接種し、30℃で 15 日間飼育した。飼育期間中は CO2 発生量をガスモニター（理研計器株

式会社、RI-215D）を用い測定した。焼却試験では 800℃の電気炉でモデル生ごみを燃焼させることで排

出された CO2を同様のガスモニターを用い測定した。【結果】幼虫処理時に排出された CO2量は焼却時よ

り約 34%低かった。さらに、1t 規模のモデル生ごみを処理した場合の、燃料・設備などに由来するもの

を含めた C02 排出量の推定においても焼却処理に比べ幼虫処理が 4 割程度低い値であった。この結果か

ら、アメリカミズアブを活用した有機性廃棄物処理は環境負荷の低い資源循環技術となり得ることが示

唆された。なお、本研究は環境省の環境研究総合推進費（1-1604）により実施された。 
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迷路シール袋を用いた発酵 TMR の調製 
 

福馬敬紘・末永晋一・〇河野幸雄 （広島総技研畜技セ） 
 
【目的】発酵 TMR は牛の栄養改善による生産性向上に有効な飼料給与形態であり，大規模経営の酪農家

などを主体に普及している。近年，和牛用発酵 TMR の実用化が進められているが，和牛農家は飼養頭数

が 5 頭未満の小規模経営が多く，飼料給与作業や TMR の品質維持の面で少量単位の利用形態が求められ

る。そこで，自然脱気が可能な迷路シール袋を用いて，容量 15kg 程度の袋詰め発酵 TMR の実用性につ

いて検討した。【方法】供試した迷路シール袋は 550×900mm，厚さ 0.14mm，底辺の両角に脱気機構を有

するポリエチレン製の袋を用いた。TMR は和牛繁殖用に飼料設計したものを用い，原料はイネ WCS（た

ちすずか），モミガラ，トウモロコシ，フスマおよびミネラルとし，混合時に乳酸菌製剤「畜草２号」を

添加した。TMR の成分は乾物率 50%，可消化養分総量 50%DM，粗タンパク 8%DM とした。TMR ミキ

サーで混合した原料を 1 袋あたり 15kg 充填し，TMR 充填後は上辺を加熱シーラーで溶着して密閉した。

袋詰めした TMR はカゴ台車に約 10 段に積重ねた状態で発酵させ，調製後約 2 週間から順次開封し繁殖

牛 3 頭に毎日給与した。調査期間は平成 28 年 8 月～平成 29 年 7 月とし，その間のカビ発生率，廃棄重

量比率，発酵品質，採食状況を調査した。【結果】気温が高い季節には，充填後に内部で発酵ガスが発生

したが，迷路シール袋の脱気機構が機能して自然に脱気し，人為的に脱気しなくても袋が破裂すること

は無かった。開封時における発酵 TMR の発酵品質は良好で，カビや腐敗により廃棄するケースは無く，

調査期間を通して嗜好性も良好であった。以上のことから，迷路シール袋は発酵 TMR 調製に用いる包材

として適していると判断した。 
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急性および慢性寒冷暴露がブロイラーの血漿中メチルグリオキサール濃度に与える影響 
 

〇牧野良輔・橘哲也（愛媛大農） 
 
【目的】効率的鶏肉生産を目標として作出されたブロイラーは短期間で急速に成長する一方で、腹水症

などの代謝性疾患を引き起こすことが問題視されている。ヒト代謝性疾患の一つである糖尿病は心疾患

などの循環器障害のリスクを高めることが知られており、その原因の一つとして、グルコースの自動酸

化によって生産されるメチルグリオキサール(MG)の関与が示唆されている。ニワトリの血糖値は哺乳類

よりも 2-3 倍ほど高いため、哺乳類よりも多くの MG が産生され、その結果として様々な代謝性疾患が

発生するのではないかと考えた。そこで本研究では、ブロイラーにおける MG の定量法を確立するとと

もに、腹水症を引き起こすとされる寒冷暴露による血漿中 MG 濃度の変化について調べた。【方法】（実

験 1）6 週齢のブロイラーを対照区と寒冷区に分け、それぞれ 26℃と 17℃で 7 時間飼育した後に直腸温

を測定し、さらに採血して血漿を得た。また、（実験 2）3 および 5 週齢のブロイラーを対照区と寒冷区に

分け、それぞれ 24℃および 17℃で 3 日間飼育した後、実験 1 と同様に直腸温を測定するとともに血漿を

得た。（血漿中の MG 濃度の測定）血漿を除タンパクした後に内部標準物質（5-メチルキノキサリン）を

添加し、o-フェニレンジアミンで MG を 2-メチルキノキサリンへと誘導体化して、液体クロマトグラフ

質量分析計(LC-MS)を用いて測定した。【結果】（実験 1）急性寒冷曝露により直腸温が有意に減少したが、

血漿中 MG 濃度には有意な変化が見られなかった。（実験 2）慢性寒冷曝露により直腸温が有意に低下し

た。各週齢における血漿中 MG 濃度には有意な違いが見られなかったものの、寒冷暴露によって血漿中

MG 濃度が増加する傾向が示された（P=0.05）。以上の結果から、慢性寒冷曝露時の代謝異常には MG が

関与している可能性が示唆された。 



 


