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これらは優れて帰納的推論に則ったものであることがわかります。ただし、
“モノをみる”ということ

帰納的推論では、それが誤りであることを証明するためには、たった１つの

会長 谷口和之（岩手大学）

反証を挙げるだけで済みますが、反対に、ある帰納的推論に合致すると思

年度末でお忙しいことと思いますが、４月のつくば獣医学会では出来るだ

われる事象をいくら沢山挙げても、その推論が正しいことを示すことにはな

け沢山の方々にお目にかかりたいと思っております。

らない、という問題があります。

さてこれまで２回ほどアジア獣医解剖学会関係の記事を載せていただい

ここで帰納的推論の例を３つ挙げてみます。ヘッケルの反復則、フュール

ておりましたが、今回は随想めいたことを書かせていただきます。

ブリンガーの仮説、ベルクマンの規則、です。ヘッケルの説は“個体発生は

私たちの携わっている解剖学の基本は“モノをみる”（見る、観る、診る、

系統発生を繰り返す”、 フュールブリンガーの説は“ある神経とある筋との

看る、視る、、、、）ということにあると思います。これは裸眼でみようが、光学

間には一定不変の系統発生学的関係がある”、ベルクマンの説は“定温動

顕微鏡、電子顕微鏡などを用いてみようが、原子間力顕微鏡の力を借りよう

物では一般に寒冷地に行くほど身体が大きくなる”というものです。このうち

が、基本的には同じです。そして、このようにして得られた観察結果を記述

ヘッケルの説はあまりに強引な推論であり、個体発生学の研究が進んで沢

し、いろいろと比較検討することによっていわゆる理論が生まれます。解剖

山のデータが蓄積されていくとともに否定されてしまいました。しかしフュー

学の理論もこのようにして形成されました。

ルブリンガーの説とベルクマンの説はいまだに基本的にはその正当性を失

さて理論を導くための推論には２つの方法があります。それは演繹と帰

っていないと思います。演繹的推論の常として、これらの説を証明すること

納です。そして演繹とは“幾つかの前提から、あらかじめ承認された推論規

は極めて困難でありますが、これらの説は何時までも生き残っていくのでは

則のみに従って結論を導きだす”ことであり、また帰納とは“幾つかの個別的

ないでしょうか？

証拠から、如何なる規則に従っているかは不明であるが、一般的法則を推

ここで私たちが現実に行っている研究を振り返って見ます。私たちがある

理する”ことであると定義できます。ここで私たちの周囲を振り返ってみると、

精緻な実験系を立ち上げ、実験結果をみてその詳細を記述し、そこに考察

現実に与えられている世界に関するもろもろの科学は、私たちの経験無し

を加える場合、演繹的推論によることが多いでしょう。ただし、いくつかの実

では獲得しえない知識であり、しかも経験は個別的であらざるをえないもの

験結果と考察から一般的な法則を求めようとする場合、そこで働くのは帰納

ですから、科学が成立しているからには何処かで帰納が使われている筈で

的推論でしょう。また比較解剖、あるいは系統発生の観点から研究を行う場

す。この意味で帰納は、私たちにとって不可欠かつ合理的な推理であると

合、その考察の論拠となるのは帰納的推論ではないかと思います。このよう

考えられますが、帰納をいかにして正当化するか、ということは昔から解決

に私たちの解剖学の研究は演繹と帰納を車の両輪としてこれからも進歩し

不能な難問でした。

ていくと考えられますが、その基本にあるのは“モノをみる”ということです。

一方、演繹は極めて精緻な理論を構築することが可能ですが、そのため

私たちに常に求められているのは鋭い観察眼と、観察結果から新しい理論

には事象を抽象化することが不可欠でした。その演繹的推論の典型として

を導き出す柔軟な思考でしょう。

数学的証明を挙げることが出来ますが、この演繹的推論を初めて体系化し

（平成１９年３月８日記）

たのがユークリッドの“原論”でした。このユークリッド幾何学は成立からほぼ
２，０００年の長きにわたって演繹的推論の規範とされてきました。しかし１９

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
◇ 第 143回日本獣医学会学術集会案 内 ◇

世紀初頭になり非ユークリッド幾何学が出現すると、公理公準や定理による

〓日本獣医解剖学会のプログラム〓

推論方法そのものが大きく見直され、２０世紀初頭には公理主義として結実

１）口演、会議

しました。公理主義とは、簡単に述べるならば、“適切な公理と推論方法を定

日時：２００７年４月３日（火）
９：００—１１：００ 獣医解剖シンポジウム（１）

めることによって、世界のあらゆる事象が論理的に説明可能となる”という思
想です。そしてその集大成がホワイトヘッドとラッセルによる“数学原理”で

１１：００−１２：００ 獣医解剖教育講演

す。しかしこの公理主義もゲーデルが不完全性定理を証明したことによって

１２：００−１３：００

崩壊してしまいました。ゲーデルは、“如何なる公理系にも、その公理系で

１４：００—１４：３０ 獣医解剖学会理事会（弁当なし）

は証明も否定も出来ない命題が存在する”という第１定理を証明し、またこの

１４：３０—１６：３０ 獣医解剖シンポジウム（２）

定理から必然的に、“いかなる公理系でも、その公理系の中の証明として書

１６：３０−１７：００ 獣医解剖学会総会

＃

獣医学会評議委員会

場所：第３会場 （つくば国際会議場１階大会議室１０２）

けるような証明ではこの公理系が矛盾を含まないということを証明出来ない”
という第２定理が導かれることを示しました。これは演繹的推論の典型として

＃

の公理主義が破綻したことを意味します。しかしこのことは、相対性理論が

２）ポスター

出現した後もニュートン力学の有用性が失われていないのと同様、演繹的

日時：２００７年４月３日（火）

獣医学会評議委員会は第５会場 (３階中ホール）

コアタイム：１３：００−１４：００

推論は一定の範囲内ではいまだに充分に有効な推論方法であることを否定

ポスター発表者は９：００頃までに発表会場で受付を行う。

するものではありません。

展示撤去時間は１７：００を予定。

それでは、帰納的推論については如何でしょうか？自然科学の中でも、

座長なしで，コアタイムの設定のみ。

私たちの解剖学に関連する分野の思想、あるいは理論を振り返ってみると、

1

場所：第５会場（３階中ホール）前：獣医解剖学会は３０演題

座長： 杉田昭栄 （宇都宮大学）、柴田秀史 （東京農工大学）
AS2-1 早期離乳による行動および神経系の変容

A．日本獣医解剖学会

○菊水健史（東京大学大学院農学生命科学研究科動物行動）

獣医解剖学会 シンポジウムＩ

AS2-2 輸送ストレスによる家畜の脳内応答部位 －輸送がヤギ脳内の

4 月3 日（火） 第3 会場 9:00 ～ 11:00

c-Fos タンパク分布におよぼす影響－

（各講演２０分、討論５分、総合討論１５分）

○青山真人, 前島裕子, 杉田昭栄 （宇都宮大学農学部動物機能形態学

精巣を用いた発生工学の最前線

研究室）

座長： 眞鍋 昇（東京大学）、戸田昌平（家畜改良事業団）

AS2-3 ストレス応答に対するオピオイドの役割

AS1-1 Sry による性の人為的な制御と精子形成能

○竹内 崇 （鳥取大獣医臨床検査）

○金井克晃 （東京大学大学院農学生命科学研究科獣医解剖）

AS2-4 ストレス非特異的な脳内ストレス情報仲介機構について

AS1-2 ES 細胞からの精子形成

○松脇貴志, 山内啓太郎, 西原真杉 （東大獣医生理）

○野瀬俊明 （三菱化学生命科学研究所組織再生グループ）

AS2-5 ストレスと摂食： 延髄- 視床下部の働き

AS1-3 精子幹細胞 （GS 細胞） からの精子形成

○尾仲達史, 高柳友紀 （自治医科大学生理学講座神経脳生理学部門）

○小川毅彦 （横浜市立大学医学部泌尿器科）
AS1-4 精細胞を用いた顕微授精の応用

獣医解剖学会 ポスター

○小倉淳郎 （理研バイオリソースセンター遺伝工学基盤技術室）

4 月3 日（火） 第5会場前 9:00 ～ 17:00 （コアタイム 13:00 〜 14:00）
AP1 泌尿生殖器の形態学の新展開

獣医解剖学会 教育講演

AP1-1 スンクス腎ネフロンにおけるアクアポリンサブタイプの発現および局

4 月3 日（火） 第3 会場 11:00 ～ 12:00

在

座長： 小川健司 （理化学研究所）

○前田誠司 1, 桑原佐知 1, 伊東久男 2, 田中宏一 1, 早川 徹 1, 関

AEL-1 ２重蛍光標識マウスを用いた膵臓内分泌細胞の分化の分子機構

真 1 （1 兵庫医科大学解剖学第１講座, 2 兵庫医科大学動物実験施設）

松本征仁 （埼玉医科大学分子生物学教室）

AP1-2 ネコの腎臓のエコー輝度

個体発生は幹細胞から特定系列への細胞分化を規定する決定的な転写

○矢吹 映 1, 遠藤泰之 2, 永吉貴子 3, 坂本 紘 3, 松元光春 1, 鈴木

因子による遺伝子発現調節をうけ, 成熟細胞へと系統的に分化する。膵臓

秀作 1 （1 鹿児島大学獣医解剖, 2 鹿児島大学獣医内科, 3 九州アニマ

内分泌細胞の分化においては幹細胞/前駆細(progenitor)胞より内分泌細胞

ルリサーチセンター）

へと分化する段階で前駆細胞に観察される転写因子neurogenin3(ngn3)の一

AP1-3 未分化生殖腺におけるライディッヒ前駆細胞の動態

過性発現が必須となる。しかしながら, 幹細胞/前駆細胞から膵内分泌細胞

○吉田知夏, 平松竜司, 的場章悟, 恒川直樹, 金井克晃, 九郎丸正道

への分化制御ならびに ngn3 発現制御に関する分子メカニズムについては

（東大獣医解剖学教室）

不明な点が多い。 我々はこれらの問題に対して発生工学的アプローチに

AP1-4 マウス始原生殖細胞におけるHuB の発現

より, ngn3 遺伝子の制御下に EGFP を発現するトランスジェニックマウス

○渡邉陽子, 原 健士朗, 米田明日香, 星野安信, 三浦雄太郎, 恒川直

(ngn3-GFP)を作製し progenitor の単離を試みた。さらに progenitor から特定

樹, 金井克晃,九郎丸正道 （東大獣医解剖学教室）

の細胞系列への細胞分化の経時的変化をリアルタイムで観察するため, 膵

AP1-5 光造形法(Stereolithography) によるウマ卵巣実形状モデルの作製

β細胞を分化モデルとしてラットインスリンプロモータ制御下に DsRed2 を発

○木村順平 1, 覚正信徳 2, 山澤建二 2, 平野悠子 3, 南保泰雄 4, 横

現する Tg マウス(Ins-DsR)を作製し, Ngn3-GFP マウスとの交配により２重蛍

田秀夫 2, 姫野龍太郎 2 （1 日本大学, 2 理化学研究所, 3 帯広畜産大

光標識Tg マウスを作出した。解析の結果, GFP陽性細胞が胎仔および新生

学, 4 JRA）

仔の内胚葉系に由来する胃・腸管・膵の一部に観察され, ngn3 発現と一致

AP1-6 生殖幹細胞と造血幹細胞の分子基盤の解明

することを確認した。ngn3-GFP/Ins-DsR ダブルトランスジェニックマウス

○水上拓郎 1, 浜口 功 1, 倉光 球 1, 滝澤和也 1, 百瀬暖佳 1, 内藤

(DTg)の胎仔膵より GFP 陽性 progenitor を FACS により細胞分離し試験管内

誠之郎 1, 益見厚子 1, 野瀬俊明 2, 山口一成 1 (1国立感染症研究所

共培養を行ったところ, progenitor から GFP 陽性細胞の減少に伴い DsRed2

血液・安全性研究部, 2 三菱化学生命科学研究所組織発生グループ）

陽性細胞の増加を認めた。培養８日目で全生存細胞の約３分の１の細胞が

AP1-7 ウシのフリーマーチン個体でのXX 性腺の精巣様構造の形成

DsRed2 陽性であり, それらの細胞はインスリン陽性であった。以上, 我々は

○張替香生子 1, 恒川直樹 1, 的場章悟 1, 平松竜司 1, 原 健士朗 1,

ngn3 陽性の progenitor がインスリン陽性細胞のみならずグルカゴン,ソマトス

九郎丸正道 1, 金井克晃 1, 林 良博 1, 戸田昌平 2, 森田光夫 2, 横

タチン陽性細胞への多分化能を有することを見出した。このシステムをスクリ

内圀生 2 （1 東大農学生命科学, 2 家畜改良技術研究所）

ーニングに利用した結果, ベータ細胞分化を促進する因子を同定, この因

AP1-8 Dietary exposure of di-n-butyl phthalate (DBP) disrupts morphology

子が ngn3 遺伝子の発現を抑制することが明らかとなった。さらに Notch シグ

of seminiferous tubules in prepubertal rat testes

ナルのメディエーターHes1, 転写抑制に関わる共役因子 Grg, ヒストン脱ア

○ Mohammad Shah Alam, Bibin Bintang Andriana, Ehn Kyoung Choi, Xiao

セチル化酵素 Hdac が相互に結合し, これら形成された複合体が ngn3 遺伝

Bo Zhu, Tat Wei Tay, Naoki Tsunekawa, Yoshiakira Kanai, Masamichi

子の転写抑制に寄与していることを見出した。以上の結果より, Hdac を介し

Kurohmaru （Department of Veterinary Anatomy, The University of

た ngn3 のネガティブフィードバック機構によるクロマチン再構成が膵内分泌

Tokyo）

細胞の発生に必要であると考えられる。

AP1-9 マウス精巣および卵巣の生殖細胞におけるHuB の発現 ○米田明
日香, 的場章悟, 平松竜司, 吉田知夏, 星野安信, 恒川直樹, 金井克晃,

獣医解剖学会 シンポジウムⅡ

九郎丸正道 （東大獣医解剖学教室）

4 月3 日（火） 第3 会場 14:30 ～ 16:30

AP1-10 C57BL/6.MRLc1(82-100) コンジェニックマウス精巣を用いたマイク

（各講演１５分、討論５分、総合討論１５分）

ロアレイ解析 ○昆 泰寛 1, 今野明弘 1, 橋本善春 1, 佐々木宣哉 2,

脳のストレス応答

遠藤大二 3

2

（1 北海道大学大学院獣医学研究科解剖学, 2 北海道大

学大学院獣医学研究科実験動物学, 3 酪農学園大学獣医学部放射線

学大学獣医解剖学研究室）

学）

AP3-22 ブタ卵胞顆粒層細胞におけるTNF- αによるIL-6 とIL-6 受容体
の誘導

AP2 消化器研究の形態学的アプローチ

○前田晃央, 松田- 峯畑二子, 程 圓, 眞鍋 昇 （東京大学大学院農学

AP2-11 ラット小唾液腺の個体発生のレクチン組織化学

生命科学研究科高等動物教育研究センター（附属牧場））

○谷口和美, Pongsiwa Sotthibandhu, 吉岡一機, 武藤顕一郎 （北里大学

AP3-23 羊の免疫グロブリンλ鎖の解析。V λ -J λ 1 の組み合わせは

獣医解剖学研究室）

ターミナルである

AP2-12 Histological and histochemical studies of the intestine in the

○保田昌宏 1,2, Craig Jenne 2, Laurie Kennedy 2, John Reynolds 2 （1 宮

edible-nest swiftlets, Collocalia germani

崎大学家畜解剖, 2 Immunology Research Group, University of Calgary）

○Prapassorn Boonsoongnern, Pakawadee Pongked, Apuntree Daung-ngern,
Pibul Reungsupapichat, Apinun Suprasert （ Department of Veterinary

AP4 神経形態学の新展開

Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University）

AP4-24 Regional specialization of the tree sparrow (Passer montanus) retina :

AP2-13 Application of lectins for detection of glycoconjugates in sublingual

Ganglion cell density and oil droplets distribution

gland of the Malayan pangolin, Manis javanica

○M L Rahman 1,2, M Aoyama 1, S Sugita 1 （1 Dept. of Animal Sci,

○Ruhanee Munyala, Maleewan Liumsiricharoen, Pakawadee Pongked,

Utsunomiya University, 2 United Graduate Sch. of Agricultural Sci, Tokyo

Teerasak Prapong, Apinun Suprasert （Department of Veterinary Anatomy,

University of Agriculture and Technology）

Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University）

AP4-25 赤芽球および赤血球におけるαシヌクレインの発現

AP2-14 Anatomical studies of tongue and salivary glands of Malayan pangolin

○中井雅晶 1, 藁谷正明 1,2, 藤田雅代 1, 魏 建設 1, 洲鎌秀永 1, 赤

○Maleewan Liumsiricharoen 1, Teerasak Prapong 1, Apinun Suprasert 1,

津裕康 3, 丸山千秋 1,岡戸晴生 1, 橋本 款 1 （1 東京都神経科学総

Junpei Kimura 2 （1 Kasetsart University, 2 Nihon University）

合研究所, 2 JR 東京総合病院, 3 福祉村病院長寿医学研究所）

AP2-15 歯髄炎を発症したセイウチ上顎犬歯（牙） の摩耗面に関する電顕
観察

AP5 その他

○橋本善春 1, 昆 泰寛 1, 高木 哲 2, 奥村正裕 2, 藤永 徹 2 (1北海

AP5-26 ヒミズモグラ前肢帯及び前肢骨の進化機能形態学- アズマモグラ

道大学獣医学研究科比較形態機能学講座解剖学教室, 2 北海道大学獣

及びオオアシトガリネズミとの比較-

医学研究科診断治療学講座獣医外科学教室）

○藤野 健 1, 高橋 裕 2, 松村秋芳 2, 木村邦彦 3, 大館智志 4 （1

AP2-16 SAMP 1/Yit マウスの腸管外病変に関連するサイトカインとインテグ

東京都老人研動物施設, 2 防衛医大生物学, 3 木村成長研, 4 北大低温

リンの発現性

研）

○帖佐瑞希 1, 市原伸恒 1, 浅利昌男 1, 松本 敏 2, 船橋英行 2, 添

AP5-27 ハシブトガラスにおける次列風切羽微細構造の雌雄差

田 聡 3, 尼崎 肇 3 （1 麻布大解剖第一, 2 ヤクルト中央研究所, 3 日

○李 銀玉, 岩下嘉光, 青山真人, 杉田昭栄 （宇都宮大学農学部動物

獣大獣医解剖）

機能形態学研究室）

AP2-17 イヌ小腸の集合リンパ小節（パイエル板） のリンパ小節の形成

AP5-28 ハシブトガラスとハシボソガラスにおける発声器官の形態学的相違

○武藤顕一郎 1, 初瀬繁樹 2, 中島尚志 3, 大野秀樹 1, 吉岡一機 1,

○塚原直樹 1,2, 青山真人 2, 杉田昭栄 2

辻尾祐志 1, 綿引芳恵 1, Pongsiwa Sotthibadhu 1, 石川愛佳 1, 石川恭

（1 東京農工大学連合農学

研究科, 2 宇都宮大学農学部 動物機能形態）

子 1, 谷口和美 1 （1 北里大学獣医畜産学部獣医解剖学研究室, 2 初

AP5-29 ハシブトガラス鳴管筋の分類および走行の解明
○楊 茜 1, 塚原直樹 1,2, 青山真人 1, 杉田昭栄 1

瀬動物病院, 3 下館動物病院）

（1 宇都宮大学

農学部動物機能形態, 2 東京農工大学連合農学研究科）
AP5-30 獣医解剖学絵巻図の考察

AP3 形態学への分子生物学的応用

○北畑浩太郎, 柴田秀史, 神田尚俊 （東京農工大学獣医解剖）

AP3-18 マウス着床前胚におけるAZ-1 mRNA およびタンパク質の発現動

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

態

懇親会案内

○櫻井優広 1, 松本浩道 2, 星野由美 1, 向井邦晃 3, 佐々田比呂志 1,
吉澤 緑 2, 佐藤英明 1 （1 東北大学大学院農学研究科, 2 宇都宮大

日時：２００７年４月３日（火）１７：００−２０：００

学農学部, 3 慶應義塾大学医学部）

場所：つくば国際会議場内（１階）レストランエスポアール
会費：６，０００円（学部生、院生３，０００円）当日払い

AP3-19 シェーグレン症候群モデルIQI マウスにおけるislet cell autoantigen

申込締切：2007 年 3 月 30 日（金）

1 (Ica1) 塩基多型と抗Ica1自己抗体の検出

連絡先：恒川直樹（東大・獣医解剖）

○今野明弘, 橋本善春, 昆 泰寛 （北海道大学大学院獣医学研究科解剖

atsune@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

学教室）

Tel. 03-5841-5384 Fax.03-5841-8181

AP3-20 FISH 法による野生日本産マウス（Mus musculus molossinus ） の

お名前とご身分をメール等でお知らせ下さい。同じ研究室で２名以上ご参

rRNA 遺伝子座の同定 …

加の場合は、なるべく研究室単位でご連絡下さい。

○伊藤 強 1, 大澤 進 2, 柴田秀史 1, 神田尚俊 1 （1 東京農工大学

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

獣医解剖, 2 和光高等学校）

【日 本 獣 医 解 剖 学 会 理 事 会 ・総会】

AP3-21 イヌの分泌型炭酸脱水酵素（ＣＡ - Ⅵ） の涙腺、鼻涙管及び鼻腔

議題：

における組織局在

１．名誉会員推薦規定について

○杉浦陽介 1, 田川小百合 1, 市原伸恒 1, 西田利穂 2, 村上 賢 3,
尼崎 肇 4, 浅利昌男 1 （1 麻布大学解剖学第一研究室, 2 麻布大学

２．名誉会員の推戴について

生理学第一研究室, 3 麻布大学分子生物学研究室, 4 日本獣医生命科

３．会員名簿の追加・修正について
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４．第二回アジア獣医解剖学会への渡航補助について

いかと安堵しています。大学院入学当初は学会に行くたびに解剖学の授業

５．AsAVA のHP立ち上げについて

から大きく飛躍した諸先生の先端的な口演に恐れ入るばかりでした。しかし

６．第三回アジア獣医解剖学会の開催について

ながら、今回、「写真は一生残る仕事で、それが解剖学の醍醐味だ｣との言

７．ソウルでの国際学会について

葉を胸に研究を続けたことに対する評価を頂けたことは私にとって大きな喜

８．集会企画委員の交代について

びです。この研究は私一人で到底出来ることではなく、ご指導やご協力を頂

９．獣医組織学第４版について

いた多くの方々に心から感謝いたします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１０． 平成１８年度会計報告

・学部学生部門 田中 明希子（宮崎大学農学部獣医学科）

１１．平成１９年度秋期獣医学会開催案内
１２．山口獣医学会奨励賞の贈呈（総会のみ）
１３．今学会奨励賞の発表（総会のみ）
１４．その他
報告：
１．WAVA の現会員について
２．第二回アジア獣医解剖学会の準備状況について
３．名誉会員証の授与について
４．平成１９年度第１回常任理事会・理事会について

この度は奨励賞を頂くことができたこと、大変有り難く、また喜ばしく思って

５．その他
「なお、総会において、昨年の秋期学術集会において奨励賞（一般部門）を

おります。数ある症例の中で、私が学会の発表テーマでもあった「ウシの冠

受賞された酪農学園大の渡辺敬文さん、奨励賞（学部学生部門）を受賞され

状動脈肺動脈起始」を卒論研究のテーマに選んだのは、心臓自身に栄養を

た鹿児島大の片野史子さん、宮崎大の田中明希子の表彰を行います。ご本

送る働きをもつ特殊な血管である冠状動脈に興味を持ったからでした。諸

人あるいは関係者の出席をお願いいたします。」

臓器の中で最も重要な臓器であるにもかかわらず、心臓には種々の奇形が

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

あり、さらにその心臓に栄養を送る冠状動脈にも種々の奇形があることは驚

第１４３回日本獣医学会学術集会における 「ベストプレゼンテーション賞」

きでした。発生過程でのほんのわずかな過りが奇形の原因となることを知り、

は獣医解剖学会からの選考委員（２名） 山本雅子（麻布大学）、神田尚俊

正常に生まれてくるということが奇跡的なことであるようにさえ思えました。研

（東京農工大学） で実施されます。

究の過程で学ぶことは本当に多く、大変面白い研究テーマであったと思い

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ます。今後社会に出ても、研究で得た経験を活かしていきたいと思います。

◎日本獣医解剖学会奨励賞の決定と表彰式について

また、今回の私の研究テーマであったような肉眼解剖学の分野が、解剖学

山口大学（吉田キャンパス）で開催された第 142 回日本獣医学会において

研究の中でこれから発展していくことも期待しています。

日本獣医解剖学会奨励賞に一般部門 3 名，学部学生部門 4 名のエントリー

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

があり，木曾康郎（山口大学），上原正人（鳥取大学）、眞鍋昇（東京大学）の

第２回 Asian Association of Veterinary Anatomists (AAVA)の案内

3 名の選考委員で選考し、下記のとおり各賞が決定されました。

下記の要領で、2007 年 9 月 12 から 14 日タイ王国バンコク市カセッサート

日本獣医解剖学会奨励賞

大学にて第２回アジア獣医解剖学大会を開催します。ふるってご参加くださ

・一般部門

い。

第１６号：渡辺敬文（酪農学園大）

参加予定について 4 月末までに眞鍋までメールで

「筋腱接合部のコラーゲン細線維の構造特性について」

（amanabe@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp）お知らせください。その際に講演要旨

・学部学生部門

（ A4- １ 枚 ） も お 送 り く だ さ い 。 詳 細 は ホ ー ム ペ ー ジ

第５号：片野史子 （鹿児島大）

（http://www.jpn-ava.com/aava/index.html）に掲載いたします。

「シリアンハムスターの腎臓の組織構造における精巣・卵巣摘出およびテス
トステロン投与の影響」
第６号：田中明希子 （宮崎大）
「ウシの冠状動脈肺動脈起始の解剖学的観察」
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
The 2nd Conference of Asian Association of Veterinary Anatomists

解剖学会奨励賞受賞者 「喜びの声」
・一般部門 渡辺敬文（酪農学園大）

September 12-14 2007
The Department of Anatomy
The Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University
Bangkok, Thailand
Tentative congress program
September 12, 2007
16:00-18:00

Registration at the Maruay Hotel

18:00-20:00

Welcome reception

September 13, 2007
腱の構造解析に着目した研究に対し高い評価を頂き、｢腱のことなら酪農
学園大学｣と言われる本教室の基盤作りにある程度は貢献できたのではな
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9:00-9:30

Opening Ceremony

9:30-12:00

Lectures

４） 日本獣医解剖学会理事会、総会の折り、講座ごとにまとめて、指導教員

12.00-13.00

Lunch

13:00-15:00

Lectures

15.00-17.00

poster session

18.00 -20.00

Banquet

５） 指導教員が理事会、総会に出席できない場合は、それ以外の日時に会

Lectures

補助対象の学生がいる場合は、２００７年３月２６日（月）までに会計担当者に

が学生に代わって会計担当者（東大・九郎丸）より代理受給する。指導教
員は責任をもって学生に支給する。
計担当者にコンタクトを取り、代理受給する。

September 14, 2007
9:00-11:30
11:30-12:00

メール等で学生の名前と学年を連絡しておく。

Awarding ceremony

12.00-13.00

Lunch

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

13:00-18:00

Excursion

◇次 回 日本獣医学 会 案 内 ◇
第１４４回日本獣医学会学術集会について
主催：酪農学園大学獣医学部
場所：酪農学園大学（北海道江別市）
日時：平成１９年９月２日（日）—４日（火）
日本獣医解剖学会は平成 19 年 9 月 2 日午後から 4 日の午前までで、すべ
て口頭発表のみで行います。
・理事会は平成 19 年 9 月 3 日（月）昼休みに実施予定
・総会は平成 19 年 9 月 4 日（火）午後 1 時から実施予定
・懇親会案内
場所：森のゆ ホテル花神楽（上川郡東神楽町）
TEL：0166-83-3800
http://www.hanakagura.co.jp/
日時：平成 19 年 9 月 4 日午後から翌朝まで
総会終了後、バスにて旭山動物園を経由し懇親会場へ移動します。旭山
動物園での研修は園内一般見学の他、閉園後の特別見学および職員によ
る講演会を予定しています。翌 9 月 5 日は旭川空港、JR 旭川駅までの無料
のマイクロバスを用意します。
料金(案)：バス代、研修費、一泊朝食、宴会、二次会費用込み
・ 教授：2 万円
・助教授、講師：1 万 6 千円
・ 助手：1 万 2 千円
・学生（院生も含む）：1 万円
・ ポスドク：1 万 2 千円 ・その他：1 万 6 千円
＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

18.00 -20.00 AAVA conference committee meeting
Registration fee (before April 30, 2007)
For foreigners:
Package A1-Hotel (Non-Asian countries and Japanese, 442 USD,
Accomp. P. 118 USD)
Package A2-KU home (Non-Asian countries and Japanese, 295USD,
Accomp. P. 89 USD)
Package B (Asian countries except Thailand, 206 USD. Accomp. P. 45 USD)
Foreign student (all countries, 89 USDE, Accomp. P. 30 USD)
Paymernt: Trabsfer money (USD) to Siam Commercial Bank (Kasetsart Univ.
Bangkhen Branch)
＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
日本獣医解剖学会奨励賞 （学部学生部門含む） 公募
対象学会：第１４３回日本獣医学会
奨励賞
応募資格：
１）３５歳未満の者。但し、留学生はこの限りではない。
２）日本獣医解剖学会に１年以上の会員歴を有し、筆頭者としてその回を含

2006 年度版獣医解剖学会会員名簿の追加および修正

めて２回以上発表経験のある者。

追加

３）奨励賞応募を希望される方は、下記の連絡先に講演要旨および対象者

P6, 28 宇都宮大学農学部 生物生産学科動物生産講座動物繁殖学研究

である旨を明記した用紙（略歴、研究業績、教育業績、入会年月日を含

室 321-8505 宇都宮市峰町 350 TEL. 028-649-5432

む）を送付して下さい。

FAX. 028-649-5431 松本浩道 matsu@cc.utsunomiya-u.ac.jp

奨励賞学部学生部門

P24 山内高円 761-0795 香川県木田郡三木町池戸 2393

応募資格：

香川大学農学部 畜産学研究室 087-891-3053

１）対象者は学部学生に限る。

yamauchi@ag.kagawa-u.ac.jp

２）日本獣医解剖学会学生会員であること。但し、会員歴は問わない。
３）奨励賞学部学生部門応募を希望される方は、下記の連絡先に講演要旨

修正

および対象者である旨を明記した用紙（略歴、研究業績を含む）を送付し

P5, 27 北里大学 獣医学部 0345-8628

て下さい。

（学部名と郵便番号修正）

〆 切：２００７年３月 26 日（月） （必着）

P6, 10,14 ****＠nvlu.ac.jp

連 絡 先：〒113-8657 東京都文京区弥生１−１−１

（メイルアドレス修正）

東京大学大学院農学生命科学研究科

P23 松本浩道

獣医解剖学教室

matsu@cc.utsunomiya-u.ac.jp

九郎丸 正道

028-649-5432

E-mail:amkuroh@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

（勤務先ＴＥＬ とメイルアドレス修正）

Tel. 03-5841-5418 Fax. 03-5841-8181

P26 和栗秀一 十和田市西 21 番町 63-43
（自宅住所修正）

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

学生の日本獣医学会

学会での検討事項について

参加費（二千円）補助の件

犬の解剖学実習のための献体制度に関連する調査 （継続中）

・補助の条件

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

１） 学部生ないし大学院生で日本獣医解剖学会学生会員であること。

人 物 往 来

２） 今回の日本獣医学会／日本獣医解剖学会で筆頭著者として発表するこ

☆ 山本 欣郎 氏

と。 但し、他分科会で発表の場合は補助の対象としない。

岩手大学農学部獣医学科獣医解剖学助教授から獣医細胞システム学教授

３） 教員等、本人以外が代理発表した場合は、補助の対象としない。

に昇格異動

・参加費の受け渡し
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（2006年10月1日付）

☆ 山田 美鈴 氏

「オランウータンの頭頸部および上下肢の形態学的研究」

自然科学研究機構 基礎生物学研究所研究員から岩手大学農学部獣医学

授与日 平成 19 年 3 月 15 日

科獣医細胞システム学助教授に異動 （2007年3月1日付）

授与大学 麻布大学 博士 （獣医学）

☆ 伊東 久男 氏

☆

兵庫医科大学動物実験施設助教授から兵庫医療大学共通教育センター教

「Morphological study of the inferior olivary complex in the water buffalo,

授に昇格異動 （2007 年 4 月 1 日付）

donkey, camel and chicken.」

Reda Rashed 氏君

☆ 添田 聡 氏

授与日 平成 19 年 3 月 15 日

日本獣医生命大学助手から講師に昇格 （2007 年 4 月 1 日付）

授与大学 山口連合獣医学研究科 博士 （獣医学）

☆

市原 伸恒 氏

☆ 湯地 みどり 氏

麻布大学講師から准教授に昇格 （2007 年 4 月 1 日付）

「ラット小腸粘膜上皮から高分子および粒子状物の取り込み機構の解明に

☆ 割田 克彦 氏

関する研究」

神戸大学大学院自然科学研究科博士課程在籍のまま，香川大学医学部形

授与日 平成 19 年 3 月 22 日

態・機能医学講座神経機能形態学教室助手に異動（2007 年 3 月 1 日付）

授与大学 神戸大学 （農学）

☆ 横山 俊史 氏

☆ 陳 慶義 氏

香川大学医学部形態・機能医学講座神経機能形態学教室助手より神戸大

「ラット小腸腸絨毛およびパイエル板濾胞被蓋上皮における常在細菌の定

学大学院農学研究科助教に昇格異動 （2007 年 4 月 1 日付）

着に関する組織学的研究」

☆ 湯地 みどり 氏

授与日 平成 19 年 3 月 22 日

独立行政法人大阪府立成人病センター・病態生理学部門，肉腫中皮腫先端

授与大学 神戸大学 博士 （農学）

治療研究センター研究員に異動 （2007 年 3 月 1 日付）

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
日本獣医解剖学会会員名簿変更、追加について

☆ 北川 浩 氏

2006 年 12 月に配付いたしました日本獣医解剖学会名簿に関して変更・追

神戸大学大学院自然科学研究科教授より同大学大学院農学研究科教授に

加等、御気付きの点がありましたら下記まで連絡ください。

所属変更 （2007 年 4 月 1 日付）

酪農学園大学獣医学部獣医解剖学教室内

☆ 星 信彦 氏

日本獣医解剖学会ＮＬ編集担当

神戸大学農学部教授より同大学大学院農学研究科教授に所属変更 （2007

069-0851 江別市文京台緑町 562-1

年 4 月 1 日付）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

TEL: 011-388-4744

☆ 保坂 善真先生 氏 (酪農学園大学)

FAX: 011-388-4852
E-mail: takechan@rakuno.ac.jp

シンガポール科学技術研究庁分子細胞生物学研究所幹細胞・組織修復グ

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

ループ

教 科 書 の 案 内

Stem Cells and Tissue Repair Group，Institute of Molecular and Cell Biology ;

「獣医組織学第四版」の刊行について

IMCB （海外特別研究員）

編集委員長 上原 正人

☆ 宮澤 光太郎 氏 (東北大学)

「獣医組織学」は、短いサイクルで改訂を繰り返すことで洗練された教科

イエール大学医学部神経科学研究部門神経病理学講座
Section of Neuropathology, Department of Neurology, School of Medicine,

書に進化させるとの方針できました。この精神に基づき来年 3 月には早くも

Yale University （日本学術振興会 海外特別研究員）

第 4 版の出版を迎えることになります。改訂の間隔が短すぎないかとの疑問
もいただいていますが、かかる方針をご理解いただき、ご協力をお願いい

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
学 位 取 得

たします。

☆ 宮澤 光太郎 氏

現在、改訂の方針を作成中ですので、変更もあるかもしれませんが、現

「消化管における経口摂取プリオン侵入機構の解明」

時点では、字句の訂正など一般的な変更に加えて、付図のカラー化と追加、

授与日 2007 年 3 月 27 日

付図のサイズの統一を進めたいと考えています。獣医解剖学会の会員諸氏

授与大学 東北大学 博士 (農学)

には、訂正、加筆、要望など何でも結構ですから私宛にお知らせいただけ

☆ 土屋 成一朗 氏

れば幸いです。また、お手持ちのスライドなどで現在の教科書に採用され

「The role of gicerin, a cell adhesion molecule, in tumor cells」

ているものよりも良いと思われる図、あるいは追加を希望される図をお持ち

授与日 平成 19 年 3 月 23 日

の方にそれらの図の提供をお願いいたします。

授与大学 大阪府立大学 博士 （獣医学）

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
学会か ら の 出版物案内

☆ 渡辺 敬文 氏

『犬の解剖カラーリングアトラス増刷』

「ウマの浅指屈筋腱のコラーゲン細線維構造」

編集委員長 月瀬 東

授与日 平成 19 年 3 月 14 日

3 月初旬に学窓社より「2006 年 4 月 1 日発行の第 3 刷分が、ヤマザキ学園

授与大学 酪農学園大学 博士 （獣医学）
☆ TAY Tat Wei 氏

より約 350 冊の購入注文により、残部がほとんど無くなってしまった」との連

「Effects of Mono(2-Ethylhexyl)Phthalate on Mice Testes

絡を受けました。4 月からの各大学等での利用状況をふまえると、残部も僅

In Vivo and In Vitro」

かとなってしまいましたので、谷口会長ともご相談し、早急に 1000 部を増刷
して対応することにいたしました。

授与日 平成 19 年 3 月 22 日

本来ならば、春の学会の折に、お諮りするところですが、急を要することで

授与大学 東京大学 博士 （獣医学）
☆

したので、ご追認をお願いいたします。

加世 多美怜氏
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

科および畜産学科の１年生ないし２年生用の解剖学教科書としてこの新刊

-「カラー獣医解剖学」その後 -

「カラー獣医解剖学」をご利用いただくことが出来ます。多数のカラー解剖

編集委員長 橋本善春

図を用いて、実際に即した豊富な臓器イメージを学生諸君に提供しながら

和らいだひかり溢れる季節となりました。会員の皆様には益々ご活躍のこ

解剖学の授業を進めることが出来るものと期待しています。

とと存じます。

この「カラー獣医解剖学」は持ち運びの便を考慮して、上・下巻からなる２

2006 年春から、翻訳刊行事業として出版計画を進めて参りました

分冊による刊行とします。発売予定価格は印刷品質を保ちながら出来る限り

Koenig-Liebich 著「カラー獣医解剖学」(Veterinary Anatomy of Domestic

廉価とし、出版社には上巻・下巻それぞれ 9,500 円前後の求めやすい価格

Mammals, -Textbook and Colour Atlas-)について、多くの皆様方に訳出のご

設定にしていただきたいと考えております。申し訳ないことですが、この点

協力をいただきましたことに感謝しつつ、以下にその後の編集作業の進捗

につき出版社には格段のご配慮をお願いしているところです。

状況を述べさせていただき、併せて今後の刊行スケジュールについてお知

解剖学教育に携わる中で常に思いますことは、日々の授業の中ではい

らせしたいと思います。

かなる教育資料を用いることももとより自由である訳ですが、優れた教科書

この「カラー獣医解剖学」には数多く臓器や組織の写真が掲載されて、か

は学生がその教育分野の複雑な全体像を捉えようとする際に特に有用であ

なりのボリュームがあること（767 頁、英語第３版）から、2006 年 5 月に、ご担

り、また解剖学教科書はそれを用いて動物の構造を繰り返し学習することが

当いただく先生方の専門分野を勘案しつつ、計 50 名の先生方に訳出をお

出来る点で、動物の生命倫理の面からも貴重な教育資料の一つと言えます。

願い致しましたところ、各先生方はお忙しい教育・研究スケジュールの中で、

掲載される写真も、それらが実際に即してよりリアルであれば、解剖学実習

昨夏のあの暑気にも耐えながら快く訳出して下さり、秋の声が聞かれる頃に

に使用する動物数を削減することも可能になります。また教科書の記載内容

は、次々と貴重な訳出原稿を橋本に届けて下さいました。

が読者の将来の職業能力に大きな影響を持つものであれば、教科書はそ

今回の訳出元となる英語版の文章は、ロンドンの Royal Veterinary

の国の教育レベルを示す一つのバロメーターにもなると考えられます。この

College などの５名の英国人教員によって原著のドイツ語版から英訳された

ような観点にご配慮いただきながら、後日この「カラー獣医解剖学」日本語

もので、その文章には独特の言い廻しやトーンを含む文調があり、先生方

版の内容をよくご吟味いただいた上で、私どもの新たな獣医解剖学教科書

の中には和訳時に一つの文章を前にして、真の訳意を決めかねて呻吟さ

の一つとして、今後の獣医学教育にご活用いただくことが出来れば、編集者

れた方もおられたのではないかと推察致します。本書の冒頭の獣医解剖学

の一人として大変嬉しく思います。

発祥の歴史の項を担当した私もご多分にもれず、ルネサンス期以前の獣医
解剖学の始祖と目される賢者の方々の活躍ぶりについての訳出・描写に手
間取ることになりました。しかし世の中のどの分野にも識者と呼ばれる方が
おられるもので、嬉しいことに昨今の Web 内にはあらゆる知識が豊富に蓄
積されており、Web の限界に配慮しながらそれらを利用すれば、Web はあ
たかも宝箱のような存在にもなります。今回は Google を介して大いに
Wikipedia 事典の支援を受けながら訳出を進めることとなりました。
ともあれ、昨年末までに全 19 章の訳出原稿を皆様からいただくことが出
来ました。各先生方は英原文の意味するところを良く盛り込んで下さり、正確
な和訳文にして下さいました。一層正確な訳出文を期して、原著ドイツ語版
の該当部分を参照された先生もおられます。全部の訳出文をいただいたの
ち、私が訳出用の英文に沿って校正作業を進め、現在も文章の体裁や解剖
学用語の統一などを進めているところです。本教科書が大著であることや、
今年に入って私の海外出張があり、また新たなシステムによる印刷用組み
版の作製に時間を要するなどの事情があって、当初計画しました 2007 年度
新学期に向けての発刊は、残念ながら叶わぬことになりました。いくつかの
大学からは、来年度から使用したいとのご要望もありましたが、そのご希望
に応えることが出来ない点、申し訳なく思っております。
今後の編集作業スケジュールとして、これまでに幾つかの章の訳出文が
橋本による校正を終え、Adobe Indesign によるレイアウト作業を経て、すでに
本文の末尾に示しますような印刷用の組み版見本として作製されています。
＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

原著ドイツ語版と英語版のもつ雰囲気を日本語版に多く取り入れて、読者に

編 集 後 記

とって読みやすい体裁になるよう心がけています。今後この１次校正文を基
に、順次各章の組み版ファイルを完成させて PDF ファイルとし、編集時間を

ノルデック世界大会も寂しく終わり、北の地も何とか春めいてまいりました。

節約する観点から、訳出者および「カラー獣医解剖学」編集委員会委員の

昨年から今年にかけては暖冬で今から都会の水不足が心配されます。人が

先生方にお届けし、実際の印刷頁を作成していただくような気構えで吟味・

人を裁き、また裁かれる無節操な世の中になっています。大学とは、そして

校正していただいた２次訳出校を整え、それを基に最終印刷用の組み版を

教育とは何ぞ、と思う今日この頃です。皆の心にも暖かい春の風が吹き込ま

完成したいと考えております。

れたら良いのにな、と一人考える今日この頃です。無事 NL29 をお届けでき
る事、ご協力に感謝いたします。北京オリンピック 2008 まで後 1 年半です。

現時点における発刊スケジュールとして、上記の編集作業を進めつつ、

編集子

今年秋の北の大地・酪農学園での日本獣医解剖学会（および 2nd Congress
of Asian AVA, Kasetsart大学、Bangkok、9月12-14日）前後までにすべての

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

編集作業を完了させ、2008 年初頭に印刷・発刊を行う予定です。

MEMO

従いまして、各大学におかれましては 2008 年度（平成20 年度）の獣医学
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