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りの Dr. Sinowatz ですので、ＪＡＶＡ会員の皆様には投稿しやすく、ア

ＷＡＶＡの機関誌とＪＡＶＡの機関誌について

クセプトされやすい雑誌だと思います。この雑誌も積極的に活用して会

会長 谷口和之（岩手大学）

員の皆様の一層の業績向上を図ってください。

ＪＡＶＡ会員の皆様には年度末も近づき、いろいろとご多用でお過ご

ひるがえって私たちＪＡＶＡの機関誌を見てみますと、Archives of

しのことと思います。さて今回は吉報からお知らせしたいと思います。

Animal Morphology and Cell Biology （略称：Morphology）はまだ機関誌と

実は前回、
ＮＬ３２号の巻頭挨拶では、
ＷＡＶＡの機関誌である Anatomia,

しての認知度が低く、場合によってはこのような機関誌がＪＡＶＡに存

Histologia, Embryologia (AHE) が廃刊になりそうだということをお伝え

在することすらご存じでない方がおられるかも知れません。しかしある

しましたが、その後、昨年の終わり近くになって、ＷＡＶＡの会長であ

意味ではそれも無理のないことで、この雑誌は電子ジャーナルでハード

る Dr. Robert W. Henry より、ＡＨＥの存続がほぼ決まったとの連絡が

コピーは存在せず、またＪＡＶＡのホームページの一隅に掲載されてい

入りました。このニュースは早速理事の先生方にはお知らせしたのです

るに過ぎません。したがってＪＡＶＡのホームページにアクセスしない

が、会員の方々全員にはお伝えしておりませんでしたので、ここであら

限り、この雑誌が眼に触れることはないのです。

ためてこのニュースをお伝えするとともに Dr. Henry からの連絡の全文

この雑誌は２００６年に第１巻を出して以来、２００７年、２００８年

を以下に掲載させていただきます。

と毎年１巻ずつ出ておりますが、どの巻も１号だけで、複数号が１年に
出たことはありません。掲載内容を見ると、第１巻と第３巻は実質的に

Dear WAVA Executive Committee:

はそれぞれ第１回および第２回 Asian AVA のプロシーディングスです。

Dr. Péter Sótonyi, Vice-President, Region 1, Dr. Marco Sampaio,

第２巻だけは Review と Original Articles よりなっている通常の機関誌

Vice-President, Region 2, Dr. Kazuyuki Taniguchi, Vice-President, Region

の形態をとっています。そして今年は第４巻が発行されますが、今年の

4, Dr. Judy Klimek, Treasurer, Dr. Zolt Szladovits, Secretary-General, Dr.

秋には韓国で第３回 Asian AVA が開催されますので、記事として英文抄

Larry Freeman, Past President, Dr. Michael Stoffel, Past Secretary-General

録を掲載すれば第４巻の発行に困ることはありません。しかしこのまま

I want to share with you some great news concerning our WAVA

だとこの雑誌はほとんどプロシーディングスだけの雑誌となってしま

publication: Journal of Veterinary Medicine C / Anatomia Histologia

います。また業績の向上を目指す場合、この雑誌に Impact Factor が与

Embryologia, AHE. After a lot of searching, planning and “dead ends”

えられる可能性は極めて低いといわざるを得ませんので、投稿のための

Wiley has decided it is beneficial to continue as our publisher. We agree

モティベーションもなかなか上がらないでしょう。以上は客観的な事実

that this is currently the best option. With this news AHE will be able

ですが、実はそれは最初からわかっていたことです。ここでこの雑誌を

to continue its regular publication cycle through the coming year. Dr.

立ち上げた原点に戻ってみると、一般の専門雑誌にはなかなか掲載され

Sinowatz has agreed to continue as our Editor. We are in the very early

にくい、写真を中心とした読み物、教科書的な記事、１例報告、また不

negotiations with the publisher, so I can not report any more news than

完全ながら捨てがたいデータなどをアジアの動物達について蓄積し、い

this. However, our negotiating team is very optimistic. We expect to see

ずれそれらをまとめて、モノグラフやアトラスなどを作るためにこの電

an even better journal as the fruit from these efforts.

子ジャーナルを利用したい、との願いがあった筈です。この雑誌を単な
るプロシーディングス掲載の場ではなく、会員の皆様の貴重な財産とす

Professor, Robert W. Henry

るためにも、この雑誌を是非積極的に活用していただきたいと思います。

President, World Association of Veterinary Anatomists

また最後に、ＪＡＶＡのホームページの内容は、編集委員長にもお願い
してさらに充実させるつもりですので、出来るだけ頻繁にホームページ

このメールが届いたのが昨年の１１月末で、その後 Dr. Henry から特

にアクセスしてくださるようお願いいたします。

に連絡はありませんでしたが、最近ＷＡＶＡのホームページを開いてみ

（平成２１年２月２５日記）

たところ、ＡＨＥは２００９年２月現在で Vol 38, Issue 1 として出版

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

されておりました。Blackwell が Wiley に吸収合併されて以来、ＡＨＥ

◇第 147 回日本獣医学会学術集会案内◇

の廃刊が長い間取沙汰されていましたが、これで一安心といったところ

〓日本獣医解剖学会のプログラム〓

です。

口演、会議
日時：2009 年 04 月 03 日（金）

ＡＨＥの巻頭情報によると、この雑誌は ISI Journal Citation Reports
による Ranking は 76/133 (2007) in Anatomy & Morphology であり、Impact

9：00―11:30 日本獣医解剖学会シンポジウム

Factor ： 0.554 となっていました。この Impact Factor では日本獣医学

11：30―12：30 ポスターコアタイム

会の機関誌であるＪＶＭＳと同等程度でしかありませんが、何と言って

17：00―17：30 獣医解剖学会理事会

もＷＡＶＡの機関誌であり、また国別の投稿数では日本が最も多いのも

17：30―18：00 獣医解剖学会総会
A．日本獣医解剖学会

事実です。Dr. Henry のメールにもあるとおり、編集委員長も従来どお
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1) シンポジウム

○篠崎 綾1,2、保坂善真2、今川智敬3、上原正人2（1山口大院・連合獣医・

4月3日（金）第7会場

基礎獣医、2鳥取大・農・獣医解剖、3鳥取大・農・獣医画像診断）

演題番号 AS-１～AS-5 9：00～11：30（各講演30分）

AP-13 自己集合性ペプチドを用いた豚角膜実質細胞の培養法の検討

座長：杉田昭栄（宇都宮大）、山本雅子（麻布大）

○永易 彩1、横井秀典2、植田弘美1、竹花一成1（1酪農大・獣医解剖、

「獣医解剖学教育の現場での工夫と問題」

2(株)メニコン）

AS-1 帯広畜産大学における獣医解剖学教育の現状と課題

AP-14 イヌ、ネコの心臓のナトリウム利尿ペプチド(BNP)の免疫組織化

○北村延夫、佐々木基樹（帯畜大・獣医解剖）

学

AS-2 手作り教材の実際

○山根哲也1,2、廣井恵美1、添田 聡1、尼崎 肇1（1日本獣医生命科学大・

○武藤顕一郎、谷口和美、吉岡一機（北里大・獣医解剖）

獣医解剖、2ペット医療センター荏田南総合病院）

AS-3 日本獣医生命科学大学での肉眼解剖学実習への新しい取り組み

AP-15 ハシブトガラスとハシボソガラスにおける顎筋の大きさと最大咬

○添田 聡、尼崎 肇（日本獣医生命科学大・獣医解剖）

合力の測定

AS-4 日本大学獣医解剖学実習におけるホルムアルデヒド対策

○鎌田直樹、山田利菜、杉田昭栄（宇都宮大・農・動物機能形態）

○月瀬 東（日本大・獣医解剖）

AP-16 ハシブトガラス嗅上皮のレクチン組織化学的および免疫組織化学

AS-5 麻布大学における獣医解剖学教育について

的検索

○市原伸恒（麻布大・解剖学第一研究室）

○梨本真衣、金山俊作、中牟田信明、谷口和之（岩手大・農・獣医解剖）

2) ポスター

AP-17 トナカイ（Rangifer tarandus）の舌および舌乳頭とその結合織芯に

4月3日（金）第8会場

ついて

演題番号 AP-0１～AP-4１ １0：00～１7：00

○進藤順治1,2、岡田あゆみ1、吉村 建2、影山幾男2（1北里大・生環・野

AP-01 ラット新生子の視床下部－下垂体－甲状腺系の発達について

生動物、2日歯大・新潟生命歯）

○田端麻里、白井明志、坂上元栄、有嶋和義、山本雅子（麻布大・解剖

AP-18 コアラの大唾液腺の構造と炭酸脱水酵素アイソザイムの発現性

学第二研究室）

○小原幸弘1、下尾 旭1、西堂智子1、川崎茉里奈1、坂本容詩江1、永浦

AP-02 結節性硬化症モデルラットにおける神経細胞樹状突起の形態異常

香里1、水野哲男2、McKinnon Allan3、市原伸恒4、浅利昌男4、西田利穂5、

○瀧上 周1、杉浦弘子1、安田 新1、吉村好之2、竹宮孝子1、山内 卓1、

添田 聡1、尼崎 肇1（1日本獣医生命科学大・獣医解剖、2クィーンズ

樋野興夫3、山形要人1（1東京都医学研究機構・神経研・神経薬理、2徳

ランド大・獣医、3クィーンズランド州立 モッギル・コアラ病院、4麻布

島大HBS・薬・生化学、3順天堂大・医・病理）

大・解剖学第一研究室、5麻布大・第一生理）

AP-03 水頭症モデルとしてのMRL/MpJマウス-系統差解析による有用性

AP-19 アフリカハイギョ嗅覚系のレクチン組織化学的解析

の検討-

○中牟田祥子1,2、中牟田信明1,2、谷口和之1,2（1岩手大・農・獣医解剖、

日野恵介、○橋本善春、昆 泰寛（北大・獣医・解剖）

2岐阜大院・連合獣医・基礎獣医）

AP-04 喉頭葉状神経終末領域の終末シュワン細胞におけるaquaporin-1の

AP-20 AT1受容体拮抗薬losartanのラット新生子動脈管に及ぼす影響

分布

○白井明志1、西岡孝之1、有嶋貴義2、折戸謙介1、浅井史敏1、坂上元栄2、

○山本欣郎、山田美鈴（岩手大・農・獣医細胞システム）

山本雅子2、有嶋和義2（1麻布大・獣医・薬理、2麻布大・解剖学第二研

AP-05 迷走神経遠位神経節における外套細胞および神経細胞のグルタミ

究室）

ン酸誘起性Ca2+反応

AP-21 低酸素および高二酸化炭素暴露によるラット頚動脈小体のvascular

○庄司祐子、若井 淳、山田美鈴、山本欣郎（岩手大・農・獣医細胞シ

endothelial growth factorおよびtyrosine hydroxylase mRNAの発現変化

ステム）

○若井 淳1、加藤弘毅1、木崎景一郎2、山田美鈴1、山本欣郎1（1岩手大・

AP-06 マウス脳におけるマイオスタチン発現

農・獣医細胞システム、2岩手大・農・獣医生理）

○岩崎俊輔、三宅雅人、渡邊康一、大和田修一、麻生 久、山口高弘（東

AP-22 マウス自然流産胎盤の形態変化と補体活性

北大院・農・機能形態）

○武下 愛、加藤啓子、岡田利也、日下部健（大阪府大・獣医・実験動

AP-07 ラット神経芽細胞腫由来C6細胞における形態変化およびグリア

物）

線維性酸性タンパク質発現へのDichlorvosの影響

AP-23 Di(n-butyl) phthalate(DBP) induces spermatogenic cell apoptosis via estrogen

○小澤秋沙、坂上元栄、牧 武宏、有嶋和義、山本雅子（麻布大・解剖

receptor in prepubertal rat testes

学第二研究室）

○Mohammad Shah Alam1、大迫誠一郎2、祝 暁波1、恒川直樹1、金井克晃

AP-08 ウシの頚部迷走神経下部に認められた神経節

1、遠山千春2、九郎丸正道1（1東大・農・獣医解剖、2東大・医・疾患生

○岡地 潔、佐々木基樹、北村延夫（帯畜大・獣医解剖）

命工学センター）

AP-09 哺乳類と鳥類の角膜における光透過と組織的差異

AP-24 MRLマウスに出現する精巣内卵細胞の減数分裂能と精子受容能

○塚原直樹、谷 優理、李 銀玉、菊地秀幸、杉田昭栄（宇都宮大・農・

○大塚沙織1、橋本善春1、佐々木宣哉2、遠藤大二3、昆 泰寛1（1北大院・

動物機能形態）

獣医・解剖、2北大院・獣医・実験動物、3酪農大・獣医・放射線）

AP-10 A light and scanning electron microscope study of the pectin oculi of the Japanese

AP-25 マウス精巣決定遺伝子Sryの標的遺伝子候補の網羅的解析

Jungle Crow (Corvus macrorhynchos)

○籠田芳夫、平松竜司、恒川直樹、上村麻実、的場章悟、張替香生子、

○Md. Lutfur Rahman、青山真人、杉田昭栄（宇都宮大・農・動物機能形態）

金井克晃、九郎丸正道（東大・農・獣医解剖）

AP-11 ビーグル犬角膜の形態学的解析

AP-26 MRL/MpJマウスに出現する卵巣嚢腫の量的形質遺伝子座解析

平柳朋枝、永易 彩、植田弘美、○竹花一成（酪農大・獣医解剖学）

○李 愼曉、今野明弘、橋本善春、昆 泰寛（北大院・獣医・解剖）

AP-12 ヒツジ眼球における視神経細胞、視細胞および輝板の分布と相互

AP-27 ウサギ胎盤における母体側血管系の構築，特に動脈洞に関して

関係

○清時啓史、林 一彦、奥原由子、本道栄一、木曾康郎（山口大・農・
獣医学科）

2

AP-28 ウサギ精巣輸出リンパ管の走行パターン

3) 獣医解剖サテライトフォーラム

○柴田秀史1,2、岡崎昭彦2、鶴野暁史2、神田尚俊1,2（1農工大院・共生科

今回開催せず

学技術、2農工大・農・獣医解剖）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

AP-29 遺伝性腎疾患モデルマウス腎ではBMP-7を介したTGF-beta 1 シグナ

懇親会案内

ル制御に異常がある

第１４７回日本獣医学会において獣医解剖学会懇親会を下記のように

○眞鍋 昇1、阿南小有里1、後藤康文1、李 俊佑1、内尾こずえ2（1東大

行います。新学期の忙しくなる直前ですので宿泊という設定にはしませ

院・附属牧場、2医薬基盤研究所・生物資源研究部）

んでしたが、宇都宮の夜の一時を楽しんでいただければと思います。現

AP-30 発生過程のネフロン微小環境におけるHnf4α遺伝子発現解析

在、参加予定者数は約６０名です。

○金澤智則、橋本善春、昆 泰寛（北大院・獣医・解剖）

日時：平成２１年４月３日 １８：００～

AP-31自然交配・胚移植由来ネフローゼマウス（ICGN系統）の病態比較

場所：会場内（栃木県文化センター）

解析

レストラン オーベルジュ マロニエ ０２８-６４３-３１６１

○山田-内尾こずえ1、澤田京子1、眞鍋 昇2（1（独）医薬基盤研究所・

http://www.sobun-tochigi.jp/01/ind02/indexrest.html

生物資源研究部、2東大院・高等動物教育研究センター・附属牧場）

会費： 教員：５０００円、学生：３０００円

AP-32 プリオン蛋白ノックアウトマウスにおける経口摂取プリオン蛋白

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

の腸管での取り込みと伝播機構の解析

【日本獣医解剖学会理事会・総会】

○麻生 久1、高倉郁朗1、金谷高史1、井谷 航1、坂口末廣2、西田教之3、

日時：2009 年 4 月 3 日

片峰 茂3、大和田修一1、渡邊康一1、山口高弘1（1東北大院・農・機能

17：00―17：30 獣医解剖学会理事会

形態、2徳島大・疾患酵素学研究センター、3長崎大院・医歯薬総合・感

17：30―18：00 獣医解剖学会総会

染分子解析学）

場所：会議室２

AP-33 生育段階の異なる豚における 2 糖類分解酵素活性と小腸絨毛高さ

＜議題＞

との関連

１．新役員体制について

○塚原隆充1,2、岸野恵理子3、山田 薫1、井上 亮2、中西信夫4、藤田孝

２．カラーアトラス獣医解剖学印税の使途について

輝3、中山啓三1、牛田一成2（1栄養・病理学研究所、2京都府大院・生命

３．その他

環境、3塩水港精糖・糖質研究所、4京都動物検査センター）

＜報告＞

AP-34 ウマの消化管における満腹ホルモン産生細胞の分布：PP、PYY、

１．２００９－２０１１年度獣医解剖学会役員選挙結果について

GLP-1細胞の免疫組織化学的研究

２．平成２１年度秋期学術集会について

○石原深雪、佐々木基樹、Asadullah Hamid、岡地 潔、北村延夫（帯畜大・

３．２００９年 Asian AVA の開催準備状況について

獣医解剖）

４．編集委員会報告

AP-35 骨芽細胞に対するビタミンEの作用に関する研究

５．平成２０年度会計報告（理事会のみ）

○添田 聡、吉村 格、木村信熙、尼崎 肇（日本獣医生命科学大・獣

６．今期学術集会奨励賞選考結果について（総会のみ）

医解剖）

７．平成２０年度秋期学術集会奨励賞の表彰について（総会のみ）

AP-36 間葉系幹細胞の骨分化過程におけるデコリンの役割―生体内での

８．その他

検証―

１）本日の懇親会について

○保坂善真1、柄 武志2、今川智敬2、上原正人1（1鳥取大・農・獣医解

２）その他
総会において、2008 年秋期学術集会において奨励賞（一般部門）を受

剖、2鳥取大・農・獣医画像診断）
AP-37 ウサギにおける鎖骨の形態学的研究

賞された塚原直樹（宇都宮大学）君、奨励賞（学部学生部門）を受賞さ

高橋幸太郎、○植田弘美、竹花一成（酪農大・獣医解剖）

れた池田哲平（北海道大学）君の表彰を行います。ご本人あるいは関係

AP-38 ウマの線維性輝板の超微形態学的観察

者の出席をお願いいたします。

○高木智史1、篠崎 綾1,2、保坂善真1、今川智敬3、上原正人1（1鳥取大・

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

農・獣医解剖、2山口大院・連合獣医・基礎獣医、3鳥取大・農・獣医画

◎日本獣医解剖学会奨励賞の決定と表彰について

像診断）

宮崎大学で開催された第 146 回日本獣医学会学術集会において、日本獣

AP-39 Ultrastructural Variations of Taste Buds among Lingual, Palatal and Epiglottal

医解剖学会奨励賞に一般部門２名、学部学生部門３名の応募がありまし

Papillae

た。九郎丸正道（東京大）
、竹花一成（酪農学園大）
、神田尚俊（東京農

○Pongsiwa Sottibandhu、谷口和美、武藤顕一郎（北里大・獣医学部）

工大）の３名が選考委員となり、審査の結果下記の通りに決定されまし

AP-40 KU. CPR Natural Rubber Model for Veterinary Training

た。表彰盾の授与は第 147 回日本獣医学会学術集会（宇都宮）の日本獣

○Niyada Lansubsakul1、Nontasit Chutiyanawat2、Maleewan Liumsiricharoen1、Kajohn

医解剖学会総会にて行います。

Kobsuntia1、Apinun Suprasert1 （1Department of Veterinary Anatomy, Faculty of

日本獣医解剖学会奨励賞

Veterinary Medicine, Kasetsart University, 2Emergency Unit of Animal Teaching Hospital,

１）一般部門（第 19 号） 塚原直樹（宇都宮大学、農学部、動物機能

Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University）

形態）演題番号 A-15

AP-41 KU. Veterinary Model of Horse Carpal Joint for Anatomical Study and Clinical

「ハシブトガラスとハシボソガラスにおける鳴管の組織的差異」

Practice

２）学部学生部門（第 10 号） 池田哲平（北海道大学、獣医学部、解

○Maleewan Liumsiricharoen1, Worakji Cherdchutharn2, Seri Koonjaenak1, Niyada

剖）演題番号 A-08

Lansubsakul1、Kajohn Kobsuntia1、Apinun Suprasert1 （1Department of Veterinary

「マウス骨格筋発生に関与するカスパーゼファミリーの活性化」

Anatomy,2 Department of Large Animal and Wildlife Clinical Sciences, Faculty of

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Veterinary Medicine, Kasetsart University）
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獣医解剖学会奨励賞受賞者 「喜びの声」

〒321-8505 宇都宮市峰町 350

一般部門：塚原直樹（宇都宮大学）

宇都宮大学農学部 動物機能形態学教室 杉田昭栄

この度は、日本獣医解剖学会奨励賞を受賞することになり、誠にうれし

E-mail:sugita@cc.utsunomiya-u.ac.jp

く光栄に思っております。選考委員の先生

Tel & Fax 028-649-5436

方を始め関係緒先生に厚く御礼申し上げ

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

ます。
今回発表した研究テーマは、ハシブトガラ

学生の日本獣医学会（於：JRA 総研）
参加費（二千円）補助の件

スとハシボソガラスと呼ばれる鳴き声の

・補助の条件

異なる 2 種類のカラスについて、鳥類特有

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。

の発声器官である鳴管を比較し、鳴き声の

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

異なる要因を推察したものでした。発表では音を流せなかったため、カ

と。但し、他分科会で発表の場合は補助の対象としない。

ラスの鳴き真似を披露しましたが、リアリティーに欠けるお粗末なもの

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。

で、申し訳ありませんでした（夜の懇親会では名誉挽回の機会を与えて

参加費の受け渡し

くださいましてありがとうございました）
。これからの季節はカラスが

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

いつも以上に騒がしくなる繁殖期ですので、彼らのラブソングに耳を傾

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

けてみてください。

教員は責任をもって学生に支給する。

博士号を取得し、間もなく一年が経とうとしております。研究者の道を

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計

歩き始めた私にとって、今回の受賞は大変励みになりました。受賞に恥

担当者にコンタクトを取り、代理受給する。

じぬよう今後より一層努力を重ねていきたいと思っております。今後も

補助対象の学生がいる場合は、３月２６日（木）までに会計担当者

皆様からのご指導ご助言よろしくお願いいたします。ありがとうござい

(amkuroh@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp)にメールで学生の名前と学年を連絡し

ました。

ておく。

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
◇次回日本獣医学会案内◇

学部学生部門: 池田哲平（北海道大学）
この度は栄誉ある解剖学会奨励賞を頂きまして、誠にありがとうござい
ます。まだまだ至らない点が多くある内

第 148 回日本獣医学会学術集会（平成 21 年秋）開催案内

容の研究であり、今回の受賞は身に余る

期日:

思いです。選考委員の先生方ならびに関

平成 21 年 9 月 25 日(金)一般口演、ランチョンセミナー、市民公開講座

係諸先生方には心より御礼申し上げま

9 月 26 日(土)一般口演、ランチョンセミナー、特別講演、シンポジウム

す。本研究では、アポトーシス関連遺伝

9 月 27 日(日)一般口演、特別講演

子である caspase ファミリーが、骨格筋

会場: とりぎん文化会館（鳥取県立県民文化会館） 鳥取市尚徳町 101-5
鳥取市民会館

鳥取市掛出町 12 番地

性を示しました。これまで細胞を死の方向へ導くものと考えられていた

わらべ館

鳥取市西町 3-202

因子が、逆に細胞を生かし分化へと導く因子でもあるということは、非

鳥取県立図書館

鳥取市尚徳町 101

分化に深く関与する遺伝子である可能

常に興味深いものであります。私自身、漠然と“筋肉”と“発生学”に

演題募集:演題は口演のみ。発表は、パワーポイントで作成された電子

興味があり始めた本研究ですが、研究が進むにつれ行き詰ることも多く、

ファイルを使用し、液晶プロジェクターによる発表とします。

その都度研究室の皆様に助けられました。今回の受賞は昆泰寛教授を始

演題の申し込み方法:

めとする解剖学教室構成員のご指導、ご協力によるものであります。こ

一般口演演題の申し込みはインターネットによるオンライン申し込み

の場をお借りいたしまして、心より感謝いたします。

のみとします。

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

受付期間: 平成 21 年 5 月 18 日(月) ～平成 21 年 6 月 22 日(月)

第１４７回日本獣医解剖学会奨励賞 （学部学生部門含む） 公募案内

申し込み方法: 第１４８回日本獣医学会学術集会ホームページ

応募資格 奨励賞

(http://muses.muses.tottori-u.ac.jp/meeting/jsvs148/top.html)

【大学院・一般部門】

事前登録参加費: 10,000 円(講演要旨集を含む)

１）３５歳未満の者。但し、留学生はこの限りではない。

当日参加費: 11,000 円(講演要旨集を含む)

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

学生参加費：2,000 円

を含めて２回以上発表経験のある者。

(当日登録のみ。講演要旨集を含まない。学生証の提示が必要です。)

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

講演要旨集: 5,000 円/一部

者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

郵便振替口座番号: ０１３１０－０－８７１１３

含む）を送付して下さい。

加入者名: 第 148 回日本獣医学会学術集会

ホームページの奨励賞選考方法内規参照のこと。
【学部学生部門】

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
人 物 往 来

１）対象者は学部学生に限る。

（学位取得）

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。

☆早川 大輔氏

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

「ニホンジカの精巣に関する機能形態学的研究」

旨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

授与日：2009 年 3 月 13 日

付して下さい。

授与大学：岐阜大学 博士（獣医学）

〆 切：2009 年 3 月 25 日（水）（必着）
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日本獣医解剖学会会員名簿変更、追加について

☆原 健士朗氏
「Roles of Embryonic Hindgut Endoderm in Primordial Germ Cells Migration

名前：仁尾純子→小林純子

and Differentiation in Mice （マウス始原生殖細胞の移動および分化に

勤務先：北海道大学大学院 医学研究科 組織細胞学分野

おける胚性内胚葉の役割について）
」

勤務先住所：〒060-8638 札幌市北区北 15 条西 7 丁目

授与日：2009 年 3 月 23 日

勤務先 TEL：011-706-7151

授与大学：東京大学 博士（獣医学）

E-mail： niojun@med.hokudai.ac.jp

☆平松 竜司氏
「マウス生殖腺の時空間的性決定機構の解析」

氏名：太田 池恵→柳澤 池恵

授与日：2009 年 3 月 23 日

新自宅住所：〒371-0034 群馬県前橋市昭和町 3-30-10 TM ハイツ 205 号

授与大学：東京大学 博士（獣医学）

電話番号： 027-231-3104（旧自宅住所：群馬県前橋市北代田町 407 ハピ

☆的場 章悟氏

ネス D-201）

「 Study of Sex Dimorphic Energy Metabolism in Mouse Gonadal Sex

新勤務先住所：〒370-0829 群馬県高崎市高松町 36

Differentiation（マウス性分化期生殖腺のエネルギー代謝に関する研

電話番号： 027-322-5901

究）
」

新勤務先名称：国立病院機構 高崎病院

授与日：2009 年 3 月 23 日

所属科：呼吸器科

授与大学：東京大学 博士（獣医学）
☆ Thanmaporn PHICHITRASILP 氏

氏名：瀧上 周

「Studies on differentiation of uterine natural killer cells at the feto-maternal interface in

勤務先：財団法人 東京都医学研究機構 東京都神経科学総合研究所

perforin-deficient, b2-microglobulin-deficient and diabetes mice.」

所属名：神経細胞機能研究分野（神経薬理）

授与日：2009 年 3 月 16 日

〒183-8526 東京都府中市武蔵台２－６

授与大学：山口大学大学院連合獣医学研究科 博士（獣医学）

Tel：042-325-3881（代）Fax：042-21-8678

☆ 大石 元治氏

E-mail：takigami-su@igakuken.or.jp
＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

「オランウータンとチンパンジーの前肢における骨格筋の機能および

教 科 書 の 案 内

比較解剖学的研究」

「カラーアトラス獣医解剖学」刊行後の１年を顧みて

授与日 2009 年 3 月

編集委員長 橋本善春

授与大学 麻布大学 博士（獣医学）

2008 年２月の「カラーアトラス獣医解剖学」の刊行から１年が経ちま

☆ 市居 修氏
「自己免疫性糸球体腎炎モデルマウスの解析―MRL/MpJ マウス由来の第

した。新刊の獣医解剖学教科書にもかかわらず，昨年４月からの新学期

１染色体テロメア領域に原因遺伝子を求めて―」

用教科書・参考書として，多くの大学の会員の皆様方にご採用いただき

授与日：2009 年 3 月 25 日

ましたことに改めて感謝を申し上げます。以来，授業の現場で実際にご

授与大学：北海道大学 博士（獣医学）

使用いただく中で，用語の修正や誤字・脱字，指示線修正などのご指摘

☆ 辻尾 祐志氏

をいただきました。出版社では急ぎそれらを正誤表としてまとめ，読者

「実験的甲状腺機能低下ラットにおける甲状腺と皮膚の形態学的研究」

の方々に修正していただくべく配布させていただきました。これからも

授与日：2008 年 3 月 前年度未記載

新たなご指摘があれば逐一正誤表に加えさせていただく予定です。
昨年１２月までの本教科書の販売部数は上・下巻を合わせて 3,000 部

授与大学：北里大学 博士（獣医学）

を超えました。解剖学分野のみならず，臨床や応用分野の方々にも受け
（異動）

入れていただいた結果であると考えております。印税は日本獣医解剖学

＊ 大石 元治氏

会所有の銀行口座に振り込まれる予定です。今後の本解剖学会の活動に

日本獣医生命科学大学獣医解剖学教室助教に（2009 年 4 月 1 日付）

資するものとして活用していただければ幸いです，

＊ 市居 修氏

で，引き続いてのご利用をお願い申し上げます。次々年度分については，

北海道大学大学院獣医学研究科比較形態機能学講座解剖学教室助教に

これまでにご指摘いただいた修正点を加えて新版として印刷予定です

（2009 年 4 月 1 日付）

が，只今新たな章として「鳥の解剖学」の章を加える計画を進めている

本教科書の次年度ご採用分についてはすでに手当がなされていますの

ところです。
引き続き本書の記載内容の改善によろしくご協力をお願い致します。

＊ 美名口 順氏

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

酪農学園大学獣医学部生体機能教育群組織解剖学教育ユニット助教に

編 集 後 記

（2009 年 4 月 1 日付）

北の大地はまだまだ雪深く冬眠中ですが、北の海では鰊の豊漁の便り
が届いています。春はすぐそこまで来ています。

＊ 吉岡 一機氏

獣医解剖学教育もハードは充実してきていますが、教授法の形骸化、

オーストラリア、ブリスベン、クィーンズランド大学獣医学部に海外留

時間の簡素化が進んでいるように感じます。その中で如何に学問的興味

学（2009 年１月１日から１年間）

を与えるかは永遠のテーマです。これから日本の獣医解剖学教育を背負っ
ていく若き会員たちの考えをもっと表に出す時期ではないでしょうか。

＊ 辻尾 祐志 前年度未記載

最後の編集後記となります。皆様のご協力に感謝します。

国立長寿医療センターに勤務 （2008 年 4 月 1 日付）

編集子

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
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学窓社
〒 113 − 0024

新刊・解剖学会関連書籍案内

東京都文京区西片 2 − 16 − 28

学会関連新刊書籍
☆この一冊で組織学がもっと身近なものに !!
●

☎ 03 − 3818 − 8701 FAX 03 − 3818 − 8704

獣医組織学《第四版》

ご注文と書籍の情報は HP（http://www.gakusosha.com）もご利用ください。

日本獣医解剖学会 編

A4 変型判／上製本／ 360 頁

話題の書籍

定価 9,975 円（税込） 送料 520 円

☆楽しくて不思議なトリビアの世界、待望の続編 !!
●

CD − ROM つき

続・ぼくとチョビの体のちがい
佐々木 文彦

日本初の組織学のオリジナル教科
書『獣医組織学』第四版。従来の

著

A5 判／並製本／ 160 頁

内容を最新の情報に一新し、
「腱」
、

定価 2,100 円（税込）

「骨髄骨」など新たな項目も追加。

送料 520 円

また、写真も多数追加され、より

「人と犬の体ってこんなに

高度な組織学を学ぶことができる

ち が う の？」体 に 関 す る

ように構成。知りたい情報がひとめでわかるように使いやすさ、

様々な疑問を愉快なイラス

見やすさも向上。付録の CD − ROM には書籍に掲載された写真

トとわかりやすい言葉で解

をすべて収録。組織学を学ぶ学生だけでなく、もっと組織学に

説。前作『楽しい解剖学

ついて知りたい獣医師にもおすすめできる一冊。

ぼ く とチ ョビ の 体の ちが
い』と 2 冊揃えれば、より
解剖学への理解を深めるこ
とができる。犬を愛するす
べての人に読んでほしい必

学会関連書籍
☆自ら色づけすることで解剖学を楽しく学習 !!
●

犬の解剖カラーリングアトラス

見の一冊。

Robert A. Kainer ／ Thomas O. McCracken 著
日本獣医解剖学会 監修

A4 変型判／ツインリング製本／ 240 頁
定価 3,990 円（税込） 送料 520 円

佐々木先生書き下ろし !
犬種ポスターつき !!

図版の説明に従い、名称や用語、矢印や

今回はこんなハテナ

線に自ら色を塗ることで、それぞれの器

●

人と犬の大脳はこんなにちがう？

●

水を飲みながら息が吸える？

●

右脳と左脳のちがい？

●

赤い血液の正体は？

●

別腹って本当？

●

恋をすると鼓動が速くなる？

●

条件反射ってな〜に？

●

人と犬の胃のちがい？

●

男の子と女の子の染色体の秘密？

●

犬も夢をみているの？

●

ストレスを癒してくれるホルモン？

●

どうしてオシッコがしたくなるの？

●

犬にも鼻くそができる？

などなど・・・。

あわせて読みたい

楽しい解剖学

しみながら学習することができる。また、
飼い主へのインフォー
ムド・コンセントにも利用できる。

学会関連書籍
☆分子遺伝学の知識も多数取り入れた最新版 !!
●

☆ご好評にお答えし、表紙をリニューアルしました !!
●

官の位置や形、大きさが明瞭となり、楽

ぼくとチョビの体のちがい 新装版
佐々木 文彦

著 A5 判／並製本／ 112 頁

定価 2,100 円（税込） 送料 520 円

獣医発生学
T.A.McGeady/P.J.Quinn/E.S.FitzPatrick/
M.T.Ryan 著
谷口 和之、木曾 康郎、佐藤 英明

監修

A4 判／並製本／ 412 頁
定価 9,450 円（税込） 送料 520 円

「犬の鼻ってどうして濡れてるの？」な

動物の細胞、組織、器官、身体系統など、

ど、犬の体の不思議、犬と人の体のちが

各部位別に発生学的局面を豊富なイラス

いをイラストを使ってわかりやすく解

トとともに解説。年齢決定や突然変異、

説。動物を愛するすべての人に読んでほ

奇形発生についても詳細に説明。また、ヒトの発生との比較も

しい、人と動物の体のちがいが面白いほ

記載することでより発生学への理解を深めることができる。

どよくわかる本。

