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日　時：平成 23 年 7月 9日 ( 土 )　
会　場：北海道大学 医学部 臨床講義棟 2F
　　　　　臨床大講堂（第 3講堂）
　　　　札幌市北区北 15 条西 7丁目

参加費：北海道実験動物研究会，および
　　　　実験動物技術者協会会員は無料
　　　　非会員  2,000 円
　　　※当日両会への入会者については
　　　　参加費無料となります。

懇親会：同日 18:00 ～ 20:00
　　　　北大構内レストラン
　　　　　ファカルティハウス「エンレイソウ」1F
　　　　　　レストランエルム
　　　　　　札幌市北区北 11 条西 8丁目
　　　　　　Tel 011-726-7601
　　　　会費：一般  4,000 円
　　　　　　　学生  1,000 円 ( 当日申し受けます )

北海道実験動物研究会・日本実験動物技術者協会北海道支部
合同学術集会 2011

 9:30 ～ 9:45 受　付     
 9:45 ～ 9:55 開会挨拶     
 9:55 ～ 10:25 一般演題３題【No. 1 ～ No. 3】     
 10:25 ～ 10:55 一般演題３題【No. 4 ～ No. 6】     
 10:55 ～ 11:10 Break     
 11:10 ～ 11:40 一般演題３題【No. 7 ～ No. 9】     
 11:40 ～ 12:00 一般演題 2題【No. 10 ～ No. 11】     

 12:00 ～ 13:20 Lunch Break 12:00 ～ 13:00 HALAS 役員会
        （於：東北研究棟 4F 技術支援部 EN4-205）
     13:00 ～ 13:20 HALAS 総会
        （於：臨床大講堂）

 13:20 ～ 15:40 シンポジウム【私の LEC ラット研究】    
 15:40 ～ 15:50 Break     
 15:50 ～ 16:20 一般演題３題【No. 12 ～ No. 14】     
 16:20 ～ 16:35 賛助会員アワー【株式会社ホクドー】     
 16:35 ～ 16:45 Break     
 16:45 ～ 17:45 特別講演【3.11 東日本大震災の経験 --- 震災後の対応と被災状況】   
 17:45 ～ 18:00 移　動     
 18:00 ～ 20:00 懇親会     
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一般演題

 9:55 ～ 10:25　　座長：中山 憲司（京都大学） 

No. 1 エキノコックス感受性 /抵抗性に関与する遺伝子座のQTL 解析 ( その 2)
 ○亀田 弥生 1　中尾 亮 2　孝口 裕一 3　松本 淳 4　党 志勝 2, 5　Simon, Ayo Yila1　鳥越 大輔 1　佐々木 宣哉 1

 　杉本 千尋 2　奥 祐三郎 5　八木 欣平 3　安居院 高志 1

 　1) 北大院 獣 実験動物学教室　2) 北大 人獣センター　3) 北海道立衛生研究所
 　4) 日大 生物資源科学 獣 医動物学研究室　5) 鳥取大 獣 寄生虫病学
No. 2 ニホンザル (Macaca fuscata) から検出された Babesia microti 様原虫の進化系統解析
 ○平田 晴之 1　川合 覚 2　前田 真理 1　陳内 理生 1　藤澤 幸平 1　片貝 祐子 3　彦坂 健児 4　田邉 和裄 4

 　保富 康宏 5　石原 智明 1

 　1) 酪農学園大学 実験動物学教室　2) 獨協医科大学 熱帯病寄生虫病室　3) 予防衛生協会　4) 阪大微研 マラリア学
 　5) 基盤研 筑波霊長類センター
No. 3 ラット頭巾斑責任遺伝子の同定
 ○鳥越 大輔 1　市居 修 2　党 瑞華 1　佐々木 宣哉 1　昆 泰寛 2　安居院 高志 1

 　1) 北海道大学 大学院獣医学研究科 実験動物学教室　2) 北海道大学 大学院獣医学研究科 解剖学教室

10:25 ～ 10:55　　座長： 佐々木 宣（北海道大学） 

No. 4 マウスの卵巣移植における高圧酸素療法の効果
 林 理美　浅野 智由　○鈴木 宏志 

　帯広畜産大学 原虫病研究センター ゲノム機能学分野
No. 5 盲導犬適性と性格関連遺伝子多型との関連性
 ○大嶋 なつみ 1　小林 菜苗 1　白砂 早織 1　諏訪 義典 2　鈴木 宏志 1 

　1) 帯広畜産大学 原虫病研究センター ゲノム機能学分野　2) 北海道盲導犬協会
No. 6 Sleeping Beauty トランスポゾンにより得られた遺伝子トラップラットを用いた大脳皮質におけるネトリン 4の発現解析
 ○北田 一博 1　早野 泰史 2　山本 亘彦 2 

　1) 北大 理学研究院 生命理学　2) 阪大 生命機能研究科 細胞分子神経生物学

11:10 ～ 11:40　　座長： 林 正信（酪農学園大学） 

No. 7 ラット KFRS 系統において出現した先天性白内障はMip/Aqp0 遺伝子の 5 bp の重複突然変異により発症する
 ○渡部 桂 1, 2　和田 健太 3　大箸 智子 3　橋詰 良一 3　林 純一 1　芹川 忠夫 4　庫本 高志 4　吉川 欣亮 2, 3 

　1) 筑波大学 大学院生命環境科学研究科　2) 東京都医学総合研究所 哺乳類遺伝プロジェクト
 　3) 東京農業大学 生物産業学部　4) 京都大学 大学院医学研究科 動物実験施設
No. 8 行動異常および難聴を示す新規マウス突然変異体の原因遺伝子の同定
 ○関 優太 1　鈴木 沙理 1, 2　和田 健太 2　若菜 茂晴 3　中潟 直己 4　竹林 浩秀 5　吉川 欣亮 1, 2

 　1) 都医学研 哺乳類遺伝　2) 東農大 生産　3) 理研 BRC　4) 熊本大 CARD　5) 熊本大院 生命科学
No. 9 イムノクロマト法によるハンタウイルス感染ラットの迅速抗体検出の開発に関する研究
 ○天田 貴子 1　駒 貴明 1　安田 俊平 1　清水 健太 1　五十棲 理恵 1　高倉 彰 2　吉松 組子 1　有川 二郎 1 

　1) 北海道大学 大学院医学研究科 病原微生物分野　2)( 財 ) 実験動物中央研究所

11:40 ～ 12:00　　座長： 清水 健太（北海道大学） 

No.10 遺伝学的背景によるHirschsprung 病モデルラットの症状の修飾
 ○党 瑞華 1　鳥越 大輔 1　鈴木 沙理 2　吉川 欣亮 2, 3　森藤 可南子 1　佐々木 宣哉 1　安居院 高志 1 

　1) 北大院 獣医 実験動物　2) 東農大院 生物産業　3) 東京都臨床医学総合研究所
No.11 触毛および被毛の屈曲を示す tremor ラットの皮膚に対する病理学的解析
 ○原田 将吾 1　北田 一博 2

 　1) 北大 生命科学院　2) 北大 理学研究院 生命理学
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シンポジウム「私の LEC ラット研究 ̶温故知新̶」

13:20 ～ 15:40　　座長：松本 耕三（京都産業大学）　安居院 高志（北海道大学） 

 1. LEC ラットの開発と研究会発足の経緯
 　  吉田 廸弘（北海道大学 名誉教授） 　
 2. LEC ラット研究の初期の頃
 　  松本 耕三（京産大 総合生命科学 動物生命医科学）
 3. LEC ラットをヒト正常 ATP7B 遺伝子で治療した
 　  笠井 憲雪（東北大学 大学院医学系研究科 附属動物実験施設）
 4. LEC ラットと発がん研究
 　  泉 啓介　上原 久典（徳島大院 ヘルスバイオサイエンス研究部 環境病理学分野）
 5. LEC ラットの肝発がん : 環境ストレスのインディケーター
 　  曽根 秀子（国立環境研 環境リスク研究センター 健康リスク研究室）
 6. 病態イメージングモデルとしての LEC ラット
 　  中山 憲司（京大院 薬 最先端創薬研究センター）
 7. LEC ラットでの放射線影響研究
 　  林 正信（酪農大 獣 放射線）
 8. 様々なミューテーションを保有する LEC ラット
 　  安居院 高志（北大院 獣 実験動物）

一般演題

15:50 ～ 16:20　　座長： 高橋 尚彰（( 株 ) 新薬開発研究所中央研究所） 

No. 12 GF マウスの性周期の観察 SPF マウスの性周期との比較
 ○竹鼻 良太 1　中村 大輔 1　藤原 幸雄 2　山田 和久 1　 

　1) 三協ラボサービス 株式会社　2) 株式会社 免疫生物研究所
No. 13 遺伝子病制御研究所で発生したアナフィラキシー事例とアレルギー対策
 ○室田 宏之　森松 正美
 　北海道大学 遺伝子病制御研究所 附属動物実験施設
No. 14 マウス精巣上体尾部の冷蔵輸送の紹介
 ○清水 範彦 1　早川 寿行 1　中谷 和宏 1　福本 紀代子 2, 3　春口 幸恵 2, 3　近藤朋子 2, 3　竹下 由美 2, 3

 　中牟田 裕子 2, 3　松永 寛子 2, 3　岩本まり 2　高橋 郁 2　土山 修治 2　竹尾 透 2　中潟 直己 2　 
　1) 国立大学法人旭川医科大学 教育推進センター技術支援部 動物実験技術支援部門

 　2) 熊本大学 生命資源研究支援センター 動物資源開発研究部門 (CARD)　3) 九動 株式会社

賛助会員アワー

16:20 ～ 16:35　　座長： 遠藤 幸夫（北海道大学） 

  株式会社 ホクドー
 　  西村 浩樹（株式会社 ホクドー）

特別講演（第 326 回 日本実験動物技術者協会 本部共済）

16:45 ～ 17:45　　座長： 清水 範彦（旭川医科大学） 

  「 3.11 東日本大震災の経験 --- 震災後の対応と被災状況 」
 　  笠井 憲雪（東北大学 大学院医学系研究科 附属動物実験施設）

第 326 回本部共済日本実験動物技術者協会


