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平成 27 年度職員発表題目一覧

凡　例

1．動物衛生研究所職員が平成 27 年度に公表した業績を掲載した。

2．発表題目は以下の順により配列し，さらにそれぞれにおいて著者名のアルファベット順で配列した。

　　1）対 象 動 物： （1）鶏　（2）豚　（3）牛　（4）めん羊・山羊　（5）実験動物
 （6）その他の動物　（7）共通及びその他

　　2）発表の形態等： （1）誌上発表
 　　①学術誌（i. 原著論文　　ii. 総説・記事等）
 　　　　　　さらに欧文論文，和文論文の順とした。
 　　②単行書
 　　③普及誌
 （2）口頭発表
 　　　　　　国際集会，その他の順とした。
 （3）広報
 （4）その他資料
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鶏

学術誌
（原著論文）
1.  Characterization of an H5N8 influenza A virus 
isolated from chickens during an outbreak of severe 
avian infl uenza in Japan in April 2014

  Kanehira,K., Uchida,Y., Takemae,N., Hikono,H., 
Tsunekuni,R., Saito, T.

  Archives of Virology. 160 (7), p.1629-1643 (2015.7)
2.  Lipooligosaccharide core truncations affect the 
ability of Campylobacter jejuni  to attach to glass and Campylobacter jejuni  to attach to glass and Campylobacter jejuni
form biofi lms under aerobic conditions

  Nguyen, V.T., Iwata,T., Kusumoto,M., Akiba, M.
  JARQ. 49 (3), p.269-275 (2015.8)
3.  Different counteracting host immune responses 
to clade 2.2.1.1 and 2.2.1.2 Egyptian H5N1 highly 
pathogenic avian influenza viruses in naïve and 
vaccinated chickens

  Samy, A.A., EI-Enbaaway, M.I., El-Sanousi,A.A., 
,Nasel,S.A., Naguib,M.M., Abdelwhab, E.M., Hikono,H., 
Saito,T.

  Veterinary Microbiology. 183, p.103-109 (2016.2)

（総説・記事等）
1.  Intracontinental and intercontinental dissemination 
of Asian H5 highly pathogenic avian infl uenza virus 
(clade 2.3.4.4) in the winter of 2014-2015

  Saito,T., Tanikawa,T., Uchida,Y., Takemae,N., 
Kanehira,K., Tsunekuni, R.

  Reviews in Medical Virology. 25 (6), p.388-405 (2015.11)
2.  感染症危機管理に関する地域ネットワークの必要性
  谷川太一朗，西藤岳彦
  検査と技術．43 （11），p.1152-1153 （2015.10）
3.  マレック病鶏の脳における重度リンパ様細胞の浸潤
および増殖

  萩原寛子，生澤充隆，谷村信彦
  臨床獣医．33 （9），p.4 （2015.9）
4.  幼雛の大腸菌 （O18） による化膿性髄膜炎
  粕谷和史，生澤充隆，谷村信彦

  臨床獣医．33 （8），p.49 （2015.8）

普及誌
1.  鳥インフルエンザの防疫対策　－第 275 回鶏病事例
検討会講演概要－

  磯部　尚
  畜産技術．720，p.31-33 （2015.5）

口頭発表（学会発表等）
1.  The Cj0610c is necessary for peptidoglycan 
O-acety la t ion  and ch icken co lon izat ion  in 
Campylobacter jejuni

  Iwata,T., Kusumoto,M.,  Akiba,M.
  Internat ional  workshop on Campylobacter , 
Helicobacter and related organisms, delegate 
handbook, 18th (2015.11)

2.  The pathogenicity of highly pathogenic avian 
infl uenza virus isolated in Japan in late 2014

  Tanikawa,T., Uchida,Y., Kanehira,K., Takemae,N., 
Tsunekuni,R., Saito, T.

  Thailand-Japan Joint Conference on Animal Health, 
4th 2015 (proceedings. p.15) (2015.7)

3.  Current situation of HPAI outbreak and migration 
route of migratory birds in Japan.

  Tsutsui, T.
  International workshop on highly pathogenic avian 
infl uenza and bird migration. (2015.5)

4.  Campylobacter jejuni が保有するセリン合成酵素の
機能解析

  岩田剛敏，楠本正博，秋庭正人
  日本細菌学会総会，第 89 回． （日本細菌学雑誌．71 
（1），p.67）（2016.3）

5.  Campylobacter jejuni が保有するセリン合成酵素の
機能解析

  岩田剛敏，楠本正博，秋庭正人
  日本カンピロバクター研究会総会，第 8回 （抄録集．
p.21）（2015.12）

6.  ペプチドグリカンの O- アセチル化因子 Cj0610c は
Campylobacter jejuni の鶏腸管定着に必須である

  岩田剛敏，楠本正博，秋庭正人

平成 27 年度職員発表題目一覧
（発表題目，発表者，発表雑誌・学会研究会等）
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  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.316） 
（2015.9）

7.  Eimeria tenella7.  Eimeria tenella7.  のミトコンドリア呼吸鎖酵素活性の
測定と阻害剤による虫体殺滅効果

  松林　誠，稲岡ダニエル健，小松谷啓介，八田岳志，
三好猛晴，磯部　尚，川原史也，山岸潤也，彦坂健児，
佐藤　暖，志波智生，原田繁春，北　潔，辻　尚利

  日本獣医学会学術集会，第 158 回 （学術集会講演要
旨集．p.305）（2015.9）

8.  幼雛におけるEimeria tenella 弱毒株の作出および病
理組織学的解析

  松林　誠，川原史也，八田岳志，日根野谷淳，山岸潤也，
磯部　尚，寺本　勲，金子　明，笹井和美，北　潔，
山崎伸二，辻　尚利

  日本寄生虫学会大会，第 85 回 （2016.3）
9.  Av ian  in f luenza  vacc ines  based  on  av ian 
paramyxovirus-2, 6 and 10 are eff ective to chickens 
immunized with Newcastle disease vaccine.

  常國良太，谷川太一朗，彦野弘一，倉田里穂，西藤
岳彦

  日本ウイルス学会学術集会，第 63 回 （2015.11）
10.  2014-15 年に発生した高病原性鳥インフルエンザにつ
いて

  谷川太一朗
  インフルエンザ研究者交流の会シンポジウム，第 29
回 （2015.5）

11.  2014 年に発生・分離されたH5N8 亜型高病原性鳥イ
ンフルエンザウイルスの病原性

  谷川太一朗，金平克史，常國良太，内田裕子，竹前喜洋，
西藤岳彦

  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.331） 
（2015.9）

広　報
1.   伝染性気管支炎
  井関　博
  家畜疾病図鑑Web （2015.6）　
  <h t t p : / /www . n a r o . a f f r c . g o . j p / o r g / n i a h /
disease_dictionary/todoke/t57.html>

2.  日本に初めて侵入したH5N8 亜型高病原性鳥インフ
ルエンザウイルス

  金平克史，内田裕子，竹前喜洋，彦野弘一，常國良太，
西藤岳彦

  動物衛生研究成果情報　平成 27 年度　

  <http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/
laboratory/niah/2015/niah15_s09.html>

3.  低病原性ニューカッスル病
  常國良太
  家畜疾病図鑑Web （2016.2）
  <h t t p : / /www . n a r o . a f f r c . g o . j p / o r g / n i a h /
disease_dictionary/todoke/t54.html>

豚

学術誌
（原著論文）
1.  Co-infection of influenza A viruses of swine 
contributes to eff ective shuffl  ing of gene segments in 
a naturally reared pig.

  Abe,H., Mine,J., Parchariyanon,S., Takemae,N., 
Boonpornprasert,P., Ubonyaem,N., Patcharasinghawut,P., 
Nuansrichay,B., Tanikawa,T., Tsunekuni,R., Saito,T.

  Virology. 484, p.203-212 (2015.10)
2.  Complex population structure and virulence 
differences among serotype 2 Streptococcus suis 
strains belonging to sequence type 28

    Athey,T.B.T., Auger,J.-P., Teatero, S., Dumesnil,A., 
Takamatsu,D., Wasserscheid,J., Dewar,K., Gottschalk, 
M., Fittipaldi,N.

  PLoS ONE. 10 (9), e0137760 (2015.9)
3.  Population susceptibility to a variant swine-origin 
infl uenza virus A (H3N2) in Vietnam, 2011-2012

  Hoa,L.N.M., Bryant,J.E., Choisy,M., Nguyet,L.A., 
Bao,N.T., Trang,N.H., Chuc,N.T.K., Toan,T.K., Saito,T., 
Takemae,N., Horby,P., Wertheim,H., Fox,A.

  Epidemiology and Infection. 143 (14), p.2959-2964 
(2015.10)

4.  Pathogenicity of emerging Japanese type 1 porcine 
reproductive and respiratory syndrome virus in 
experimentally infected pigs.

  Iseki,H., Takagi,M., Kawashima,K., Shibahara,T., 
Kuroda,Y., Tsunemitsu, H., Yamakawa,M.

  Journal of Veterinary Medical Science. 77(12), 
p.1663-1666 (2015.12)

5.  The genet ic  organ izat ion  o f  the  capsu lar 
polysaccharide biosynthesis region of Actinobacillus 
pleuropneumoniae  serotype 14pleuropneumoniae  serotype 14pleuropneumoniae

  Ito,H.
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  Journal of Veterinary Medical Science. 77 (5), 
p.583-586 (2015.5)

6.  Development of a multiplex polymerase chain 
reaction method for cps  typing of Actinobacillus 
pleuropneumoniae  serovars 1, 2, 5, 7, and 15 pleuropneumoniae  serovars 1, 2, 5, 7, and 15 pleuropneumoniae

  Ito,H., Sueyoshi,M.
  JARQ. 49 (3), p.277-280 (2015.7)
7.  The genet ic  organ izat ion  o f  the  capsu lar 
polysaccharide biosynthesis region of Actinobacillus 
pleuropneumoniae  serotype 15pleuropneumoniae  serotype 15pleuropneumoniae

  Ito,H., Sueyoshi,M.
  Journal of Veterinary Medical Science. 77 (4), 
p.483-486 (2015.4)

8.  Serovar and antimicrobial resistance profiles of 
Actinobacillus pleuropneumoniae  isolated in Japan Actinobacillus pleuropneumoniae  isolated in Japan Actinobacillus pleuropneumoniae
from 2006 to 2011

  Kamimura,S., Sameshima,T., Ito,H.
  JARQ. 50 (1), p.73-77 (2016.1)
9.  Emergence of a multidrug-resistant Shiga toxin-
producing enterotoxigenic Escherichia coli lineage in 
diseased swine in Japan

  Kusumoto,M., Hikoda,Y., Fujii ,Y. , Murata,M., 
Miyoshi,H., Ogura,Y., Gotoh,Y., Iwata,T., Hayashi,T., 
Akiba,M.

  Journal of Clinical Microbiology, 54 (4), p.1074-1081 
(2016)

10.  First molecular identifi cation of Entamoeba polecki
in a piglet in Japan and implications for aggravation 
of ileitis by coinfection with Lawsonia intracellularis

  Matsubayashi ,M. ,  Kanamori ,K. ,  Sadahiro,M. , 
Tokoro,M., Abe,N., Haritani,M., Shibahara,T.

  Parasitology Research. 114 (8), p.3069-3073 (2015.8)
11.  New porcine epidemic diarrhoea virus variant 
with a large deletion in the spike gene identifi ed in 
domestic pigs

  Masuda,T., Murakami,S., Takahashi,O., Miyazaki,A., 
Ohashi,S. Yamasato,H., Suzuki,T.

  Archives of Virology. 160 (10), p.2565-2568 (2015.10)
12.  Genetic identifi cation of Entamoeba polecki  subtype Entamoeba polecki  subtype Entamoeba polecki
3 from pigs in Japan and characterisation of its 
pathogenic role in ulcerative colitis

  Matsubayashi ,M., Murakoshi ,N. , Komatsu,T. , 
Tokoro,M., Haritani,M., Shibahara,T.

  Infection, Genetics and Evolution. 36, p.8-14 (2015.12)

13.  Birth of piglets from in vitro -produced porcine in vitro -produced porcine in vitro
blastocysts vitrified and warmed in a chemically 
defi ned medium

  Mito,T., Yoshioka,K., Noguchi,M., Yamashita,S., 
Misumi,K., Hoshi,T., Hoshi,H.

  Theriogenology. 84 (8), p.1314-1320 (2015.11)
14.  Complete Genome Sequence of the Porcine Epidemic 
Diarrhea Virus Variant Tottori2/JPN/2014

  Murakam i , S . ,  M iyazak i ,A . ,  Takaha sh i ,O . , 
Hashizume,W., Ohashi,S., Suzuki,T.

  Genome Announcements. 3, e00877-15 (2015.8)
15.  Effect of semen extenders on frozen-thawed boar 
sperm characteristics and distribution in the female 
genital tract after deep intrauterine insemination in 
sows

  Noguchi,M., Yoshioka,K., Hikono,H., Suzuki,C., 
Kikuchi,K.

  Animal Reproduction Science. 163, p.164-171 (2015.12)
16.  Role of the capsular polysaccharide as a virulence 
factor for Streptococcus suis serotype 14

  Roy,D. ,  Auger,J . -P. ,  Segura,M. ,  Fitt ipaldi ,N. , 
Takamatsu,D., Okura,M., Gottschalk,M.

  Canadian Journal of Veterinary Research. 79(2), 
p.141-146 (2015.4)

17.  Transportation of preimplantation porcine embryos 
without cryopreservation using a novel embryo 
carrier.

  Sakagami,N., Nishida,K., Misumi,K., Hirayama,Y., 
Hoshi,T., Hoshi,H., Fujitani,A., Nakano,S., Akiyama,K., 
Suzuki,C., Yoshioka,K.

  Journal of Mammalian Ova Research. 32 (3), p.121-127 
(2015.10)

18.  The relationship between oxygen consumption rate 
and viability of in vivo -derived pig embryos vitrifi ed in vivo -derived pig embryos vitrifi ed in vivo
by the micro volume air cooling method.

  Sakagami,N., Nishida,K., Misumi,K., Hirayama,Y., 
Yamashita,S., Hoshi,H., Misawa,H., Akiyama,K., 
Suzuki,C., Yoshioka.,K.

  Animal Reproduction Science. 164, p.40-46 (2016.1)
19.  Development of an SNP-based PCR assay for rapid 
diff erentiation of a Japanese live vaccine strain from 
fi eld isolates of Erysipelothrix rhusiopathiae .

  Shiraiwa,K., Ogawa,Y., Eguchi,M., Hikono,H., 
Kusumoto,M., Shimoji,Y.
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  Journal of Microbiological Methods. 117, p.11-13 
(2015.10)

20.  Lipid-rich bovine serum albumin improves the 
viability and hatching ability of porcine blastocysts 
produced in vitro

  Suzuki,C., Sakaguchi,Y., Hoshi,H., Yoshioka,K.
  Journal of Reproduction and Development. 62 (1), 
p.79-86 (2015.11)

21.  Molecular characterization of pig epidemic diarrhoea 
viruses isolated in Japan from 2013 to 2014

  Suzuki,T., Murakami,S., Takahashi,O., Kodera,A., 
Masuda,T., Itoh,S., Miyazaki, A., Ohashi,S., Tsutsui,T.

  Infection, Genetics and Evolution. 36, p.363-368 
(2015.12)

22.  Genomic motifs as a novel indicator of the 
relationship between strains isolated from the 
epidemic of porcine epidemic diarrhea in 2013-2014

  Yamamoto,T., Suzuki,T., Ohashi,S., Miyazaki,A., 
Tsutsui,T.

  PLoS ONE. 11 (1), e0147994 (2016.1)
23.  Aujeszky’s disease and the effects of infection on 
Japanese swine herd productivity: a cross-sectional 
study

  Yamane,I., Ishizeki,S., Yamazaki,H.
  Journal of Veterinary Medical Science. 77 (5), 
p.579-582 (2015.5)

24.   徳島県で確認された離乳豚での豚痘
  井口陽香，小島久美子，鈴木幹一郎，山本由美子，
尾川誠次郎，芝原友幸，猪島康雄

  日本豚病研究会報． （66），p.26-29 （2015.8）
25.  豚 のEntamoeba polecki と Lawsonia intracellularis
が関与する腸炎

  金森健太，貞弘真行，松林　誠，所　正治，阿部仁一郎，
播谷　亮

  日本豚病研究会報． （67），p.28-33 （2016.2）
26.  豚繁殖・呼吸障害症候群：感染とワクチン
  高木道浩
  All About Swine．47，p.2-9 （2015.9）
27.   離乳後問題となる疾病
  芝原友幸，宮﨑綾子，生澤充隆，山口遼作，松林　
誠

  日本豚病研究会報． （66），p.22-25 （2015.8）
28.  家畜衛生研修会（病性鑑定病理部門，2014）におけ
る事例記録

  川嶌健司，岡田洋之，播谷　亮，芝原友幸，生澤充隆，
谷村信彦，山本　佑，木村久美子

  日本獣医師会雑誌．68 （7）438-440， （8）515-518， （9）
575-580， （10）634-638， （11）699-702， （12）756-759 
（2015.8）

29.  豚の哺乳類オルソレオウイルス感染症
  丹羽竜祐，板橋知子，山口遼作，宮﨑綾子，生澤充隆，
芝原友幸

  日本豚病研究会報． （67），p.26-27 （2016.2）
30.  これまでの国内外におけるPEDウイルスの変遷
  鈴木　亨，宮﨑綾子，大橋誠一
  日本豚病研究会報．67，p.6-11 （2016.2）

（総説・記事等）
1.  Actinobacillus pleuropneumoniae1.  Actinobacillus pleuropneumoniae1.  血清型 14 の莢膜多
糖合成遺伝子領域の遺伝子構成について

  伊藤博哉
  家畜衛生学雑誌．41 （2），p.26-27 （2015.7）
2.  豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗原を伴う豚イン
フルエンザウイルス （H1N2） による壊死性細気管支
炎

  関口真樹，生澤充隆，谷村信彦
  臨床獣医．33 （10），p.4 （2015.10）
3.  豚サーコウイルス 2型 （PCV2） 抗原，カンジダ感染
が認められた豚の胃食道部潰瘍

  山岸麻衣子，生澤充隆，谷村信彦
  臨床獣医．34 （2），p.45 （2016.2）
4.  確率と疫学と科学（巻頭言）
  小林秀樹
  All About Swine．47，p.1 （2015.9）
5.  獣医師が覚えておきたい豚の病理検査の活用のポイ
ント　第１回　病理組織学的検査について

  川嶌健司
  臨床獣医．33 （6），p.4-5 （2015.6）
6.  獣医師が覚えておきたい豚の病理検査の活用のポイ
ント　第 2回　解剖豚の選択

  川嶌健司
　　臨床獣医．33 （8），p.8-9 （2015.8）
7.  獣医師が覚えておきたい豚の病理検査の活用のポイ
ント　第 3回　解剖準備と解剖器具

  川嶌健司
  臨床獣医．33 （10），p.6-7 （2015.10）
8.  獣医師が覚えておきたい豚の病理検査の活用のポイ
ント　第 4回　解剖の進め方
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  川嶌健司
  臨床獣医．33 （12），p.6-7 （2015.12）
9.  獣医師が覚えておきたい豚の病理検査の活用のポイ
ント　病理組織検査の活用の実際 1

  川嶌健司
  臨床獣医．34 （2），p.4-5 （2016.2）
10.  豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）
  川嶌健司
  日本獣医師会雑誌．68 （7），p.415-417 （2015.7）
11.  豚サーコウイルス2型感染豚にみられたPneumocystis
肺炎

  相馬茉莉絵，生澤充隆，谷村信彦
  臨床獣医．33 （4），p.9 （2015.4）
12.  豚のActinobacillus suis による線維素性壊死性胸膜
肺炎

  相馬茉莉絵，生澤充隆，谷村信彦
  臨床獣医．34 （1），p.4 （2016.1）
13.  福岡県におけるActinobacillus pleuropneumonaie 血
清型 15 による豚胸膜肺炎の発生事例について

  尾川寅太，石田　剛，森永結子，山本訓敬，廣松理希，
深水　大，横山敦史，伊藤博哉

  臨床獣医．33 （10），p.38-43 （2015.10）
14.  豚のMycoplasma hyopneumoniae による気管支間質
性肺炎，Salmonella Choleraesuis を疑う間質性肺炎

  矢口裕司，生澤充隆，谷村信彦
  臨床獣医．33 （6），p.6 （2015.6）

単行書
1.  類丹毒・豚丹毒
  下地善弘
  人獣共通感染症　改訂 3版　p.270-275 （2016.2） 医薬
ジャーナル社

2.  ブタのマイコプラズマ感染症
  小林秀樹
  最新マイコプラズマ学．日本マイコプラズマ学会編．
近代出版．p.145-150 （2016.1）
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  宮﨑綾子
  日本 SPF 豚協会だより．62　p.4 （2016.1）
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Takamatsu ,D . ,  Wassersche id , J . ,  Dewar ,K . , 
Fittipaldi,N., Gottschalk,M.
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3.  Abortion of pregnant gilts inoculated with highly 
pathogenic porcine reproductive and respiratory 
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  Annual meeting of the Japanese Society for Virology, 

63rd (Program and Abstracts. p.154) (2015.11)
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37.  豚流行性下痢ウイルス 2013 年国内分離株の肥育豚に
おける病原性と同居豚への伝播

  宮﨑綾子，伊藤咲江，鈴木　亨，生澤充隆，川嶌健司，
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38.  PED ウイルス 2013 年国内分離株の肥育豚における
病態解明
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  生澤充隆，芝原友幸，川嶌健司，暁　波，服部奈千子，
高木道浩

  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.287） 
（2015.9）

47.  県内で発生した２例の豚流行性下痢の防疫対応と発
生状況の違いについての考察

  増田恒幸，山里比呂志，岩尾　健，鈴木　亨
  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.347） 
（2015.9）

48.  愛知県における豚大腸炎病変におけるEntamoeba 
polecki  subtype 3 の寄生事例polecki  subtype 3 の寄生事例polecki

  村越奈穂子，松林　誠，小松徹也，所　正治，播
谷　亮，芝原友幸

  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.288） 
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R., Phouaravanh,M., Soukvilay,V., ChattouphoneK., 
Buranathai,C., Khounsy,S., Sakamoto,K.

  GFRA Scientifi c Meeting (2015.10)
9.  Development of a TaqMan assay for the broad-
range detection of arboviruses belonging to Simbu 
serogroup lineage 1 and the specific detection of 
Akabane, Aino and Peaton viruses

  Shirafuji, H., Yazaki,R., Shuto,Y., Kato,T., Ishikura,Y., 
Sakaguchi,Z., Suzuki,M., Yamakawa,M., Yanase,T.

  Thailand-Japan Joint Conference on Animal Health, 
4th 2015 (proceedings. p.35) (2015.7)

10.  Lymphocyte apoptosis and CD44 expression during 
inflammatory response of bovine mammary gland 
induced by lipopolysaccharide

  Slama,P., Sladek,Z., Kabourkova,E., Havlicek,Z., 
Watanabe,A., Kwak,J.Y.

  European Congress of Immunology, 4th (Abstract 
Book. p.79) (2015.9)

11.  Characterization of the pertussis-like toxin ArtA/
ArtB from Salmonella

  Tamamura,Y., Tanaka,K., Uchida,I.
  Thailand-Japan Joint Conference on Animal Health, 
4th 2015 (proceedings. p.17) (2015.7)

12.  Possible involvement of neutrophil elastase and 
inflammatory lactoferrin-derived peptides in 
the development of bovine mastitis induced by 

intramammary infusion of Staphylococcus aureus in 
the early dry period

  Watanabe,A. ,  Hata ,E. ,  Slama, P. ,  Kadota ,K. , 
Chikayama,Y., Ishikawa,Y., Kimura,K.

  The Congress on Controversies & Consensus in 
Bovine Health, Industry & Economics. (Congress 
program. p.66) (2015.8)

13.  Report of on-site visit of OIE/JTF Joint Project
  Epidemiology study and Post-Vaccination Studies in 
Nay Pi Taw, Myanmar

  Yamamoto,T.
  Coordination Committee Meeting , 4th and FMD 
Scientifi c Meeting for East Asia under the OIE/JTF 
Project on FMD Control in Asia, 2nd (2015.6)

14.  Evaluation of the nationwide serological surveillance 
for paratuberculosis using individual based 
simulation model

  Yamamoto,T., Moriguchi,S., Hayama,Y., Kobayashi,S., 
Muroga,N., Hidano,A., Tsutsui,T.

  ISVEE14 International Symposia on Veterinary 
Epidemiology and Economics (2015.11)

15.  病理組織検査によって子牛の門脈体循環脳症と診断
した症例について

  稲見健司，木村久美子，播谷　亮
  日本産業動物獣医学会（東北地区），平成 27 年度 
（2015.10）

16.  腸管 C型レクチン，ウシ RegIIIg のヨーネ菌結合作
用の解析と牛糞便培養への応用

  永田礼子，田中省吾，川治聡子，森　康行
  日本獣医学会学術集会．第158回 （講演要旨集．p.316） 
（2015.9）

17.  ウシ腸管C型レクチンRegIIIgと抗酸菌との相互作用
  永田礼子，田中省吾，川治聡子，森　康行
  日本細菌学会関東支部総会，第 98 回 （プログラム・
抄録集．p.39） （2015.10）

18.  Aspergillus terreus18.  Aspergillus terreus18.  による牛の真菌性流産
  関口真樹，佐藤隆裕，松本敦子，花房泰子，芝原友
幸

  日本獣医病理学専門家協会学術集会，第 3回 （2016.3）
19.  抗生剤使用量の低減化に向けた乳房炎防除戦略
  菊　佳男
  農研機構シンポジウム．平成 27 年度　「国際化する
農業における動物衛生研究の展開」 （資料 p.173-187） 
（2016.3）
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20.  乳牛における乳房炎の診断，治療，予防に関する全
国アンケート調査

  菊　佳男
  第 5 回家畜感染症学会シンポジウム（資料　家畜感
染症学会誌．4 （2），61）

21.  ウェアラブル無線センサによる牛の腟内電気抵抗お
よび腟温計測に関する予備的検討

  吉岡耕治，三浦亮太朗，Andersson,L.M.，岡田浩尚，
張　毅，伊藤寿浩

  東日本家畜受精卵移植技術研究会大会，第 31回（東
日本家畜受精卵移植技術研究会報，32，64-65） （2016.2）

22.  牛及び豚血清の保存条件の違いが乳酸脱水素酵素活
性及びアイソザイムに及ぼす影響

  吉田裕一，中村　誠，藤岡慶子，澤田　浩，新井鐘
蔵

  日本獣医師会学術学会年次大会，平成 27年度 （2016.2）
23.  実験的初期感染状態における生体機能評価
  吉田茉純，宗田吉広，石崎　宏，籾田康介，桑原正貴，
矢用健一

  日本畜産学会，第 120 回 （講演要旨　p.99） （2015.9）
24.  群飼育への移行に伴う子牛の生体機能変化に関する
研究

  吉田茉純，石崎　宏，宗田吉広，矢ヶ部陽子，桑原正貴，
矢用健一

  日本家畜管理学会・応用動物行動学会合同 2016 年度
春季研究発表会 （2016.3）

25.  無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
  宮本　亨，野上大史，伊藤寿浩，髙橋雄治，澤田　浩，
星野尾歌織，上野勇一

  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.391） 
（2015.9）

26.  Salmonella Typhimurium DT104 が産生するArtAB Salmonella Typhimurium DT104 が産生するArtAB Salmonella
のマウスマクロファージ由来細胞RAW264.7 に対する
細胞内 cAMP濃度上昇活性

  玉村雪乃，田中　聖，内田郁夫
  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.315） 
（2015.9）

27.  Salmonella27.  Salmonella27.   Typhimurium DT104 が産生するArtABSalmonella  Typhimurium DT104 が産生するArtABSalmonella
の RAW264.7 細胞に対する細胞内 cAMP濃度上昇活
性

  玉村雪乃，田中　聖，内田郁夫
  日本細菌学会北海道支部学術総会，第 82 回． （プロ
グラム・抄録集．p.11） （2015.9）

28.  泌乳牛における尾根部腹側体表温の無線連続測定に

よる排卵時期予測の可能性
  古山敬祐，小山　毅，松井義貴，三浦亮太朗，吉岡耕治，
杉本昌仁

  日本獣医師会獣医学術学会年次大会，平成 27 年度（秋
田） （講演要旨集．2-50-32） （2016.2）

29.  正常発情周期を営むウシにおける尾根部腹側体表温
の無線連続測定による排卵時期予測の可能性

  三浦亮太朗，吉岡耕治，宮本　亨，野上大史，伊藤
寿浩

  日本繁殖生物学会大会，第 108 回 （講演要旨掲載
号（Journal of Reproduction and Development. 61 
（Suppl），j107） （2015.9）

30.  牛の尾根部体表温計測におけるセンサの装着方法及
び飼養形態の違いが体表温測定値に及ぼす影響

  三浦亮太朗，吉岡耕治，宮本　亨，野上大史，岡田浩尚，
伊藤寿浩

  日本獣医師会獣医学術学会年次大会，平成 27 年度（秋
田） （講演要旨集．2-50-31） （2016.2）

31.  超音波を用いて判定した肥育牛におけるシコリのバ
イオプシーによる検証

  狩又亮治，横尾直樹，一丸　仁，宮島恒晴，播谷　亮，
木村久美子

  日本動物超音波技術研究会大会，第 8回 （2015.11）
32.  子牛への実験的 LPS 投与ストレスおよび群管理移行
ストレス時における血清中エイコサノイド 48 成分の
一斉分析

  宗田吉広，矢ヶ部陽子，吉田茉純，石崎　宏，矢用
健一

  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.324） 
（2015.9）

33.  バイオセキュリティ向上技術の開発
  勝田　賢，宮﨑綾子
  アグリビジネス創出フェア 2015 （2015.11）
34.  近年の牛白血病の現状
  小西美佐子
  日本獣医師会獣医学術学会年次大会，平成 27 年度プ
ログラム抄録集（CD） （2016.2）

35.  EBL の新たなバイオマーカーの探索
  小西美佐子
  理研シンポジウム「革新的早期検査法とワクチン開
発で牛白血病ウイルス（BLV）から牛を守る」 （2016.3）

36.  牛白血病研究における課題と展望
  小西美佐子
  農研機構シンポジウム「国際化する農業における動
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物衛生研究の展開」 （2015.11）
37.  日本の牛白血病摘発牛に関する記述疫学
  小林創太，山本健久，早山陽子，村井清和，筒井俊
之

  獣医疫学会学術集会，第 47 回 （2016.3）
38.  生体センシング技術を活用した高品質牛肉の生産を
目指すための家畜個体管理システムの開発に向けて

  新井鐘蔵
  地域畜産技術研究会，平成 27 年度 （2015.11）
39.  生体センシング技術を用いた牛の繁殖管理と疾病診断
  新井鐘蔵
  農研機構シンポジウム「国際化する農業における動
物衛生研究の展開」 （2015.11）

40.  無線式の小型ルーメンセンサを用いた牛のルーメン
運動の検出技術の開発

  新井鐘蔵，野上大史，澤田　浩，播谷　亮，木村久
美子，伊藤寿浩

  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.389） 
（2015.9）

41.  Eimeria subspherica41.  Eimeria subspherica41.  による子牛の核内コクシジウム
症

  是枝輝紀，堀　豊，松林　誠，芝原友幸，岡野良一
  日本獣医師会獣医学術学会年次大会．平成 27 年度 
（2016.2）

42.  Eimeria subspherica42.  Eimeria subspherica42.  による子牛の核内コクシジウム症
  是枝輝紀，堀　豊，松林　誠，芝原友幸，岡野良一
  九州地区獣医師大会･獣医学術九州地区学会，第 64
回 （2015.10）

43.  乾乳期間短縮が乳牛の分娩前後の血液性状，白血球
構成及び疾病発生に及ぼす影響

  青山嘉朗，菊　佳男，髙橋雄治，中村正斗，中島恵一，
塩野浩紀

  日本獣医師会獣医学術学会年次大会．平成27年度（秋
田）講演要旨集 （2016.2）

44.  黒毛和種子牛に発生したクマリン中毒
  千葉由純，高島恵輔，小笠原房恵，村上隆宏，木戸
口勝彰，上垣隆一，吉岡　都，山中典子

  日本家畜臨床学会　学術集会，第 46 回 （2015.11）
45.  改良プレカラム法HPLCを応用した大脳皮質壊死症
発生農場における育成牛の血中チアミン動態の調査

  千葉由純，木戸口勝彰，村上隆宏，小笠原房恵，尾
澤知美，堀野理恵子，宮本　亨

  東北地区獣医師大会・獣医学術東北地区大会，平成
27 年度 （2015.10）

46.  牛の病気が風で伝播？─牛アルボウイルス感染症の
風による伝播の可能性─

  早山陽子
  大気環境学会年会，第 56 回 （講演要旨集．p.555） 
（2015.9）

47.  Histophilus somni が分離された乳房炎の 1症例
  大石大樹，蓮田安信，中常路子，上野勇一
  獣医学術中国地区学会，平成 27 年度 （要旨集．p.35） 
（2015.10）

48.  Histophilus omni が分離された乳房炎の 1症例
  大石大樹，蓮田安信，中常路子，上野勇一
  山口県獣医学会，第 53 回 （要旨集．p.8） （2015.8）
49.  バキュロウイルス─細胞系由来ウシ顆粒球マクロ
ファージコロニー刺激因子粗精製試料の安定性：乳
汁中での凍結融解と温度処理

  大田方人，林　智人，菊　佳男，犬丸茂樹
  日本生化学会大会，第 88 回 （2015.12）
50.   ウィスコンシン蔗糖液遠心浮遊法におけるEimeria 
bovis の浮遊動態

  中村義男，Tookhy,N.A.，Damdinjav,B.，Tsagaan,A.
  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.306） 
（2015.9）

51.  乳汁中に黄色ブドウ球菌特異的 IgA 抗体を誘導させ
る鼻腔を介した抗原取り込み機序の解析

  長澤裕哉，菊　佳男，野地智法，麻生　久，田邉扶
由子，菅原和恵，石川義春，門田耕一，林　智人

  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.270） 
（2015.9）

52.  ヨーネ菌実験感染牛にみられた感染早期の病変分布
と特徴について

  田中省吾，永田礼子，川治聡子，森　康行
  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.285） 
（2015.9）

53.  組換えバキュロウイルスによる牛パピローマウイル
ス主要外殻タンパクL1 遺伝子の発現とウイルス様粒
子の作製

  渡邉聡子，畠間真一，芝原友幸，菅野　徹
  日本分子生物学会．第 38 回日本生化学会．第 88 回
合同大会． （プログラム．p.370） （2015.12）

54.  バキュロウイルス発現系による牛パピローマウイル
ス様粒子の作製

  渡邉聡子，畠間真一，飯塚哲也，芝原友幸，菅野　
徹

  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.343） 
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（2015.9）
55.  農場で分離された腸管出血性大腸菌O157 の全ゲノ
ム系統解析

  楠本正博，小椋義俊，田中健介，後藤恭宏，岩田剛敏，
秋庭正人，林　哲也

  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.314） 
（2015.9）

56.  牛由来 EHEC　O157 の全ゲノム系統解析
  楠本正博，小椋義俊，田中健介，後藤恭宏，岩田剛敏，
秋庭正人，林　哲也

  腸管出血性大腸菌感染症研究会，第 19 回 （抄録集．
p.33） （2015.7）

57.  牛呼吸器病症候群 （BRDC）の病理
  播谷　亮，木村久美子
  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.165） 
（2015.9）

58.  急性牛肺水腫気腫（Acute Bovine Pulmonary Edema 
and Emphysema: ABPEE）の病理

  木村久美子，播谷　亮，堀野理恵子
  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.166） 
（2015.9）

59.  極低用量 LPS 投与後の子牛の休息行動の評価
  籾田康介，吉田茉純，宗田吉広，石崎　宏，桑原正貴，
小針大助，矢用健一

  日本家畜管理学会・応用動物行動学会合同 2016 年度
春季研究発表会 （2016.3）

60.  牛のルーメンモニタリングシステムのための 3 軸加
速度無線センサ端末の開発

  野上大史，新井鐘蔵，岡田宏尚，伊藤寿浩
  精密工学会秋季大会，2015 年 （2015.9）
61.  国内牛群における志賀毒素産生性大腸菌の保有に関
わる衛生管理指標の究明および分離株の性状解析

  李　謙一，楠本正博，岩田剛敏，秋庭正人
  腸管出血性大腸菌感染症研究会，第 19 回 （抄録集．
p.21） （2015.7）

62.  子牛の誤嚥性肺炎の病理
  鈴田史子，和田彬美，播谷　亮，木村久美子
  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.167） 
（2015.9）

63.  周産期乳牛におけるカルニチン体内濃度動態と脂肪
肝との関連について

  髙橋雄治，生田健太郎，大谷喜永，唄　花子，寺田
文典，小原嘉昭

  日本畜産学会，第 120 回 （大会講演要旨集．p.49）

（2015.9）

広　報
1.  小型ピロプラズマ病
  寺田　裕
  家畜疾病図鑑Web
  <h t t p : / /www . n a r o . a f f r c . g o . j p / o r g / n i a h /
disease_dictionary/other/o13.html>

2.  ピロプラズマ病
  寺田　裕
  家畜疾病図鑑Web
  <h t t p : / /www . n a r o . a f f r c . g o . j p / o r g / n i a h /
disease_dictionary/houtei/k13.html>

3.   公共牧場生産性向上へ　その場で迅速に検査（携帯
型血液成分測定装置）

  寺田　裕
  日本農業新聞　2015.9.10　14 面
4.  薬剤耐性遺伝子のコピー数増加がサルモネラの耐性
を増強する

  秋庭正人，李　謙一，楠本正博，関塚剛史，黒田　誠，
内田郁夫，岩田剛敏，田中　聖，玉村雪乃，岡本　晋，
矢部希見子，稲岡隆史

  動物衛生研究成果情報　平成 27 年度
  <http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/
laboratory/niah/2015/niah15_s16.html>

5.  特集　地方病性牛白血病
  小西美佐子
  動衛研ニュース．59　p.1-5 （2015.9）
6.  牛白血病ウイルスの牛舎内伝播防止には分離飼育が
有効である

  小林創太，筒井俊之，山本健久，早山陽子，室賀紀彦，
小西美佐子，亀山健一郎，村上賢二

  動物衛生研究成果情報　平成 27 年度
  <http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/
laboratory/niah/2015/niah15_s20.html>

7.  牛監視センサー　発情・疾病を迅速検知
  新井鐘蔵
  日本農業新聞　2016.2.26　18 面
8.  抗原検出および血清型別可能な口蹄疫ウイルスのイ
ムノクロマト法の開発

  森岡一樹，深井克彦，北野理恵，吉田和生，山添麗子，
山田　学，西　達也，菅野　徹

  動物衛生研究成果情報　平成 27 年度
  <http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/
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laboratory/niah/2015/niah15_s07.html>
9.  牛乳汁から分離されたMycoplasma arginini の全ゲ
ノム配列の決定

  秦　英司
  動物衛生研究成果情報　平成 27 年度
  <http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/
laboratory/niah/2015/niah15_s24.html>

10.  アナプラズマ病
  中村義男
  家畜疾病図鑑Web
  <h t t p : / /www . n a r o . a f f r c . g o . j p / o r g / n i a h /
disease_dictionary/houtei/k14.html>

11.  ヨーネ病無症状期における排菌の消長と肉芽腫病変
好発部位

  田中省吾，永田礼子，川治聡子，森　康行
  動物衛生研究成果情報　平成 27 年度
  <http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/
laboratory/niah/2015/niah15_s06.html>

12.  牛異常産関連オルソブニヤウイルス検出のためのリ
アルタイムRT-PCR 法の開発

  白藤浩明，矢崎　竜，首藤洋三，梁瀬　徹，加藤友子，
石倉洋司，坂口善二郎，鈴木萌美，山川　睦

  動物衛生研究成果情報　平成 27 年度
  <http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/
laboratory/niah/2015/niah15_s26.html>

13.  NIAH病理アトラス：牛ヘルペスウイルス4型感染症，
牛マイコプラズマ肺炎，牛 RSウイルス病

  木村久美子，播谷　亮，小林　勝，嶋田恵美，村田
毅裕

  動物衛生研究所Web ページ
14.  チュウザン病
  梁瀬　徹
  家畜疾病図鑑Web
  <h t t p : / /www . n a r o . a f f r c . g o . j p / o r g / n i a h /
disease_dictionary/todoke/t04.html>

15.  赤外線サーモグラフィを用いた哺乳子牛の体調管理
システム

  鈴木　亨，石田三佳，吉永有一，宮田正文
  動物衛生研究成果情報　平成 27 年度
  <http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/
laboratory/niah/2015/niah15_s19.html>

その他の資料

1.  動物実験によるHistophilus　somni 免疫グロブリン
結合蛋白質遺伝子改変株の病原性および免疫付与能
の評価

  星野尾歌織，上野勇一，木村久美子，播谷　亮，田
川裕一

  動物衛生研究所研究報告．122　p.23-26 （2016.3）

めん羊・山羊

学術誌
（原著論文）
1.   Serological survey of caprine arthritis-encephalitis 
virus infection in Japan

  Konishi,M., Hayama,Y., Shirafuji,H., Kameyama,K., 
Murakami,K., Tsutsui,T., Akashi,H.

  Journal of Veterinary Medical Science, 78 (3), 
p.447-450 (2016.3)

2.  山羊のロドコッカス・エクイ感染症国内初症例
  中尾聡子，荒木美穂，津波　修，高木和香子，加藤
貴誉湖，稗田　優，高井伸二，  三上　修

  日本獣医師会雑誌．68 （12），p.751-755 （2015.12）

広　報
1.  山羊関節炎・脳脊髄炎ウイルスの国内浸潤と感染リ
スク

  小西美佐子，早山陽子，白藤浩明，亀山健一郎，筒
井俊之，村上賢二，明石博臣

  動物衛生研究成果情報　平成 27 年度
  <http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/
laboratory/niah/2015/niah15_s04.html>

2.  小反芻獣疫
  嶋田伸明
  家畜疾病図鑑Web
  <h t t p : / /www . n a r o . a f f r c . g o . j p / o r g / n i a h /
disease_dictionary/houtei/k19.html>

実験動物

学術誌
（原著論文）
1.  Multiple-affi  nity purifi cation of a baculovirus-derived 
recombinant prion protein with in vitro ability to 
convert to its pathogenic form

  Imamura,M. ,  Kato,N. ,  Iwamaru,Y. ,  Mohri ,S . , 
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Yokoyama,T., Murayama,Y.
  Preparative Biochemistry and Biotechnology (2016.2)
2.  Infectivity-associated PrPSc and disease duration-
associated PrPSc of mouse BSE prions

  Miyazawa,K., Okada,H., Masujin,K., Iwamaru,Y., 
Yokoyama,T.

  Prion. 9 (5), p.394-403 (2015.9)
3.  L-Arginine ethylester enhances in vitro amplifi cation 
of PrPSc in macaques with atypical L-type 
bovine spongiform encephalopathy and enables 
presymptomatic detection of PrPSc in the bodily 
fl uids

  Murayama,Y., Ono,F., Shimozaki,N., Shibata,H.
  B i o c h em i c a l  a n d  B i o p h y s i c a l  R e s e a r c h 
Communications. 470 (3), p.563-568 (2016.2)

4.  Transmissibility of H-type bovine spongiform 
encephalopathy to hamster PrP transgenic mice

  Okada,H., Masujin,K., Miyazawa,K., Yokoyama,T.
  PLoS ONE. 10 (10), e0138977 (2015.10)
5.  Acquired transmissibility of sheep-passaged L-type 
bovine spongiform encephalopathy prion to wild-type 
mice

  Okada,H., Masujin,K., Miyazawa,K., Yokoyama,T.
  Veterinary Research. 46(1),  p.81 (2015.7)

（総説・記事等）
1.  カラスのClostridium perfringens  A 型が分離されたClostridium perfringens  A 型が分離されたClostridium perfringens
回腸における出血性壊死性線維素性腸炎

  北島絵里子，生澤充隆，谷村信彦
  臨床獣医．34 （3），p.45 （2016.3）

口頭発表（学会発表等）
1.  Estimating the risk of transmission of BSE and 
scrapie to ruminants and humans by protein 
misfolding cyclic amplifi cation

  Imamura, M., Tabeta,N., Iwamaru,Y., Murayama,Y.
  APPS 2015 (Abstract. p.59) (2015.7)
2.  Risk estimation of transmission of BSE and scrapie 
by PMCA

  Imamura,M., Tabeta,N., Iwamaru,Y., Murayama,Y.
  Prion 2015 (Abstract. p.56) (2015.5)
3.  Coexistence of classical and CH1641-like scrapie 
prions in experimentally scrapie-aff ected sheep

  Miyazawa,K., Maujin,K., Okada,H., Matsuura,Y., 

Yokoyama,T.
  Prion 2015. 9 (supplement 1), S84 (2015.5)
4.  Classical and CH1641-like scrapie prions coexist in 
peripheral tissues of experimentally scrapie-aff ected 
sheep

  Miyazawa,K., Maujin,K., Okada,H., Matsuura,Y., 
Yokoyama,T.

  Asian Pacific Prion Symposium 2015 in Kanazawa 
(2015.9)

5.  Acquired transmissibility of sheep-passaged L-type 
BSE prion to wild-type mice

  Okada,H., Masujin,K., Miyazawa,K., Yokoyama,T.
  Asian Pacific Prion Symposium 2015 in Kanazawa. 
(abstracts. p.78) (2015.9)

6.  羊で継代した L型非定型 BSEは野生型マウスへの伝
達性を獲得する

  岡田洋之，舛甚賢太郎，宮澤光太郎，横山　隆
  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.294） 
（2015.9）

広　報
1.  正常プリオン蛋白質と近接し存在する分子の新規同
定

  岩丸祥史，木谷　裕，岡田洋之，竹之内敬人 , 清水
善久，今村守一，宮澤光太郎，村山裕一，Hoover,E.A.，
横山　隆

  動物衛生研究成果情報　平成 27 年度
  <http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/
laboratory/niah/2015/niah15_s12.html>

その他の動物

学術誌
（原著論文）
1.  First report of Veronaea botryosa  as a causal agent Veronaea botryosa  as a causal agent Veronaea botryosa
of chromomycosis in frogs.

  Hosoya,T., Hanafusa,Y., Kudo,T., Tamukai,K., Une,Y.
  Medical Mycology 53 (4), p.369-377 (2015.5)
2.  Common var iab le  immune def ic iency in  a 
Pomeranian with Pneumocystis carinii  pneumonia.Pneumocystis carinii  pneumonia.Pneumocystis carinii

  Kanemoto ,H . ,  Mor ikawa ,R . ,  Chambers , J .K . , 
Kasahara,K., Hanafusa,Y., Uchida,K., Ohno,K., 
Nakayama,H.

  Journal of Veterinary Medical Science. 77(6), p.715-719 
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(2015.6)
3.  Phylogenetic analysis of avian paramyxovirus 
serotype-1 in pigeons in Japan.

  Mase,M., Kanehira,K.
  Journal of Veterinary Medical Science. 77(8), p.919-923 
(2015.8)

4.  Mycotic aneurysm caused by Graphium species in a Graphium species in a Graphium
dog.

  Murata,Y., Chambers,J.K., Uchida,K., Nakashima,K., 
Hanafusa,Y., Ikezawa,M., Sugita,T., Nakayama,H.

  Journal of Veterinary Medical Science. 77(10), 
p.1285-1288 (2015.11)

5.  Immunohistochemistry and molecular epidemiology 
of avian paramyxovirus 1 from formalin-fixed and 
paraffin-embedded sections of Japanese doves 
(Columba livia(Columba livia( ) aff ected with neurological signsColumba livia ) aff ected with neurological signsColumba livia

  Nakamura,K., Fujimori,H., Koyama,A., DAI,T.Q., 
Imai,K., Ikezawa,M., Yamamoto,Y.

  Journal of Veterinary Medical Science. 77 (7), 
p.837-841 (2015.7)

6.  Complete genome analysis of equine coronavirus 
isolated in Japan

  Nemoto,M., Oue,Y., Murakami,S., Kanno,T., Bannai,H., 
Tsujimura,K., Yamanaka,T., Kondo,T.

  Archives of Virology. 160 (11), p.2903-2906 (2015.11)
7.  Defi ning the genome features of Escherichia albertii , 
an emarging enteropathogen closely related to 
Escherichia coli

  Ooka,T., Ogura,Y., Katsura,K., Seto,K., Kobayashi,H., 
Kawano,K.., Tokuoka,E., Furukawa,M., Harada,S., 
Yoshino,S., Seto,J., Ikeda,T., Yamaguchi,K., Murase,K., 
Gotoh,Y., Imuta,N., Nishi,J., Gomes,T.A., Beutin,L., 
Hayashi,T.

  Genome Biology and Evolution. 7 (12), p.3170-3179 
(2015.12)

8.  Variations in the morphology of Rhizomucor pusillus
in granulomatous lesions of a Magellanic penguin 
(Spheniscus magellanicus(Spheniscus magellanicus( )Spheniscus magellanicus )Spheniscus magellanicus

  Suzuta,F., Kimura,K., Urakawa,R., Kusuda,Y., 
Tanaka,S., Hanafusa,Y., Haritani,M.

  Journal of Veterinary Medical Science. 77 (8), 
p.1029-1031 (2015.8)

9.  Infection of Melissococcus plutonius clonal complex 
12 strain in European honeybee larvae is essentially 

confi ned to the digestive tract
  Takamatsu,D., Sato,M., Yoshiyama,M.
  Journal of Veterinary Medical Science. 78 (1), p.29-34 
(2016.1)

10.  Application of a thermosensitive suicide vector for 
Streptococcus to construction of deletion mutants 
in Melissococcus plutonius, the causative agent of 
European foulbrood

  Takamatsu,D., Yoshiyama,M., Okura,M., ,Osaki,M.
  Journal of Apicultural Research. 54 (2), 96-98 (2016.1)
11.  Corneal opacity in domestic ducks experimentally 
infected with H5N1 highly pathogenic avian infl uenza 
virus

  Yamamoto,Y., Nakmura,K., Yamada,M., Mase,M.
  Veterinary Pathology. 53 (1), p.65-76 (2016.1)

（総説・記事等）
1.  ニホンカモシカの大腸菌による肺胞壁毛細血管の硝
子血栓形成，肺虫がみられた化膿性組織球性気管支
肺炎

  大泉卓也，生澤充隆，谷村信彦
  臨床獣医．33 （12），p.4 （2015.12）
2.  シラコバトのYersinia pseudotuberculosis による肝
臓の多発性化膿性肉芽腫

  平野晃司，生澤充隆，谷村信彦
  臨床獣医．33 （5），p.42 （2015.5）

単行書
1.  第 6 章　感染症各論　17．皮膚糸状真菌症
  花房泰子
  動物微生物学・動物感染症学．インターズー．
p.134-135，159，161 （2016.3）

2.  第４章　真菌学総論
  花房泰子
  動物微生物学・感染症学．インターズー．p.67-81 
（2016.3）

3.  ミツバチの感染症　ヨーロッパ腐蛆病
  髙松大輔，芳山三喜雄，荒井理恵
  養蜂技術指導手引書II．日本養蜂協会．p.1-12 （2015.9）

普及誌
1.  雀の H5N1 亜型高病原性鳥インフルエンザウイルス
感染病態と，雀から鶏への実験的ウイルス伝播につ
いて
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  山本　佑，中村菊保，山田　学，真瀬昌司
  畜産技術．724　p.2-9 （2015.9）

口頭発表（学会発表等）
1.  あひるの肝臓
  山本　佑
  獣医病理学専門家協会（JCVP）学術集会 （講演要旨
集．p.42） （2016.3）

2.  ニューカッスル病ウイルス実験感染鳩における組織
学的ウイルス抗原分布

  山本　佑，清水眞也，真瀬昌司
  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.353） 
（2015.9）

3.  野生鳥獣への餌づけのルール作りの現状とこれから
各論 3） 条文化されなかった ｢餌づけ自粛」呼びかけ
の経緯と現状　─リスク管理の始点から─

  小泉伸夫
  日本鳥学会 2015 年度大会． （講演要旨集．p.224） 
（2015.9）

4.  野生鳥獣への餌づけのルール作りの現状とこれから
総論：餌づけの進展と，餌づけに関するルール作りの，
これまでの経過

  小泉伸夫
  日本鳥学会 2015 年度大会． （講演要旨集．p.224） 
（2015.9）

5.  ガンカモ飛来地の給餌活動によって起こるリスクの
検討

  小泉伸夫
  日本鳥学会 2015 年度大会． （講演要旨集．p.66） 
（2015.9）

6.  野鳥への餌づけの環境教育的意義と保全生物額的課
題　1. この 10 年の，餌づけをめぐる情勢変化～鳥イ
ンフルエンザ対応を中心に～

  小泉伸夫
  日本環境教育学会，第 26 回 （大会研究発表要旨集．
p.247） （2015.8）

7.  都市公園のガンカモ飛来水面における危機管理とし
ての餌づけ禁止の現状

  小泉伸夫
  日本環境教育学会，第 26 回 （大会研究発表要旨集．
p.75） （2015.8）

8.  レーザーマイクロダイセクション法を馬感染症の病
理診断法に応用するための条件検討

  播谷　亮，木村久美子，小林秀樹，小西美佐子，片

山芳也，上野孝範，越智章仁
  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.285） 
（2015.9）

9.  高齢チンパンジーのカリニ肺炎の一例　
  浪川彩花，花房泰子，牧野祥之，都郷孝輔，山田亜紀子，
宇根有美

  サル疾病ワークショップ，第24回． （講演要旨集．p.19）
（主催：サル類の疾病と病理のための研究会） （2015.7） 
（ポスター発表）

10.  ミツバチの病原体ヨーロッパ腐蛆病菌の迅速・正確
な検出法の開発

  髙松大輔
  SATテクノロジーショーケース 2016 （2016.2）
11.  グラム陽性連鎖球菌によるミツバチの感染症・ヨー
ロッパ腐蛆病

  髙松大輔
  レンサ球菌研究会，第 47 回 （開催プログラム・抄録．
p.10） （2015.7）

12.  ヨーロッパ腐蛆病菌に感染したミツバチ幼虫内にお
ける菌および菌由来抗原の分布

  髙松大輔，佐藤真澄，芳山三喜雄
  レンサ球菌研究会，第 47 回 （開催プログラム・抄録．
p.13） （2015.7）

広　報
1.  野鳥におけるトリパラミクソウイルス１型（ニュー
カッスル病ウイルス）の保有状況

  真瀬昌司，金平克史
  動物衛生研究成果情報　平成 27 年度
  http://www.naro.affrc.go. jp/project/results/
laboratory/niah/2015/niah15_s03.html>

2.  NIAH病理アトラス：馬鼻肺炎
  木村久美子，播谷　亮，小林　勝，嶋田恵美，村田
毅裕

  動物衛生研究所Web ページ

共通及びその他

学術誌
（原著論文）
1.  Distribution and relationships of antimicrobial 
resistance determinants among extended-spectrum-
cephalosporin-resistant or carbapenem-resistant 
Escherichia coli  isolated from rivers and sewage Escherichia coli  isolated from rivers and sewage Escherichia coli
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treatment plants in India
  Akiba,M., Sekizuka,T., Yamashita,A., Kuroda,M., 
Fujii,Y., Murata,M., Lee,K., Joshua,D.I., Balakrishna,K., 
Bairy,I., Subramanian,K., Krishnan,P., Munuswamy,N.,  
Sinha,R.K., Iwata,T., Kusumoto,M., Guruge,K.S.

  Antimicrobial Agents and Chemotherapy. online
2.  Impact of wastewater from diff erent sources on the 
prevalence of antimicrobial-resistant Escherichia coli
in sewage treatment plants in South India

  Akiba,M., Senba,H., Otagiri,H., Prabhasankar,V.P., 
Taniyasu,S., Yamashita,N., Lee,K., Yamamoto,T., 
Tsutsui,T., Joshua,D.I., Balakrishna,K., Bairy,I., 
Iwata,T., Kusumoto,M., Kannan,K., Guruge,K.S.

  Ecotoxicology and Environmental Safety. 115, 
p.203-208 (2015.5)

3.  Comparative performance of fetal goat tongue 
cell line ZZ-R 127 and fetal porcine kidney cell 
line LFBK-αvβ6 for Foot-and-mouth disease  virus Foot-and-mouth disease  virus Foot-and-mouth disease
isolation

  Fukai,K., Morioka,K., Yamada,M., Nishi,T., Yoshida,K., 
Kitano,R., Yamazoe,R., Kanno,T.

  Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 27 (4), 
p.516-521 (2015.7)

4.  Integrative taxonomy to investigate species 
b o u n d a r i e s  w i t h i n  C u l i c o i d e s  ( D i p t e r a :
Ceratopogonidae): a case study using subgenus 
Avaritia  from Australasia and Eastern AsiaAvaritia  from Australasia and Eastern AsiaAvaritia

  Gopurenko,D., Bellis,G.A., Yanase,T., Wardhana,A.H., 
Thepparat,A., Wang,J., Li,H., Cai,D., Mitchell,A.

  Veterinaria Italiana. 51 (4), p.345-378 (2015)
5.  Potential risk associated with animal culling and 
disposal during the foot-and-mouth disease epidemic 
in Japan in 2010.

  Hayama,Y., Kimura,Y., Yamamoto,T., Kobayashi,S., 
Tsutsui,T.

  Research in Veterinary Science. 102, p.228-230 
2015.10)

6.  Potential impact of species and livestock density 
on the epidemic size and effectiveness of control 
measures for foot-and-mouth disease in Japan.

  Hayama,Y., Yamamoto,T., Kobayashi,S., Muroag,N., 
Tsutsui,T.

  Journal of Veterinary Medical Science. 78 (1), p.13-22 
(2016.1)

7.  Evaluation of the transmission risk of foot-and-mouth 
disease in Japan.

  Hayama,Y., Yamamoto,T., Kobayashi,S., Muroag,N., 
Tsutsui,T.

  Journal of Veterinary Medical Science. 77(9), 
p.1167-1170 (2015.9)

8.  A novel antiviral target structure involved in the 
RNA binding, dimerization, and nuclear export 
functions of the Infl uenza A virus nucleoprotein

  Kakisaka,M., Sasaki,Y., Yamada,K., Kondoh,Y., 
Hikono,H., Osada,H., Tomii,K. Saito,T., Aida,Y.

  PLoS Pathogens. 11 (7), e1005062 (2015.7)
9.  Visualization of avian influenza virus infected cells 
using self-assembling fragments of green fl uorescent 
protein

  Kanehira,K., Uchida,Y., Saito,T.
  Electronic Journal of Biotechnology. 19, p.61-64 
(2015.11)

10.  The role of neighboring infected cattle in bovine 
leukemia virus transmission risk

  Kobayahshi,S., Tsutsui,T., Yamamoto,T., Hayama,Y., 
Muroga,N., Konishi,M., Kameyama,K., Murakami,K.

  Journal of Veterinary Medical Science. 77 (7), 
p.861-863 (2015.7)

11.  Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease MM1+2C and 
MM1 are identical in transmission properties

  Kobayashi,A., Matsuura,Y., Iwaki,T., Iwasaki,Y., 
Yoshida,M., Takahashi,H., Murayama,S., Takao,M., 
Kato,S., Yamada,M., Mohri,S., Kitamoto,T.

  Brain Pathology. 26 (1), p.95-101 (2016.1)
12.  Investigation of a plasmid genome database for 
colistin-resistance gene mcr-1

  Suzuki,S., Ohnishi,M., Kawanishi,M., Akiba,M., 
Kuroda,M.

  Lancet Infectious Diseases. 16 (3), p.284-285 (2016.3)
13.  Complete genome sequence of Japanese vaccine 
strain LA-AKO of rinderpest virus

  Takamatsu,H., Terui,K., Kokuho,T.
  Genome Announcements. 3 (5), e00976-15 (2015.9/10)
14.  Ranavirus in an outbreak of dermatophilosis in 
captive inland bearded dragons (Pogona vitticepscaptive inland bearded dragons (Pogona vitticepscaptive inland bearded dragons ( )Pogona vitticeps )Pogona vitticeps

  Tamukai,K., Tokiwa,T., Kobayashi,H., Une,Y.
  Veterinary Dermatology. 27 (2), p.99-105 (2016)
15.  数理モデルを用いたエボラウイルス感染症の流行の



Bull. Natl. Inst. Anim. Health　 No.123. 115-141（March 2017）

138 平成 27年度職員発表題目一覧

解析
  山本健久，早山陽子，筒井俊之
  獣医疫学雑誌．19 （1），p.48-54 （2015.7）
16.  家畜感染症の防疫戦略と技術開発
  津田知幸
  家畜感染症学会誌．4 （2），p.73-79 （2015.6）
17.  副資材を利用した飼料用米サイレージの発酵品質
  本谷綾香，足立憲隆，江波戸宗大，上垣隆一
  日本畜産学会報．86 （4），p.441-448 （2015.11）

 （総説・記事等）
1.  The influence of PRNP polymorphisms on human 
prion disease susceptibility: an update.

  Kobayashi,A., Teruya,K., Matsuura,Y., Shirai,T., 
Nakamura,Y., Yamada,M., Mizusawa,H., Mohri,S., 
Kitamoto,T.

  Acta Neuropathologica. 130 (2), p.159-170 (2015.8)
2.  現在問題となっている家畜の主な中毒症
  吉岡　都
  獣医畜産新報．68 （12），p.897-902 （2015.12）
3.  UJNR 有毒微生物専門部会第 49 回日米合同部会
  五十君静信，寺島　淳，渡辺麻衣子，長嶋　等，上
垣隆一，鈴木俊之，長谷川朗生

  食品衛生研究．65 （9），p.7-28 （2015.9）
4.  中毒の診断法─正しい診断のために─
  山中典子
  獣医畜産新報．68 （12），p.891-896 （2015.12）
5.  発光ダイオード（LED）を利用した微小吸血昆虫（ヌ
カカ）用ライトトラップの開発

  梁瀬　徹
  農業電化．68 （5），p.18-22 （2015.9）

単行書
1.  動物マイコプラズマの免疫応答　
  宗田吉広
  最新マイコプラズマ学　基礎編 4-5．日本マイコプラ
ズマ学会編．近代出版．p.54-60 （2016.1）

2.  動物マイコプラズマの培養法
  小林秀樹
  最新マイコプラズマ学．日本マイコプラズマ学会編．
近代出版．p.203-207 （2016.1）

3.  動物マイコプラズマの同定法
  小林秀樹
  最新マイコプラズマ学．日本マイコプラズマ学会編．

近代出版．p.208-212 （2016.1）

普及誌
1.  耳よりな話「牛疫と動物衛生研究所」
  佐藤真澄
  AFCフォーラム．63 （10），p.28 （2016.1）
2.  第 71 回九州・山口病性鑑定協議会の開催報告
  鮫島俊哉
  家畜衛生週報．3362　p.225-229 （2015.7）
3.  第 39 回国際獣医学会学会への参加報告
  山根逸郎
  獣医疫学雑誌．19 （1），p.58-59 （2015.7）
4.  TOLL　2015　Meeting　参加報告
  宗田吉広
  動物用ワクチン・バイオ医薬品研究会ニュースレ
ター．12，p.29-31 （2015.12）

5.  非チフス性サルモネラ症
  秋庭正人
  医薬ジャーナル社．p.323-327 （2016.2）
6.  畜舎内の微生物をどのように減らすか─共同研究に
よる空気中微生物低減技術─

  勝田　賢
  畜産コンサルタント．51 （9），p.58-63 （2015.9）
7.  疫学シンポジウム（平成 26 年度日本獣医師会年次大
会）への参加報告

  小林創太
  獣医疫学雑誌．19 （1） p.60-61 （2015.7）
8.  疫学 Q&A　第 13 回～スクリーニングについて（そ
の 2）～

  小林創太
  獣医疫学雑誌．19 （1） p.74 （2015.7）
9.  疫学 Q&A　第 14 回～感染症の疫学（その 1）～
  小林創太
  獣医疫学雑誌．19 （2） p.139 （2016.1）
10.  耳よりな話 158　母乳による免疫
  松原　豊
  AFCフォーラム．63 （2） p.22 （2015.5）
11.  生産現場での防疫と衛生管理
  津田知幸
  畜産コンサルタント．51 （9） p.12-15 （2015.9）
12.  細菌を溶かす繊維　夢の「抗菌シルク」の開発
  土屋佳紀
  常陽産研ＮＥＷＳ．296　p.18-21 （2015.12）
13.  文献情報　家畜疾病図鑑Web



動衛研研究報告　第 123 号，115-141（平成 29 年 3 月）

139平成 27年度職員発表題目一覧

  堀野理恵子
  畜産技術．719　p.42 （2015.4）
14.  文献情報　家畜中毒診断オンラインマニュアル
  堀野理恵子
  畜産技術．728　p.43 （2016.1）
15.  ヌカカ類のアルボウイルス媒介能と生態
  梁瀬　徹
  JATAFFジャーナル．3 （6） p.34-39（2015.6）
16.  イヌ
  齋藤明人
  畜産技術．727　p.52 （2015.12）

口頭発表（学会発表等）
1.  Impact of wastewater from diff erent sources on the 
prevalence of antimicrobial-resistant Escherichia coli
in sewage treatment plants in South India

  Akiba,M., Senba,H., Otagiri,H., Prabhasankar,V.P., 
Taniyasu, S., Yamashita,N., Lee,K., Yamamoto,T., 
Tsutsui,T., Joshua,D.I., Balakrishna,K., Bairy,I., 
Iwata,T.,  Kusumoto,M., Kannan,K., Guruge,K.S.

  International Symposium on the Environmental 
Dimension of Antibiotic Resistance, 3rd (2015.5)

2.  Horizontal transmissibility of a foot-and-mouth 
disease virus from cows to pigs

  Fukai,K. Yamada,M., Nishi,T., Morioka,K., Yoshida,K., 
Shimada,N., Kitano,R., Yamazoe,R., Yamakawa,M.

  FMD Scientific Meeting for East Asia under the 
OIE/JTF Project on FMD Control in Asia, 2nd 
(2015.6)

3.  Experimental infections of a foot-and-mouth disease 
virus to vaccinated animals

  Fukai,K., Sakamoto,K.
  Jo int  SEACFMD Laboratory Network and 
Epidemiology Network Meeting (2015.9)

4.  Horizontal transmission of foot-and-mouth disease 
virus from cattle to pigs

  Fukai,K., Yamada,M., Nishi,T., Morioka,K., Yoshida,K., 
Kitano,R., Yamazoe,R., Kanno,T.

  International symposium on emerging and re-
emerging pig diseases, 7th (Proceedings. 92p) (2015.7)

5.  Statistical Results of Animal Diseases in 2014 in 
Japan

  Haritani,M.
  International Symposium between QIA and NIAH 

on Diagnosis and Research on Animal Disease 2015 
(2015.5)

6.  Development of FMD transmission simulator in 
Japan

  Hayama,Y., Yamamoto,T., Muroga,N., Kobayashi,S., 
Murai,K., Tsutsui,T.

  ISVEE14 International Symposia on Veterinary 
Epidemiology and Economics (2015.11)

7.  Vaccine strategic reserves for East Asia; we have 
and what we need

  Kokuho,T.
  Maintaining Global Freedom from Rinderpest, 
International meeting, FAO, UN (Rome) (2016.1)

8.  Gene expression systems ─ Basics, applications, and 
related topics ─

  Kokuho,T.
  Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon VIEN 
THU Y (Seminar of Veterinary Medicine, Ministry 
of Agriculture and Rural Development, Vietnam)

9.  Comparative analysis of eighty-four virus isolates of 
foot-and-mouth disease virus obtained from a short 
period of 2010 epidemic in Japan

  Nishi,T., Yamada,M., Fukai,K., Shimada,N., Morioka,K., 
Yoshida,K., Sakamoto,K., Kanno,T., Yamakawa,M.

  Annual Meeting of the Japanese Society for Virology, 
63rd (2015.11)

10.  Genomic variability of fi fty-four strains of foot-and-
mouth disease virus during the 2010 epidemic in 
Japan

  Nishi,T., Yamada,M., Fukai,K., Shimada,N., Morioka,K., 
Yoshida,K., Sakamoto,K., Kanno,T., Yamakawa,M.

  Thailand-Japan Joint Conference on Animal Health, 
4th 2015 (2015.7)

11.  LA-AKO, a latest active vaccine strain of rinderpest
  Takamatsu,H., Terui,K., Kokuho,T.
  Global conference on biological threat reduction 
(2015.6)

12.  LA-AKO, a currently active strain for rinderpest 
vaccine production

  Takamatsu,H., Terui,K., Kokuho,T.
  JTJC2015 (Abstract. p.1) (2015.7)
13.  Improvement of anti-bacterial activity of porcine 
lysozyme by protein engineering

  Tsuchiya,Y.



Bull. Natl. Inst. Anim. Health　 No.123. 115-141（March 2017）

140 平成 27年度職員発表題目一覧

  BIOTRANS 2015 (2015.7)
14.  Epidemiology and disease control for animal diseases 
in Japan

  Tsutsui,T.
  International Workshop for Veterinary Epidemiology 
in Korea (2015.9)

15.  Animal Health dministration and Infectious Disease 
Modeling

  Yamamoto,T.
  Internat ional  Workshop on Pol icy-relevant 
Applications of Infectious Disease Models in Asia 
(2015.12)

16.   動衛研病態研究領域における研究トピック
  佐藤真澄
  獣医学術四国地区学会（2016.10）
17.  疾病による経済損失─臨床現場から得られるデータ
を基にして─

  山根逸郎
  獣医疫学会学術集会，第 47 回 （2016.3）
18.  海外病研究施設における口蹄疫研究とその役割
  山川　睦
  農研機構シンポジウム「国際化する農業における動
物衛生研究の展開」 （2015.11）

19.  ゲノム解析技術を利用した細菌の薬剤耐性化機構解
析

  秋庭正人
  日本獣医学会学術集会，第158回 （講演要旨集．p.200） 
（2015.9）

20.  インドの環境由来β - ラクタム系抗生物質耐性大腸
菌における耐性遺伝子の分布

  秋庭正人，関塚剛史，山下明史，李　謙一，岩田剛敏，
黒田　誠，楠本正博，Guruge,K.S.

  日本細菌学会総会，第 89 回． （日本細菌学雑誌．71 
（1），p.145） （2016.3）

21.  インド下水処理施設の薬剤耐性菌分布率に及ぼす汚
水流入源の影響

  秋庭正人，仙波裕信，清水春菜，Prabhasankar,V.P．
谷保佐知，山下信義，李　謙一，山本健久，筒井俊
之，Joshua,D.I．Balakrishna,K.，Bairy,I.，岩田剛敏，
楠本正博，Kannan,K．Guruge,K.S.

  薬剤耐性菌研究会，第 44 回 （プログラム・抄録集．
p.23） （2015.10）

22.  疫学的視点に基づく牛白血病対策
  小林創太

  岩手 Farm to Table フォーラム　研究会 （2015.11）
23.  疫学とデータ解析のイロハ
  小林創太，佐々木羊介，関口　敏，蒔田浩平
  獣医疫学会テクニカルワークショップ，第1回 （2016.3）
24.  人や車両の農場間の移動に関する調査と移動制限前
における口蹄疫の感染拡大リスクの評価

  早山陽子，山本健久，村井清和，小林創太，筒井俊
之

  獣医疫学会学術集会，第 47 回 （2016.3）
25.  抗生物質に代わる抗菌剤の実用化研究
  土屋佳紀
  アグリビジネス創出フェア （2015.11）
26.  家畜に被害をもたらすヌカカ媒介性感染症
  梁瀬　徹
  日本昆虫科学連合シンポジウム・日本学術会議公開
シンポジウム．第 6回 （講演要旨集．P.6） （2015.8）

広　報
1.  平成 26 年度動物衛生試験研究推進会議の概要
  三上　修
  動衛研ニュース．58　p.5 （2015.7）
2.  病院排水の流入が下水処理施設における薬剤耐性菌
の分布率を上昇させる

  秋庭正人，仙波裕信，清水春菜，Prabhasankar,V.P．
谷安佐知，山下信義，李　謙一，山本健久，筒井俊
之，Joshua,D.I．Balakrishna,K.，Bairy,I.，岩田剛敏，
楠本正博，Kannan,K.，Guruge,K.S.

  動物衛生研究成果情報　平成 27 年度
  <http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/
laboratory/niah/2015/niah15_s17.html>

3.  新規に樹立された LFBK-αvβ6 細胞の口蹄疫ウイル
スの分離率は高い

  深井克彦，森岡一樹，山田　学，西　達也，吉田和生，
北野理恵，山添麗子，菅野　徹

  動物衛生研究成果情報　平成 27 年度
  <http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/
laboratory/niah/2015/15_058.html>

4.  口蹄疫伝播モデルを用いた感染拡大の評価と効果的
な防疫対策の検討

  早山陽子，山本健久，小林創太，室賀紀彦，筒井俊
之

  動物衛生研究成果情報　平成 27 年度
  <http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/
laboratory/niah/2015/niah15_s21.html>



動衛研研究報告　第 123 号，115-141（平成 29 年 3 月）

141平成 27年度職員発表題目一覧

5.  近隣の埋却地は口蹄疫の発生リスクに影響を及ぼさ
ない

  早山陽子，木村義成，山本健久，小林創太，筒井俊
之

  動物衛生研究成果情報　平成 27 年度
  <http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/
laboratory/niah/2015/niah15_s22.html>

6.  「PCR」情報のホームページ公開について
  堀野理恵子
  動衛研ニュース．59　p.7 （2015.9）

その他の資料
1.  PRACTICE　カビ・エッセイ「人と仲良く」
  花房泰子
  NPO 法人　カビ相談センター　メール通信．26 

（2015.8）
2.  東北病理標本検討会（岩手県 -2014）における事例
  三上　修，生澤充隆，水島　亮，菅野　宏，小笠原
房恵，熊谷芳浩，曽地雄一郎，高野儀之，稲見健司

  動物衛生研究所研究報告．122　p.11-17 （2016.3）
3.  第 18 回九州・山口・沖縄病理事例研修会（九州支所
-2014）における症例

  田中省吾，入部　忠，岩﨑俊輔，丸田哲也，高山秀
子，細川久美子，荒木美穂，別府　成，山田美那子，
鈴田史子，石田　剛，是枝輝紀，松尾研太

  動物衛生研究所研究報告．122　p.1-10 （2016.3）
4.  ブタリゾチームを含有する抗菌シルク
  土屋佳紀
  農研機構技術 2015．p.14 （2015.5）




