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令和３年度  第７１回関西畜産学会神戸大会プログラム  

 

開催場所：神戸市灘区六甲台町１－１  

     神戸大学  大学院農学研究科  オンライン開催  

 

開催日：令和３年１０月２日（土）  

 

第７１回関西畜産学会神戸大会実行委員会  

実行委員長 上曽山 博 （神戸大学大学院農学研究科） 

副委員長  岩本 英治 （兵庫県立農林水産技術総合センター） 

副委員長  原山 洋  （神戸大学大学院農学研究科） 

事務局長  本田 和久 （神戸大学大学院農学研究科） 

実行委員  實安 隆興 （神戸大学大学院農学研究科） 

 

大会日程  

１０月２日（於 神戸大学 大学院農学研究科  オンライン開催）  

 

・評議員会（９ :００～９ :５0）  

 

・開会宣言及び挨拶（９ :５５～1０ :００）  

上曽山 博 （神戸大学大学院農学研究科） 

 

・一般講演（10 演題  1０ :0０～1２ :０0）  

 

・総会（13:00～13:30）  

 

・シンポジウム（13:30～14:20）  

テーマ「高付加価値鶏肉生産に関する取組み」  

講演１ 本田 和久（神戸大学大学院農学研究科） 

演題「高付加価値国産鶏肉研究開発プラットフォームのご紹介」 

 

講演２ 松村可音，藤原ななみ，川崎英幹（兵庫県立播磨農業高校） 

演題「持続可能な地鶏肉生産を目指した取組み」 

 

座長 上田 修司（神戸大学大学院農学研究科） 

 

・一般講演（６演題  1４ :３0～1５ :４0）  

 

・優秀発表者表彰（1５ :４0～1５ :５０）  

 

・閉会宣言（1５ :５０）  

岩本 英治 （兵庫県立農林水産技術総合センター）  
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公開シンポジウム講演要旨  

 

高付加価値国産鶏肉研究開発プラットフォームのご紹介 

 

本田 和久 （神戸大学大学院農学研究科） 

 

令和元年度の我が国の鶏肉生産量は 165 万トンに上り、市場に出回る鶏肉における国産品

の割合も７割を超える。これらの値は牛・豚肉の値よりも高いものであり、輸入鶏肉に比べた

国産鶏肉の市場における評価の高さや、我が国鶏肉生産業の能力の高さを示唆している。ま

た、米国の食品医薬品局の調べによれば、2050 年には世界の鶏肉市場は 2 倍以上に拡大する

と予想されている（Alexandratos and Bruinsma, World agriculture towards 2030/2050: the 2012 

revision, 2012）。それ故、国産鶏肉の高い品質が世界に認められるようになれば、我が国の鶏

肉生産業は大きく発展する可能性がある。しかしながら、そのためには近年輸出量を増加させ

ている和牛肉のように、国産鶏肉の品質を更に高めることが必須であると判断される。  

神戸大学では、これまでに様々な企業および公設試験場と連携して国産鶏肉の高付加価値

化や生産性向上に努めてきた。本年１月には、新たな仲間を加えた「高付加価値国産鶏肉研究

開発プラットフォーム」を発足した。従って、本プラットフォームにおける取組みは未だ十分

なものではないが、本シンポジウムではこれまでの取組みを中心に紹介する。 

 

１．国産米による地鶏肉の高付加価値化 

我が国においては、飼料自給率向上を目的として、飼料用米の利用が推奨されている。我々

は、家禽用飼料に含まれるトウモロコシの飼料用米への置換が、地鶏肉の生産性と肉質に及ぼ

す影響を明らかにするための実証試験を行い、その普及にチャレンジしている。 

 

２．青色照明による効率的鶏肉生産 

肉用鶏は終日白色照明点灯条件下で飼育されているが、近年、青色或いは緑色の照明下で飼

育することによって成長が促進されることが報告されている。我々は、青色照明と白色照明の

12 時間毎の切り替えが、肉用鶏の生産性を高め、概日リズム形成を促すことを明らかにして

いるが、肉質を改善するべく、更なるプログラムの改良を進めている。 

 

３．固液混合給与システムの開発 

液状飼料の給与はエコフィードの利用に適するが、肉用鶏生産における普及は進んでいな

い。我々は、肉用鶏における固液混合給与システム開発のための一環として、飼料と水の混合

給餌が肉用鶏の生産性、肉質、及びアニマルウェルフェアに及ぼす影響について調べている。 
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公開シンポジウム講演要旨  

 

持続可能な地鶏肉生産を目指した取組み 

 

松村可音，藤原ななみ，川崎英幹（兵庫県立播磨農業高校） 

 

本校では２０１４年より、年間１６００羽の「ひょうご味どり」を飼育し今年で７年目にな

る。「ひょうご味どり」は、薩摩鶏と名古屋種、米国生まれのプリマスロックという３つの品

種を掛け合わせた配合種で、１９９１年に兵庫県立農林水産技術総合センターにより開発さ

れた。歯応えとコクのある味わいが特長である。生産量はピーク時の年間５万５，０００羽か

ら２万羽まで減少している。理由としては飼育に手間が掛かり、大量供給と低価格が求められ

る流通には乗りにくいことが挙げられる。そこで、本校での飼育コストの削減、流通販売面で

の知名度向上を目指した様々な取り組みを紹介する。 

 ２０１４～２０１６年、飼育技術の確立。安定した出荷に成功。 

 ２０１６～２０１７年、地域における放置竹林の環境改善、竹の有効利用を目指したチ

ップ化サイレージの飼料利用試験の実施。（日本家禽学会２０１７年度春季大会高校生

ポスター発表） 

 ２０１８年、ひょうご味どりの胸肉に含まれるイミダゾールジペプチドに着目し、アス

リートへ情報を提供し普及活動を実施。 

 ２０１９～２０２０年、兵庫県北播磨地域の発展を目標に設立された北播磨特産鶏推進

協議会に参加し、新ブランド鶏の育成を模索。酒米のしろぬかを利用した給与試験の実

施。広報活動として雑誌への掲載。 

 ２０２１年、ニューひょうご味どりの飼育を開始。ＳＤＧｓ農業の取り組みとして、家

禽用飼料に含まれるトウモロコシを飼料用米へ置換し給与試験を実施。 

 ２０２１年、（株）野乃鳥と連携し本校が生産したひょうご味どりのインターネット販

売による消費拡大の仕組みが完成。 

 

課題 

持続可能な地鶏肉生産の最大の課題として、生産者の高齢化による担い手不足があげられ

る。それに対し農業大学校への進学や養鶏業界、流通販売部門への就職などを通して貢献に繋

げてはいるがまだまだ、解決には程遠いのが現状と考える。今後も多方面と連携し、様々な角

度から問題解決へと結びつけたいと考える。 
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一般講演プログラム（発表 7 分・質疑応答 3 分、*印の 1３講演は優秀発表賞の審査対象）  

 

演題*1～*5（10:00～10:50） 

 

座長：池田俊太郎（京都大学）  

*1 体外におけるブタ卵母細胞の発育とその後の成熟に及ぼす卵母細胞由来成長因子の影響  

〇森川莉帆，李智博，宮野隆 

（神戸大院農） 

*2 A regulatory factor for the occurrence of helical movement in bovine 

cryopreserved sperm 

○Duritahala1・Mitsuhiro Sakase2・Hiroshi Harayama1,3 

（ 1Grad. Sch. Agric. Sci., Kobe Univ. 2HATI Hyogo, 3BRC, Kobe Univ.） 

 

座長：橘哲也（愛媛大学）  

*3 ウシ胎盤のヒストン H3K4me3 修飾の全ゲノムプロファイル 

○服部佳乃子 1・池田俊太郎 2・江頭海 2・可知正行 3・増田康充 4・星野洋一郎 2・太田毅
2・南直治郎 2 

（1 京大農・2 京大院農・ 3 岐阜県畜研（現：岐阜県生活衛生課）・ 4 鳥取県畜試） 

*4 新生仔期マウスへのビタミン A 補給の腸管および脾臓に対する影響の検討 

○水永武寿・仲野彰紘・太田毅・杉本実紀 

（京大院農） 

*5 ブロイラーの延髄では p38MAPK が摂食抑制に関与している可能性がある 

○永田加菜実・本田和久・上曽山博・實安隆興 

（神戸大院農） 

 

休憩（10:50～11:00） 

 

演題*6～*10（11:00～11:50） 

 

座長：友永省三（京都大学）  

*6 ブラジキニン様ペプチドがニワトリヒナの行動および生理反応に与える影響 

〇浅香忠輝・牧野良輔・橘哲也 

（愛媛大農） 

*7 次世代シーケンサーによるリポポリサッカライドの作用に関わる脳内生理活性物質の網

羅的探索 

〇山田大輝・高橋真紀・牧野良輔・橘哲也 

（愛媛大農） 

*8 ダイシモチ糠添加飼料がブロイラーの成長成績および抗酸化能に与える影響 

○宮内馨一朗・橘哲也・牧野良輔 

（愛媛大農） 

 

座長：實安隆興（神戸大学）  

*9 終末糖化産物がニワトリ骨格筋タンパク質代謝に与える影響 

○家代岡広海・橘哲也・牧野良輔 

（愛媛大農） 

*10 ビタミン C は ERK 経路抑制による筋分化促進を亢進する 

○付 霞傑・松井 徹・舟場正幸 

（京大院農） 
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演題*11～*13（14:30～15:00） 

 

座長：松橋球子（近畿大学）  

*11 ウシ脱共役タンパク質 1 バリアントの同定と発現 

○刁 志成 1・村上 賢 2・佐藤礼一郎 3・下河史枝 2・恩田賢 2・白井明志 2・松井 徹 1・

舟場正幸 1 

（1 京大院農・ 2 麻布大獣医・ 3 宮崎大農） 

*12 玄米の給与期間の違いがブロイラー及び地鶏の肉質に及ぼす影響 

○宮崎香綸・アルナ・實安隆興・本田和久・上曽山博 

（神戸大院農） 

*13 黒毛和種牛の霜降り形質に関わるコラーゲンネットワークの役割について 

○細田真菜 1・吉野健一 2,3・山之上稔 1・白井康仁 1・上田修司 1 

（1 神戸大院農， 2 神戸大バイオシグナル， 3 神戸大院医） 

 

 

事務連絡および休憩（15:00～15:10） 

 

演題 14～16（15:10～15:40） 

 

座長：本田和久（神戸大学）  

14 セマンティックセグメンテーションによる牛枝肉断面画像内胸最長筋領域の自動識別の

試み 

○松橋珠子 1・小川敦生 2・白木琢磨 2 

（1 近大先端研・ 2 近大生物理工） 

15 脂肪酸組成の異なる和牛肉のホームユーステスト(HUT)による嗜好型官能評価の試み 

〇安部亜津子 1・佐々木啓介 2 

（1 島根県畜技セ・ 2 農研機構畜産研究部門） 

16 肥育期ブタへの Clostridium butyricum MIYAIRI 588 給与が腸内細菌叢構成に及ぼす影

響 

〇平田真樹 1,2、松岡美樹 1,3、橋本詫真 2、小浦孝修 2、大貫燿 1,3、吉田知加 1,3、峯村采

花 3、三浦大輝 3、岡健太郎 3、高橋志達 3、森松文毅 1,2 

（1 徳島大バイオイノベーション・ 2 徳島大生物資源・ 3 ミヤリサン製薬） 
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*1 

体外におけるブタ卵母細胞の発育とその後の成熟に及ぼす卵母細胞由来成長因子の影響 

 

〇森川莉帆・李智博・宮野隆 

（神戸大院農） 

 
【目的】胞状卵胞内の卵母細胞は，周囲を取り囲む卵丘細胞と相互に作用し合いながら発育する。発育を

完了した卵母細胞は，性腺刺激ホルモンの刺激を受けて第二減数分裂中期へと成熟し，排卵される。卵母

細胞は GDF9 と BMP15 を分泌し，卵丘細胞を制御していると考えられる。本研究では，発育途上のブタ卵母

細胞を含む卵母細胞－卵丘細胞複合体（OCC）を培養し，卵母細胞の発育とその後の成熟に及ぼす GDF9 と

BMP15 の影響を調べた。【方法】初期胞状卵胞（直径 1.2～1.5 mm）から採取した OCC を種々の濃度の

GDF9 と BMP15 を添加した培養液中で 5 日間発育培養し，OCC の直径を調べた。発育培養後の複合体を 48 時

間，hMG または EGF で成熟を誘起し，卵母細胞の成熟率を調べた。また，発育培養後の卵母細胞を裸化

後，成熟を誘起した。さらに，発育培養後の複合体から卵丘細胞を採取し， LHCGR と FSHR mRNA 発現を調

べた。【結果】OCC を発育培養すると，GDF9 は OCC の直径を濃度依存的に増加させたが， BMP15 では濃度

依存的な直径の増加は認められなかった。発育培養後の OCC を hMG で成熟誘起すると，無添加区と GDF9 添

加区では，卵丘の膨潤化の程度は低く，卵母細胞は卵核胞期のままであった。一方， BMP15 添加区では卵

丘は膨潤化し，卵母細胞は高率に第二減数分裂中期へと成熟した。卵母細胞自身の成熟能力を調べるため

に，発育培養後の卵母細胞を裸化して成熟を誘起すると，すべての区で卵母細胞は第二減数分裂中期へと

成熟した。また，EGF で成熟を誘起すると，すべての区で卵母細胞は第二減数分裂中期へと成熟し，性腺

刺激ホルモンの下流で働く EGF 受容体以降の経路は完成していることが示唆された。一方，卵丘細胞の性

腺刺激ホルモン受容体である LHCGR と FSHR の mRNA の発現を調べると，BMP15 添加区で LHCGR mRNA の発現

量が他の区より高く，BMP15 は複合体の LH に対する感受性を高め，卵母細胞の成熟を促進した可能性が示

唆された。 

 
 

 

 

 

 

 

*2 

A regulatory factor for the occurrence of helical movement in bovine cryopreserved 

sperm  

 

Duritahala1・Mitsuhiro Sakase2・Hiroshi Harayama1,3 
1Grad. Sch. Agric. Sci., Kobe Univ. 2HATI Hyogo, 3BRC, Kobe Univ. 

 
[Objective] Bovine cryopreserved sperm mainly exhibit helical movement, whereas many of non-

cryopreserved sperm are motile in a planar manner. The aim of this study was to examine 

functions of SERCA (a Ca2+-ATPase) as a regulatory factor for cryopreservation-related 

conversion from planar movement to helical movement in bovine sperm. [Methods] Bovine 

ejaculated sperm were washed and used as the non-cryopreserved sperm for observation of their 

movement patterns before and after incubation with thapsigargin (a SERCA inhibitor) to examine 

functions of SERCA as a regulatory factor of sperm movement and for immunodetection of SERCA. 

Cryopreserved sperm were also used to determine percentages of sperm exhibiting helical 

movement to examine their correlation with AI results. [Results] In non-cryopreserved sperm, 

helical movement (26%) was lesser than planar movement (55%) before incubation. The average 

percentage of sperm exhibiting helical movement significantly increased to 53% by 45-min 

incubation with 10 µM thapsigargin. Moreover, immunodetection indicated 140-kDa SERCA was 

localized in the neck. Moreover, percentages of cryopreserved sperm exhibiting helical movement 

showed existence of large inter-individual differences and a significant correlation with the 

AI conception rates, indicating importance of helical movement in sperm fertilizing ability. 

Considering the previous report that cryopreservation increased [Ca2+]i by reduction of Ca2+-

ATPase activity, these results suggest reduction of SERCA activity in the neck promotes helical 

movement in bovine cryopreserved sperm. 
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*3 

ウシ胎盤のヒストン H3K4me3 修飾の全ゲノムプロファイル 

 

○服部佳乃子 1・池田俊太郎 2・江頭海 2・可知正行 3・増田康充 4・星野洋一郎 2・太田毅 2・南直

治郎 2 

（ 1 京大農・ 2 京大院農・ 3 岐阜県畜研（現：岐阜県生活衛生課）・ 4 鳥取県畜試） 

 

【目的】受精卵を取り巻く環境要因によるエピゲノムの変容は、成長や代謝に重要な遺伝子の発現に⻑期

にわたって影響しうる。受精卵期のエピジェネティック修飾の長期影響を解析するためには、受精卵と分

化組織の修飾の特異性と共通性を明らかにする必要があるが、比較対象となる家畜組織のエピゲノムデー

タは不足している。エピジェネティック修飾の内、ヒストン H3 の 4 番目のリジンのトリメチル化

（H3K4me3）は一般に遺伝子の転写促進と関連する。本研究では、ウシをモデルとして用い、胎仔発育に重

要な組織として胎盤に着目し、そのゲノムワイドなヒストン H3K4me3 修飾を明らかにすることを目的とし

た。【方法】体外受精由来の産子（ホルスタイン種 1 頭、黒毛和種 2 頭）分娩時に得られた胎仔側胎盤節

から絨毛叢組織を採取し、H3K4me3 抗体を用いてクロマチン免疫沈降シーケンス（ChIP-seq）解析を行っ

た。【結果】胎盤組織の ChIP-seq 解析の結果、各サンプルから 11,000～12,000 の H3K4me3 修飾を検出で

きた。修飾の約 18％は遺伝子の転写開始点付近に存在し、その修飾量は既存の同組織における遺伝子発現

量データと正の相関があった。また、雌雄の特異的修飾領域に差異が見られたこと、受精卵の H3K4me3 修

飾による胎盤特異的修飾のふるい分け（“sieving”, Ishibashi et al., Sci. Rep. 2021） により、絨

毛叢の機能と関連深い遺伝子群が濃縮されたことからも、精度の高いゲノムワイドヒストン修飾データが

得られたことが示唆された。また、胎仔発育の正常性に密接に関連するインプリント遺伝子群の中には、

受精卵（胚盤胞）と胎盤で H3K4me3 修飾が共通するものとしないものが見られた。これらのことから、受

精卵と比較した場合の特異性と共通性の抽出が可能な、胎盤のゲノムワイドな H3K4me3 修飾情報を得るこ

とができた。 
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新生仔期マウスへのビタミン A 補給の腸管および脾臓に対する影響の検討  

 

○水永武寿・仲野彰紘・太田毅・杉本実紀 

（京大院農） 

 
【目的】ビタミン A は、哺乳類における免疫系の様々な機能成長に重要な必須微量栄養素である。ビタミ

ン A 欠乏状態のマウス雌親の産仔は、免疫系の機能が低下することがこれまでに明らかにされている。ま

た、このような欠乏条件下だけでなく、生理学的状態においてもマウスの新生仔期は低ビタミン A 状態で

あることが報告されている。そこで本研究では、マウス新生仔にビタミン A または β-カロテンを直接与

え、免疫系に関連する器官の発育に対する影響を検討した。先に生後 7 日(PND7)および 14 日(PND14)につ

いては報告したが（関西畜産学会-第 70 回京都大会）、今回生後 21 日(PND21)について解析した。【方

法】通常飼料を給与した ICR 系雌マウスに哺育させた新生仔期マウスに対して、コール酸を添加したコー

ン油を溶媒として、ビタミン A（VA 区）、β-カロテン（BC 区）、または溶媒（CO 区）を生後 1 日～5

日に経口投与した。PND21 に組織を採取し、腸管における B 細胞マーカー遺伝子（CD19 発現)を RT-qPCR 

法で測定した。また、回腸の絨毛長、陰窩深について HE 染色、杯細胞の数について Alcian blue 染色、脾

臓の白脾髄の形態について HE 染色を行い、組織学的に評価した。【結果】回腸における絨毛長、陰窩の深

さおよび絨毛一本あたりにおける杯細胞の数は処理区間で有意な差は見られなかった。先に報告した PND7

の杯細胞の数は VA 区で CO 区に比べて上昇の傾向を示していたが、PND21 においてはこの傾向は見られな

かった。また、脾重量は BC 区が CO 区に比べて低い傾向を示したが、動脈周囲リンパ球鞘 (PALS)の厚さと

辺縁帯(MZ)の厚さは有意な差はなかった。空腸の CD19 発現量は VA 区および BC 区で CO 区に比べて上昇の

傾向を示したが、個体間の変動が大きかった。回腸および結腸では各処理群間で有意差は見られなかっ

た。今回の解析では、新生仔期マウスへの VA 投与について、腸管および脾臓の発育に対する明瞭な効果は

見られなかった。今後、空腸と脾臓に関して再検討を行う予定である。  
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ブロイラーの延髄では p38MAPK が摂食抑制に関与している可能性がある 

 

〇永田加菜実・本田和久・上曽山博・實安隆興  

（神戸大院農） 

 
【目的】哺乳類において、延髄の ERK シグナルが摂食抑制に関与していることが明らかにされている。最

近我々も、レイヤーにおいて、延髄の ERK のリン酸化の割合は絶食後の再給餌やインスリンの中枢投与に

より上昇することを報告したが（Neuroscience Letters, 758, 136008，2021）、レイヤーよりも食欲旺盛

なブロイラーでは未だ報告がない。また、ERK と同じ MAP キナーゼファミリーの p38MAPK、及び JNK の摂食

調節への関与についてはレイヤーにおいても調べられていない。そこで本研究では、ブロイラー、及びレ

イヤーの延髄における MAP キナーゼの摂食調節への関与について調べた。【方法】（実験１） 7 日齢のブ

ロイラー（Ross308、オス）を 3 群に分け、24 時間自由摂食、24 時間絶食、あるいは 24 時間絶食後 1 時間

再給餌のいずれかの条件で飼育後、延髄を摘出して ERK、p38MAPK、及び JNK のリン酸化の割合をウェスタ

ンブロット法により解析した。（実験 2）7 日齢のレイヤー（白色レグホン、オス）を用いて実験 1 と同様

の実験を行った。（実験 3）3 時間絶食した 8 日齢のブロイラーを 2 群に分け、0、あるいは 200 pmol/羽

のインスリンを脳室内投与し、30 分後に延髄を摘出して ERK、及び p38MAPK のリン酸化の割合を解析し

た。【結果】（実験１）ERK、及び JNK のリン酸化の割合に有意な差は認められなかったが、 p38MAPK のリ

ン酸化の割合は絶食群に比べて、再給餌群において有意に上昇した。（実験２）レイヤーの延髄では

p38MAPK、及び JNK のリン酸化の割合に摂食条件による有意な差は認められなかった。（実験３） ERK、及

び p38MAPK のリン酸化の割合に、インスリンの脳内投与による有意な差は認められなかった。以上の結果

から、レイヤーとは異なり、ブロイラーの延髄では p38MAPK が摂食調節に関与している可能性、及びその

制御にインスリンは関与していないことが示唆された。  
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ブラジキニン様ペプチドがニワトリヒナの行動および生理反応に与える影響 

 

〇浅香忠輝・牧野良輔・橘哲也 

（愛媛大農） 

 
【目的】ブラジキニンはオータコイドの一種であり、哺乳類においては痛みや炎症、感染に関わることが

知られている。ニワトリにはブラジキニン様ペプチドとしてオルニソキニンがあるが、オルニソキニンが

ニワトリの行動や生理反応に与える影響についてはほとんど明らかにされていない。本研究ではオルニソ

キニンの腹腔内投与がニワトリヒナの摂食量、行動および体温に与える影響を調べるとともに、グラム陰

性菌の細胞壁成分であるリポポリサッカライド（LPS）の投与によるオルニソキニン関連遺伝子の変動を調

べることを目的とした。【方法】実験には 5～8 日齢レイヤーオスヒナを用いた。（実験 1）オルニソキニ

ンを 0、25 または 100 μg 腹腔内投与し、その 0.5、1、2、3 および 4 時間後に摂食量を測定した。（実験

2）オルニソキニンを 0 または 100 μg 腹腔内投与し、投与後 1 時間の運動量を自発運動量測定装置により

測定した。さらにその間のヒナを撮影しその映像を行動観察に供した。（実験 3）実験 1 と同様にオルニ

ソキニンを投与し、0.5、1、2、3 および 4 時間後に直腸温を測定した。（実験 4）LPS を 0 または 100 μg

腹腔内投与しその 3 時間後に肝臓を採取した。肝臓におけるオルニソキニン関連遺伝子の遺伝子発現量を

リアルタイム PCR 法で測定した。【結果】（実験 1-3）オルニソキニンの投与により摂食量が投与 2 時間

後に有意に減少した。また、自発運動量が有意に減少し、立位時間と毛繕いの回数が有意に減少した。オ

ルニソキニンの投与により直腸温が投与 0.5 時間後に有意に低下した。（実験 4）LPS によって肝臓のキニ

ノーゲンおよびカリクレインの遺伝子発現量が有意に減少し、オルニソキニン B2 受容体の遺伝子発現量が

有意に増加した。以上の結果より、オルニソキニンはヒナの行動および体温に影響を与えること、オルニ

ソキニンの作用は LPS の影響を受けることが示唆された。 
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次世代シーケンサーによるリポポリサッカライドの作用に関わる脳内生理活性物質の網羅的探索 

 

〇山田大輝・高橋真紀・牧野良輔・橘哲也 

（愛媛大農） 

 
【目的】グラム陰性菌の細胞壁の構成成分であるリポポリサッカライド（ LPS）をニワトリヒナに投与する

と摂食量の低下や体温の変化が生じることが知られているが、その作用機序については不明な点が多い。

摂食や体温の調節には脳が関与しているため、LPS は脳に影響を与えてこれらの反応を引き起こすと考え

られる。本研究では、RNA シーケンシング（RNA-Seq）を用いて遺伝子を網羅的に解析することで、LPS の

作用に関わる生理活性物質を特定することを目的とした。【方法】実験には 6 日齢のレイヤーオスを用い

た。LPS は生理食塩水に溶解して用い、0（対照）または 100 μg を腹腔内に投与した。（実験 1）LPS 投

与 3 時間後に間脳を採取し、RNA を抽出後、RNA-Seq を用いて間脳における遺伝子の発現変動解析を行っ

た。さらに発現が変動した遺伝子から神経伝達物質やホルモンなどの生理活性物質に関するものを特定し

た。（実験 2）実験 1 の結果、甲状腺ホルモン関連遺伝子の発現が増加していることが明らかとなったた

め、LPS を投与されたヒナの間脳における甲状腺ホルモン活性化酵素および甲状腺ホルモンの受容体の遺

伝子発現量をリアルタイム PCR 法で調査した。【結果】（実験 1）ニワトリの間脳から 17108 遺伝子を検

出し、そのうち 350 遺伝子の発現が LPS によって有意に変動することを見出した。これらの中から生理活

性物質に関する遺伝子として 8 遺伝子を特定した。（実験 2）リアルタイム PCR の結果、LPS の腹腔内投与

は間脳における甲状腺ホルモン受容体 α の遺伝子発現量に影響を与えなかったものの、2 型ヨードチロニ

ン脱ヨウ素酵素および甲状腺ホルモン受容体 β の遺伝子発現量を有意に増加させることを確認した。以上

の結果により、間脳の甲状腺ホルモンが LPS に対する反応に関わっており、LPS が間脳における甲状腺ホ

ルモンの機能を亢進させることを示唆した。  
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ダイシモチ糠添加飼料がブロイラーの成長成績および抗酸化能に与える影響 

 

○宮内馨一朗・橘哲也・牧野良輔 

（愛媛大農） 

 
【目的】ハダカムギの一品種であるダイシモチは、抗酸化能を有するポリフェノールを多く含む。このポ

リフェノールは精麦過程で生じる糠に特に多く含まれているが、この特徴を活かした利用法はこれまで無

かった。そこで、ブロイラー飼料としてのダイシモチ糠の有用性を明らかにすることを目的として、ダイ

シモチ糠添加飼料がブロイラーの生産性、体内のポリフェノール濃度および抗酸化能に与える影響を調査

した。【方法】1 週齢ブロイラーメス 28 羽を用いた。市販配合飼料を給与した区を対照区とし、この飼料

に対しダイシモチ糠を 2.5、5 および 10%添加した 4 区を設けた。試験期間は 5 週間とし、3 週齢までを前

期、6 週齢までを後期とした。週ごとに体重および摂食量を測定し、飼育した後に採血を行い血漿を得

た。浅胸筋、深胸筋、もも肉、心臓、肝臓、脾臓および腹腔内脂肪の重量を測定した。総ポリフェノール

濃度は Folin-Chiocalteu 法で測定し、抗酸化能はラジカル消去活性で評価した。【結果】前期、後期お

よび全試験期間において 10%添加区の増体量が対照区と比較して減少した。前期および後期の飼料効率

は、10%添加区が対照区と比較して減少し、全試験期間ではいずれのダイシモチ添加区も減少した。組織重

量は処理区間に有意差は認められなかった。血漿、肝臓、心臓および浅胸筋中の総ポリフェノール濃度も

処理区間に有意差は認められなかった。総抗酸化能は、対照区と比較してダイシモチ添加区の血漿および

心臓で減少または減少傾向を示し、肝臓でも 5%添加区で減少傾向にあった。以上の結果から、ダイシモチ

糠を給与するとブロイラーの成長成績が低下すると共に、ポリフェノール濃度および抗酸化能も上昇しな

いことが明らかとなった。本研究の条件ではダイシモチ糠の飼料としての有用性を見出すことはできなか

ったため、給与条件など今後さらに検討する必要がある。  
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終末糖化産物がニワトリ骨格筋タンパク質代謝に与える影響 

 

○家代岡広海・橘哲也・牧野良輔 

（愛媛大農） 

 
【目的】糖とタンパク質が非酵素的に結合した終末糖化産物（ AGEs）は、哺乳類の骨格筋量に対して負の

影響を与える可能性が報告されている。高血糖動物のニワトリには多くの AGEs が蓄積していると推測され

るが、ニワトリ骨格筋への AGEs の影響は明らかにされていない。そこで、ニワトリ胚骨格筋由来初代培養

細胞を用いて、AGEs が骨格筋タンパク質代謝へ与える影響を調べた。【方法】孵卵 17 日目のニワトリ胚

から浅胸筋を採取し、筋芽細胞を調製した。10％ FBS 添加 199 培地を対照培地とし、Carboxyethyl 

lysine（CEL）、Carboxymethyl lysine（CML）、Methylglyoxal-hydroimidazolone 1（MGH1）、

Methylglyoxal-derived lysine dimer（MOLD）、Pentosidine および Pyrraline（Pyr）を 1、10 および

100 nM 添加した試験培地を調製した。(実験 1)筋芽細胞を対照培地で 4 日間培養後、タンパク質合成評価

のために放射性トレーサーを添加した試験培地で一晩培養した。細胞のタンパク質画分の放射能をタンパ

ク質合成の指標とした。(実験 2)筋芽細胞を対照培地で 3 日間培養後、細胞内タンパク質を標識するため

に放射性トレーサーを添加した対照培地で一晩培養した。さらにトレーサーフリーの試験培地で一晩培養

した。細胞内タンパク質の放射能と細胞から培地中に放出された放射能の比をタンパク質分解の指標とし

た。【結果】(実験 1)10 nM の Pyr 区のみタンパク質合成が低下した。(実験 2)10 nM では CML、MGH1、

MOLD および Pyr 区、100 nM では全ての処理区でタンパク質分解が上昇した。以上の結果から、 AGEs はニ

ワトリの骨格筋タンパク質蓄積へ悪影響を与えることが示唆された。  
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ビタミン C は ERK 経路抑制による筋分化促進を亢進する 

 

○付 霞傑・松井 徹・舟場正幸 

（京大院農） 

 
【目的】畜肉生産において、効率的な筋肉成長が重要であることは言うまでもない。 MAP キナーゼ経路

は、ERK 経路、p38 経路、JNK 経路からなり、多くの細胞の増殖・分化調節に関わる。これまでに、 ERK 経

路が筋形成に影響を及ぼすことが報告されているものの、必ずしも統一した見解は得られていない。私た

ちは、先に、軽微な小胞体ストレス存在下でビタミン C は筋形成を強力に促進すること、内因性因子と食

餌因子の交互作用を見出した。本研究では、MAP キナーゼ経路とビタミン C が筋形成に及ぼす影響を検討

した。【方法】C2C12 筋芽細胞を 2%ウマ血清存在下で培養し、筋管への分化を誘導した。分化誘導中に各

種 MAP キナーゼ経路阻害剤、あるいは  ビタミン C（AsA（アスコルビン酸）、AsAp (アスコルビン酸リン

酸)処理を行い、4 日後における筋形成関連分子の発現を RT-qPCR 法、ウェスタンブロット法により検討

した。また、形態的変化をギムザ染色により評価した。【結果】筋分化時に U0126 処理を行い、ERK 経路

を遮断すると、筋原性制御因子であるミオゲニン(MyoG)、ならびに筋タンパク質であるミオシン重鎖 1 

(Myh1）mRNA 量の増加が認められた。U0126 存在下における MyoG mRNA 量の増加は、AsA あるいは AsAp 共

存下でさらに亢進した。実際、ERK 経路抑制下における筋管形成はビタミン C の共添加によって著しく増

加し、この結果は、MYH1/2 タンパク質の発現と一致した。U0126 の効果が ERK 活性とは無関係な理由によ

る可能性、ならびに、他の MAP キナーゼ経路の影響を検討するため、別種の ERK 経路阻害剤である

PD98059、SB203580（p38 経路阻害剤）、SP600125（JNK 経路阻害剤）の影響を検討した。その結果、U0126

と同等の効果が PD98059 でも認められた。また、SB203580 は AsAp と協調関係を示さないこと、SP600125

存在下において AsAp は軽微に筋分化を促進することが分かった。以上の結果、内因性の ERK 活性は筋分化

を負に制御していること、ERK 活性による筋分化抑制が解除された場合、ビタミン C は筋分化を促進する

ことが明らかになった。 
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ウシ脱共役タンパク質 1 バリアントの同定と発現 

 

○刁 志成 1・村上 賢 2・佐藤礼一郎 3・下河史枝 2・恩田賢 2・白井明志 2・松井 徹 1・舟場

正幸 1 

（ 1 京大院農・ 2 麻布大獣医・ 3 宮崎大農） 

 
【目的】褐色・ベージュ脂肪細胞はエネルギーを ATP に変換する代わりに熱に変換する。哺乳類の褐色・

ベージュ脂肪細胞で特異的に発現する脱共役タンパク質 1 (UCP1)がこのエネルギー浪費の責任分子である

と考えられてきた。私たちは、これまでに、1) 肥育牛でも褐色・ベージュ脂肪細胞は存在すること、 2) 

飼料効率の低い肥育牛で UCP1 発現が高い個体が存在すること、 3) ヒトやマウスとは異なり、ウシでは筋

組織でも UCP1 を発現することを見出しており、ウシのエネルギー代謝調節を理解するために必ずしもヒト

やマウスでの知見を外挿できない可能性を考えている。ウシ UCP1 発現を詳細に検討する一環として、今

回、ウシ Ucp1 遺伝子の単離を行い、遺伝子発現を検討した。【方法】ジャージー種新生仔腎周囲脂肪より

Ucp1 遺伝子を 5’-RACE/3’-RACE 法により単離した。各 UCP1 発現ベクターを調製し、各 Ucp1 mRNA 量を

特異的に測定する系を樹立し、ジャージー種、ホルスタイン種、黒毛和種仔牛の脂肪組織における各 Ucp1
発現量を検討した。また、各 UCP1 発現ベクターを COS7 細胞に遺伝子導入し、UCP1 発現量を検討した。

【結果】ウシ Ucp1 遺伝子にはエクソン(Ex)構造の異なる 4 種類のバリアントがあった（Ex 3 の欠落の有

無、Ex 5 の伸張 (Ex 5’)とそれに伴う Ex 6 の存否、の組み合わせ）：v1: Ex 1-6; v2：Ex 1-5’; v3: 

Ex 1-2, 4-6; v4: Ex 1-2, 4-5’。また、骨格筋や脂肪組織においても Ucp1 バリアントの存在が確認され

た。仔牛の脂肪組織で発現する Ucp1 バリアント mRNA は v1 が最も多く、v3 が次に多く v2, v4 の発現は検

出下限未満であった。各バリアントの発現は品種間で大きな違いを示さなかった。また、v2, v3, v4 タン

パク質はプロテアソーム系を介して速やかに分解された。本研究で明らかになった Ucp1 バリアントはマウ

スやラットのみならず種を問わず知られていない。つまり、ウシ Ucp1 遺伝子には大きな特徴がある。 
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玄米の給与期間の違いがブロイラー及び地鶏の肉質に及ぼす影響 

 

○宮崎香綸・アルナ・實安隆興・本田和久・上曽山博  

（神戸大院農） 

 
【目的】肉用鶏の配合飼料では、飼料の調製や給与方法等を工夫することによって、飼料に含まれる輸入ト

ウモロコシの殆どを国産米に置換できるとされているが、肉質に及ぼす影響は十分には調べられていない。

本研究では、国産米を用いて特徴ある鶏肉を生産するための一環として、ブロイラー及び地鶏への国産米（玄

米）の給与期間の違いが、鶏肉の肉質に及ぼす影響を調べた。【方法】実験１：ブロイラー（Ross 308、雄）

の初生雛を、トウモロコシ主体飼料（対照）、或いは玄米主体飼料を 6 週間の飼育期間を通して給与する群、

或いは 3 週齢まではトウモロコシ主体飼料を給与し、それ以降は玄米主体飼料を給与する群の 3 群に分け飼

育した。飼育期間終了後、解体して得られた大腿二頭筋、及び脂肪組織の色調、大腿二頭筋の剪断力価、及

びもも肉（上もも挽肉）の脂肪酸組成を分析した。実験２：地鶏（ひょうご味どり、雌雄混合）の初生雛を、

トウモロコシ主体飼料（対照）、或いは玄米主体飼料を 13 週間の飼育期間を通して給与する群、或いは 7

週齢まではトウモロコシ主体飼料を給与し、それ以降は玄米主体飼料を給与する群の 3 群に分け飼育し、実

験１と同様に肉質を分析した。【結果】玄米主体飼料を全飼育期間、及び 3 週齢以降給与したブロイラーに

おいて、大腿二頭筋の a*、b*、及び脂肪組織の b*の値の有意な低下が認められた。一方、地鶏においても、

ブロイラーと同様の色調の変化が認められたが、7 週齢以降のみの玄米主体飼料の給与では、大腿二頭筋の

a*値と脂肪組織の b*値に有意な変化は認められなかった。脂肪酸組成については、ブロイラーと地鶏共に、

飼育期間を通して玄米を給与した群においてのみ、幾つかの脂肪酸の含有率に有意な変化が認められた。剪

断力価には有意な影響は認められなかった。これらの結果から、国産米給与による特徴ある肉質の鶏肉生産

のためには、飼育期間を通した給与が望ましいことが示唆された。  
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黒毛和種牛の霜降り形質に関わるコラーゲンネットワークの役割について 

 

○細田真菜 1・吉野健一 2,3・山之上稔 1・白井康仁 1・上田修司 1 

（ 1 神戸大院農， 2 神戸大バイオシグナル， 3 神戸大院医） 

 
【目的】黒毛和種牛の骨格筋には、筋内脂肪が蓄積することで霜降りが生じる。本研究では、RNA シーケン

ス（RNA-seq）解析を用いて、筋内脂肪に特徴的な遺伝子の探索を行い、その遺伝子発現から筋内脂肪の形

成機構についての検討を行った。【方法】サンプルには、と畜直後の黒毛和種 4 頭から採取した胸鎖乳突筋

を用いた。筋内脂肪、皮下脂肪を単離し、SMART-Seq v4 Ultra Low Input RNA Kit for Sequencing を用い

て微量な全 RNA からの増幅を行うことで、シーケンスライブラリーを調製した。RNA-seq 解析は、Illumina 

NovaSeq6000 で行い、ウシゲノム配列 ARS-UCD1.2 およびデータベース（Bos taurus; ARS-UCD1.2.）を使用

して分析した。遺伝子発現量の定量解析には、q-PCR 法を用いた。組織免疫染色は、パラフィン包埋切片を

抗原賦活化処理後、種々のコラーゲン抗体で反応させ、 Histofine Max-Po を用いて DAB 染色し、ヘマトキ

シリンで対比染色を行った。【結果】本研究では、RNA-seq 解析より、20404 個の遺伝子が検出された。ま

た、黒毛和種の筋内脂肪で高発現且つ特異的に発現する 8 つの遺伝子(carboxypeptidase E, tenascin C, 

transgelin, collagen type IV alpha 5 (COL4A5), cysteine and glycine-rich protein 2, PDZ and LIM 

domain 3, phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 14A, regulator of calcineurin 2)を発見し

た。これらの遺伝子は、筋内脂肪で高発現であることが q-PCR で確認された。組織免疫染色の結果から、筋

内脂肪周辺の基底膜で COL4A5 の発現が確認された。更に、これらの遺伝子を元に遺伝子オントロジー解析

を実施した結果、細胞接着、細胞増殖、および癌特有のシグナル伝達経路と関連が示され、特に TGF-β シ

グナル、低分子量 G 蛋白質の Ras および Rho ファミリーが筋内脂肪と深く関形することが示唆された。これ

らの遺伝子は、筋内脂肪周辺の基底膜形成に関わるシグナル伝達において、何かしら関与をしていることが

考えられる。 
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セマンティックセグメンテーションによる牛枝肉断面画像内胸最長筋領域の自動識別の試み 

 

○松橋珠子 1・小川敦生 2・白木琢磨 2 

（ 1 近大先端研・ 2 近大生物理工） 

 

【目的】枝肉断面画像から得られる食肉の特徴量は家畜の育種改良を進める際の形質値として有用である。

そこで牛枝肉断面画像から特徴量を抽出する手法のひとつとして、セマンティックセグメンテーションを用

いた胸最長筋領域の自動識別を試みた。【方法】材料には黒毛和種の胸最長筋を含む枝肉断面を市販のデジ

タルカメラやスキャナーで撮影した画像 328 枚（入力用 280 枚、評価用 48 枚）を用いた。入力用画像は胸

最長筋部分の教師画像を作成したのちトレーニング画像 224 枚とテスト画像 56 枚に分けたのち、トレーニ

ング画像のデータ拡張処理を行った。胸最長筋自動識別プログラムは Anaconda 上で作成し、以下の工程を

50 回繰り返してセマンティックセグメンテーションによる胸最長筋の自動識別を行った：①データ拡張し

たトレーニング画像からランダムに 100 枚を選択して U-Net で特徴を学習、②学習結果を用いてテスト画像

から識別画像を作成、③教師画像と識別画像との胸最長筋領域の一致率（ IoU）を算出して学習の精度を確

認。【結果】一連の学習過程を 50 回繰り返した結果、98%以上の高い IoU が得られた。胸最長筋自動識別プ

ログラムで評価画像 48 枚の胸最長筋領域を自動識別したところ、48 枚中 44 枚は 92%以上の IoU が得られ

た。残り 4 枚は、近接している筋肉や胸最長筋がいびつな形をしている影響などで、画像の一部に誤認識が

確認された。以上のように、限られた枚数やバリエーションの画像からでもセマンティックセグメンテーシ

ョンの学習結果として十分に優れた精度が確認されたことから、画像枚数の蓄積や入力画像のバリエーショ

ンを増やすことで識別精度を向上できるものと考えられる。さらに本手法は胸最長筋だけでなく画像内の他

の領域の自動識別や、識別された領域からの特徴量の抽出にも応用できると期待される。  
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脂肪酸組成の異なる和牛肉のホームユーステスト(HUT)による嗜好型官能評価の試み 

 

〇安部亜津子 1・佐々木啓介 2 

（ 1 島根県畜技セ・ 2 農研機構畜産研究部門） 

 
【目的】和牛肉の一価不飽和脂肪酸（ MUFA）割合は、風味や食感に関連することが分析型官能評価から示

されているが、消費者の嗜好性に及ぼす影響は嗜好型官能評価で解析する必要がある。しかし、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の観点から、多数の消費者パネルや社内一般パネルを集めた会場テストによる嗜

好型官能評価の実施は困難な状況にある。そこで、サンプルを自宅に送付して官能評価を行う HUT によ

る、MUFA 割合の異なる和牛肉の嗜好型官能評価を試みた。【方法】供試試料は、 MUFA 割合の異なる黒毛和

種去勢牛サーロイン肉 2 点（低 M：57.2％、高 M：63.8％）とした。しゃぶしゃぶ用にスライスしたサンプ

ルを調理用の食塩とともにパネリスト（JA 女性部員、108 名）の自宅に送付し、1％食塩水で 30 秒間茹で

調理後、温かい状態で試食するよう指示した。各サンプルの「香り・食感・味・全体の好ましさ」をそれ

ぞれ 8 段階で評価させた。併せて、香り 6 語、食感 9 語および味 8 語から、各サンプルを表現する用語、

並びに各被験者の考える「おいしい牛肉」および「おいしくない牛肉」を表現する用語として当てはまる

もの全てを選択させた。「好ましさ」の評点は分散分析で、サンプルと用語との関係は、各サンプルおよ

び「おいしい牛肉」「おいしくない牛肉」に対し各用語を選択した人数のクロス集計値をコレスポンデン

ス分析することで、それぞれ解析した。【結果】サンプル間で「香り・食感・味・全体の好ましさ」の評

点に有意な差は見られなかった。コレスポンデンス分析では、用語の選択パターンの類似度から、「おい

しい牛肉」と「おいしくない牛肉」は明確に区分された。低 M および高 M サンプルはいずれも「おいしい

牛肉」の近傍にプロットされたが、両サンプルの位置関係から、その違いは大きくないと考えられた。以

上から、HUT によってサンプルの嗜好得点の差は検出できなかったが、用語との関連解析により消費者の

求める特性とサンプルとの比較検討が可能であると推察された。  
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肥育期ブタへの Clostridium butyricum MIYAIRI 588 給与が腸内細菌叢構成に及ぼす影響 

 

〇平田真樹 1,2、松岡美樹 1,3、橋本詫真 2、小浦孝修 2、大貫燿 1,3、吉田知加 1,3、峯村采花 3、三

浦大輝 3、岡健太郎 3、高橋志達 3、森松文毅 1,2 

（ 1 徳島大バイオイノベーション・ 2 徳島大生物資源・ 3 ミヤリサン製薬） 

 
【目的】ヒトや動物の消化管には複雑な微生物叢があり、多様性の高い生態系コミュニティを構成してい

る。腸内細菌叢は、食事成分の生物学的利用性に影響を与える重要な因子として宿主の栄養のみならず、

生理的プロセスとも密接な関係を持つとの認識が高まっている。その中で、畜産領域においても家畜の腸

内細菌叢と成長成績との関連が注目されている。さらに、欧州連合 (EU)における成長促進剤としての抗生

物質の禁止以降、プロバイオティクス飼料添加物は重要性を増している。これまでにプロバイオティクス

一種である Clostridium butyricum (C. butyricum)給与は離乳後の仔豚の成長成績を向上させ、宿主の免

疫機能にも影響を及ぼすと報告されている。しかし、 C. butyricum 給与が肥育期のブタに及ぼす影響につ

いての報告は限られている。本研究では、生後 88 日から出荷までの間のブタへの C. butyricum MIYAIRI 
588 (CBM588)給与がブタの腸内細菌叢に及ぼす影響を評価した。【方法】 20 頭のブタを用い、抗菌剤を含

まない基礎飼料給与の control 群と、基礎飼料+ CBM588 (2.5×108 cfu/ kg) 給与の treatment 群に分け

て試験を実施した。腸内細菌叢解析は試験終了時に採取した直腸便および、屠畜後に採取した回腸、盲

腸、結腸内容物を用い 16S rRNA 解析を実施した。【結果】腸内細菌叢解析の結果、control 群と

treatment 群間で α 多様性および β 多様性に差は見られなかったものの、盲腸、結腸内容物および糞便

サンプル全てにおいて特異的に相対存在量が高い菌種が 2 種検出された。それらは宿主の免疫機能への影

響を及ぼす可能性が報告されているものであり、腸内において宿主にとって有益と報告されている菌種の

増加が確認できたことから CBM588 が肥育期のブタにおいても腸内細菌叢変化を通じ宿主の健康に影響しう

る可能性が示唆された。本研究で得られた知見は、比較的安定していると考えられる腸内細菌生態系への

CBM588 投与が宿主の腸内細菌叢変化に及ぼす影響についての理解を深めるために役立つと考えられる。   

 


