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第 0巻総目録�������������������������������������������� +13

第 1巻 第 +号 �+31*年 .月�
研 究
マメ科牧草利用による豚の飼養とその肉質
第 -報 ラジノクロ�バ�生草飼養による豚肉の品質について������吉本 正�斎藤孝夫�横山健吉 +

豚の背最長筋の部位による形状と肉質の変化に関する試験���宮川浩輝�池田敏雄�安藤四郎�斎藤不二男 3

豚の体重 kg当り飲水量におよぼす気温� 湿度� 体重の影響������������������松本廸夫 +.

第 +-回研究会大会講演要旨 �,2編�
特別講演
�埼玉県の養豚事情�������������������������������������岡田孝志 /*

シンポジウム テ�マ �糞尿処理問題の現状とその対策� ������������������������ /-

研究会記事��������������������������������������������� 0,

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� 03

雑������������������������������������������������� 1*

寄 稿 案 内������������������������������������������� 1+

第 1巻 第 ,号 �+31*年 2月�
特別寄稿
わが国養豚研究の先達 -人���������������������������������永田厚平 1-

研 究
豚の性周期ならびに受胎率の向上に関する研究
� ランドレ�スの発情周期および雄許容期間について��������������横山純夫�山下行哉 12

養豚飼料の消化率改善に関する研究
� 飼料への脂肪分解酵素添加および酸� アルカリ処理の飼料利用性におよぼす影響について �中間成績�
�����������������������������古橋圭介�萩原達也�佐藤安弘�甲斐省三 2,

豚における放射性ヨ�ドまたは組織学的構造による甲状腺機能の測定法に関する研究������和賀井交作 21

豚肉の色彩に関する調査 �第 +報� ��������������渋谷立人�石井泰明�悴田勇也�松木尚武 +*2

雄子豚の薬物利用による去勢試験������������������������������上山謙一 ++.

研究会記事��������������������������������������������� +,*

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� +,+

雑������������������������������������������������� +,,

第 1巻 第 -号 �+31*年 +,月�
原 著
繁殖豚の省力管理技術に関する研究
飼料の給与方法と飼育型態が種雌豚の繁殖成績に及ぼす影響について���������清間 通�上山謙一 +,/

哺乳子豚の下痢発生に及ぼす豚舎外の気温較差と生後日令の影響について��松本廸夫�白井末吉�篠原信重 +-+

豚精液に関する免疫学的研究
� 精子抽出液の抗原系の追求 �����������������安田泰久�大原睦生�丹羽太左衛門 +-0

研究短報 �,-編�
特別講演
東京都の畜産���������������������������������������志賀 清 +00

研究会記事��������������������������������������������� +02

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� +03

雑������������������������������������������������� +1*

第 1巻総目録
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第 2巻 第 +号 �+31+年 .月�
原 著
豚の閉鎖群育種におけるきようだい検定の最適標本子豚数と雌雄の割合��������三上仁志�山田行雄 +

残飯飼料給与豚の肉質改善に関する研究 � 残飯飼料給与豚飼い直しの肉質に及ぼす影響について
�����������������������古橋圭介�萩原達也�佐藤安弘�安藤四郎�斎藤不二男 0

研究短報 �,1編�
第 +回日本養豚研究会賞受賞講演
豚の多頭飼育の省力管理技術��������������������������������栗原 武 .,

特別講演
千葉県の養豚事情�������������������������������������永沢茂信 .0

研究会記事��������������������������������������������� .3

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� /-

雑������������������������������������������������� /.

第 2巻 第 ,号 �+31+年 2月�
原 著
子豚の発育におよぼす貧血の影響�������������������������古都 浩�戸原三郎 /1

HPCD �Hysterectomy-Produced Colostrum-Deprived� 豚における乳酸菌製剤
�Bacillus coagulance� の投与について�����������������柏崎 守�三谷賢治�波岡茂郎 01

育成雌豚の飼料給与量������������������森 淳�長野錬太郎�姫野健太郎�高橋正也 1+

豚ふん尿の生物処理 �活性汚泥法� において生ずる余剰汚泥に関する研究
第 +報 無機薬物添加による凝集と炉過��������������������和賀井文作�藤沼一郎 2+

資 料
試験研究場所における豚関係研究課題一覧 �昭和 .0年度������������������������ 21

研究会記事��������������������������������������������� 3,

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� 3-

会 員 名 簿������������������������������������������� 3.

第 2巻 第 -号 �+31+年 +,月�
原 著
肉豚飼料におけるナタネ粕の利用に関する研究
ナタネ粕の違いが豚の肥育におよぼす影響����佐野 修�福田 勤�中谷哲郎�田上末四郎�久池井忠男 +*3

豚の生時体重とその腹内変動について
� 産子数� 産次� 季節の影響��������������������三上仁志�佐藤 勲�黒木 寛 ++0

豚精子の凍結保存に関する研究
� 精子凍結能の簡易検査法の検討���������������������丹羽太左衛門�丸山淳一 +,+

研究短報 �--編�
特別講演
愛知県の養豚事情�������������������������������������水谷一之 +0+

研究会記事��������������������������������������������� +00

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� +01

雑������������������������������������������������� +02

第 2巻総目録�������������������������������������������� +03

第 3巻 第 +号 �+31,年 .月�
原 著
海藻 �アルギット� が肥育豚に与える影響について�����������������沼田 薫�国崎 格 +

豚肉の免疫学的研究
� 豚肉の生理食塩水抽出液による免疫学的研究���������菅原千賀子�丹羽太左衛門�安田泰久 +*

豚肉の免疫学的研究
� 豚肉より抽出したmyoglobinによる免疫学的研究 ������菅原千賀子�丹羽太左衛門�安田泰久 +0

研究短報 �,-編�
第 ,回日本養豚研究会賞受賞講演
人工乳による子豚の育成と豚の産肉性に関する研究����������������������高橋 明 .0
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特別講演
群馬県の養豚事情�������������������������������������小川親蔵 /*

研究会記事��������������������������������������������� /0

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� 0,

雑������������������������������������������������� 0-

第 3巻 第 ,号 �+31,年 2月�
総 説
豚伝染性胃腸炎の免疫機構���������������������������������橋口裕治 0/

原 著
非蛋白態窒素の養豚飼料化に関する試験
� 養豚飼料における尿素利用性と必須アミノ酸強化及びウレア�ゼ阻害剤の影響について
����������������������������������古橋圭介�萩原達也�佐藤安弘 03

床面温水暖房の肉豚肥育効果に関する試験 �第 ,報� �����������古橋圭介�萩原達也�佐藤安弘 10

マメ科牧草利用による豚の飼養とその肉質
第 .報 ラジノクロ�バ�サイレ�ジの調製とそれによる肉豚の飼養�������������吉本 正 10

雌豚生殖器官の形態学的調査�������������������丹羽太左衛門�登内徳一郎�松井康彦 +3

研究会記事��������������������������������������������� +**

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� +*+

雑������������������������������������������������� +*,

第 3巻 第 -号 �+31,年 +,月�
原 著
マメ科牧草利用による豚の飼養とその肉質
第 /報 アルファルファミ�ル -*�配合による肉豚の飼養 �����������������吉本 正 +*-

マメ科牧草利用による豚の飼養とその肉質
第 0報 ラジノクロ�バ�ミ�ル多給による肉豚の飼養とその肉質��������������吉本 正 ++*

マメ科牧草利用による豚の飼養とその肉質
第 1報 ラジノクロ�バ�ミ�ルの品質が豚の生育に及ぼす影響���������������吉本 正 +,,

研究短報 �,2編�
特別講演
岩手県の畜産事情�������������������������������������相原正毅 +//

研究会記事��������������������������������������������� +0,

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� +0-

雑������������������������������������������������� +0.

第 3巻総目録�������������������������������������������� +0/

第 +*巻 第 +号 �+31-年 .月�
原 著
豚の生時体重とその腹内変動について �� 離乳頭数との関係 ������三上仁志�甲斐勝利�佐藤 勲 +

子豚の貧血が肝臓の鉄� 銅� 亜鉛� マンガン含有量におよぼす影響���������������古都 浩 /

家畜の量的形質に対する多変量解析 �� 豚の経済的形質における相関群について �������光本孝次 +,

研究短報 �,,編�
第 -回日本養豚研究会賞受賞講演
豚精液の保存に関する研究���������������������������������瑞穂 当 .-

繁殖豚および肥育豚に対する飼料給与方法に関する研究���������������上山謙一�浅井孝雄 .2

特別講演
神奈川県の養豚事情������������������������������������清水 勲 /,

豚におけるストレスの制御�������������������������������ROGIEERS, M. /0

シンポジウム テ�マ �SPF豚について� ������������������������������� /1

研究会記事��������������������������������������������� 1-

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� 12

雑������������������������������������������������� 2+
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第 +*巻 第 ,号 �+31-年 2月�
総 説
豚におけるストレス制御について�����������������������������ROGIEERS, M. 2-

原 著
自動給餌器の一日当り飼育頭数が肥育豚の発育等に及ぼす影響について��������上山謙一�丸山正明 30

鉄剤投与が子豚血液性状におよぼす影響について�����������������������沼田 薫 +*,

育成豚に対する赤クロ�バ�サイレ�ジの栄養価
�とくにメチオニンの添加効果について�����������������大島光昭�高原章兆�中村康則 +++

ウレア�ゼ阻害剤 �Caprylohydroxamic acid� が豚消消化管各部位内容物中のアンモニア� 尿素およびウレア�
ゼ活性におよぼす影響�����������������������������������木村 誠 ++2

研究会記事��������������������������������������������� +,-

雑������������������������������������������������� +,.

第 +*巻 第 -号 �+31-年 +,月�
原 著
豚ふんの急速堆肥化における通気孔率の影響について�����松本廸夫�浅井信久�村松雄一郎�鈴木 守 +,/

妊娠期の飼料給与量が豚の繁殖におよぼす影響������������������森 淳�長野錬太郎 +,3

研究短報 �,0編�
特別講演
北海道の養豚事情�������������������������������������新谷富雄 +0,

研究会記事��������������������������������������������� +01

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� +02

雑������������������������������������������������� +03

寄 稿 案 内������������������������������������������� +1*

第 +*巻総目録 ������������������������������������������� +1+

第 ++巻 第 +号 �+31.年 /月�
原 著
豚の増体および飼料の利用に及ぼす Quindoxinの効果�������������Quindoxin研究グル�プ +

丹羽太左衛門�高橋正也�瑞穂 当�上坂 建�剣持計夫�石井泰明�宇佐美 登�渡辺 実�田中章人�
川上素行�中島 進�小林博史�宮沢一男�北村正彦�岩出定幸

豚の肉質に関する調査���������������古橋圭介�倉田直亮�片寄正蔵�尾崎晴美�佐藤安弘 +,

豚ふんの急速堆厩肥化における混合資材の影響について��������������松本廸夫�村上雄一郎 +2

日本のハンプシャ�種と大ヨ�クシャ�種における血液型遺伝子の頻度�������大石孝雄�阿部恒夫 ,-

回転円盤接触法による豚舎汚水の処理������������岡田光弘�栗原 勇�遠藤 篤�船水 洋 ,0

研究短報 �-0編� ������������������������������������������ --

第 .回日本養豚研究会賞受賞講演
豚の飼養標準ならびに養豚飼料の栄養価に関する研究���������������������高橋正也 03

マメ科牧草利用による豚の飼養とその肉質��������������������������吉本 正 1-

研究会記事��������������������������������������������� 11

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� 2,

雑������������������������������������������������� 2.

第 ++巻 第 ,号 �+31.年 3月� �創立 +*周年記念号�
日本養豚研究会創立 +*周年に際して ������������������������会長 丹羽太左衛門 21

日本養豚研究会 +*年の歩み ������������������������������������� 23

日本養豚研究会創立 +*周年記念大会 ��������������������������������� 3/

創立 +*周年記念大会記念講演 ������������������������������������ 30

豚の改良と育種について������������������������������ヤルマ�クラウセン 32

デンマ�ク�ランドレ�ス種の歴史と現状����������������������ヤルマ�クラウセン +*0

創立 +*周年記念特集 ���������������������������������������� ++.

わが国養豚研究の回顧
�育 種�������������������������������������阿部猛夫�大石孝雄 ++/

�繁 殖����������������������������������������丹羽太左衛門 +,+

�飼 養�管 理��������������������������������������栗原 武 +,0
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�飼 養�飼 料��������������������������������������高橋正也 +--

�生理�豚舎�設備�������������������������������������戸原三郎 +.*

�衛 生������������������������������������������笹原二郎 +.0

�経 常�取 引��������������������������������������吉岡 功 +/,

�生 産 物����������������������������������������矢野幸男 +0*

日本養豚研究会誌総目録 �第 +巻�第 +*巻� +30.�+31-������������������������� +03

日本養豚研究会�則����������������������������������������� ,+*

会 員 名 簿������������������������������������������� ,+-

第 ++巻 第 -号 �+31.年 +,月�
名誉会長 田口教一先生のご逝去を悼む�����������������������会長 丹羽太左衛門 ,--

原 著
豚の発情に関する研究
�� 各生殖器官の粘膜上皮細胞層の検討 ������������丸川淳一�小川昭二郎�丹羽太左衛門 ,-/

豚における発情の同期化について
�離乳日の調整と PMSの使用について� ������������浅井孝康�小川 徹�清間 通�岩本雅幸 ,.,

雌豚における繁殖と給与飼料との関連についての実態調査��田上末四郎�岡野和多利�村上 厚�玉崎幸二 ,.0

育成豚に対するクロレラの栄養価�������������������������伊藤 宏�寺島福秋 ,/,

離乳豚に対するクロレラの栄養価��������������������伊藤 宏�寺島福秋�高橋正義 ,/1

高率散水ろ床法による豚舎汚水の処理性能���������������������染井英夫�岡田光弘 ,0+

研究短報 �,.編� ������������������������������������������ ,1*

特別講演 デンマ�クにおける豚肉の生産について�����������������ピ�タ��ソイツエン ,3.

研究会記事��������������������������������������������� ,32

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� ,33

雑������������������������������������������������� -**

第 ++巻総目録

第 +,巻 第 +号 �+31/年 /月�
原 著
冬期および春期における� 強化プラスチック製機械曝気式標準活性汚泥法浄化槽による豚舎汚水の処理
����������������������������������岡田光弘�染井英夫�遠藤 篤 +

豚肉の免疫学的研究
�� 豚肉より抽出したActomyosinによる免疫学的研究�����阿部千賀子�安田泰久�丹羽太左衛門 +*

豚肉の免疫学的研究
�� タンニン酸処理赤血球凝集反応による検討 ���������阿部千賀子�安田泰久�丹羽太左衛門 +1

研究短報 �-*編� ������������������������������������������ ,-

第 /回日本養豚研究会賞受賞講演
SPF豚の作出に関する研究 ���������������������������波岡茂郎�柏崎 守 /-

豚に対する甘藷の乾燥� 貯蔵� 給与に関する試験�����������������������高杉五郎 /1

特別講演
茨城県の養豚事情について���������������������������������吉田 貢 0+

研究会記事��������������������������������������������� 0/

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� 1*

雑������������������������������������������������� 1+

第 +,巻 第 ,号 �+31/年 3月�
原 著
飼料による豚ふんの少量�固型化に関する研究
�� 飼料の質がふん尿排泄量� 理化学的性状に及ぼす影響について
������������������������古橋圭介�梅本栄一�片寄正蔵�尾崎晴美�隈元啓佑 1-

東北地方における豚舎の管理作業について����������������戸原三郎�阿部 仁�塩谷正勝 2/

ランドレ�スの肉質に関する研究�������武田哲男�丹羽太左衛門�伊藤 菁�神部昌行�仁昌寺 博 3.

豚の発情に関する研究
�� 発情時期別の膣前庭粘膜上皮の検討 �������������������丸山淳一�小山昭二郎 33

ラッカセイ粕の離乳豚および肉豚に対する栄養価�����������������森 淳�長野錬太郎 +*0
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研究会記事��������������������������������������������� ++-

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� ++/

豚産肉能力検定推進の方向について���������������������������������� ++0

雑������������������������������������������������� +,*

第 +,巻 第 -号 �+31/年 +,月�
原 著
活性汚泥法による豚ふん尿汚水の浄化に関する研究������和賀井文作�藤沼一郎�井出喜三�松本竹男 +,+

豚の腸管内寄生虫に対する Parbendazoleの駆除効果������近江弘明�渡辺忠男�高橋興平�鈴木伸一 +,2

豚枝肉の形態指標と肉量との関係�������������������������矢野幸男�池田敏雄 +-/

豚における生体の体尺と産肉量との関係����������������������矢野幸男�池田敏雄 +.+

研究短報 �-,編� ������������������������������������������ +..

特別講演
長野県の畜産について�����������������������������������深谷 登 +10

研究会記事��������������������������������������������� +2,

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� +2-

雑������������������������������������������������� +2.

第 +,巻総目録

第 +-巻 第 +号 �+310年 /月�
原 著
生体における背脂肪層の厚さと胸最長筋断面積の測定�����������矢野幸男�池田敏雄�安藤四郎 +

Haematopinus suisの駆除法について
�� 薬剤の応用 ���������������������近江弘明�渡辺忠男�高崎興平�鈴木伸一 1

豚におけるしょうゆ粕の利用性とその飼料価値�������������������吉本 正�河村 禎 +,

豚精液の低温保存に関する研究
�� 分離採取濃厚豚精液および保存液構成�分の浸透圧と pH ����������糟谷 泰�河部和雄 ,,

研究短報 �,-編� ������������������������������������������ ,1

第 0回日本養豚研究会賞受賞講演
豚の分娩ならびに哺育技術に関する調査研究�������������������������石井泰明 /*

シンポジウム テ�マ �豚の PSE �いわゆる �ふけ肉��� について ������������������� /.

研究会記事��������������������������������������������� 0.

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� 1*

雑������������������������������������������������� 1+

第 +-巻 第 ,号 �+310年 3月�
原 著
豚の人工授精における種付適期の簡易判定法の確立試験
膣粘液の pHによる種付適期の判定法について�����������������������上山謙一 1/

豚の発情に関する研究
�� 卵巣周期と発情徴候周期との関連性の検討 �����������������丸山淳一�宮原 強 21

豚肉の肉質に関する研究
�� 一般市場流通枝肉の理化学的特性 ����������������矢野幸男�高坂和久�新村 裕 3.

豚肉の肉質に関する研究
�� 理化学的特性による選択の基準について �������������矢野幸男�高坂和久�新村 裕 33

豚精液の低温保存に関する研究
�� 低温保存豚精液の精子生存性と受精能力 ������������������糟谷 泰�河部和雄 +*-

養豚飼料の粒度が消化率とふんの性状に及ぼす影響�������古橋圭介�梅本栄一�小山 昇�菅原 幸 +*1

研究会記事��������������������������������������������� ++.

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� ++/

雑������������������������������������������������� ++0

第 +-巻 第 -号 �+310年 +,月�
原 著
豚ふんの急速堆厩肥化に影響する要因について������������������松本廸夫�村松雄一郎 ++1
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S.P.F. 豚を使用した豚回虫人工感染実験
感染仔豚の体内移行時における病理組織的変化について�������������小久江栄一�中村 孝 +,+

豚精液の低温保存に関する研究
�� 低温保存用粉乳糖液の調製 ������������������������糟谷 泰�河部和雄 +,2

豚精液の低温保存に関する研究
�� 注入前処理の簡易化 ���������������������������糟谷 泰�河部和雄 +-.

カナダ産ユテイリティ小麦の飼料価値に関する研究
第 -報 肉豚に対する飼料価値���������������森本 宏�野呂春暢�大滝浩靖�高木久雄 +-2

研究短報 �,1編� ������������������������������������������ +.+

特別講演
宮城県の畜産事情について���������������������������������春日 博 +02

研究会記事��������������������������������������������� +1.

雑������������������������������������������������� +1/

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� +10

第 +-巻総目録

第 +.巻 第 +号 �+311年 /月�
原 著
豚肉の理化学的性状に関するパラメ�タ推定値
��������仁昌寺 博�伊藤 菁�阿部猛夫�山田行雄�神部昌行�三上仁志�西田 朗�横内圀生 +

豚精液の低温保存に関する研究
�� 現地輸送と授精 �����������������������������糟谷 泰�河部和雄 2

PGF,投与による豚の分娩誘起について
���������岩本雅幸�浅井孝康�小川 徹�川上剛延�西田 裕�赤坂 守�吉田鉄雄�沖田 貢 +-

研究短報 �,2編� ������������������������������������������ ,*

第 1回日本養豚研究会賞受賞講演
豚の肉量および肉質の評価に関する研究���������������������������矢野幸男 .2

養豚飼料における未利用資源の有効利用に関する研究
残飯� 動物性油脂の有効利用と消化酵素� 非蛋白態窒素の利用効果についての検討�������古橋圭介 /+

研究会記事��������������������������������������������� //

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� 0*

雑������������������������������������������������� 0+

第 +.巻 第 ,号 �+311年 3月�
原 著
超音波測定機による豚生体のロ�ス断面積の推定 �第 +報� ��������宮沢一男�菅野幸基�田畑正彦 0-

豚の発情に関する研究
�� 豚の初発情発現時期の検討 �������������������丸山淳一�井口元夫�宮原 強 1,

肥育豚へのペプスタチンの投与が胃食道部潰瘍�胃液性状および一般臨床所見等に及ぼす影響
�����������������������������宮脇耕平�五味一郎�田中章人�川上素行 12

特別講演
台湾の養豚事情��������������������������������������戈 福江 3*

第 +回日華養豚研究会議講演要旨 �日本側�
豚の人工授精�������������������������������������丹羽太左衛門 3/

豚の伝染病研究��������������������������������������笹原二郎 33

豚の栄養�飼料研究上の問題点�������������������������������高橋正也 +*,

豚の登録と審査��������������������������������������小春英世 +*2

豚枝肉及び部分肉の規格と格付け������������������������������和田治男 ++1

研究会記事��������������������������������������������� +,-

雑������������������������������������������������� +,.

第 +.巻 第 -号 �+311年 +,月�
原 著
交配後に行なう雌の能力による切断選抜と交配した両性平均能力による切断選抜との選抜差に関する比較
���������������������������������西田 朗�仁昌寺 博�伊藤 菁 +,/
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超音波ドップラ�法による豚の妊娠診断について�����������丹羽太左衛門�佐藤正一�佐藤鉄郎 +--

豚の胃食道部潰瘍に関する研究 �� わが国における豚の胃食道部潰瘍の実態 ����山口真俊�竹本和夫 +.+

特別講演
第 .回国際養豚獣医学会 �I.P.V.S.� に出席して ���������������������丹羽太左衛門 +/*

第 +回日華養豚研究会議報告
�� 日華養豚研究会議開催の経緯と成果について ��������������������丹羽太左衛門 +//

�� 日華養豚研究会議日程 ������������������������������������ +/0

�� 日華養豚研究会議出席者 ����������������������������������� +/2

�� 日華養豚研究会議講演要旨 �中華民国側����������������������������� +0*

台湾の液状豚精液の人工授精の普及および凍結豚精液の研究������������������戈 福江 +0+

豚疾病の研究����������������������������������李 崇道�林 再春 +0/

台湾に於ける養豚低蛋白質飼料の研究と実用化について��������������������葉 澤波 +1*

種豚改良センタ�� 能力検定ステ�ション �班�� 検定効果測定班と種豚登録班 ���������宋 永義 +1.

台湾肉豚の枝肉取引規格の設定と推進����������������������������黄 以珪 +12

�� 日華養豚研究会議結論報告 ���������������������������������� +2,

研究会記事��������������������������������������������� +2/

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� +20

雑������������������������������������������������� +22

第 +.巻総目録

第 +/巻 第 +号 �+312年 /月�
原 著
ケ�ジ養豚に関する研究 �� 肉豚のケ�ジ飼育と平飼いの違いが産肉性に及ぼす影響について
����������������������������������川上素行�田中章人�五味一郎 +

ケ�ジ養豚に関する研究 �� ケ�ジ養豚の飼料給与量に関する試験 �第 ,報�
�冬期に肥育するものについて���������������田中章人�五味一郎�宮脇耕平�川上素行 3

ケ�ジ養豚に関する研究 �� ケ�ジ養豚の飼料給与量に関する試験 �第 -報�
���������������������������������五味一郎�川上素行�久保田建御 +/

鹿児島バ�クシャ�の肉質特性と評価技術に関する研究 �� 筋線維の太さと肉質の関係について
�����������������川井田 博�平田 斎�宮内泰千代�上松瀬昇�加香芳孝�小島正秋 ,,

研究短報 �-/編� ������������������������������������������ ,3

研究会記事��������������������������������������������� 0.

第 +/巻 第 ,号 �+312年 1月�
原 著
ケ�ジ養豚に関する研究 �� 肉豚のケ�ジ飼育における飼料の栄養水準に関する試験
�����������������������������田中章人�官脇耕平�大沢 保�川上素行 1+

ケ�ジ養豚に関する研究 �� ケ�ジ床の構造並びに収容頭数について
������������������������五味一郎�久保田建御�宮脇耕平�塩沢道雄�川上素行 13

ケ�ジ養豚に関する研究 �� ケ�ジ養豚における飼料の給与量と給水方法について
�����������������������塩沢道雄�宮脇耕平�久保田建御�大沢 保�川上素行 21

鹿児島バ�クシャ�の肉質特性と評価技術に関する研究
�� 筋線維の太さ� 筋束の太さおよび筋束内筋線維数について
������������川井田 博�原田満弘�福元守衛�宮内泰千代�楠元薩男�加香芳孝�小島正秋 30

研究短報 �-+編� ������������������������������������������ +*-

第 2回日本養豚研究会賞受賞講演
わが国における大型豚品種の性能ならびに雑種利用に関する先駆的研究������������丸茂富美穂 +-.

豚ふんの急速堆きゅう肥化に関する研究���������������������������松本廸夫 +-2

研究会記事��������������������������������������������� +.,

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� +./

雑������������������������������������������������� +.0

第 +/巻 第 -号 �+312年 +,月�
原 著
経産豚の発情の同期化試験������������������浅井孝康�小川 徹�岩本雅幸�川上剛延 +.3
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肉豚に対する活性汚泥の給与試験���������松本廸夫�堀内 篤�野口博道�村松雄一郎�飯田辰夫 +/2

第 ,回日華養豚研究会議報告
�� 第 ,回日華養豚研究会議の経過について ���������������������������� +0/

�� 会議日程 ������������������������������������������ +00

�� 会議出席者 ����������������������������������������� +02

�� 講演要旨 ������������������������������������������ +1*

+� 日本における養豚の現状と養豚研究の動向���������������������丹羽太左衛門 +1+

,� 台湾養豚事業の現状と今後の研究動向�������������������������戈 福江 +12

-� 豚伝染性胃腸炎の免疫��������������������������������古内 進 +2-

.� 台湾における豚病の研究�������������������������������徐 興鎔 +3*

/� 純粋種豚の能力と雑種利用について��������������������������大石有一 ,*+

0� 台湾における種豚の選抜と雑種の利用について���������������������周 徳政 ,*3

1� 豚の系統造成について��������������������������������三上仁志 ,,+

2� 豚糞尿の利用問題について������������������������������周 才藝 ,,1

3� 豚の飼養管理と糞尿処理について���������������������������瑞穂 当 ,-2

+*� 豚の環境による行為と管理 ������������������������������夏 良宙 ,..

�� 会議の結論とコメント ������������������������������������ ,/-

研究会記事��������������������������������������������� ,/0

雑������������������������������������������������� ,/1

第 +/巻総目録

第 +0巻 第 +号 �+313年 /月�
原 著
子豚用代用初乳に関する研究
�� 牛初乳の保存方法と初生豚への効果および子豚用人工哺育機の開発について
������������������高橋 明�阿部恒夫�森地敏樹�前田昭二�姫野健太郎�中野正吾 +

鹿児島バ�クシャ�の肉質特性と評価技術に関する研究
�� 筋線維の太さ� 筋束の太さおよび筋束内筋線維数について
������������川井田 博�原田満弘�福元守衛�宮内泰千代�楠元藤男�加香芳孝�小島正秋 +-

ブタ型インフルエンザの抗体調査�������������������������江藤正信�酒匂光郎 3+

繁殖豚の体格に関する試験
�� 育成後期の飼料給与水準が雌豚の体格と繁殖性に及ぼす影響 ����糟谷 泰�阿部 登�梶野清二 ,,

運動の制限が育成雌豚の発育と肢蹄に及ぼす影響�����������������������糟谷 泰 -+

台湾在来豚に関する遺伝学的研究
�� 桃園種の血液型および血清蛋白型変異 ��������������田中一栄�大石孝雄�黒沢弥悦 -1

豚の発情再帰とその諸要因との関係��������������宮嶋松一�椎葉純一�河野建夫�稲垣二郎 ./

特別講演
血液中の CK測定によるストレス感受性豚の検出と産肉特性の異なる品種の交配による
ストレス抵抗性肉豚の作出について���������������������������P.B. ADDIS /0

研究短報 �,1編� ������������������������������������������ 0*

特別講演
栃木県の畜産事情�������������������������������������氏家 正 21

研究会記事��������������������������������������������� 3+

雑������������������������������������������������� 30

第 +0巻 第 ,号 �+313年 3月�
原 著
ランドレ�スの後躯の形状と産肉性の関係������宮嶋松一�椎葉純一�安藤康紀�稲垣二郎�久野幸三 31

鹿児島バ�クシャ�の肉質特性と評価技術に関する研究
�� 胸最長筋の全コラ�ゲン量と Labileコラ�ゲン量について
������������川井田 博�奥薗義美�福元守衛�楠元薩男�宮内泰干代�加香芳孝�小島正秋 +*.

給餌方法の変更に伴う豚の発育速度と背脂肪層の厚さの表型�遺伝相関の変化
����������������������������������三上仁志�田中弘敬�甲斐勝利 +++

ケ�ジ養豚に関する研究
�� ケ�ジ養豚の収容体重と出荷体重に関する試験
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�����������������������五味一郎�川上素行�塩沢道雄�久保田建御�大沢 保 ++2

ケ�ジ養豚に関する研究
�� ケ�ジ養豚におけるふん尿処理について ��久保田建御�五味一郎�川上素行�大沢 保�塩沢道雄 +,1

豚ふん尿汚水の簡易浄化装置開発に関する研究
�� フロ�ティングエアレ�タによる回分式簡易浄化装置 �曝気槽の実容積 +* m-� 開発の予備実験
���������������������������������藤沼一郎�和賀井文作�代永道裕 +-1

豚ふん尿汚水の簡易浄化装置開発に関する研究
�� フロ�ティング�エアレ�タによる回分式簡易浄化装置 �-/ m-� の開発
���������������������������������藤沼一郎�和賀井文作�代永道裕 +.1

豚パルボウイルスの消毒効果���������������������江藤正信�落合美和子�渡辺幸男 +//

間性豚の形態と染色体構成に関する研究������������門司恭典�横山正樹�大沢昭弘�渡辺誠喜 +/2

ハロセン麻酔試験によるストレス感受性豚検出の実際
������������������渡辺昭三�秋田富士�三上仁志�瑞穂 当�神戸昌行�嫡野健太郎 +0/

研究短報���������������������������������������������� +1/

第 3回日本養豚研究会賞受賞講演
ランドレ�スにおける外貌と産肉性�����������������������������宮嶋松一 ,*,

特別講演
わが国における豚疾病の実態とその予防対策について���������������������柏崎 守 ,*.

大規模養豚場における衛生対策 �����������������������������D.L. HARRIS ,*/

研究会記事��������������������������������������������� ,*1

第 +0巻 第 -号 �+313年 +,月�
原 著
去勢日令が肉豚の発育及びと体形質に及ぼす影響について
������������������������椎葉純一�河野建夫�宮嶋松一�稲垣三郎�久野幸三 ,+-

簡易給飼法による種豚の長期繁殖試験成績��������������������������中島泰治 ,+3

ランドレ�ス種における安静時の血清骨格筋由来酵素の分布及びこれらの酵素と肉の物性値との関係
����������������������秋山富士�渡辺昭三�瑞穂 当�神部昌行�長野錬太郎�

永田克幸�仁昌寺 博�石井泰明�内藤昌男�清間 通 ,,2

豚パルボウィルス感染症の移行抗体と自然感染について����江藤正信�森下栄二�落合美和子�渡辺幸男 ,-1

鹿児島バ�クシャ�の肉質特性と評価技術に関する研究
�� 背部皮下内脂肪と腎臓周囲脂肪の一般化学的組成および理化学的特性について
������������川井田 博�奥薗義美�福元薩男�楠元薩男�宮内泰千代�加香芳孝�小島正秋 ,.*

研究短報 �.+編� ������������������������������������������ ,.3

特別講演
第 /回世界養豚獣医学会 �I.P.V.S.� に出席して ���������������������丹羽太左衛門 ,3*

研究会記事��������������������������������������������� ,3-

雑������������������������������������������������� ,3/

第 +1巻 第 +号 �+32*年 /月�
原 著
豚の生態行動に関する研究
�� 肥育豚のとび越し高さについて ����������美斉津康民�河上尚美�八木満寿雄�瑞穂 当 +

豚の生態行動に関する研究
�� 豚の鼻力について ����������������美斉津康民�河上尚美�八木満寿雄�瑞穂 当 1

授乳期の不断給与と同日離乳による離乳母豚の発情同期化
�� 離乳後の発情再帰日数と同期化の状況 ��������������糟谷 泰�阿部 登�阿部和雄 +0

ブタのA群パルボウイルス Getahの移行抗体の推移と自然感染について �江藤正信�落合美和子�渡辺幸男 ,.

第 +*回日本養豚研究会賞受賞講演
ケ�ジ方式による養豚技術の研究�������������������������川上素行�五味一郎 ,2

豚精液の低温保存に関する実用化試験����������������������������糟谷 泰 -+

シンポジウム テ�マ �豚の肉質問題について�
特別講演
鹿児島県の畜産事情������������������������������������徳重邦雄 /+

研究会記事��������������������������������������������� /1
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雑������������������������������������������������� 0.

第 +1巻 第 ,号 �+32*年 3月�
原 著
血粉の離乳豚および肉豚に対する栄養価���������������������森 淳�長野錬太郎 0/

雌豚の発情および妊娠に伴うスメア像の変化について��������������佐藤正光�丹羽太左衛門 1+

雌豚の生殖道上皮組織の走査型電子顕微鏡 �SEM� による観察 ����佐藤正光�正木淳二�丹羽太左衛門 12

血清中の骨格筋由来酵素活性測定によるストレス感受性豚検出機能の評価
������������������秋田富士�渡辺昭三�三上仁志�瑞穂 当�神戸昌行�姫野健太郎 2.

豚精液の +/�保存における抗生物質添加の効果
�特にペニシリンとスルペニシリンの比較について�������番場公雄�橋口隆文�小島義夫�曾根 勝 3+

豚由来 Corynebacterium pyogenesの薬剤感受性 �������三谷賢治�柏崎 守�久米常夫�東 量三 30

血液型からみたハイブリッド豚の遺伝的特性
�� ハイポ�豚について ����������������������大石孝雄�阿部恒夫�間庭英亮 +**

研究短報 �,0編� ������������������������������������������ +*2

研究会記事��������������������������������������������� +-.

雑������������������������������������������������� +-.

第 +1巻 第 -号 �+32*年 +,月�
原 著
環境と豚の排ふん習性
�� 隣豚房との関連 ������������美斉津康民�河上尚実�八木満寿雄�瑞穂 当�栗原 武 +-/

環境と豚の排ふん習性
�� 豚房内部構造との関連 ��������������美斉津康民�河上尚美�八木満寿雄�瑞穂 当 +..

環境と豚の排ふん習性
�� 運動場を付設した豚房における排ふん行動 �����美斉津康民�河上尚実�八木満寿雄�瑞穂 当 +/,

ランドレ�スの椎骨数と産肉性について�������椎葉純一�宮嶋松一�河野建夫�高橋 努�稲垣二郎 +/3

ランドレ�スにおける椎骨数の変異と遺伝������椎葉純一�宮嶋松一�河野建夫�高橋 努�稲垣二郎 +00

ロニダゾ�ル : 豚赤痢トレポネ�マに対する in vitroでの抗菌活性および実験的豚赤痢に対する治療効果について
�����������������������������柏崎 守�久米常夫�多田融右�西村 豊 +1-

研究短報 �+/編� ������������������������������������������ +13

研究会記事��������������������������������������������� +3.

第 +2巻 第 +号 �+32+年 2月�
原 著
カルシウム�燐給与水準が肉豚の増体量�飼料要求率�と体成績�体の性状� 血液中の Ca, P含量および脚弱におよ
ぼす影響�����������������������������������森 淳�長野錬太郎 +

ランドレ�スの乳頭数の変異と遺伝���������椎葉純一�宮嶋松一�河野建夫�高橋 努�稲垣二郎 +.

雌豚繁殖障害の実態調査������������������������真田 武�斉藤至是�羽成 勤 ,,

授乳期の不断給与と同日離乳による離乳母豚の発情同期化
�� 不断給与中の飼料摂取日量� 母豚の体重推移� 子豚の発育について
�����������������������������糟谷 泰�山崎 昶�梶野清二�阿部 登 -3

+313年における熊本県下ブタインフルエンザの抗体調査
�������������������江藤正信�酒匂光郎�小堀徳広�相原勝敏�田中成典�渡辺幸男 -3

第 ++回日本養豚研究会賞受賞講演
豚の損耗防止と肉豚の飼養管理法の改善に関する研究��������������������長野錬太郎 .-

豚の生態行動に関する研究��������������������������������美斉津康民 .0

特別講演
千葉県の畜産事情�������������������������������������山根 積 .3

第 0回世界養豚獣医学会 �I.P.V.S.� に出席して ���������������������丹羽太左衛門 /-

研究会記事��������������������������������������������� /.

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� 0*

雑������������������������������������������������� 0+
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第 +2巻 第 ,号 �+32+年 +*月�
原 著
鹿児島バ�クシャ�の肥育に適する飼料の栄養水準に関する研究
�����������������川井田 博�福元守衛�楠元薩男�加香芳孝�富田裕一郎�小島正秋 0/

性周期中における豚の頸管�膣部粘液の精子受容性について������佐藤正光�正木淳二�丹羽太左衛門 11

鹿児島バ�クシャ�の肉質特性と評価技術に関する研究
�� 豚肉のテクスチャ�特性 �硬さ� 凝集性� ガム性� 付着性等� について
������������川井田 博�奥薗義美�福元守衛�楠元薩男�宮内泰千代�加香芳孝�小島正秋 2/

雌豚の繁殖周期について������������������������真田 武�斉藤至是�羽成 勤 30

夏季における飲水制限が豚の採食量および発育におよぼす影響�����������������川端麻夫 +*+

妊娠豚の尿量� クレアチニン� pH� 比重および色調に関する研究 �����真田 武�斉藤至是�羽成 勤 +*0

研究短報 �,-編� ������������������������������������������ +++

特別講演
豚の系統造成について�����������������������������������阿部猛夫 +-.

第 +2巻 第 -号 �+32+年 +,月�
原 著
発情期における豚子宮上皮細胞の走査型電子顕微鏡および透過型電子顕微鏡による観察
��������������������������������佐藤正光�正木淳二�丹羽太左衛門 +.+

豚卵管における細胞突起の組織学的観察���������������佐藤正光�正木淳二�丹羽太左衛門 +.0

ブタの精巣および精巣上体の発育について����������������真田 武�斉藤至是�羽成 勤 +/-

豚の地域環境別選抜試験
�� 試験の設計 �����������阿部猛夫�西田 朗�伊藤 菁�神部昌行�佐藤 勲�三上仁志 +/3

ランドレ�スの椎骨長に関する検討��������������椎葉純一�宮嶋松一�河野建夫�稲垣二郎 +01

妊娠および授乳豚の飼料給与の実態と養分要求量との対比について�����真田 武�斉藤至是�羽成 勤 +1-

台湾在来豚に関する遺伝学的研究
�� 小耳種の血液型および血清蛋白型変異 ��������������田中一栄�黒沢弥悦�大石孝雄 +13

研究短報 �,0編� ������������������������������������������ +2.

特別講演
広島県の畜産事情�������������������������������������田口善衛 ,+*

台湾の養豚事情��������������������������������������邱 仕炎 ,+-

韓国の養豚事惰と研究動向���������������������������������李 用斌 ,+1

研究会記事��������������������������������������������� ,+2

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� ,+3

雑������������������������������������������������� ,,*

第 +3巻 第 +号 �+32,年 /月�
原 著
発情休止期における豚の生殖道上皮細胞の走査型電子顕微鏡による観察�佐藤正光�正木淳二�丹羽太左衛門 +

ランドレ�スの頭部測定形質と産肉性の関係����������椎葉純一�宮嶋松一�河野建夫�稲垣二郎 0

ランドレ�スの発育および体形質に関する性的差異について���椎葉純一�宮嶋松一�河野建夫�稲垣二郎 +*

豚ふん尿の性状と特質に関する研究�������������������亀岡俊則�大本邦介�小野忠義 +/

豚の発情に関する研究
�� 繁殖周期と卵巣周期における生殖器官の検討 �丸山淳一�木村 威�宮原 強�石井利男�加藤良忠 ,,

研究短報 �-+編� ������������������������������������������ ,1

第 +,回日本養豚研究会賞受賞講演
バ�クシャ�種の肉質に関する研究����������������������������川井田 博 /2

雌豚の繁殖生理と繁殖の実態に関する研究��������������������������真田 武 0,

特別講演
ビルマの養豚事情����������������������������������ウ テイ オン 00

シンポジウム テ�マ �豚の疾病とその対策� ����������������������������� 02

研究会記事��������������������������������������������� 1.

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� 2*

雑������������������������������������������������� 2+

寄 稿 案 内������������������������������������������� 2,
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第 +3巻 第 ,号 �+32,年 2月�
原 著
肉豚にみられる骨折に関する若干の検討�����������������宮崎 昭�米沢 隆�川島良治 2-

肉豚におけるとうもろこしサイレ�ジの採食性�����秦 寛�宮崎 元�米道裕弥�杉本亘之�所 和暢 23

豚の地域環境別選抜試験
�� 選抜指数式の作製 ��������阿部猛夫�西田 朗�伊藤 菁�神部昌行�佐藤 勲�三上仁志 32

母豚の Corynebacterium Pyogenesプロテア�ゼ抗体の有無と繁殖成績および哺乳子豚の
血中プロテア�ゼ抗体価の推移�������������������山田 豊�瑞穂 当�美斉津康民 +*0

豚の呼吸エネルギ�代謝に関する研究
+� 簡易呼吸代謝測定装置の試作���������戸原三郎�広田真司�佐藤 至�中村 彰�中西五十 ++,

第 -2回大会次第 ������������������������������������������前付�
第 -2回大会プログラム ���������������������������������������前付�
会 員 名 簿������������������������������������������� +,-

第 +3巻 第 -号 �+32,年 +,月�
原 著
豚ふん尿発酵飼料 �LFF� の肉豚への影響
肉質� 特に官能検査 �三点�比較法� による風味について
�������������������押田敏雄�向井寿輔�本庄利男�田中享一�光崎龍子�和気三男 +.+

リンコマイシン注射液による豚赤痢治療試験���������������上村俊一�当山慶正�松川俊一 +.1

肥育豚舎の管理作業に関する研究
�� 構造の異なる豚舎の管理作業 ������������������戸原三郎�佐� 斉�岡田光弘 +//

軟脂の物理的性状および判定方法に関する研究�������������������入江正和�大本邦介 +0/

豚の呼吸エネルギ�代謝に関する研究
,� 豚の熱発生量測定におけるチェンバ�法とマスク法の比較
������������������������戸原三郎�中村 彰�西野松之�佐藤 至�丹羽美次 +1+

研究短報 �,-編� ������������������������������������������ +11

特別講演
家畜ふん尿処理利用に関する全国打合せ会議から�����������������������渡辺昭三 ,**

研究会記事��������������������������������������������� ,*-

研究能力検定のペ�ジ���������������������������������������� ,*0

雑������������������������������������������������� ,*1

第 +3巻総目録

第 ,*巻 第 +号 �+32-年 -月�
総 説
哺乳豚の免疫不全に関する機構について���������������������������波岡茂郎 +

原 著
豚の呼吸エネルギ�代謝に関する研究

-� 初生豚の熱発生量および生理反応におよぼす環境温度の影響
�����������������������戸原三郎�佐藤 至�児玉麻季子�西野松之�丹羽美次 +,

研究短報
飼料の相違が豚脂の酸化安定性に及ぼす影響���������������入江正和�崎元道男�大本邦介 +3

第 -回日華養豚研究会議報告
�� 第 -回日華養豚研究会議の経過について ���������������������������� ,-

�� 会議日程 ������������������������������������������ ,.

�� 会議出席者 ����������������������������������������� ,/

�� 講演要旨 ������������������������������������������ ,1

日本における養豚の概況と試験研究��������������������������丹羽太左衛門
豚の栄養要求に関する研究の新動向について�������������������顔 宏達�葉 澤波
日本における豚の飼養管理と糞尿処理���������������������������瑞穂 当
台湾の大規模養豚場における糞尿処理の対策����洪 嘉謨�郭 猛徳�邱 清選�周 才芸�鍾 博
豚肉の生産と流通の動向���������������������������������矢野幸男
豚の血液性状と発育性能の関係��������������������池 雙慶�呉 明哲�陳 瑞三
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台湾における豚のマイコプラズマ症����������������������������蘇 杰夫
哺乳豚の免疫不全に関する研究������������������������������波岡茂郎
ELISAによる豚伝染病診断への応用 ���������������������������張 靖男
�� 会議の結論とコメント ������������������������������������ 0.

寄稿案内 �投稿規程� ���������������������������������������� 0/

第 -3回大会次第 ������������������������������������������前付�
第 -3回大会プログラム ���������������������������������������前付�

第 ,*巻 第 ,号 �+32-年 0月�
原 著
豚の地域環境別選抜試験
�� 選抜指数式の改訂 ��������横内圀生�阿部猛夫�伊藤 菁�神部昌行�佐藤 勲�三上仁志 01

豚子宮内膜炎の治療方法について����������清間 通�宮脇公平�遠藤敏章�原 文男�木村 正 1-

ブタ精巣の走査型電子顕微鏡ならびに光学顕微鏡による観察������佐藤正光�正木淳二�丹羽太左衛門 2+

研究短報 �,.編�
第 +-回日本養豚研究会賞受賞講演
豚の性周期に伴う生殖器官の解剖組織学的研究������������������������丸山淳一 +*3

特別講演
第 1回世界養豚獣医学会議 �IPVS� に出席して ���������������������丹羽太左衛門 ++,

台湾における豚ふん尿の処理並びに利用に関する研究と実際������������������洪 嘉謨 ++-

シンポジウム テ�マ �養豚施設に関する諸問題� ��������������������������� ++0

研究会記事��������������������������������������������� +,.

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� +,2

雑������������������������������������������������� +,3

寄稿案内 �投稿規程� ���������������������������������������� +-+

国際養豚シンポジウム開催案内������������������������������������前付�

第 ,*巻 第 -号 �+32-年 +*月�
原 著
豚における Corynebacteriu mpyogenesプロテア�ゼ抗体の分布とその年齢別特徴
���������������������������������山田 豊�瑞穂 当�美斉津康民 +--

豚の呼吸エネルギ�代謝に関する研究
.� 出生時に大きい子豚と小さい子豚の熱発生量と生理反応
������������������������戸原三郎�佐藤 至�林 為義�中村 彰�丹羽美次 +-3

豚の呼吸エネルギ�代謝に関する研究
/� 育成豚の生理反応に及ぼす暑熱環境の影響��戸原三郎�佐藤 至�中村 彰�中西五十�佐久間勇次 +.1

研究会記事��������������������������������������������� +/.

雑������������������������������������������������� +//

第 .*回大会次第 ������������������������������������������前付�
第 .*回大会プログラム ���������������������������������������前付�
国際養豚シンポジウム報告 �第 ,*巻第 -号別号�

+� 英国における養豚の研究 ������������������������������R� BRAUDE +

,� デンマ�ク�ランドレ�ス豚の育種の現状と将来展望�����������������H.E. NIELSEN 3

-� より良質の豚肉生産のための雑種雌豚及び雄豚の利用 �����������������M.H. FAHMY +.

.� 新鮮豚肉の品質と安定性 ������������������������������M.D. JUDGE ,+

/� 米国における豚の生産と研究����������������������������R. J. GERRITS ,0

0� 豚における発情と排卵の調整 �����������������������������B.N. DAY -+

1� 豚における精液保存と発情調整の進歩 �����������������������M. PAQUIGNON -0

2� 初産豚の泌乳期における臨床的� 形態的及び内分泌学的研究 �������������I. SETTERGREN .-

3� 豚の栄養と管理に関する研究���������������������������K.G. MITCHELL .1

第 ,*巻 第 .号 �+32-年 +,月�
原 著
豚子宮液中のNaと K濃度および蛋白質の性状について ��佐藤正光�菅原七郎�正木淳二�丹羽太左衛門 +/1

最近における純粋種豚の椎骨数について�������戸原三郎�尾形真二�小原隆雄�横山豪郎�小春英世 +0-
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肥育豚舎の管理作業に関する研究
�� 冬季と夏季における作業能率の相異 ���������������岡田光弘�戸原三郎�佐� 斉 +1+

豚の消化率測定のための全糞採取法と酸化クロム法の比較�������������������杉本亘之 +11

研究短報 �,0編�
研究会記事��������������������������������������������� ,++

雑������������������������������������������������� ,+/

寄稿案内 �投稿規程� ���������������������������������������� ,+0

第 ,*巻総目録 ������������������������������������������� ,+1

第 ,+巻 第 +号 �+32.年 -月�
原 著
ブタ包皮憩室上皮の走査型電子顕微鏡による観察�����������佐藤正光�正木淳二�丹羽太左衛門 +

ビ�トパルプ� ポテトパルプおよびアルファルファの繊維性成分の豚における消化率�������杉本亘之 .

豚におけるアルファルファ� ビ�トパルプおよびポテトパルプの給与が消化器官内容物の化学組成
および消化吸収率に及ぼす影響������������������������������杉本亘之 +*

+*/日間の生産性審査をもつ肉豚共進会 �沖縄バロ�ショウ� の成績について
����������������������������������上村俊一�大城義正�知花和弘 +2

肥育豚舎の管理作業に関する研究
�� 構造の異なる豚舎の管理作業における作業姿勢について ������岡田光弘�戸原三郎�佐� 斉 ,1

研究会記事��������������������������������������������� --

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� -/

雑������������������������������������������������� -0

寄稿案内 �投稿規程� ���������������������������������������� -1

第 .回日華養豚研究会議についてのお知らせ �第 +回� �������������������������前付�
第 .+回大会次第 ������������������������������������������前付�
第 .+回大会プログラム ���������������������������������������前付�

第 ,+巻 第 ,号 �+32.年 0月�
原 著
走査型電子顕微鏡および光学顕微鏡による雄ブタ副生殖腺の観察����佐藤正光�正木淳二�丹羽太左衛門 -3

寒冷環境における肥育豚の飼養法に関する研究���������米田裕紀�杉本亘之�吉本 正�所 和暢 .0

豚における自給飼料の利用に関する研究
第 +報 肥育豚でのラジノクロ�バサイレ�ジの利用性
�������������������米田裕紀�首藤新一�阿部 登�所 和暢�糟谷 泰�西部慎三 /1

畜舎における細菌相に関する研究
第 ,報 豚舎内の細菌分布状況について�����������渡辺忠男�鈴木伸一�霜島正人�近江弘明 1*

豚の発情に関する研究
�� 性成熟前期の豚における誘起発情徴候の検討 ������丸山淳一�井口元夫�宮原 弘�加藤良忠 10

研究短報 �,0編�
第 +.回日本養豚研究会賞受賞講演

�豚の呼吸エネルギ�代謝に関する研究	��������������������������戸原三郎 +*2

特別講演
�オ�エスキ�病の発生状況と対策	����������������������������清水悠紀臣 ++-

研究会記事��������������������������������������������� ++1

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� +,-

雑������������������������������������������������� +,.

第 .回日華養豚研究会議についてのお知らせ �第 ,回� �������������������������前付�
�日本養豚文献集 �第 -輯�	 の原稿提出についてのお願い������������������������前付�

第 ,+巻 第 -号 �+32.年 3月�
原 著
豚における自給飼料の利用に関する研究
第 ,報 肥育豚での馬鈴薯サイレ�ジ及び澱粉粕の利用性
��������������米田裕紀�首藤新一�阿部 登�所 和暢�糟谷 泰�西部慎三�吉本 正 +,/

グレンウイスキ�蒸留生廃液による子豚の育成と肥育�����������小島洋一�中村義一�宮崎 昭 +-/
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豚のふん尿処理に関する研究
�� 豚のふん尿量と豚舎内におけるふん尿分離 �����������瑞穂 当�美斉津康民�山田 豊 +.,

豚のふん尿処理に関する研究
�� 豚舎外におけるふんの乾燥 ������������������瑞穂 当�美斉津康民�山田 豊 +/*

研究短報 �,編�
第 .回日華養豚研究会議報告
�� 会議の経過について ������������������������������������� +/3

�� 会議日程 ������������������������������������������ +0*

�� 会議出席者 ����������������������������������������� +0,

�� 講演要旨 ������������������������������������������ +0/

+� 繁殖豚の維持エネルギ�要求量について �����������������������森 淳 +00

,� 肉豚飼料中アミノ酸要求に関する研究 ������������������������顔 宏達 +1-

-� 豚の血液型について ��������������������������������鈴木正三 +12

.� 母豚の繁殖障害について ������������������������������呉 福明 +2-

/� オ�エスキ�病 : 日本における発生状況と防疫対策 ������������������福所秋雄 +23

0� 台湾における団地養豚の推進 ����������������������������王 銘堪 +3.

1� 豚の系統造成について �������������������������������西田 朗 +31

2� 肉豚の適当な市場取引き体重の研究 ����������������黄 嘉�周 徳政�池 雙慶 ,*,

3� 豚肉の品質について ��������������������������������中井博康 ,*1

+*� 屠殺後ロ�スの肉色と保水性の変化及び PSE豚肉について ���������������楊 天樹 ,+0

�� 会議の結論とコメント ������������������������������������ ,,*

研究会記事��������������������������������������������� ,,,

寄稿案内 �投稿規定� ���������������������������������������� ,,-

第 .+回日本養豚研究大会次第 ������������������������������������前付�
第 .+回日本養豚研究会大会プログラム ��������������������������������前付�

第 ,+巻 第 .号 �+32.年 +,月� �創立 ,*周年記念号�
日本養豚研究会創立 ,*周年を迎えて ������������������������会長 丹羽太左衛門 ,,1

日本養豚研究会 ,*年の歩み ������������������������������������� ,,3

日本養豚研究会創立 ,*周年記念大会 ��������������������������������� ,.3

創立 ,*周年記念大会特別講演
わが国養豚の現状と展望����������������������������������浅野九郎治 ,/-

マレ�シアの養豚事情����������������������������������Sunny HENG ,/2

中国の養豚事情���������������������������������������上野曄男 ,0-

創立 ,*周年記念特集
わが国養豚研究の回顧
�育 種�����������������������������������������三上仁志 ,03

�繁 殖���������������������������������������丹羽太左衛門 ,1.

�飼養�飼料���������������������������������������高橋正也 ,13

�豚舎�設備���������������������������������������戸原三郎 ,2/

�環 境 保 全�������������������������������������瑞穂 当 ,3,

�衛 生�����������������������������������������熊谷哲夫 ,31

�経営�取引���������������������������������������村田富夫 -*,

�生 産 物���������������������������������������矢野幸男 -*0

日本養豚研究会誌総目録 �第 +巻�第 ,*巻� +30.�+32-������������������������� -+-

日本養豚研究会�則����������������������������������������� --2

日本養豚研究会表彰規定��������������������������������������� -.*

日本養豚研究会支部細則��������������������������������������� -.*

第 ,+巻総目録 ������������������������������������������� -.+

第 .-回日本養豚研究会大会開催のお知らせ �第 ,回���������������������������前付�

第 ,,巻 第 +号 �+32/年 -月�
原 著
豚のふん尿処理に関する研究
�� 豚ふんの堆肥化試験 : 基本的条件の検討 ������������瑞穂 当�美斉津康民�山田 豊 +
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豚のふん尿処理に関する研究
�� 豚ふんの堆肥化試験 : 堆肥の発酵条件と理化学成分の変化 ����瑞穂 当�美斉津康民�山田 豊 +*

豚における自給飼料の利用に関する研究
第 -報 肥育豚での高水分穀実 �小麦� 大麦� えん麦� の利用性
������������������������米田裕紀�吉本 正�宮川浩輝�杉本亘之�所 和暢 +3

豚の発情に関する研究
�� 誘起発情豚における生殖器官の検討 ����������丸山淳一�井口元夫�宮原 強�加藤良忠 ,3

新生豚の直腸温および面漿グルコ�ス濃度に対する寒冷と絶食の影響���宮腰 裕�堀城光雄�浅井豊太郎 -.

妊娠ミニブタの血清アルカリホスファタ�ゼについて�����������安田幸雄�谷岡功邦�角田健司 -3

胆管結紮ミニブタにおける血清アルカリホスファタ�ゼの臓器由来����������安田幸雄�谷岡功邦 .,

研究短報 �+1編�
研究会記事��������������������������������������������� 0-

雑������������������������������������������������� 01

第 .-回日本養豚研究会大会次第 �����������������������������������前付�
第 .-回日本養豚研究会大会プログラム ��������������������������������前付�

第 ,,巻 第 ,号 �+32/年 0月�
原 著
豚のふん尿処理に関する研究
�� 豚ふんの堆肥化試験 : とくに堆肥の熟度について ��������瑞穂 当�美斉津康民�山田 豊 1+

豚の地域環境別選抜試験
�� 岩手県における選抜結果
��������伊藤 菁�神部昌行�西田 朗�仁昌寺 博�阿部猛夫�山田行雄�田中弘敬�三上仁志 2,

豚の地域環境別選抜試験
�� 宮崎県における選抜結果
����佐藤 勲�高坂宗夫�三上仁志�甲斐勝利�黒木政博�阿部猛夫�山田行雄�田中弘敬�西田 朗 22

研究短報 �-,編�
第 +/回日本養豚研究会賞
受賞講演 �学術賞�
�豚における自給飼料の利用に関する研究���������������������������米田裕紀 ,0

受賞者挨拶 �功労賞�
�鹿児島県におけるバ�クシャ�種の改良と飼養技術の向上ならびに普及指導に関する業績�����永田文吉 +-*

特別講演
�第 2回国際養豚獣医学会議 �IPVS� に出席して� ��������������������丹羽太左衛門 +-+

研究会記事��������������������������������������������� +--

雑������������������������������������������������� +-1

寄稿案内 �投稿規程� 一部改正������������������������������������ +.*

第 ..回日本養豚研究会大会開催のお知らせ ������������������������������前付�
日本養豚文献集 �第 -輯� の発行�頒布について����������������������������前付�

第 ,,巻 第 -号 �+32/年 3月�
原 著
豚のふん尿処理に関する研究
�� 自然エネルギ�利用型システム豚舎と尿処理 ����������瑞穂 当�美斉津康民�山田 豊 +.+

豚の地域環境別選抜試験
�� 選抜の経過に伴う血液型遺伝子頻度の推移
�������������大石孝雄�阿部恒夫�阿部猛夫�伊藤 菁�村田亀松�神部昌行�西田 朗�

仁昌寺 博�佐藤 勲�高坂宗夫�三上仁志�甲斐勝利�黒木政博 +.2

ビ�トパルプの豚に対する飼料価値�����������������������古谷 修�長野錬太郎 +/.

豚におけるアルファルファ� ビ�トパルプおよびポテトパルプの給与が消化管内容物の繊維性成分の
消化吸収率に及ぼす影響����������������������������������杉本亘之 +/2

エストロゲンの投与がミニブタ血清アルカリホスファタ�ゼにおよぼす影響������安田幸雄�谷岡功邦 +0-

高リノ�ル酸飼料給与豚におけるカポック粕の軟脂改善効果�������������入江正和�大本邦介 +02

新生豚の体温と損耗に及ぼす環境温度の影響
�������������������秦 寛�阿部英則�杉本亘之�宮崎 元�出口栄三郎�所 和暢 +1.

� 21 �



豚の背脂肪の厚さ� 脂肪細胞の大きさと脂肪酸組成の関係
������������������千国幸一�神部昌行�小沢 忍�小石川常吉�吉武 充�矢野信礼 +2+

会員異動���������������������������������������������� +22

寄稿案内 �投稿規定� ���������������������������������������� +23

第 ..回日本養豚研究会大会次第 �����������������������������������前付�
第 ..回日本養豚研究会大会プログラム ��������������������������������前付�

第 ,,巻 第 .号 �+32/年 +,月�
原 著
肥育豚舎の管理作業に関する研究
�� 自動給餌機と自動除ふん機を装着した豚舎の管理作業 ������������岡田光弘�戸原三郎 +3+

脂肪酸組成の品種間差と性差の成長に伴う変化
������������������千国幸一�神戸昌行�小沢 忍�小石川常吉�吉武 充�矢野信礼 ,**

豚におけるアルファルファ� ビ�トパルプおよびポテトパルブの給与が消化管内容物の
アンモニア態窒素� 乳酸および揮発性脂肪酸濃度に及ぼす影響�����������������杉本亘之 ,*0

豚に対する発酵飼料の利用に関する研究
,� 食品残滓物を中心に配合した場合のと肉成績ならびに肉質について
�����������������������������松岡昭善�鈴木伸一�池田周平�濱岡俊哉 ,+-

鉄剤の投与法と投与量の違いが子豚の貧血に及ぼす影響��������������������上田博史 ,,+

研究短報 �+/編�
特別講演
�香川県の畜産事情�������������������������������������大眉 博 ,.,

�豚屠畜副産物の利用について��������������������������������矢野幸男 ,.0

研究会記事��������������������������������������������� ,/0

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� ,/3

寄稿案内 �投稿規程� ���������������������������������������� ,0*

第 ,,巻総目録 ������������������������������������������� ,0+

第 ./回日本養豚研究会大会開催のお知らせ ������������������������������前付�

第 ,-巻 第 +号 �+320年 -月�
原 著
プロスタグランジン F,の投与による豚の分娩開始時間の調節 �山田 豊�中村正斗�美斉津康民�瑞穂 当 +

背脂肪の厚さと脂肪細胞の大きさの品種間差と性差の成長に伴う変化
������������������千国幸一�神部昌行�小沢 忍�小石川常吉�吉武 充�矢野信礼 3

肉豚に対するビ�トパルプの肥育効果������������������杉本亘之�宮崎 元�藤田 保 +.

子豚の離乳後下痢由来大腸菌の薬剤感受性
���������������赤 功�武田光彦�菅野興文�田中 稔�三谷賢治�中沢宗生�柏崎 守 ,,

台湾在来豚に関する遺伝学的研究
�� 血液蛋白多型による桃園種と小耳種の遺伝子構成 ���������田中一栄�黒澤弥悦�大石孝雄 ,0

会員名簿���������������������������������������������� -+

寄稿案内 �投稿規定� ���������������������������������������� //

第 ./回日本養豚研究会大会次第 �����������������������������������前付�
第 ./回日本養豚研究会大会プログラム ��������������������������������前付�

第 ,-巻 第 ,号 �+320年 0月�
原 著
豚におけるトウモロコシの粒度と消化率の関係�������������������杉本亘之�高橋正也 /1

カンショの品種�系統およびカンショ� バレイショ� キャッサバの乾燥� 煮熟処理による栄養価の差違
��������������������������������������古谷 修�長野錬太郎 0,

豚における緑葉蛋白質の利用性に関する研究
+� 緑葉蛋白質の栄養価����������������������������杉本亘之�斎藤 隆 02

研究短報 �,0編�
第 +0回日本養豚研究会賞
受賞講演 �学術賞� �ランドレ�スにおける椎骨数の遺伝と産肉性について������������椎葉純一 +**

受賞者挨拶 �功労賞� �群馬県における豚の改良と技術の普及に関する業績������������笹原才治 +*.
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特別講演
�中国の養豚事情��������������������������������������小春英世 +*/

研究会記事��������������������������������������������� +*2

産肉能力検定のペ�ジ���������������������������������������� ++0

第 .0回日本養豚研究会大会開催のお知らせ ������������������������������前付�

第 ,-巻 第 -号 �+320年 3月�
原 著
豚の腟上皮細胞層および腟内腔での好中球の形態学的観察�������佐藤正光�正木淳二�丹羽太左衛門 ++1

子豚の有効リン要求量およびフィチンリンの利用性�����������������森 淳�高橋正也 +,0

豚血清の保存性に関する検討 �� 無機成分と酵素活性について
�����������������������������押田敏雄�岩瀬茂吉�豊浦雅次�田中享一 +-.

豚血清の保存性に関する検討 �� 糖�脂質と蛋白�非蛋白態窒素について
�����������������������������押田敏雄�岩瀬茂吉�豊浦雅次�田中享一 +.+

豚の生体計測値と枝肉計測値の相関に関する研究������������������矢間 太�友田 仁 +.2

豚における緑葉蛋白質の利用性に関する研究
,� 肉豚に対する緑葉蛋白質の肥育効果 ����������������杉本亘之�宮崎 元�斉藤 隆 +/1

特別講演
�都市型養豚経営の問題点���������������������������������仲宇佐達也 +0/

研究会記事��������������������������������������������� +03

第 /回日華養豚研究会議について�����������������������������������前付
第 .0回日本養豚研究会大会次第 �����������������������������������前付
第 .0回日本養豚研究会大会プログラム ��������������������������������前付

第 ,-巻 第 .号 �+320年 +,月�
原 著
極度の高温感作が豚に及ぼす影響 +� 生理反応について����鎌田寿彦�中村 孝�野附 厳�森田琢磨 +1-

極度の高温感作が豚に及ぼす影響 ,� 病理学的所見������中村 孝�鎌田寿彦�野附 厳�森田琢磨 +13

豚脂の性状に及ぼすカポック粕の給与期間と飼料中含量の影響������������入江正和�西村和彦 +2.

新生豚の血漿カテコ�ルアミン濃度に対する寒冷の影響���������宮腰 裕�太田達郎�咲山久美子 +3,

研究短報 �,+編�
特別講演
�山形県の畜産事情�������������������������������������山本正幸 ,+1

�韓国における畜産の現状と展望�������������������������������鄭 英彩 ,,,

�第 3回国際養豚獣医学会 �IPVS� に出席して� �����������������������吉本 正 ,,2

研究会記事��������������������������������������������� ,-+

第 ,-巻総目録 ������������������������������������������� ,-/

第 .1回日本養豚研究会大会開催のお知らせ ������������������������������前付�

第 ,.巻 第 +号 �+321年 -月�
日本養豚学会の発足にあたって���������������������������会長 丹羽太左衛門 +

原 著
豚の精巣� 精巣上体ならびに精管の収縮性に及ぼす PGF,の影響について �����������橋爪 力 -

イノブタの肉質に関する研究
+� 去勢雄と雌のと体成績および理化学的性状の差異����������松岡昭善�鈴木伸一�池田周平 1

台湾における主要純粋種雌豚の繁殖能力について�����������������������周 徳政 +-

第 /回日華養豚研究会議報告
�� 会議の経過について ������������������������������������� ,+

�� 会議日程 ������������������������������������������ ,,

�� 会議出席者 ����������������������������������������� ,-

�� 講演要旨 ������������������������������������������ ,.

�� 会議の結論とコメント ������������������������������������ 1+

研究会 �学会� 記事����������������������������������������� 1-

投稿規程改正のお知らせ���������������������������������������前付�
第 .1回日本養豚研究会 �日本養豚学会� 大会次第 ���������������������������前付�
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第 .1回日本養豚研究会 �日本養豚学会� 大会プログラム ������������������������前付�
昭和 0,年度�財�伊藤記念財団助成応募要項 ������������������������������後付�

第 ,.巻 第 ,号 �+321年 0月�
原 著
台湾における主要純粋種豚の産肉能力について������������������������周 徳政 13

穀物および大豆粕の粒度または煮熟処理が人工消化率および豚の消化率に及ぼす影響��古谷 修�梶 雄次 21

豚における供試飼料の消化率に及ぼす供試飼料と基礎飼料の配合割合の影響�����������杉本亘之 3.

第 +1回日本養豚学会賞
受賞講演 �学術賞� �豚舎の構造と管理作業に関する研究��������������������岡田光弘 +**

受賞者挨拶 �功労賞� �九州地域における養豚技術の研究と普及に関する業績�����������坂井 穣 +*.

特別講演
カナダにおける種豚改良計画について ������������������������D� S� HARBISON +*/

シンポジウム テ�マ �豚の胚移植研究の進歩と展望�
招待講演
豚の胚移植� 体外受精� 受精卵の体外培養に関する研究��������������������鄭 登貴 +++

関連講演
+� 豚胚の移植並びに保存に関する研究�����������������小栗紀彦�相馬 正�小島敏之 ++-

,� 豚卵子の体外受精と移値に関する研究��������������������������吉田光敏 ++0

-� 豚の二分離胚の移植に関する研究���������������������������長嶋比呂志 ++3

.� Altrenogestによる豚の性周期同期化について����������������������小林博行 +,+

第 .1回大会講演要旨 �-,編� ������������������������������������ +,.

学会記事���������������������������������������������� +-2

第 .2回大会開催通知 ����������������������������������������前付�

第 ,.巻 第 -号 �+321年 3月�
解 説
豚の日本飼養標準の改訂について������������������������������高橋正也 +.-

原 著
台湾における豚の雑種利用について�����������������������������周 徳政 +/*

肥育豚の体重と消化率との関係�������������������������������杉本亘之 +02

高リジン裸麦の豚における飼料価値������������������������古谷 修�梶 雄次 +1,

制限および不断給餌下での豚の産肉能力の評価��������������鈴木啓一�氏家 哲�浅野安夫 +12

授乳母豚における誘起排卵と受胎�分娩������������永田 裕�斉藤至是�荒木昭雄�真田 武 +2/

豚肉の理化学的性状の指標値����������������������池田敏雄�安藤四郎�中井博康 +3*

短 報
豚骨格計測値と産肉性との相関に関する研究

XX� 改良種豚と桃園種との全骨格からの品種的特徴差について
������������������友田 仁�丸川 智�松下秀樹�和田直世�山田雄一�中西 潤�

鵜飼清弘�豊生浩一�松井 賢�西村幸代�池 雙慶 +31

学会記事���������������������������������������������� ,**

第 .2回大会次第 ������������������������������������������前付�
第 .2回大会プログラム ���������������������������������������前付�

第 ,.巻 第 .号 �+321年 +,月�
原 著
イノブタの肉質に関する研究

,� 成長に伴う枝肉成績ならびに理化学的性状の変化
�����������������������池田周平�松岡昭善�鈴木伸一�多田耕太郎�赤井秀次 ,*-

プライマリ� SPF豚の発育と血液性状 ����������������金子晴寿�斉藤庸二郎�本庄 章 ,+,

豚の生前血液と放血血液の諸性状の比較�������押田敏雄�深沢美紀�大野 惇�田中享一�盛 信博 ,+2

特別講演
愛知県の畜産事情�������������������������������������岩井威道 ,,-

国際化の中における日本の養豚
	生産コストと経営構造の視点から	���������������������������村田富夫 ,-*
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シンポジウム テ�マ �系統豚の利用について�
話題提供

+� わが国の豚系統造成事業の経緯と現状��������������������������小林博行 ,.+

,� 岩手県における系統豚の利用������������������������������古川 力 ,..

-� 茨城県における系統豚の利用������������������������������新井忠夫 ,.1

.� 愛知県における系統豚の利用������������������������������鈴木治夫 ,/+

第 .2回大会講演要旨 �-.編� ������������������������������������ ,//

学会記事���������������������������������������������� ,03

第 ,.巻総目録 ������������������������������������������� ,1-

第 .3回大会開催通知 ����������������������������������������前付�

第 ,/巻 第 +号 �+322年 -月�
原 著
豚産肉能力検定成績の多変量解析�������������������������村田富夫�小礒 孝 +

豚舎汚水の微細粒子を分離した効率的浄化処理システム���������������亀岡俊則�因野要一 3

飼養形態の異なる二養豚場の子豚から分離されたブドウ球菌について
������������������������中嶋雅仁�武田植人�片岡 康�中沢宗生�柏崎 守 +1

豚血清乳酸脱水素酵素の測定に関する検討������押田敏雄�大野 惇�深沢美紀�田中享一�盛 信博 ,+

豚枝肉横断面測定値からの脂肪割合推定�����������������氏家 哲�鈴木啓一�浅野安夫 ,3

イノブタの肉質に関する研究
-� 同一月齢肥育後の生体重の相違が肉質に与える影響���������松岡昭善�鈴木伸一�池田周平 -/

短 報
Percoll密度勾配遠心法による豚精液の分離と性状 �戸津川 清�萱場猛夫�上野宏樹�須藤信也�富樫 稔 .,

放飼場で甘藷を給与した豚の発育と脂肪の質��������������������古谷 修�梶 雄次 ./

学会記事���������������������������������������������� .1

第 .3回大会次第 ������������������������������������������前付�
第 .3回大会プログラム ���������������������������������������前付�
昭和 0-年度�財�伊藤記念財団助成応募要項 ������������������������������後付�

第 ,/巻 第 ,号 �+322年 0月�
原 著
発育� 産肉能力による飼料中蛋白質およびエネルギ�の豚枝肉への利用効率の推定
�����������������������������鈴木啓一�氏家 哲�浅野安夫�西田 茂 .3

暑熱環境における豚の消化能力と発育�����������������������梶 雄次�古谷 修 /0

SPFおよび Conventional豚農場由来大腸菌の薬剤感受性と Rプラスミド
�����������������������������片岡 康�三谷賢治�中沢宗生�柏崎 守 0+

ランドレ�ス種の閉鎖群育種試験
�� 選抜差について ��������������兵頭 勲�渡辺 彬�楢島敏男�入交義孝�大橋昭也 00

第 +2回日本養豚学会賞
受賞講演 �学術賞� �豚における飼料の栄養評価に関する研究������������������杉本亘之 1-

受賞者挨拶 �功労賞� �千葉県における養豚学術の進歩と普及に関する業績������������菅野 保 12

シンポジウム テ�マ �オ�エスキ�病の現状と対策�
+� 国内の現状��������������������������������������安田瑶也 2*

,� 病性�疫学�診断����������������������������������清水悠紀臣 2,

-� 清浄化対策��������������������������������������諏訪綱雄 2-

.� 受精卵移植による清浄化��������������������������������小栗紀彦 2/

/� ワクチン開発の現状����������������������������������今田忠男 21

第 .3回大回講演要旨 �--編� ������������������������������������ 23

学会記事���������������������������������������������� +*-

第 /*回大会開催通知 ����������������������������������������前付�
第 0回日華養豚研究会議のお知らせ����������������������������������前付�

第 ,/巻 第 -号 �+322年 3月�
原 著
豚血液の溶血程度と吸光度� ヘム色素含量の関係���押田敏雄�古川康宏�小林義浩�坂田亮一�田中享一 ++-
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食用色素による豚溶血血清見本の試作について����押田敏雄�吉川康宏�小林義浩�坂田亮一�田中享一 ++3

大豆油とカポック粕添加が豚の脂肪の性状に及ぼす影響��������������������入江正和 +,/

Altrenogestの経口投与による豚の発情調整と血清 Progesteroneの動態
������������������������伊藤米人�近藤ゆり�楢島敏男�谷中 匡�枡田博司 +--

生物定量法による子豚のアルコ�ルの利用率の測定������������神部昌行�岡 基�吉田 實 +.,

Percoll密度勾配遠心法による豚精子の分離と F-body様小体の検出
������������������戸津川 清�萱場猛夫�大澤有子�上野宏樹�須藤信也�富樫 稔 +.1

桃園種精液の一般性状と凍結保存�������������金丸英伸�丹羽太左衛門�門司恭典�鈴木伸一 +/-

養豚飼料における可消化養分含量と DE含量の関係����������������������杉本亘之 +0+

短 報
肥育豚におけるイネ科主体牧草サイレ�ジを加味した自家配合飼料の利用性
�����������������������������高橋敏能�桜井好晴�萱場猛夫�太田三郎 +00

学会記事���������������������������������������������� +03

第 /*回大会次第 ������������������������������������������前付�
第 /*回大会プログラム ���������������������������������������前付�
第 0回日華養豚研究会議のお知らせ �会場変更� ����������������������������前付�

第 ,/巻 第 .号 �+322年 +,月�
原 著
種豚改良のための経済育種価と選抜指数に関する事例的検討
��������������������������杉本隆重�高橋 弘�新部昭夫�A. SCHINCKEL +1+

中国豚のミトコンドリア DNA制限酵素切断型
������������������三上仁志�大西 彰�小松正憲�大谷敏明�関 哲夫�五十嵐真哉 +2+

腹腔鏡法および開腹手術法による豚初期胚の移植
��������������柏崎直巳�塩原広之�添田益夫�武田光彦�杉本輝夫�菅原七郎�正木淳二 +20

特別講演
茨城県の畜産事情������������������������������������海老原五郎 +3+

第 +*回国際養豚獣医学会議 �IPVS� に出席して�����������������������久米勝巳 +31

第 /*回大会講演要旨 �,1編� ������������������������������������ +33

第 0回日華養豚研究会議報告
�� 会議の経過について ������������������������������������� ,++

�� 会議日程 ������������������������������������������ ,+,

�� 会議出席者 ����������������������������������������� ,+/

�� 講演要旨 ������������������������������������������ ,+2

�� 会議の結論とコメント ������������������������������������ ,/,

第 2回科学技術セミナ�
�豚の呼吸器系および生殖器系� ���������������������������������� ,//

学会記事���������������������������������������������� ,0+

第 ,/巻総目録 ������������������������������������������� ,0/

第 /+回大回開催通知 ����������������������������������������前付�

第 ,0巻 第 +号 �+323年 -月�
記念記事
創立 ,/周年を迎えて ������������������������������会長 丹羽太左衛門 +

日本養豚学会 ,/年の歩み ������������������������������������� -

日本養豚学会創立 ,/周年記念事業 ��������������������������������� -+

日本養豚学会創立 ,/周年記念式典 ��������������������������������� -,

記念講演
中国豚の品種資源とその利用��������������������������������鄭 丕留 --

世界における豚の凍結および液状精液の技術的研究と野外応用の現状 �����������L.A. JOHNSON -1

シンポジウム
テ�マ �日本における豚凍結精液実用化試験の結果および今後の利用方向について	 ������������ .-

話題提供
+� 研究の歩みとシンポジウムの目的��������������������������丹羽太左衛門 ..

,� 豚凍結精液利用実用化試験の経過と方法の概略���������������������佐
木捷彦 .0
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-� 錠剤化法 �ペレット法� による試験結果�������������������������伊原和美 .3

.� ストロ�法による試験結果�������������������������������荒木昭雄 /-

/� 今後の利用方向について��������������������������������小林博行 /1

日本養豚学会 �研究会� 誌総目録 �第 +巻�第 ,/巻� +30.�+322��������������������� /3

日本養豚学会�則������������������������������������������ 3/

日本養豚学会細則������������������������������������������ 32

日本養豚文献集 �第 .輯� の原稿提出についてのお願い�������������������������前付�
平成元年度�財�伊藤記念財団助成応募要項�������������������������������前付�

第 ,0巻 第 ,号 �+323年 0月�
原 著
血漿遊離脂肪酸組成の成長に伴う変化
�������������千国幸一�神部昌行�小沢 忍�小石川常吉�吉武 充�小堤恭平�加藤貞雄 33

HCG単一投与による性成熟前雌豚の発情誘起について
�����������������������戸津川 清�須藤信也�上野宏樹�富樫 稔�萱場猛夫 +*.

性成熟前の雌豚生殖器の肉眼的組織学的所見���������������田浦保穂�柿内健志�浜名克己 +*3

第 +3回日本養豚学会賞
受賞者挨拶 �功労賞�
	北海道における養豚学術の進歩と普及に関する業績
��������������������首藤新一 ++1

	鹿児島県における養豚学術の進歩と普及に関する業績
������������������宮内泰千代 ++3

第 /+回大会講演要旨 �-,編� ������������������������������������ +,+

会員名簿���������������������������������������������� +-/

役員�評議員名簿������������������������������������������ +0+

学会記事���������������������������������������������� +0-

日本養豚学会会則および細則 �現行� ��������������������������������� +1*

第 /,回大会開催通知 ����������������������������������������前付�

第 ,0巻 第 -号 �+323年 3月�
総 説
豚の先天異常の遺伝������������������������������������三上仁志 +1/

原 著
選抜指数法を用いた育種価推定における簡便計算法の正確度に関する一検討
��������������������高橋 弘�杉本隆重�新部昭夫�A. SCHINCKEL�Y. AMEMIYA +22

鹿児島バ�クシャ�種の血液蛋白型遺伝子構成��������������田中一栄�山形勝吉�黒澤弥悦 +31

子豚の吸乳行動に関する研究
�� 乳つき順位の形成および吸乳量に対する生時体重の影響
��������������宮腰 裕�集治善博�南雲忠雄�黒田由佳�近藤由美�近藤弘司�多田健二 ,*-

妊娠期の飼料給与量の相違が豚の長期繁殖に及ぼす影響���������森 淳�長野練太郎�古谷 修 ,++

豚の体重または背脂肪厚に基づく 2週齢時の第 +次選抜が 3*kg時の第 ,時選抜に及ぼす効果
������������������������鈴木啓一�氏家 哲�西田 茂�鎌田智子�浅野安夫 ,+2

豚枝肉出荷成績の統計分析����������������������������新井 肇�石岡宏司 ,,/

大型肥育豚の腎脂肪と背脂肪組織における脂肪細胞蓄積の経時的変化���鳥取 勝�野口 剛�青木利恵子 ,-,

短 報
Percoll密度勾配遠心法での遠心分離結果に及ぼす精子活力の影響
������������������戸津川 清�萱場猛夫�大澤有子�上野宏樹�須藤信也�富樫 稔 ,.+

学会記事���������������������������������������������� ,.-

第 /,回日本養豚学会大会次第 ������������������������������������前付�
第 /,同日本養豚学会大会プログラム ���������������������������������前付�

第 ,0巻 第 .号 �+323年 +,月�
原 著
飼料への大豆油添加とその添加時期による豚の皮下脂肪の脂肪酸組成と厚さの変化��������入江正和 ,.1

豚の脂肪組織と筋内脂肪の理化学的性状に及ぼす大豆油添加と添加時期の影響�����入江正和�藤谷泰裕 ,//

短 報
豚精子における F-bodyの検出率に関する研究���戸津川 清�正木 全�萱場猛夫�須藤信也�富樫 稔 ,0+
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特別講演
鹿児島県の畜産事情������������������������������������大山英隆 ,0.

台湾における養豚研究成果の応用について��������������������������葉 澤波 ,1.

シンポジウム
テ�マ �養豚における糞尿処理について�
豚舎構造と糞尿分離について��������������������������������山口和光 ,2+

豚舎汚水の処理について����������������������������������亀岡俊則 ,2-

鹿児島県における糞尿処理について�����������������������������松元計士 ,2/

設備機器と糞尿処理物の利用について����������������������������岡田光弘 ,21

第 /,回大会講演要旨 �-+編� ������������������������������������ ,3*

学会記事���������������������������������������������� -*.

第 ,0巻総目録 ������������������������������������������� -*1

第 /-回大会開催通知 ����������������������������������������前付�

第 ,1巻 第 +号 �+33*年 -月�
総 説
中国豚の品種資源及びその利用�������������������������������鄭 丕留 +

原 著
飼料のエネルギ�水準が肉豚の発育および肉量�肉質に及ぼす影響

+� 単飼で制限給餌した場合
���������神部昌行�中井博康�池田敏雄�安藤四郎�小堤恭平�千国幸一�前田昭二�高橋正也 +1

飼料のエネルギ�水準が肉豚の発育および肉量�肉質に及ぼす影響
,� 群飼で不断給餌した場合
���������神部昌行�中井博康�池田敏雄�安藤四郎�小堤恭平�千国幸一�前田昭二�高橋正也 ,.

子豚の吸乳行動に関する研究
�� 乳つき順位形成および子豚の発育に及ぼす吸乳位置限定の影響 ��������宮腰 裕�集治善博 -*

豚の家系指数選抜による繁殖形質の改良の可能性������������������佐藤正寛�西田 朗 -0

ランドレ�ス種 -系統豚の血液型からみた遺伝的特性�大石孝雄�兵頭 勲�神部昌行�三上仁志�西田 朗 .+

短 報
HCG単一投与による性成熟前雌豚の排卵誘起について
�����������������������戸津川 清�須藤信也�上野宏樹�富樫 稔�萱場猛夫 .2

油温脱水処理した食品残渣 �フライドミ�ル� の豚における栄養価
�����������������������������入江正和�亀岡俊則�崎元道男�因野要一 /*

学会記事���������������������������������������������� /-

第 /-回日本養豚学会大会次第 ������������������������������������前付�
第 /-回日本養豚学会大会プログラム ���������������������������������前付�
投稿規程一部改訂のお知らせ�������������������������������������前付�
平成 ,年度�財�伊藤記念財団助成応募要項�������������������������������後付�

第 ,1巻 第 ,号 �+33*年 0月�
原 著
種豚選抜のための推定育種価 �EBV� 計算システムの事例的検討
�������������������������杉本隆重�高橋 弘�新部昭夫�Allan SCHINCKEL //

豚の発育� 屠体成績と体脂肪の性状に及ぼす油温脱水処理をした食品残渣 �フライドミ�ル� 給与の影響
�����������������������������入江正和�亀岡俊則�崎元道男�因野要一 00

新生子豚の臍帯の形態及び出生後の経過時間に伴う変化について����������������丸山淳一 1-

特別講演 �第 /-回大会�
豚胚の移植並びに保存における最近の進歩��������������������������小栗紀彦 2*

第 ,*回日本養豚学会賞
受賞講演 �学術賞�
�豚の系統造成法に関する研究とその実際的応用�����������������������阿部猛夫 21

受賞挨拶 �功労賞�
�豚の産肉に関する調査研究の推進と養豚技術者の養成に関する業績��������������松崎 格 3,

第 /-回大会講演要旨 �.+編� ������������������������������������� 3.

学会記事���������������������������������������������� ++,
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第 /.回大会開催通知 ����������������������������������������前付�

第 ,1巻 第 -号 �+33*年 3月�
解 説
小腸フィステル装着豚を用いる消化吸収試験法の開発���������������������古谷 修 +,-

原 著
産子数と出生時の子豚との関係について���������������������������丸山淳一 -/

肥育豚舎の粉塵濃度と落下細菌数について��������������������������岡田光弘 +.*

重回帰分析による豚枝肉出荷成績の検討����������������������石岡宏司�新井 肇 +.0

一腹きょうだい数が子豚の発育� 育成豚の産肉� 繁殖能力に及ぼす影響
������������������������鈴木啓一�西田 茂�氏家 哲�福田智子�佐藤秀俊 +/-

イノブタの肉質に関する研究 .� 性別および筋肉部位による脂質並びに脂肪酸組成の差異
������������������������山野 裕�松岡昭善�古川 徳�高橋 強�山中良忠 +/3

豚の子宮内圧に対する Carbetocin, Oxytocinおよび Prostaglandin F,の効果
������������田浦保穂�脇 一志�山之口成民�高牟礼千郎�中尾継幸�浜名克己�松元久己 +01

短 報
子豚糞中の腐敗産物に対する大豆オリゴ糖添加給与の影響��������丸田喜義�宮崎 博�高橋みゆき +1,

統計資料���������������������������������������������� +1/

学会記事���������������������������������������������� +2,

第 /.回大会次第およびプログラム ����������������������������������前付�
第 1回日華養豚研究会議案内�������������������������������������前付�

第 ,1巻 第 .号 �+33*年 +,月�
原 著
一般豚舎と踏み込み式ビニ�ルハウス豚舎における肉豚の肥育成績と体脂肪性状の季節による差異
����������������������������������高橋敏能�今田哲雄�萱場猛夫 +2/

アメリカ養豚産業における生産技術革新と大規模経営の成立条件�����������斉藤 修�杉山和男 +3.

金華豚 �中国豚華中型� の血液型および蛋白質型特性
���������������大石孝雄�田中一栄�富田 武� 荘一�野口博道�丹治藤治�茂木敏弥 ,*,

豚のエネルギ�代謝に関する研究
+� 子豚用呼吸試験装置の試作ならびにその性能の検討
������������������伊藤澄麿�栗原良雄�池田周平�鈴木伸一�祐森誠司�杉村敬一郎 ,*3

Carbetocin, Oxytocinおよび Prostaglandin F,投与後における豚の一般臨床所見の推移
������������������������田浦保穂�工藤幸裕�芝原徹史�柳沢知己�松元久己 ,+1

短 報
離乳子豚の下痢と増体に対するアプラマイシンの効果������礒部禎夫�中村 彰�小牧 弘�柴田章夫 ,,,

特別講演 �第 /.回大会�
群馬県の畜産事情������������������������������������安田弘太郎 ,,/

Altrenogest投与による豚の発情同期化と受精卵移植に関する研究���������������李 光源 ,-+

シンポジウム
テ�マ �養豚産業の現状と今後の方向�
養豚産業の展望��������������������������������������塩田 忠 ,--

生産�������������������������������������������生駒博雄 ,-/

加工�流通����������������������������������������上田啓介 ,-1

消費�輸入����������������������������������������深瀬 誠 ,-3

総括�������������������������������������������村田富夫 ,.-

第 /.回大会講演要旨 �,-編� ������������������������������������ ,./

学会記事���������������������������������������������� ,//

第 ,1巻総目次 ������������������������������������������� ,/1

第 //回大会開催通知 ����������������������������������������前付�

第 ,2巻 第 +号 �+33+年 -月�
原 著

Oxytocinおよび Prostagiandin F,投与による離乳母豚のリンパ球幼若化反応の低下
�������������������田浦保穂�寺園 司�高木光博�吉川若枝�左近允巌�松元久己 +

� 29 �



イノブタの肉質に関する研究
/� 雄� 去勢雄および雌の発育成績� 枝肉成績ならびに肉の理化学的性状
������������������������松岡昭善�山野 裕�古川 徳�池田周平�山中良忠 0

第 1回日華養豚研究会議報告
�� 会議の経過について ������������������������������������� +-

�� 会議日程 ������������������������������������������ +.

�� 会議出席者 ����������������������������������������� +0

�� 講演要旨 ������������������������������������������ +1

�� 会議の結論とコメント ������������������������������������ 33

学会記事���������������������������������������������� +*,

第 //回大会次第およびプログラム ����������������������������������前付�
平成 -年度�財�伊藤記念財団助成応募要項�������������������������������後付�

第 ,2巻 第 ,号 �+33+年 0月�
原 著
豚血液の臨床検査におけるドライケミストリ�法の有用性について
����������������������������押田敏雄�諸見 高�英 俊征�小西信一郎 +*-

選抜指数法にもとづく簡便計算法と BLUP法による種豚評価の比較
�����������������������������杉本隆重�新部昭夫�高橋 弘�赤地勝美 ++.

豚舎粉塵の理化学的性状について������������������������������岡田光弘 +,*

血液型および蛋白質型によるクラウン系ミニブタの遺伝的分析�������大石孝雄�中西喜彦�田中一栄 +,0

特別講演 �第 //回大会�
千葉県の畜産事情�������������������������������������鈴木文夫 +--

豚の細胞遺伝学的研究�����������������������������������岡本 昭 +-2

第 ++回国際養豚獣医学会 �IPVS� 会議に出席して����������������������東 量三 +.-

第 ,+回日本養豚学会賞
受賞講演 �学術賞�
�豚の生殖器および分泌物の組織学的ならびに生化学的研究������������������佐藤正光 +/.

受賞挨拶 �功労賞�
�茨城県における養豚学術の進歩と普及に関する業績���������������������福田 勤 +.3

第 //回大会講演要旨 �-3編� ������������������������������������ +/+

学会記事���������������������������������������������� +02

第 /0回大会開催通知 ����������������������������������������前付�

第 ,2巻 第 -号 �+33+年 3月�
総 説
豚ヘモフィルス感染症に関する最近の知見��������������������������久米勝已 +1/

原 著
コンピュ�タによる生産計画と資金計画を中心とした養豚経営支援システムの事例的研究
��������������杉本隆重�赤地勝美�矢崎政義�新部昭夫 �������������� +2+

豚舎の床面の硬軟と肢蹄障害およびアクチノミセス�ピオヂェネス感染症による廃用との関係
���������������������������������山田 豊�美斉津康民�瑞穂 当 +3,

子豚の吸乳行動に関する研究
�� 新生子豚の人工授乳装置に対する自発的吸乳行動
�������������������������宮腰 裕�柴田 輝�押村達哉�白井清治�四英巳 +31

精巣上体精子の耐凍能および赤血球凝集反応に及ぼす豚個体別精漿の影響
�������������������中西喜彦�前園洋史�永井卓也�平 篤郎�後藤和文�小川清彦 ,*/

近交系クラウンミニブタの体尺測定値と特徴について������中西喜彦�小川清彦�柳田宏一�山内忠平 -++

豚血清生化学成分の測定値におよぼす溶血の影響
������������������押田敏雄�吉川康弘�小林義浩�猪股智夫�田中享一�小西信一郎 ,+3

Peptidoglycanおよびその他の生理活性物質が豚の生産性に及ぼす影響
�������������������矢挽輝武�石井泰明�眞田 武�楢橋綱雄�浜野 厚�深見 直 ,,/

報 告
中国寧夏回族自治区在来の八眉豚について���������������������紫野正雄�于 喜橋 ,-+

学会記事���������������������������������������������� ,-0
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国際学会等のお知らせ���������������������������������������� ,.+

第 /0回大会次第およびプログラム ����������������������������������前付�

第 ,2巻 第 .号 �+33+年 +*月�
原 著
豚血清生化学成分の測定値におよぼす遠心分離までの時間の影響
����������������������������押田敏雄�山本 修�猪股智夫�小西信一郎 ,.-

ランドレ�ス豚の産肉能力の選抜に伴う枝肉形質の変化����������鈴木啓一�西田 茂�氏家 哲 ,.2

給与飼料のエネルギ�水準が梅山豚の発育に及ぼす影響
�����������������������秋田富士�神部昌行�森 淳�安藤四郎�池田敏雄�

田邊亮一�佐藤正寛�古川 力�西田 朗�中井博康 ,//

短 報
異なる環境温度が肉豚の肥育成績と肥育に伴う体脂肪の性状に及ぼす影響
�����������������������������高橋敏能�鈴木淳一�池田直弥�萱場猛夫 ,0+

特別講演 �第 /0同大会�
神奈川県の畜産事情������������������������������������川口勝男 ,0/

台湾における養豚事業の近況��������������������������������池 雙慶 ,1+

オ�エスキ�病の現状と防疫対策
+� オ�エスキ�病の発生状況と防疫対策 ��������������������������宮島成郎 ,1-

,� オ�エスキ�病ワクチンの開発の現状 ��������������������������古内 進 ,11

-� 神奈川県におけるオ�エスキ�病発生の経緯と防疫対策について ��������������瀬戸 繁 ,2*

第 /0回大会講演要旨 �,-編� ������������������������������������ ,2-

統計資料���������������������������������������������� ,3.

第 ,2巻総目次 ������������������������������������������� -*+

第 /1回大会開催通知 ����������������������������������������前付�

第 ,3巻 第 +号 �+33,年 -月�
原 著
給与飼料のエネルギ�水準が梅山豚の内臓諸形質に及ぼす影響
�����������������������田邉亮一�安藤四郎�池田敏雄�秋田富士�神部昌行�

小澤明仁�佐藤正寛�古川 力�西田 朗�中井博康 +

血液型および蛋白多型による東京合成系統基礎豚の遺伝的分析��大石孝雄�兵頭 勲�小嶋禎夫�田中一栄 1

豚舎粉塵の密度� 粒径ならびに落下速度について�����������������������岡田光弘 +0

桃園種の枝肉形質� 筋肉の一般化学的組成および筋肉� 体脂肪の脂肪酸組成とヨウ素価における雌雄間の比較
������������������������松岡昭善�山野 裕�池田周平�鈴木伸一�山中良忠 ,,

豚のエネルギ�代謝に関する研究
,� 子豚の絶食時の熱発生量について�伊藤澄麿�栗原良雄�池田周平�鈴木伸一�祐森誠司�杉村敬一郎 ,2

中鎖脂肪給与が肥育豚の発育� 消化率� 背脂肪および脂肪酸組成に及ぼす影響
�����������������������������高田良三�設楽 修�斎藤 守�森 淳 -,

各種希釈保存液を用いた豚液状精液の長期保存試験��曽根 勝�知久幹夫�吉田光敏�番場公雄�小笠 晃 .+

学会記事���������������������������������������������� /+

投稿規程一部改訂のお知らせ�������������������������������������前付�
第 /1回大会次第およびプログラム ����������������������������������前付�
平成 .年度�財�伊藤記念財団助成応募要項�������������������������������後付�

第 ,3巻 第 ,号 �+33,年 0月�
日本養豚学会の益�の発展を祈念して����������������������名誉会長 丹羽太左衛門 //

原 著
豚の血清と血漿における生化学的成分測定値および溶血程度の比較
�������������押田敏雄�猪股智夫�英 俊征�佐藤憲明�氷熊謙二�矢山和宏�小西信一郎 /2

系統間三元交雑豚 �LWD� の発育に伴う蛋白質と脂肪蓄積の性別比較 ��������鈴木啓一�西 清志 0-

系統間三元交雑肥育豚の発育に伴う枝肉横断面脂肪面積割合の変化の部位別検討����西 清志�鈴木啓一 1*

短 報
品種間および性別による子豚の熱発生量の比較����伊藤澄磨�栗原良雄�池田周平�鈴木伸一�祐森誠司 11

特別講演 �第 /1回大会�
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わが国における食肉衛生検査の現状と課題�������������������������伊藤蓮太郎 13

太湖豚の高子数の特性及びその生理基礎について�����������������������徐 士清 2,

第 ,,回日本養豚学会賞
受賞講演 �学術賞�
�豚における脂肪の質� 特に給与飼料の影響に関する研究�������������������入江正和 3,

受賞挨拶 �功労賞�
�神奈川県における養豚学術の進歩と普及に関する業績��������������������佐藤康弘 30

第 /1回大会講演要旨 �-+編� ������������������������������������ 32

学会記事���������������������������������������������� ++,

日本養豚学会会則�細則および内規���������������������������������� +,-

日本養豚学会誌編集事務局の変更について�������������������������������前付�
第 2回日華 �中日� 養豚研究会議のお知らせ �第 +回� �������������������������前付�
第 /2回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�

第 ,3巻 第 -号 �+33,年 3月�
総 説
超音波法の養豚分野における応用と発達���������������������������入江正和 +,1

原 著
子豚の成長および生理反応におよぼす環境温度の影響�伊藤澄麿�栗原良雄�池田周平�鈴木伸一�祐森誠司 +-3

民豚 �中国豚華北型� の血液型および蛋白質型特性�������大石孝雄�石十嵐眞哉�関 誠�田中一栄 +./

発情前期または発情期に経口投与を開始した豚のAltrenogestによる発情同期化
�����������������������������伊藤米人�近藤ゆり�内山京子�桝田博司 +/,

養豚一貫経営における利益構成要因の統計的分析������������������石岡宏司�新井 肇 +/2

大ヨ�クシャ�種� バ�クシャ�種およびデュロック種の脂質組成
�����������������������������山野 裕�松岡昭善�高橋 強�山中良忠 +02

雄金華豚における生殖器の発達��������������������原山 洋�筒井昭夫�加藤征史郎 +1.

離乳子豚飼料へのフマ�ル酸添加の効果������������礒部禎夫�柴田章夫�中村 彰�小牧 弘 +2-

学会記事���������������������������������������������� +23

第 /2回大会次第およびプログラム ����������������������������������前付�
第 2回日華 �中日� 養豚研究会議のお知らせ �第 ,回� �������������������������前付�

第 ,3巻 第 .号 �+33,年 +,月�
原 著
豚の子宮内圧に対するカルベトシンの用量別効果の比較
������������������田浦保穂�増山龍一�鈴木敏之�高島一昭�石井邦彦�田中明子�

山口 潤�網本昭輝�田辺茂之�中市統三�中間實徳�山本浩三 +3-

豚の娩出促進に対するカルベトシンの臨床試験成績
������������������田浦保穂�増山龍一�宮本 忠�吉武 信�野口道修�保田昌宏�

村田智昭�宇根 智�中市統三�中間實徳�山本浩三�中村 敏 ,*+

豚におけるカルベトシンとオキシトシン投与後の子宮内圧および子宮筋電図の変化
���������田浦保穂�増山龍一�保田昌宏�宇根 智�中間實徳�宇 雄次�和田直巳�徳力幹彦 ,*/

アニマルモデルによるデュロック種の +*/ kg体重到達日齢および背脂肪厚に関する遺伝的趨勢の分析
����������������������������������新部昭夫�杉本隆重�高橋 弘 ,++

第 /2回日本養豚学会大会講演要旨 �,.編� ������������������������������ ,+2

学会記事���������������������������������������������� ,,3

日本養豚学会誌 第 ,3巻総目次 ����������������������������������� ,-+

第 /3回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�

第 -*巻 第 +号 �+33-年 -月�
特別寄稿
中国豚の優秀な品種特性とその世界の養豚業への貢献������������張 仲葛�李 錦�張 暁嵐 +

原 著
凍結豚精子の生存及び頭帽の形態維持に対するフラクトオリゴ糖の効果
������������������������桝田博司�須藤正己�飯田照彦�徳永隆久�平山匡男 ++

豚血清の溶血程度と生化学的成分の測定値におよぼす遠心分離条件の影響

� 32 �



����������������������������押田敏雄�高柳貴子�猪股智夫�小西信一郎 +0

枝肉 + kg当たり生産費に係わる構成要因の期別変化 �����������今田哲雄�鈴木義邦�風間 繁 ,+

豚血液の溶血程度と血清生化学的成分測定植の関係
������������������押田敏雄�吉川康宏�小林義浩�坂田亮一�猪股智夫�小西信一郎 ,1

三元交雑種 LWD, LWBおよび LWMの発育� 産肉能力の比較 �鈴木啓一�阿部博行�西 清志�吉野淳良 -.

豚の皮下脂肪厚と枝肉横切断面脂肪面積割合による全屠体および枝肉脂肪割合の推定��鈴木啓一�西 清志 .*

短 報
桃園種� バ�クシャ�種およびデュロック種の枝肉形質の差異�������松岡昭善�鈴木伸一�山中良忠 /*

第 2回日華養豚研究会議報告
�� 会議の経過について ������������������������������������� /-

�� 会議日程 ������������������������������������������ /.

�� 会議出席者 ����������������������������������������� //

�� 講演要旨 ������������������������������������������ /1

�� 会議のコメントと結論 ������������������������������������ +,*

学会記事 �書評� ������������������������������������������ +,-

第 /3回大会次第およびプログラム ����������������������������������前付�
平成 /年度�財�伊藤記念財団助成応募要項�������������������������������後付�

第 -*巻 第 ,号 �+33-年 0月�
原 著

PCR法よるブタの SRY保存領域の検出���������������������斉藤英文�戸津川 清 +,/

食品製造副産物の肥育豚への利用性に関する研究
+� 豆腐粕サイレ�ジ調整について������������������丹羽美次�中西五十�栗田隆之 +,2

特別講演 �第 /3回大会�
民豚の品種特性の研究�����������������������������������陳 潤生 +-/

国際会議報告 �第 /3回大会�
第 +,回国際養豚獣医学会議 �IPVS� 出席報告������������������������東 量三 +0/

中国豚に関する国際シンポジウムに参加して�������������������������古川 力 +02

第 ,-回日本養豚学会賞
受賞講演 �学術賞�
豚血液の生化学的検査に関する基礎的研究�������������������������押田敏雄 +1*

受賞挨拶 �功労賞�
干葉県における養豚学術の進歩と普及に関する業績���������������������益子正巳 +1-

第 /3回大会講演要旨 �,-編� ������������������������������������ +1/

学会記事���������������������������������������������� +2/

日本養豚学会会則�細則および内規���������������������������������� +3.

投稿規程一部改訂のお知らせ�������������������������������������前付�
第 0*回日本養豚学会開催通知 ������������������������������������前付�

第 -*巻 第 -号 �+33-年 3月�
原 著
肉豚の生体重 1*, +*2 kg時における枝肉比重による枝肉構成成分の推定��������吉田 力�佐藤直人 +33

北京黒豚種における精巣の発達��������������������������伊藤米人�鈴木 博 ,*1

筋漿タンパク質等電点電気泳動ゲルのヘムタンパク質染色による豚肉中の混入異種肉の検出
����������������������������������松岡昭善�高橋 強�山中良忠 ,+/

豚の凍結精液授精による受胎率及び産子数に影響する要因
��������桝田博司�小栗紀彦�米村 功�和泉屋公一�遠藤健治�保科和夫�富 常夫�小島敏之 ,,*

飼料給与量の制限が肥育豚の脂肪蓄積に及ぼす影響�����������������西 清志�鈴木啓一 ,,0

豚の蹄底に関する形質と産肉性および体型との関係�����������������河野建夫�榊原徳造 ,-.

解 説
豚の改訂日本飼養標準 �+33-年版� �����������������������������古谷 修 ,.,

学会記事���������������������������������������������� ,.3

第 0*回日本養豚学会大会次第 ������������������������������������前付�
第 0*回日本養豚学会大会プログラム ���������������������������������前付�
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第 -*巻 第 .号 �+33-年 +,月�
原 著
種雌豚 +頭当たり所得に係わる構成要因の期別変化������������今田哲雄�鈴木義邦�風間 繁 ,/+

近赤外法を利用した軟脂豚の迅速評価法������堀内 篤�知久幹夫�坂野文俊�川原崎達雄�曽根 勝 ,/1

特別講演 �第 0*回大会�
北海道の酪農�畜産事情���������������������������������笠島紀久雄 ,01

シンポジウム �養豚を取り巻く環境問題�
畜産と環境�世界の動向����������������������������������代永道裕 ,1,

糞尿処理技術の進歩と近未来��������������������������������松田従三 ,11

豚糞の堆肥化発酵処理と利用��������������������������������本多勝男 ,2,

豚および肉牛堆肥の地域利用��������������������������������糟谷 泰 ,21

第 0*回大会講演要旨 �,*編� ������������������������������������ ,23

学会記事���������������������������������������������� ,32

日本養豚学会誌 第 -*巻総目次 ����������������������������������� -*/

学会費の納入についてのお願い������������������������������������前付�
会員名簿の作成についてのお願い�����������������������������������前付�
第 0+回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�

第 -+巻 第 +号 �+33.年 -月�
原 著
豚の出荷日齢と屠体形質の経済価の推定���������������������������家入誠二 +

豚胚移植に関する研究
+� 同一供胚豚の卵巣反応および胚回収成績に対する反復胚回収の影響
������������������������������林 哲�小林一彦�水野仁二�大石隆一 2

豚胚移植に関する研究
,� ホルモン処理と胚回収成績との関係について��������林 哲�小林一彦�水野仁二�大石隆一 +0

豚胚移植に関する研究
-� 外科的胚回収と術後障害発生との関係�����������林 哲�小林一彦�水野仁二�大石隆一 ,,

PCR 法によるブタ雄特異的 DNA の検出 : 検体細胞数および増幅条件の検討
�����������������������河原崎達雄�高坂哲也�知久幹夫�曽根 勝�吉田光敏 ,1

学会記事���������������������������������������������� --

年度会費納入のお願い����������������������������������������前付�
会員名簿用カ�ド送付のお願い������������������������������������前付�
投稿規程の項目追加のお知らせ������������������������������������前付�
第 0+回日本養豚学会大会次第 ������������������������������������前付�
第 0+回日本養豚学会大会プログラム ���������������������������������前付�
平成 0年度�財�伊藤記念財団助成応募要項�������������������������������後付�

第 -+巻 特別号 �創立 -*周年記念号� �+33.年 .月�
記念行事
創立 -*周年を迎えて ��������������������������������会長 高橋正也 +

日本養豚学会 �発足 : 昭和 0,年� の歩み ������������������������������ -

日本養豚学会創立 -*周年記念事業 ��������������������������������� +1

日本養豚学会創立 -*周年記念式典 ��������������������������������� +2

わが国養豚研究の回顧
��育 種���������������������������������������三上仁志 +3

��繁 殖���������������������������������������桝田博司 ,-

��飼養�管理�������������������������������������吉本 正 ,2

��栄養�飼料�������������������������������������古谷 修 --

��衛 生���������������������������������������柏崎 守 .*

��肉質�加工利用�����������������������������������中井博康 ..

��経営�流通�消費����������������������������������新井 肇 .3

日本養豚学会誌総目録 �第 ,0巻�第 -*巻	 +323�+33-�������������������������� /-

� 34 �



第 -+巻 第 ,号 �+33.年 0月�
原 著
ウェットフィ�ディングにおける肥育豚の水要求量と節水効果�������宮脇耕平�伊東正吾�保科和夫 -/

輸送した梅山豚初期胚の移植後の発育�����������������������柏崎直巳�菅原七郎 .-

短 報
異品種間の豚胚移植時の妊娠期間����������������林 哲�小林一彦�水野仁二�大石隆一 .2

第 ,.回日本養豚学会賞
受賞講演 �丹羽賞�
豚の改良の効率化と産肉生理に関する研究������������������������鈴木 啓一 /+

受賞挨拶 �功労賞�
豚の改良増殖及び養豚技術の普及に関する業績����������������������和島昭一郎 //

日本養豚学会創立 -*周年記念行事シンポジウム ���������������������������� /0

主題 �日本における養豚の現状と将来像について�
副題 �種豚の改良と今後の方策�
話題提供

+� 種豚の改良とその実際的な利用��������������������������尾形 真二 /0

,� ハイブリッド豚の現状と今後の普及������������������������大貫 勝彦 /1

-� 全農ハイコ�プ事業の現況と今後の計画����������������������大兼政雄二 /3

.� 私の行なってきた種豚の改良と養豚経営����������������������吉田小夜子 0*

第 0+回大会講演要旨 �,/編� ������������������������������������ 0+

学会記事 ���������������������������������������������� 1,

日本養豚学会会則�細則および内規���������������������������������� 2/

第 0,回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�
第 3回日華養豚研究会議について �予告� �������������������������������前付�

第 -+巻 第 -号 �+33.年 3月�
原 著
豚枝肉出荷技術の経済性�����������������������������新井 肇�石岡宏司 23

北京黒豚における雌生殖器の発達���������������伊藤米人�近藤ゆり�鈴木 博�楢島敏男 33

豚血中プロジェステロン測定への EIAキットの応用 �����亀井勝浩�岩村祥吉�吉岡耕治�加茂前秀夫 +*3

雌豚の繁殖成績に及ぼす分娩後ポビドンヨ�ド子宮内注入の影響� 特に哺乳日数の異なる豚群間の比較
�����������������������森好政晴�加藤 真�広井信人�中尾敏彦�河田啓一郎 ++0

学会記事���������������������������������������������� +,*

第 0,回日本養豚学会大会次第 ������������������������������������前付�
第 0,回日本養豚学会大会プログラム ���������������������������������前付�
第 3回日華養豚研究会議案内�������������������������������������前付�

第 -+巻 第 .号 �+33.年 +,月�
原 著
豚肉の保存� 調理法が官能検査に及ぼす影響
���������唐沢恵子�高崎禎子�渋谷立人�青木 圭�伊藤米人�内田哲二�北村雅彦�條	和実 +,+

金華豚における子宮頚管� 腟および腟前庭の発達������加藤浩一郎�廣岡亮介�宮野 隆�加藤征史郎 +,2

特別講演 �第 0,回大会�
静岡県の畜産事情�������������������������������������勝山建郎 +-.

公開講演会
日本における養豚の現状と将来像について �,�

,+世紀への養豚経営の活路


+� ウルグアイ�ラウンド合意後の日本養豚の展開方向�������������������村田富夫 +-2

,� 養豚経営展開の課題と可能性�����������������������������新井 肇 +..

-� 豚肉流通�消費の構造変化と将来対応�������������������������安部新一 +/,

第 0,回大会講演要旨 �+3編� ������������������������������������ +/2

学会記事���������������������������������������������� +01

書 評����������������������������������������������� +1,

日本養豚学会誌 第 -+巻総目次 ����������������������������������� +1-
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年度会費納入のお願い����������������������������������������前付�
第 0-回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�

第 -,巻 第 +号 �+33/年 -月�
原 著
食品製造副産物の肥育豚における利用性に関する研究

,� 豆腐粕サイレ�ジ給与による発育および体脂肪に及ぼす影響����������丹羽美次�中西五十 +

フィ�ルド�デ�タによる母豚の繁殖能力に対する産次および品種の影響について
����������������������������新部昭夫�杉木降重�高橋 弘�小野里幹夫 2

第 3回日華養豚研究会議報告
�� 会議の経過 ���������������������������������������� +/

�� 会議日程 ����������������������������������������� +0

�� 会議出席者 ���������������������������������������� +1

�� 講演要旨 ����������������������������������������� +3

�� 会議のコメントと結論 ����������������������������������� 3,

学会記事���������������������������������������������� 3/

第 0-回大会次第およびプログラム ����������������������������������後付�
平成 1年度�財�伊藤記念財団助成応募要項�������������������������������後付�

第 -,巻 第 ,号 �+33/年 0月�
原 著
台湾養豚の豚肉供給力規定要因の解析����������������������������村田富夫 31

パソコンによる豚閉鎖群育種集団における相加的血縁係数行列の逆行列算出のための記憶容量と
演算時間に関する検討������������������������������佐藤正寛�小畑太郎 +*0

解 説
豚の繁殖新技術開発の現状とくに豚胚の凍結保存技術の開発について��������������小島敏之 ++*

第 ,/回日本養豚学会賞
受賞講演 �丹羽賞�
豚の血液型と系統分化に関する遺伝学的研究������������������������田中一栄 ++-

受賞挨拶 �功労賞�
神奈川県における養豚学術の進歩と普及に関する業績��������������������柏木敏男 ++1

特別講演 �+�
中国豚の育種���������������������������������������趙 書廣 ++2

特別講演 �,�
タイの畜産事情��������������������������������������熊谷哲夫 +,/

国際会議報告
第 +-回国際養豚獣医学会議 �IPVS� 出席報告�����������������������小久江栄一 +,0

シンポジウム
テ�マ �養豚場の夏場対策� �暑かった去年の夏をふりかえって�
シンポジスト
養豚場の夏場対策
暑熱環境が豚の生産性に及ぼす影響とその対策�����������������������吉本 正 +,2

繁殖豚に対する暑熱の影響とその対策���������������������������曽根 勝 +-0

�新潟県朝日村� 精液利用組合の活動について ������������飯沼与三汰�高城 勉�深川 進 +.*

第 0-回大会講演要旨 �,/編� ������������������������������������ +.-

学会記事���������������������������������������������� +//

日本養豚学会役員�評議員名簿������������������������������������ +0-

日本養豚学会会則�細則および内規���������������������������������� +0.

第 0.回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�

第 -,巻 第 -号 �+33/年 3月�
原 著
世代の重複のない豚閉鎖群育種集団における相加的血縁係数行列の逆行列の算出方法の検討
���������������������������������������佐藤正寛�小畑太郎 +1+

ノブ精子が高率に占める豚精液の性状と受精能�������������������伊藤米人�外山芳郎 +1/
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飼料中繊維含量と飼料給与水準が異なる条件での豚の消化率に及ぼす寒冷の影響�����秦 寛�小泉 徹 +2+

塩酸加水分解による豚血液グロビンの乳化性およびゲル形成性の改善����宮口右二�堤 将和�永山精美 +20

初乳および新生子豚血清の遊離アミノ酸の動態�������������������岩澤季之�楢崎 昇 +3-

短 報
電子スピン共鳴スペクトルによる豚精子の膜流動性の測定��������������桝田博司�園原邦治 ,**

凍結�融解後の豚精子の生存性に及ぼす曝磁の影響����������������������桝田博司 ,*-

学会記事���������������������������������������������� ,*0

第 0.回日本養豚学会大会次第 ������������������������������������後付�
第 0.回日本養豚学会大会プログラム ���������������������������������後付�

第 -,巻 第 .号 �+33/年 +,月�
原 著
北京黒豚における精液の一般性状と保存試験および雌豚の繁殖成績
�����������������������������伊藤米人�近藤ゆり�野村友宏�楢島敏男 ,*1

梅山豚の成長にともなう枝肉構成の変化
��������������秋田富士�宮本 進�安藤四郎�神部昌行�池田敏雄�山田 豊�中井博康 ,+-

特別講演 �第 0.回大会�
香川県の畜産事情����������������������������������������� ,,+

公開講演会 �記念シンポジウム�
畜産環境保全�家畜ふん尿処理技術について�

+� 香川県における養豚のふん尿処理の現状について��������������������太田 正 ,,3

,� オゾンランプを使用した脱臭技術について�����������������������竹内康裕 ,-0

-� 養豚のふん尿処理利用技術について��������������������������羽賀清典 ,-3

第 0.回大会講演要旨 �+1編� ������������������������������������ ,.,

学会記事���������������������������������������������� ,/*

日本養豚学会誌 第 -,巻総目次 ����������������������������������� ,/.

年度会費納入のお願い����������������������������������������前付�
第 0/回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�

第 --巻 第 +号 �+330年 -月�
原 著
鉄剤の投与が仔豚の血中ビタミン B+,量� 体重および血液の諸性状におよぼす影響
�������押田敏雄�福安嗣昭�遠藤寛子�長谷川浩志�猪股智夫�及川直子�小西信一郎�盛 信博 +

ウェットフィ�ディングが肥育豚の発育� 飼料要求率および枝肉の改善に及ぼす効果
����������������������������������宮脇耕平�保科和夫�伊藤正吾 /

豚の系統造成における線形計画による選抜と制限付き BLUP法による選抜の比較
����������������������������������家入誠二�佐藤正寛�村上忠勝 +.

短 報
SDS�ポリアクリルアミドゲル電気泳動法 �SDS�PAGE� による肉種鑑別
�����������������������������松岡昭善�古川 徳�高橋 勉�山中良忠 +3

学会記事���������������������������������������������� ,,

第 0/回大会次第およびプログラム ����������������������������������後付�
平成 2年度�財�伊藤記念財団助成応募要項�������������������������������後付�

第 --巻 第 ,号 �+330年 0月�
原 著
環境温度の日内変動幅が子豚の成長および消化率におよぼす影響
������������������������栗原良雄�池田周平�鈴木伸一�祐森誠司�伊藤澄麿 ,/

大ヨ�クシャ�種� バ�クシャ�種およびデュロック種筋肉脂質の脂肪酸組成
������������������������山野 裕�松岡昭善�古川 徳�高橋 強�山中良忠 -*

繁殖能力を中心とした母豚更新期の決定に関する事例的検討��杉本隆重�新部昭夫�高橋 弘�小野里幹夫 .+

第 ,0回日本養豚学会賞
受賞講演 �丹羽賞�
繁殖雌豚の飼料の栄養評価に関する研究��������������������������森 淳 .1

受賞挨拶 �功労賞�
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わが国における豚枝肉� 部分肉の格付の普及による豚肉の品質向上に関する業績��������和田治男 /+

特別講演
豚の繁殖技術応用の世界的展望特に人工授精に関連して������������Dr. Lawrence A. JOHNSON /,

第 0/回大会講演要旨 �,+編� ������������������������������������ //

学会記事���������������������������������������������� 0/

日本養豚学会新役員�評議員 �平成 2�3年度� 名簿 �������������������������� 1,

日本養豚学会会則�細則および内規���������������������������������� 10

第 00回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�

第 --巻 第 -号 �+330年 3月�
原 著
所得階層別における枝肉 + kg当たり生産費に対する構成要因の比較
�����������������������������今田哲雄�鈴木義邦�風間 繁�川村信雄 2+

ウェットフィ�ディングが肥育豚の採食行動および飼槽の利用性に及ぼす影響
����������������������������������宮脇耕平�保科和夫�伊東正吾 22

無精子症を呈した雄豚の精液性状の経過������������伊藤米人�近藤ゆり�鈴木 博�内山京子 31

特別講演
豚の繁殖技術応用の世界的展望
特に人工授精に関連して�������������������������Dr. Lawrence A. JOHNSON +*.

学会記事���������������������������������������������� ++,

第 00回日本養豚学会大会次第 ������������������������������������後付�
第 00回日本養豚学会大会プログラム ���������������������������������後付�
日本養豚学会会員名簿����������������������������������������巻末�

第 --巻 第 .号 �+330年 +,月�
原 著
単飼条件および群飼条件下での肥育豚の行動比較������������������鎌田寿彦�渡辺 裕 ++/

Altrenogest投与中に性腺刺激ホルモン �PMSG, hCG� を投与した豚の卵巣反応
����������������������������������伊藤米人�近藤ゆり�桝田博司 +,,

解 説
豚の遺伝資源の保全と利用���������������������������������大石孝雄 +,1

特別講演 �第 00回大会�
熊本県の畜産事情�������������������������������������磯川宗逸 +-.

公開シンポジウム
,+世紀を切り開く養豚技術革命�生産性の追求と環境への適応�

+� SPF養豚の理論と展望�SPF技術の開発と普及� �������������������柏崎 守 +-3

,� 豚の育種改良の現状と今後の方向���������������������������三上仁志 +.,

-� 飼育技術からの畜産環境対策�����������������������������古谷 修 +..

第 00回大会講演要旨 �,.編� ������������������������������������ +/,

学会記事���������������������������������������������� +0-

日本養豚学会誌 第 --巻総目次 ����������������������������������� +0/

年度会費納入のお願い����������������������������������������前付�
第 +*回日華養豚研究会議開催のお知らせ �������������������������������前付�
第 01回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�

第 -.巻 第 +号 �+331年 .月�
原 著
飼料と水との同時混合給与が肥育豚の採食速度および採食量に及ぼす影響��宮脇耕平�保科和夫�伊東正吾 +

豚初乳ペプチドの加水分解によるアミノ酸濃度の動態�����������岩澤季之�楢崎 昇�八木康一 3

アミノ酸添加低蛋白質飼料の給与による肉豚における窒素排泄量の低減
���������古谷 修�渡部正樹�阿部博行�清水俊郎�大門博之�佐藤圭子�今田哲雄�佐藤金一 +/

学会記事���������������������������������������������� ,,

第 +*回日華養豚学会大会開催延期のお知らせ �����������������������������前付�
第 01回大会次第およびプログラム ����������������������������������後付�
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第 -.巻 第 ,号 �+331年 0月�
原 著
豚の産子数に及ぼす子宮角長と黄体数の影響���������������家入誠二�村上忠勝�早田繁伸 ,1

飽食および制限給与が繁殖雌豚の長期間の繁殖性に及ぼす影響������������山田 豊�中村正斗 -,

母豚の乳頭間における射乳開始の時間差
��������������宮腰 裕�後村直康�田本奈�絵�戸田貢輔�林 大�森 友治�中下弥生 .+

日米台英における養豚飼料コストの比較研究�������������������������村田富夫 ..

短 報
豚の閉鎖群育種において血縁情報量が選抜の正確度および育種価の改良量に与える影響�佐藤正寛�古川 力 /+

第 ,1回日本養豚学会賞
受賞講演 �丹羽賞�
雄ブタにおける性成熟 �北京黒豚� ならびに精子異常例に関する研究�������������伊藤米人 //

受賞挨拶 �功労賞�
山形県における養豚学術進歩と技術普及に関する業績��������������������富樫 稔 /3

特別講演
各国� 特に台湾における口蹄疫の発生状況及び我が国が講じた防疫措置�������������大友浩幸 0*

口蹄疫について� その症状と防疫������������������������������村上洋介 0/

第 01回大会講演要旨 �,-編� ������������������������������������ 02

学会記事���������������������������������������������� 13

日本養豚学会役員�評議員 �平成 2�3年度� 名簿 ��������������������������� 20

日本養豚学会会則�細則および内規���������������������������������� 23

第 02回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�

第 -.巻 第 -号 �+331年 3月�
原 著
体重 3* kg時の雄豚の生殖器の大きさと体型� 産肉性との関係およびその遺伝�����河野建大�榊原徳造 3-

体重 3* kg時の雌豚の生殖器の大きさと体型� 産肉性との関係およびその遺伝�����河野建夫�榊原徳造 33

豚の滲出性表皮炎 �Porcine Exudative Epidermitis : PEE� に対する Enrofloxacinの治療効果
�����������������������������鳥海 弘�市川博靖�桑原 康�武石昌敬 +*0

豚凍結精液授精後の受精率について�������������������紫野正雄�水野博晶�福岡秀雄 ++/

短 報
と畜検査で関節炎型豚丹毒を疑い保留された豚における豚丹毒菌分離と関節液における豚丹毒抗体価との関係
�������������������������������������������出口栄三郎 +,*

解 説
畜産環境問題の現状と対策���������������������������������木下良智 +,-

豚舎排水処理の現状と対策���������������������������������本多勝男 +-*

臭気対策の現状と課題�����������������������������������道宗直昭 +-3

日本における豚ふん堆肥の製造�利用の実態�������������������������原田靖生 +./

学会記事���������������������������������������������� +/+

第 02回日本養豚学会大会次第 ������������������������������������後付�
第 02回日本養豚学会大会プログラム ���������������������������������後付�

第 -.巻 第 .号 �+331年 +,月�
原 著
未性成熟豚における PMSG-hCGによる排卵の同期化���������������������山田 豊 +/-

未成熟豚における排卵誘起時の性ステロイドおよびプロスタグランジンの動態�����山田 豊�河合康夫 +/1

家畜肉から抽出した筋漿タンパク質の HPLC分画パタ�ンによる肉種の判別
�����������������������������松岡昭善�古川 徳�高橋 強�山中良忠 +0-

母ブタの周産期における末梢血リンパ球幼若化能����������������������出口栄三郎 +1*

解 説
豚枝肉取引規格の改正及び最近における豚枝肉の格付動向について���������������油上 晋 +1.

特別講演 �第 02回大会�
青森県の畜産事情������������������������������������小山田 久 +2,

公開シンポジウム
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,+世紀に向けての養豚経営の方向と課題
+� 自給率の向上と -C運動 �������������������������������鹿熊俊明 +21

,� 大規模経営の現状と課題�������������������������������山崎 伸 +3.

-� 新しい経営戦略の試み��������������������������������鈴木啓一 +30

第 02回大会講演要旨 �,,編� ������������������������������������ ,*.

学会記事���������������������������������������������� ,+.

�学会の活動に関するアンケ�ト調査� 結果の概要 ��������������������������� ,+1

日本養豚学会誌 第 -.巻総目次 ����������������������������������� ,+3

年度会費納入のお願い����������������������������������������前付�
第 03回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�

第 -/巻 第 +号 �+332年 -月�
原 著
子豚の群編成と末梢血コルチゾ�ル濃度� リンパ球幼若化能� 単球貪食能および
フィトヘマグルチニン �PHA� 皮内反応 �������������������������出口栄三郎 +

ウェットフィ�ディングが離乳子豚の発育� 飼料摂取量� 水消費量および採食行動に及ぼす影響
����������������������������������宮脇耕平�保科和夫�伊東正吾 3

肉豚と同様の飼養管理下における一代雑種雌豚の性成熟と生殖器の大きさ�������河野建夫�榊原徳造 +2

子豚用代用乳に対するペプチドの添加が人工哺育豚の発育成績ならびに血液性状に及ぼす影響
������������������������岩澤季之�楢崎 昇�三谷秀彦�保住茂雄�盛田フミ ,/

学会記事���������������������������������������������� -.

第 03回大会次第およびプログラム ����������������������������������後付�
平成 3年度�財�伊藤記念財団助成応募要項�������������������������������後付�

第 -/巻 第 ,号 �+332年 0月�
短 報
肉豚 +頭当たり豚房面積が肉豚の肥育成績ならびに経済性に及ぼす影響
�����������������������������今田哲雄�佐藤圭子�佐藤和枝�川村信雄 -1

プロスタグランジン F,投与による分娩誘起時の血中プロジェステロン濃度の推移について
���������������������������������������山田 豊�石井泰明 .*

妊娠初期の豚におけるプロスタグランジン F,投与の影響 �������������������山田 豊 .-

第 ,2回日本養豚学会賞
受賞講演 �丹羽賞�
子豚および肥育豚のウェットフィ�ディングに関する研究������������������宮脇耕平 .1

受賞挨拶 �功労賞�
鹿児島県における養豚学術の進歩と普及に関する業績��������������������横山豪郎 /+

公開シンポジウム
�肉豚の生産から食卓まで� 	良い肉質をめざして	
安全な豚肉をつくるために���������������������������豊浦雅次�福安嗣昭 /-

良い豚肉をつくるための生産現場からの提言������������������������兵頭 勲 /0

と畜場における豚肉の品質管理と安全性��������������������������神田 宏 /3

食肉加工から見た原料肉の品質について��������������������������林 信義 0-

第 03回大会講演要旨 �,1編� ������������������������������������ 0.

学会記事���������������������������������������������� 11

日本養豚学会役員�評議員 �平成 +*�++年度� 名簿 �������������������������� 2.

日本養豚学会会則�細則および内規���������������������������������� 23

第 1*回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�

第 -/巻 第 -号 �+332年 3月�
原 著
スルファモノメトキシン�オルメトプリム合剤飲水投与による哺乳子豚の増体効果���永井 勝�中村好一 3-

魚油および酒米添加飼料が豚の肉質と産肉能力に及ぼす影響
�����������������������小川ゆう子�鈴木啓一�阿部博行�鹿野裕志�伊藤 勝 32

デュロック種の肢蹄形質と産肉能力� 体尺測定値との関連���門脇 宏�鈴木啓一�小川ゆう子�伊藤 勝 +*1

学会記事���������������������������������������������� ++.
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第 1*回日本養豚学会大会次第 ������������������������������������後付�
第 1*回日本養豚学会大会プログラム ���������������������������������後付�

第 -/巻 第 .号 �+332年 +,月�
原 著
食肉中のヘム色素の安定性に及ぼすビタミン Eの添加効果 ���坂田亮一�森田英利�永田致治�浅野俊孝 ++1

高温環境が子豚の成長におよぼす影響��������祐森誠司�池田周平�鈴木伸一�栗原良雄�伊藤澄麿 +,+

豚の妊娠期における胎子および子宮内容物の発育と雌豚生殖器の形態的変化������河野建夫�榊原徳造 +,0

特別講演 �第 1*回大会�
宮城県の畜産事情�������������������������������������大野興一 +-/

公開シンポジウム
,+世紀を目指した我が国の養豚戦略

+� ハイポ�豚の育種改良��������������������������������高畑 隆 +.*

,� 系統豚の普及状況と今後の課題����������������������������古川 力 +./

-� 国内におけるオ�ルイン�オ�ルアウト� SEWによる肉豚生産の現状と課題 �������呉 克昌 +.2

.� ,+世紀に向けた家族養豚経営の変革要因 �����������������������赤地勝美 +/*

第 1*回大会講演要旨 �,.編� ������������������������������������ +/,

学会記事���������������������������������������������� +0-

日本養豚学会誌 第 -/巻総目次 ����������������������������������� +0/

年度会費納入のお願い���������������������������������������前付�
第 1+回日本養豚学会大会開催通知 ���������������������������������前付�

第 -0巻 第 +号 �+333年 -月�
原 著
プロスタグランジン生合成酵素阻害剤による未成熟豚における誘起排卵の抑制�����山田 豊�河合康夫 +

哺育子豚における豚乳からのアミノ酸摂取量の推定������������岩澤季之�樽崎 昇�上野光敏 /

豚の閉鎖群育種において相対希望改良量に産子数を含めた場合の期待改良量�佐藤正寛�古川 力�石井和雄 +-

ブタ精子の +*�保存における精漿濃度が精子の運動性に及ぼす影響
��������������田内静花�酒井幹子�山内伸彦�下司雅也�永井 卓�橋詰 力�桝田博司 +2

資 料
ゲッチンゲンミニブタ頭骨の大きさ�����������������������������中村 孝 ,-

学会記事���������������������������������������������� ,/

第 1+回大会次第およびプログラム ����������������������������������後付�
平成 ++年度�財�伊藤記念財団助成応募要項 ������������������������������後付�
第 ./回国際食肉科学技術会議開催のお知らせ �����������������������������後付�

第 -0巻 第 ,号 �+333年 0月�
原 著

Percoll密度勾配法で分別した精子による受胎母豚からの新生子の性比
�������������������紫野正雄�福岡秀雄�岩田宣威�辻村聖志�柏崎直巳�村木武司 -+

+*�保存ブタ精子の運動性および受精能の変化
��������������田内静花�酒井幹子�山内伸彦�下司雅也�永井 卓�橋爪 力�桝田博司 -0

ブタ精漿中の SOD様活性および保存液中への SODの添加が精子の運動性に及ぼす影響
��������������田内静花�酒井幹子�山内伸彦�下司雅也�永井 卓�橋爪 力�桝田博司 .,

食肉および食肉製品の赤色�素の安定性に及ぼすカルノシンの添加効果���坂田亮一�森田英利�永田致治 .1

短 報
ランドレ�ス純粋種およびその交雑種の血清中脂質成分濃度および遊離アミノ酸濃度の差異
����������������������������������山田未知�網中 潤�山田幸二 /,

解 説
日本飼養標準�豚 �+332年版� の主な改訂内容について �������������������斎藤 守 /0

第 ,3回日本養豚学会賞
受賞講演 �丹羽賞�
豚の繁殖領域におけるプロスタグランジンの意義に関する研究����������������山田 豊 0*

受賞挨拶 �功労賞�
茨城県における養豚学術の進歩と普及に関する業績���������������������佐野 修 01
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特別講演
�中国集約化養豚場における糞尿および汚水処理技術���������������������王 林 雲 02

公開シンポジウム
�環境にやさしい養豚をめざして�

+� 悪臭の防止対策�����������������������������������道宗直昭 1+

,� 汚水処理と堆肥化対策��������������������������������羽賀清典 13

第 1+回大会講演要旨 �,3編� ������������������������������������ 2.

学会記事���������������������������������������������� 31

日本養豚学会役員�評議員 �平成 +*�++年度� 名簿 �������������������������� +*/

日本養豚学会会則�細則および内規���������������������������������� +*1

第 1,回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�

第 -0巻 第 -号 �+333年 3月�
原 著
アニマルモデルによる BLUP法を用いた豚の産子数の改良と遺伝的趨勢 ��栗田隆之�北島秀敏�家入誠二 +++

プロスタグランジン生合成酵素阻害剤による排卵抑制時の性ステロイドおよびプロスタグランジンの動態
���������������������������������������山田 豊�河合康夫 ++1

パルマハム中に生成する赤色�素の特性������������坂田亮一�森田英利�乗松 毅�牛 軍 +,.

豚系統造成において個体数が単一形質の REML法による分散成分および育種価の推定に及ぼす影響
����������������������������������佐藤正寛�古川 力�石井和雄 +-*

解 説
SEWによるマルチサイト養豚の概要 ����������������������������鈴木 章 +-0

学会記事���������������������������������������������� +..

第 1,回日本養豚学会大会次第 ������������������������������������後付�
第 1,回日本養豚学会大会プログラム ���������������������������������後付�

第 -0巻 第 . 号 �+333年 +,月�
原 著
子豚の吸乳量計測装置の開発�����������������根本 鉄�中村正斗�斉藤敏之�本田善文 +.1

飼料の制限が豚肉脂質および脂肪組織の脂肪酸組成に及ぼす影響�石田光晴�銅道百里�鈴木啓一�清水俊郎 +/,

ウエットフィ�デイングにおける給与飼料温度の違いが子豚の採食行動ならびに発育に及ぼす影響
������������������������池田周平�祐森誠司�鈴木伸一�栗原良雄�伊藤澄麿 +0*

特別講演 �第 1,回大会�
群馬県の畜産概要�������������������������������������反町功夫 +0/

公開シンポジウム
養豚産業の現状と今後の方向 パ�ト�

+� 養豚産業の現状と発展方向������������������������������内藤廣信 +03

,� 日和見感染の多発と対策�������������������������������山本孝史 +1-

-� 豚肉の流通現場から見た問題点と今後に期待すること������������������茂原 馨 +10

.� 養豚施設の移り変わりと今後の方向��������������������������岩谷 信 +2*

第 1,回大会講演要旨 �+.編� ������������������������������������ +2/

学会記事���������������������������������������������� +3,

日本養豚学会誌 第 -0巻総目次 ����������������������������������� +3.

年度会費納入のお願い����������������������������������������前付�
第 1-回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�

第 -1巻 第 +号 �,***年 -月�
原 著
群飼育繁殖豚の横臥行動に関する調査����������������������������丸山淳一 +

母豚の授乳時における音声解析
���根本 鉄�中村正斗�本田善文�斉藤敏之�粕谷悦子�長瀬佳子�干川 愛�小林登史夫�陳 文西 1

硫酸鉄とアスコルビン酸によって脂質過酸化誘起されたブタ精子の +/	液状保存後の精子生存指数
����������������������������������中務 胞�柏崎直巳�紫野正雄 +0

解 説
胚移植�クロ
ン技術の現状と養豚産業における展望���������������������矢挽輝武 ,-
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毛色関連遺伝子の多型を用いた日本の主要豚品種推定法について������奥村直彦�三橋忠由�大石孝雄 -+

学会記事���������������������������������������������� -0

日本養豚学会事務局移転のお知らせ����������������������������������前付�
第 1-回大会次第およびプログラム ����������������������������������後付�
平成 +,年度�財�伊藤記念財団助成応募要項 ������������������������������後付�

第 -1巻 第 ,号 �,***年 0月�
原 著
食肉製品の発色に及ぼす加温処理とエリソルビン酸塩の効果���坂田亮一�森田英利�乗松 毅�塩見利紀 .-

超音波画像診断によるミニチュアブタの卵巣の観察および早期妊娠診断
������������������田中敦士�倉持 浩�村上泰己�門司恭典�桑山岳人�百目鬼郁男 /*

解 説
口蹄疫の病性とその防疫について������������������������������村上洋介 /0

第 -*回日本養豚学会賞
受賞講演 �丹羽賞�
豚の雌性生殖器の発育と遺伝に関する研究�������������������������河野建夫 0-

受賞挨拶 �功労賞�
種豚登録の普及と養豚産業の発展に関する業績�����������������������青山静應 02

特別講演
毛色関連遺伝子の多型情報を用いた食肉からの豚品種推定�������������������三橋忠由 03

第 1-回大会講演要旨 �,3編� ������������������������������������ 1.

学会記事���������������������������������������������� 22

日本養豚学会役員�評議員 �平成 +,�+-年度� 名簿 �������������������������� 3/

日本養豚学会会則�細則および内規���������������������������������� 32

第 1.回日本養豚学会開催通知 ������������������������������������前付�

第 -1巻 第 -号 �,***年 3月�
原 著
肥育豚の歩行運動に関する基礎的研究��������鈴木伸一�池田周平�祐森誠司�栗原良雄�伊藤澄麿 +*-

肉豚の肥育期間� ロ�ス部位および肉の熟成が肉質に及ぼす影響
����������������������������清水俊郎�鈴木啓一�渡部正樹�小川ゆう子 +*2

短 報
ランドレ�ス純粋種とその交雑種における筋肉内の脂質含量とその脂肪酸組成および
筋線維の比較�������������������������山田未知�網中 潤�山田幸二�杉田昭栄 ++/

養豚一貫経営における年間子豚離乳頭数別繁殖成績� 枝肉生産費および所得の比較
����������������������������������今田哲雄�齋藤常幸�川村信雄 ++3

技術ノ�ト
大規模血統情報から近交係数を算出するプログラムの開発�������������������佐藤正寛 +,,

学会記事���������������������������������������������� +,1

第 1.回日本養豚学会大会次第 ������������������������������������後付�
第 1.回日本養豚学会大会プログラム ���������������������������������後付�

第 -1巻 第 .号 �,***年 +,月�
原 著
養豚経営における窒素排泄量削減と飼料費低減のトレ�ド�オフ分析��������������樽本祐助 +,3

食肉製品の発色に及ぼす乳タンパク質酵素分解物の促進効果���坂田亮一�森田英利�乗松 毅�伊藤典之 +--

調査資料
EU, とくにスウェ�デン� デンマ�クおよびオランダにおける畜産環境問題の現状 �������古谷 修 +-3

特別講演 �第 1.回大会�
長野県の畜産概要�������������������������������������嶋倉雅司 +/*

口蹄疫の病性と防疫������������������������������������村上洋介 +/0

公開シンポジウム
地域特産銘柄を目指した養豚経営の展望

+� 調査結果からみた豚肉消費動向の現状と今後����������������������武山球子 +0-

,� 山間積雪地帯における遊休地を利用した放牧養豚��������������������武田昭彦 +00
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-� SPFによる集約型養豚の実践 ����������������������������小川幹雄 +03

.� 豚肉流通サイドから養豚産業に望むこと������������������������橋本誠司 +1,

第 1.回大会講演要旨 �+3編� ������������������������������������ +1/

学会記事���������������������������������������������� +2.

日本養豚学会誌 第 -1巻総目次 ����������������������������������� +3,

年度会費納入のお願い����������������������������������������前付�
第 1/回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�

第 -2巻 第 +号 �,**+年 -月�
,+世紀における日本養豚学会の蛻変
�新しいミレニアム時代における日本養豚学会の展開方向��������������������村田富夫 +

原 著
夏季高温時のトラック輸送が豚ストレス感受性遺伝子ヘテロ接合体保有豚と正常豚の直腸温度� 呼吸数� 血清中成
分に及ぼす影響�����������������������吉岡 豪�今枝紀明�鳥本安男�水野 拓 .

凍結�融解過程における活性酸素種および抗酸化剤がブタ精子の活力に及ぼす影響
����������������������������大野奈実�鈴木貴子�佐藤慎知恵�桝田博司 +,

ブタ凍結精液の融解後精子生存率が受胎率及び胎子数に及ぼす影響�����門脇 宏�鈴木啓一�日野正浩 ,*

短 報
豚の脂肪組織と筋肉における脂肪酸組成に及ぼすエゴマ種実の影響�����山田未知�網中 潤�山田幸二 ,/

養豚一貫経営の肉豚事故率別における肥育成績および枝肉生産費の比較���今田哲雄�齋藤常幸�川村信雄 -+

特別寄稿
,*世紀における日本養豚学会の回顧 ��������������������������丹羽太左衛門 -0

学会記事���������������������������������������������� .,

第 1/回大会次第およびプログラム ����������������������������������後付�
平成 +-年度�財�伊藤記念財団助成応募要項 ������������������������������後付�

第 -2巻 第 ,号 �,**+年 0月�
原 著
豚肉の理化学的成分と官能検査との関係�����������������木全 誠�石橋 晃�鎌田寿彦 ./

飼料の物理的性状� 特に形態および硬度が子豚の採食行動および飼料摂取量に及ぼす影響
������������������������祐森誠司�池田周平�鈴木伸一�栗原良雄�伊藤澄麿 /,

ブタ新鮮および凍結�融解精子と同種未成熟卵子の培養による精子侵入試験
������������������柏崎直巳�中務 胞�中井美智子�沈 明浩�政岡俊夫�紫野正雄 /3

解 説
豚におけるリン排泄量の栄養面からの制御��������������������������斎藤 守 01

第 -+回日本養豚学会賞
受賞講演 �丹羽賞�
養豚一貫経営の経営成果要因に関する研究�������������������������今田哲雄 10

受賞業績 �功労賞�
畜産学� 特に養豚学の教育と後進者の指導育成�����������������������伊藤澄麿 2*

第 1/回大会講演要旨 �,1編� ������������������������������������ 2+

学会記事 ���������������������������������������������� 30

日本養豚学会役員�評議員 �平成 +,�+-年度� 名簿 �������������������������� +*2

日本養豚学会会則�細則および内規���������������������������������� ++*

第 10回日本養豚学会開催通知 ������������������������������������前付�

第 -2巻 第 -号 �,**+年 3月�
原 著
加熱食肉製品の発色に及ぼす乳清タンパク質酵素分解物の促進効果とその機構
�������������坂田亮一�森田英利�乗松 毅�伊藤典之�長田貞之�岡山高秀�六車三治男 ++/

研究短報
ブタ .品種におけるエストロゲン受容体遺伝子の多型解析
������������������������小林栄治�島貫伸一�秋田富士�峰沢 満�粟田 崇 +,/

豚の脂肪組織および筋肉の脂肪酸組成に及ぼすエゴマ種実給与期間の影響
�����������������������������山田未知�金澤 忍�山田幸二�山内克彦 +-*
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解 説
豚の肢蹄の強健性の評価について������������������������������鈴木啓一 +-/

養豚汚水処理の解説�����������������������������������中村作二郎 +.-

ブタの健脚性に関する研究�脚弱と骨軟骨症��������������������大畑博義�楠原征治 +/+

学会記事���������������������������������������������� +0/

第 10回日本養豚学会大会次第 ������������������������������������後付�
第 10回日本養豚学会大会プログラム ���������������������������������後付�
日本養豚学会会員名簿����������������������������������������巻末�

第 -2巻 第 .号 �,**+年 +,月�
原 著
豚の消化試験における指標物質としてのセライト添加酸不溶性灰分の利用
�����������������������������古谷 修�山本朱美�伊藤 稔�青木幸尚 +1+

研究短報
養豚一貫経営における年間分娩回数別による繁殖成績� 枝肉生産費および所得の比較
����������������������������������今田哲雄�齋藤常幸�川村信雄 +11

国際会議報告
中国牧畜獣医畜産学会養猪学分会に出席して�������������������������赤池洋二 +2+

特別講演 �+� �第 10回大会�
�鹿児島県の畜産の概要�����������������������������������栫 哲郎 +3*

特別講演 �,�
�最近の養豚をめぐる情勢と今後の展望����������������������������大野高志 +31

公開シンポジウム
テ�マ �かごしま黒豚のブランド確立と今後の展開�

+� �鹿児島県黒豚生産者協議会の取り組み�������������������������沖田速男 ,*-

,� �かごしま黒豚物語� 取材を通して ��������������������������宮路直人 ,*3

-� �黒豚の定義確立後の表示状況�����������������������������大野谷靖 ,++

.� �かごしま黒豚の紹介� �ビデオ�
第 10回大会講演要旨 �-.編� ������������������������������������ ,,.

学会記事���������������������������������������������� ,.,

日本養豚学会誌 第 -2巻総目次 ����������������������������������� ,.0

年度会費納入のお願い����������������������������������������前付�
第 11回日本養豚学会大会開催通知 ����������������������������������前付�
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