
SPDP Workshop 2022

[S] 現地講演, [W] Web 講演

 9:30 現地会場受付開始・オンラインアクセス開始 

 10:20 開会 挨拶: SPDP会長・第30回サル疾病ワークショップ大会長 

Session 1 サル類の検疫および感染症対策 [座長］高野 淳一朗, 横田 尚子 

 10:30 [S] サル類における輸入検疫の歴史 
赤荻 誠一郎 (ハムリー株式会社) 

 11:00 [S] 動物用ツベルクリン (MOT) の輸入方法について 
竹之下 誠 (株式会社 イブバイオサイエンス) 

 11:30 [W] 霊長類の野外研究と感染症対策 
藤田 志歩 (鹿児島大学) 

 12:00 休憩・昼食 

Session2 脳科学研究におけるサル類の役割 ［座長］揚山 直英, 棟居 佳子 

 13:00 [S] カニクイザルの睡眠/覚醒薬に対する応答 
牧 武宏 (ハムリー株式会社) 

 13:30 [W] アルツハイマー病のZoobiquity研究： 
 ヒトサロゲートモデルとしてのカニクイザル 

木村 展之 (岡山理科大学) 

 14:00 [S] 実用化を目指した重症虚血性脳卒中に対する神経保護薬の研究開発 
丸島 愛樹 (筑波大学) 

 14:30 休憩 

Session 3 一般口演・CPC ［座長］櫻井 康博, 横田 尚子 

 14:40～ 別紙参照 

 16:30 閉会挨拶 

PROGRAM



SPDP Workshop 2022

発表 8分，質疑応答3分 
※ 閉会時刻延長不可のため，進行時間の厳守にご協力下さい。 
 セッション時間内に収まりきらなかった発表は後日動画配信でご視聴いただく場合があります。 

CPC-01 [S] 新生児カニクイザルのサイトメガロウイルス性肺炎 
○棟居 佳子 1, 山海 直 2, 保富 康宏 2 
1 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 
2 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究センター 

CPC-02 [W] 下痢・削痩を主訴としたニホンザルの1例 
○兼子 明久 1, 平田 暁大 2, 宮部 貴子 1, 宮嶋 友子 1, 酒井 洋樹 2 
1 京都大学 ヒト行動進化研究センター 
2 岐阜大学 獣医病理学教室 

CPC-03 [W] マントヒヒ Papio hamadryas の鉛中毒例における脳病変の検討 
○福井 啓人 1, 嘉手苅 将 1, 逸見 千寿香 1, 出野 萌子 2, 宇根 有美 1 
1 岡山理科大学・獣医学部・獣医病理学研究室 
2 愛媛県立とべ動物園 

CPC-04 [W] コモンマーモセットの悪性リンパ腫 
○片貝 祐子 1,2, 江本 康憲 1,2, 森田 俊介 1,2, 高橋 淳志 1,2, 鈴木 優介 1,2, 
阿久戸 美咲 1,2, 宮浦 真愛 1,2, 西谷 翔 1,2, 棟居 佳子 1, 板垣 伊織 1, 斎藤 亮一 2 
1 一般社団法人 予防衛生協会 
2 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 

General-01 [S] 非拘束下におけるコモンマーモセットの睡眠覚醒リズム解析 
○石川 明良, 酒井 慧太, 牧 武宏, 水野 友里 

ハムリー株式会社 筑波研究センター 睡眠科学研究所 

General-02 [W] ニホンザルにおける左室緻密化障害の2症例 
○澤田 悠斗 1, 兼子 明久 2, 宮部 貴子 2, 中山 駿矢 3,4, 鯉江 洋 3, 揚山 直英 4 
1 麻布大学大学院 獣医学研究科 
2 京都大学 ヒト行動進化研究センター 
3 日本大学 生物資源科学部 
4 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究センター 

Session 3 一般口演・CPC
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General-03 [S] 室内繁殖カニクイザル (Macaca fascicularis) の初潮，閉経等の解析 
○小原 実穂, 山海 直 

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究センター 

General-04 [S] 管理獣医師から見た実験動物 (サル) の剖検手技 
○櫻井 康博 1, 岡田 実和 1, 赤荻 誠一郎 2, 浅川 英教 2, 菊地 聡史 2, 田子 和明 2, 
石川 安澄 2, 岩城 理進 3 
1 ハムリー株式会社 疾病管理室 
2 ハムリー株式会社 動物技術研究所 
3 ハムリー株式会社 試験研究所 

General-05 [S] Post-国産ツベルクリン時代のサル結核検査法 
○板垣 伊織 1,2,3, 山海 直 1,4 
1 サル類の疾病と病理のための研究会 
2 一般社団法人 予防衛生協会 
3 滋賀医科大学 動物生命科学研究センター 
4 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究センター


