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- 育種・遺伝 -  
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一戸 俊義 (島根大学) 
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Theera RUKKWAMSUK(Kasetsart University, Thailand) 
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- 栄養・飼料・飼養（非反芻）-  

勝俣 昌也 (麻布大学) 

田島  清 (農研機構 畜産研究部門) 
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Andre CHWALIBOG (The Royal Veterinary and 
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Rajesh JHA (University of Hawaii at Manoa, USA) 

In-Ho KIM (Dankook University, Korea) 

 

- 生理・形態 -  

磯部 直樹 (広島大学) 
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- 畜産物利用 -  

有原 圭三 (北里大学) 
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辰巳 隆一 (九州大学) 

中島 郁世 (農研機構 畜産研究部門) 
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若松 純一 (北海道大学) 

Jose M. LORENZO(Procesos y Envasado de Alimentos, 

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne, Spain) 

 

- 管理・行動 -  

青山 真人 (宇都宮大学) 

古瀬 充宏 (九州大学) 

豊後 貴嗣 (広島大学) 
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- 衛生（微生物・糞尿） -  

三森 眞琴 (農研機構 畜産研究部門) 

Neslihan AKDENIZ (University of Illinois at 

Urbana Champaign, USA) 

Alejandro GRINBERG (Massey University, New 

Zealand) 

 

- 畜産経営 -  

小澤 壯行 (日本獣医生命科学大学) 
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- その他 -  
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山内啓太郎 (東京大学) 
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