
公益社団法人日本畜産学会 2020 年度機関誌編集委員 

機関誌編集委員長： 

菊地 和弘 (農研機構 生物機能利用研究部門) 

副編集委員長： 

中島 郁世 (農研機構 畜産研究部門) 

 

- 育種・遺伝 -  

石川  明 (名古屋大学) 

井上 慶一 (家畜改良センター) 

上本 吉伸（東北大学） 

大山 憲二 (神戸大学) 

下桐  猛 (鹿児島大学) 

高橋 秀彰 (農研機構 畜産研究部門) 

武田 尚人 (農研機構 畜産研究部門) 

谷口 幸雄 (京都大学) 

万年 英之 (神戸大学) 

美川  智 (農研機構 畜産研究部門) 

山田 宜永 (新潟大学) 

 

- 繁殖・生殖工学 -  

遠藤なつ美 (東京農工大学) 

菊地 和弘 (農研機構 生物機能利用研究部門) 

木村 康二 (岡山大学) 

高橋 昌志 (北海道大学) 

武田久美子（農研機構 畜産研究部門) 

原山  洋 (神戸大学) 

Christopher GRUPEN (The University of Sydney, 

Australia) 

Jin-Hoi KIM (Konkuk University, South Korea) 

Heriberto RODRIGUEZ-MARTINEZ (Linkoping 

University, Sweden) 

 

- 栄養・飼料・飼養（反芻）-  

石川 尚人 (福島大学) 

一戸 俊義 (島根大学) 

上田宏一郎 (北海道大学) 

永西  修 (農研機構 畜産研究部門) 

小櫃 剛人 (広島大学) 

神谷  充 (農研機構) 

櫛引 史郎 (農研機構 畜産研究部門) 

熊谷  元 (京都大学) 

花田 正明 (帯広畜産大学) 

Agung PURNOMOADI (Diponegoro University, 

Indonesia) 

Theera RUKKWAMSUK(Kasetsart University, Thailand) 

Peiqiang YU (University of Saskatchewan, Canada) 

 

- 栄養・飼料・飼養（非反芻）-  

勝俣 昌也 (麻布大学) 

喜久里 基（東北大学） 

田島  清 (農研機構 畜産研究部門) 

塚原 隆充 (栄養・病理学研究所) 

中島 一喜 (農研機構 畜産研究部門) 

舟場 正幸 (京都大学) 

本田 和久 (神戸大学) 

Rajesh JHA (University of Hawaii at Manoa, USA) 

 

- 生理・形態 -  

磯部 直樹 (広島大学) 

高坂 哲也 (静岡大学) 

佐野 宏明 (岩手大学) 

杉山 稔恵 (新潟大学) 

吉村 幸則 (広島大学) 

Woo-Kyun KIM (University of Georgia, USA) 

Guido MACCHIARELLI(University of L’Aquila,Italy) 

Michael T. ROSE (Aberystwyth University, UK) 

 

- 畜産物利用 -  

有原 圭三 (北里大学) 

北澤 春樹 (東北大学) 

辰巳 隆一 (九州大学) 

中島 郁世 (農研機構 畜産研究部門) 

野村  将 (農研機構 畜産研究部門) 

水野谷 航（麻布大学） 

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) 

Eberhard von BORELL (Martin Luther University of 

Halle-Wittenberg, Germany) 

 

- 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) 

小泉 聖一 (日本大学) 

 

- その他 -  

木村  澄 (農研機構 畜産研究部門) 

山内啓太郎 (東京大学) 

Nicolas LOPEZ-VILLALOBOS (Massey University, New 

Zealand) 


