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岡山実験動物研 究会創立 1
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岡山実験動物研究会会長

2月に創立1
5
周年を
岡山実験動物研究会は､昨年 1
迎 えることがで きま した｡これ もひとえに会貞皆様
方のご指導､ご支援の賜物 と心 より厚 くお礼 を申し
5
周年を記念 して､当研究会の発足
上 げます｡創立1
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岡山郵便貯金会
会場 であったメルパル クO
5
周年記念第3
4回研 究会 を岡山新技術振
鰭)で創立 1
興財団 との共催で開催致 しました｡岡山実験動物研
究会の創始者のお一人で､現在 日本実験動物協会副
会長をされている猪貴義先生 (
岡山大学名誉教授)が
｢ライフサイエンスの展開と実験動物｣の演題で記
1
世紀 に向けたライ
念講演 をされま した｡我が国の2
フサイエンスの研究開発の方向､実験動物の重要性
や岡山大学在職中に選抜育種 によって開発 されたア
ロキサ ン誘発糖尿病高発症系 ･低発症系マウスの特
性 について紹介 されました｡これ らの系統は現在米
国ジャクソン研究所のライター教授 によって取 り上
げ られ､遺伝解析がなされていることも付 け加 えら
れ ま した ｡ 猪先生 の講演 内容 に関連 して､実験動
物 ､特 に疾患モデル動物の開発に取 り組 まれている
国立精神 ･神経センター神経研究所の菊池建機先生
(
モデル動物開発部 ･部長)
が ｢
疾患モデル動物の開
発 とその応用｣の演題で特別講演 をされました｡人
間の病気の治療や予防における疾患モデル動物開発
の重要性やこれまで開発 された､あるいは開発中の
各種疾患のモデル動物 を紹介 され､特 にヒ トの糖原
病 Ⅱ型のモデル動物 として注 目されているウズラで
の最近の研究成果について詳細 に話 されました｡続
いて､肝臓移植の権威で､現在痛治療の最前線であ
る遺伝子治療の計画に取 り組 まれている岡山大学医
学部の田中紀章先生 (
第‑外科 .教授)が ｢
痛の遺伝
子治療 ｣ と題 して特別講演 をされました｡岡山大学
医学部で現在検討 されている遺伝子治療計画や分子
生物学的手法 による最近の興味ある研究成果 につい
て紹介 されました｡これ らの講演 を拝聴 して､ライ
フサイエ ンスの展開､進展 に果たす実験動物､動物
実験 の重要性 ､役割 を改めて認識致 しま した な
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頁)の記念講演
お ､これ らの講演内容 は本誌 (
要旨､特別講演要旨にそれぞれ記載 してあ りますの
で､ ご参照 ください｡
｡

岡山実験動物研 究会 の歴史 を振 り返 ってみます
と､本研究会は岡山大学の医 ･歯 ･薬 ･農 ･埋 ･教
育学部 ･教養部､川崎医科大学､ノー トルダム清心
女子大学､岡山理科大学､㈱林原生物化学研究所､
垂井医学研究所､その他の研究機関の有志の参加 を
得て､昭和5
7
年1
2月7日に発会 しま した｡本研究会
は､大学や学部､研究機関の枠 を越 えて､実験動物
と動物実験 に関心のある方々の集 まりの場 として､
また実験動物及び動物実験の知識の交流をはか り､
あわせて これ ら関連領域の進展 に寄与することを目
的として設立 された ものです｡この設立に当たって
元岡山大学長 ･大藤異先生 (
現吉備国際大学学長)､
元重井医学研究所長 ･妹尾左知丸先生 (
現名誉所長)
か ら地域 における科学の進歩､向上のために大 きい
貢献を果た してほ しい旨の期待が込め られた祝辞が
寄せ られました｡その後､本研究会は､若干の粁余
曲折があ りま したが､常務理事会が中心 となって企
画 し､会員数の増加 ､定期的な研究会の開催､研究
会報の発行､内容充実などをはか りなが ら､現在 に
至 っています｡
この間､正会員､賛助会員 は勿論のこと会員以外
の方々か らも多 くのご指導 とご支援 をいただ き､平
0
年7月末 まで に35回の研究会 と外国人講師によ
成1
4
号の研究会報
る2回の臨時 ･特別講演会の開催､1
の発行 など､地道な活動 を続けて きています｡これ
までの本研 究会 の活動経過 については本誌3
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質)に記載 しています｡
今年7月6日､我が国で世界最初のクローン牛誕生
に成功 したことが紙面 トップで報 じられ､ほぼ同時
期 に親子3
世代 にわたるクローンマウス作出の研 究
成果が発表 されま した｡今後 も家畜を含めた実験動
物の開発､利用 と動物実験 は広範囲な研究分野で不
可欠であ り､本研究会はこれか らも実験動物､動物
実験の知識 と情報の交換 の場 として､また各種の研
究の発展 に少 しで も寄与することがで きれば幸いと
考えています｡会貞の皆様 には今後 とも本研究会の
維持､発展のためにご指導､ご鞭漣の程 よろ しくお
願い申し上げます｡

