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A 87 味営初期鯖験 がその練の味ず行勧におよぼす影響
聊ヤ女^ 啄鼠 小魚脚気、

〔(社)日本家政学会

回的　 味t の初期秘駄が゙その他の摂雇ヽ行加･くおよぼす影 響i' つヽ･ての貨児ぼ多くn さ`貳

ていゐ。ラ・ヽト ＼てよる蓬ヵヽう味 、甘味、-^味などの絡県^ 県る と`臨界期ぼ雛^し前のμ験^て

あり、離飢 俊､まその後の曙好 形成にそ､n ､i ど影響^ 与えびヽヽ t:-gりれてヽヽφ。そこで、あ

μ 貧ば、ラットi< §味の代萩f^ ゐ仰しクミ ン隙ナトリウA  (MSg･)  -Eま債すぐ ･て与え｡た

秘験 がその稜のM 跨 の味it曙好性I' どのよう 尺影－ 可るヵ･^ R･olヽ terの2 瓶埋択嘱て調 べヽ n.。

え茲　御 呼ヽe-Paw拘 系一妊娠7  -yト4 匹i 棟用し鳶。zE に脱イIfン水、杷の2  e  i< I /o
M 汲 溶液^ 教料求として自白､て与えた。飼料は市販厦型飼料'6与えた。分姥梗将ラツトt

4 群･こ分It 、離乳前、離乳後の斂料水tMs^-^m 蹄 、M 跨 一々膜イズン水、脱・i 才ン水-やM

蹄、脱ﾉ＼ オン7IC一々厦／＼ オンiK とした。離乳痴^ai 兼翌曰ぷリ毎日ぞ鯉t 同じヽ嗜吸モ∂､呼μ

'宛鳶第針 の9£端･( 丸ヽ斗ユ- フヽヽ１ つけ口腔内K 夭X  し尺。離乳栓≪^ 述に従って更･'群兪

吋しワ日間脱イオン永又はI  ％h 蹄 溶液-E 自由に与えた。それ以降は 脱ノf オン洒のみを飲

料水t して与え、0./χサッカリン落浹あヽよび`と､oλ'A康叙寺ニー年瀋歳ぐヽ壇択テストの訓練

をしK のち、庄痕3<?日回より隔日にと､o/、o.oz 、O､I 、0､2タ、O､SχM蹄窪歳てZ 瓶還択ゲ

スト１行ヽヽ ,   M阿 落魚K  僻ずる味覚き受練t  潮定しT<. 選択 子スト のなヽヽ日ぽ暁イズン水
のみを教料フKとして与えた。

結策　M 阿 漕液による初期銀鈴のある方が味覚夢受､池が高 めヽつfc。その紅験a 、皺乳前
で`そ｡雛乳倹r  t,C-らな か、re.

A 88 奉血球りAspAT 発作 を孫禄 としrこTB< 季養状態 の判良iこ{匈-t る改 永宏
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目的　 ビ タミ ンB バ) 栄 峯状 態s. 判 良T  ゐ際 ，勁醇 葦PLp  募添 加碍 り豪血球 ヂ9 アス ハごラ

ギ`ン酸フ ミ. /

/T) 偉ヽttK PLP 添加1 こよっい 可 冽足ま さ むる*ヽ£ =fl椋^,(. ?  爾 いり し乙? 乳　L  。 レik 東

i. ') ^  いう化・ いる"^ 疾r  ぼ正孝鰻2 も゙例i, ば μpf^j どはx ぷ～ー/30-/.    と研｀^^r-  ぶっX

尺^ な 圃i が` ゐｿ ， 恨双｀ti:に乞 に ．ヽ 七こi'~ Jヽ り通即な3  弧を.児.出す 為 に痩吋^  卯λr= .

■Z茲　 影積動 物 区B^  欠乞s  明盾 に-fir--'

良孝 釦食^ 約゙ 千週 向飼l しre.   零^ 球5 池 張浹r 書 血 レ,  吃り虚 心こ績-B 勝系噪 呟ヽ剛 戻 明

り試 桁 と･しZ.  用v/ヽ ＆． 縁性 り剛 気はKw ．efl喋ど行 っ7こ．

外呆　 血 中-A モ.ｸﾞﾛC"  >-|:iT 哨いZ＝峰時 下かae^& 欠乞あ よ(/対里 御 物向r-  人羞 かな* ７ヽ

V~ I) t',    ﾊぞAT  嫁淮 は へ毛夕ti ビ` ン量^ ソど年 数しr--． 示＆旅 り溶 血円 足釆 ぶ,リf いらn.

ζい いK  tt-i叉用 レ＆鴫 毎は 正常峰 ど-k !>i-p添 加 に よ る罪 性り 尨^p ヽ'り ^,杵，B 乙欠瓦碍 と＆

利 が 出永なp フヽT- ． 吃こ ど` /O-M PLP -;f--A/-  ぶ7  び愈血レin－.&iiが．． り 有星1." tﾆ.軟 しμ ＆

こ*。
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 incubaZ;en 旬季^りねAノ^゙ 々'9･祢々 い の･こ坪 レ.    Bt欠支碍 にぼt  の知 義K 奮明

z.*ifi, つrこ． こり こと，＆り 呻 ゛M I"-P 鴻桑一バ弥血'B 盾 うのμ恵｀ ̂k=乃 え.^･れT--.    7  い こ3収

乞行 に肝臓 やヽi-繊zr みり レう不yt｀it々 ぷ跨 の布罵,s 冲 料 し恥 とこう． 醇 素瑞ヽft よ'I 抹 屎遥
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