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独法化！新体制紹介 この4月から地方独立行政

法人としてスタートするにあ

たり、研究体制がグループ制となり、これまでバイテクニュースの発行を担当して

いた受精卵移植科と遺伝子工学科が合体して「畜産工学グループ」となりました。

研究員が8名→5名とスリムになりましたが、将来に繋がる基盤的技術へのチャレ

ンジ精神を維持しつつ、畜産物の安全・安心の確保と家畜生産効率の向上を目指し

て、引き続き繁殖性向上に役立つバイテク技術

に取り組むとともに、DNAやRNAを扱う遺伝子

工学的技術を用いたヨーネ病、BSEなどの感染

症診断技術の開発に注力します。

主幹

談話

畜産工学グループ

場長 副場長 総務部

家畜研究部

基盤研究部

研究参事(研究推進)

研究参事(研究企画）

技術普及室

肉牛グループ

中小家畜グループ

家畜衛生グループ

飼料環境グループ

畜産工学グループ研究主幹の南橋（みなみはし）です。上にもありますが、受精

卵移植科と遺伝子工学科が合体して畜産工学グループが誕生しました。

受精卵移植科と遺伝子工学科では、これまで、胚の性判別キットの開発やクロー

ン技術を用いた8つ子の生産、また、種々の事業を通じて、胚移植技術、胚の性判

別技術あるいはクローン技術を用いた種雄牛の造成や優良牛から採取した胚の供給

(次ページへ）
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新加入談話

氏名: 内藤 学（ないとう あきら）
生年月日: 1968年07月18日 血液型: A型
出身: 北海道函館市
略歴: 1993年 滝川畜産試験場 家きん科

1995年 養豚科
2000年 道立畜産試験場 養豚科
2006年 中小家畜育種科
2007年 肉牛育種科
2010年 道総研畜産試験場 畜産工学グループ

御挨拶：4月より独立行政法人として新しくなった畜産工学グループでお世話に
なっております内藤です。
現在パン屋目指して修業中の絵野澤さんに代わり、LAMP法を用いた牛ヨーネ病
の多検体迅速診断法の課題をメインに取り組むこととなりました。今後BSEや繁
殖に関連する業務にも徐々に携わることになるほか、肉牛Gとも連携をとりつつ
牛の遺伝解析のサポートもできるようにしなければと思っております。この度略
歴を眺めてみると、色々な科で多くの人に支えられ様々な取り組みを行ってきた
なと改めて感じます。40代となって覚えることより忘れることの方が多くなり、
我ながら歯痒い思いをしておりますが、また新たな知識と経験を積むことができ
る！という気概を持ってポジティブな姿勢で臨んでゆく所存でおります。皆様の
御指導・御協力をよろしくお願いします。

～絵野澤研職から
ヨーネ研究を引き継ぎました～

似顔絵
作成中

による道内の黒毛和種繁殖雌牛の改良、胚の一部の細胞を用いた複数のQTL解析法

の開発、BSEプリオン脳内接種法の開発およびプリオンの体内分布の解明、DVDビ

デオ「脳内接種によるBSE感染牛の臨床症状」の制作および配布、LAMP法による

エンテロトキシンA産生黄色ブドウ球菌やヨーネ菌の検出法開発など多くの成果を上

げてきました。

畜産工学グループは、研究員数が減少したこともあり、ほぼ全員が日々の業務（実

験）に追われ、いっぱいいっぱいの状況にあります。畜産工学グループの研究課題は

次のページにありますが、このような状況では良い研究成果を得るのはなかなか大変

だと思います。現在、北海道の第4期北海道農業・農村振興推進計画の策定に伴い、

道総研農業研究本部では「技術開発の展望」が検討されています。良い研究成果が得

られるように、これらの検討に合わせて、畜産工学グループが実施する研究について

も見直しを行いたいと思います。来年4月に新人が入ることを期待しつつ、自らを見

つめ直し、足場を固めて活性の高い新生畜産工学グループを作りたいと思います。み

なさま、よろしくお願いします。

主幹談話(続き)
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○多検体検査に適したヨーネ病遺伝子診断法の改善（H19-22）
牛糞便からのヨーネ菌DNA抽出操作を簡易にし、北海道でのヨーネ病検査に対応
できる診断技術の確立を目指します。

○BSE実験感染牛を用いた発症前診断技術の検証（H20-24）
BSE実験感染牛の生体材料を用いて、BSEプリオンの高感度検査法の検証を行います。

○定型および非定型BSE感染牛のプリオン体内分布と
病態の解析（H20-22）
定型および非定型BSEプリオン実験感染牛を作出し、BSEプリオン
の牛に対する病原性および体内分布を明らかにします。

○北海道和牛産地高度化促進事業（H19-22）
本道和牛産地の基盤を確立するため、優良な繁殖雌牛から受精卵を採取し
て道内の黒毛和種繁殖雌牛の遺伝的資質の高位平準化を図ります。

○低ランク牛新鮮胚受胎率向上技術の開発（H21-24）
単為発生（PA）胚を低ランク胚とともに共移植し、IFNt（妊娠認識物質）の増量に
より、受胎率向上を図ります。

○追い移植による長期不受胎牛の受胎率向上効果の検証（H21-23）
長期不受胎の要因解析と追い移植の受胎促進効果および産子の由来を調査します。

○クローン受胎牛の分娩遅延と分娩誘起法の研究:胎子性コルチゾル
からのアプローチ（H21-23）科研費
分娩遅延の発生しやすいクローン受胎牛をモデルとして、分娩時に胎子コルチゾルが
果たす役割を明らかにします。

○北海道における黒毛和種雌牛の繁殖性の遺伝学的
研究（H22）
道内の大規模3農場の協力を得て黒毛和種雌牛の繁殖成績に関するDNA
情報を分析して、育種改良に役立つ繁殖性の指標について検討します。

○牛受精卵の保存法に関する研究
道総研の新たな取り組みとなる「職員研究奨励事業」の提案部門（シーズ探索型）
の１つとして採択決定となりました。新たな視点から受精卵の保存について検討する
予定です。

畜産工学グループの
主な研究課題

昨年までの受精卵移
植科と遺伝子工学科
の担当課題を引き継
いでいます。
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北キャンパスからの
報告書

２０年住み慣れた新得の公宅を後にし、札幌に着任
してから、はや４ヶ月が経過しました。毎朝満員の地
下鉄に乗るのは相変わらず苦行ですが、ようやく少し
慣れてきたかなといったところです。

私が通う地方独立行政法人北海道立総合研究機構本
部があるのは北大に食い込むように残った道有地、工業試験場(写真）の１階で、
北キャンパスと呼ばれているエリアの一角です。北１８条駅から懐かしい獣医学
部の横を通って通っていますが、昔は農学部の農場で牛が草を食んでいたこのあ
たりに次々に新たな建物が林立し、特に偉容を誇る創成研の巨大な研究棟ができ
たため、２０年前とはその雰囲気がすっかり様変わりしています。

一方でいつまでも変わらないのは綿毛を雪のように舞い散らすポプラ並木と、
その中を颯爽とあるいはだらだらと通り抜ける札工生の姿でしょうか。

さて、本部での仕事はほぼ１００％事務仕事です。打ち合わせと会議とパソコ
ン入力で１日が暮れ、ひたすら調整調整また調整といった感じ。複数の機関をま
とめるのは想像していた以上に難しい仕事ですね。

一方で新たに立ち上げた組織ですし、理事長の牽引力が強いため、道時代のよ
うに必ずしも前例を踏襲しなくていいのは助かります。いろいろな事業もゼロか
ら作り出すので、産みの苦しみがある反面、創造力を発揮できる余地もたくさん
あります。

着任後いきなり担当したのは科研費のとりまとめでしたが、これも機関登録が
各試験場から機構本部一括になったため、本来ならやらなくていい仕事も含め大
量の書類を書き、各研究本部や文部科学省、日本学術振興会あたりとたくさんや
りとりしました。研究員の時から考えるとかなり毛色の違う仕事ですが、それな
りにはこなせているようです。

ちなみに、科研費関連の手続きをやってＨ山
君やＦ井君、あるいはＤ岡参事の優秀さがとこ
とん身にしみました。３０件近い申請を処理し
たのですが、軽微なものも含め全くミスのない
申請書を書いてきたのは畜試の二人だけだった
のです。おかげで自分の手柄のように大きな顔
をして、他の機関のミスを指摘することができ
ました。ふるさとは遠きにありて思うもの。自
分の出身機関はありがたいものですね。

職員研究奨励事業や研究備品整備の担当もやっていますが、これもまた調整,
調整のお仕事で、複数の機関が一緒になるのはほんとうに大変なことだと実感し
ました。 （次ページへ続く）

独法化で全部で２２の研究機関が一つの組織
になりましたので、それらを束ねる頭脳として、
札幌に「機構本部」が作られ、その研究企画部
研究企画Ｇに異動した森安主査（前受精卵移植
科長）からの着任レポートです。

機構本部 仕事中。
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不破主任、ついにゴールイン！
我々、畜産工学Ｇでも数少ない独身貴族だった不破主任

が、十数年の交際を経て、3月吉日に入籍されました。
3月下旬には、沖縄で挙式を行い、新婚旅行を兼ね様々な
名所を巡られたそうです。うーん羨ましい限りです！

そこで畜産工学Ｇでは、南橋主幹を代表に結婚を祝う会
を企画しました。平山研職をチーフとしてメンバーには数
々の結婚式に携わった「S.H.B.S」(シントク.ハッピー.ブライダル.サービス)の陰
山主査も加わり、不慣れなメンバー達に安心感を与え“アッ”という間に当日を
迎えるはこびとなりました。会場は、狩勝高原ホテルサホロ「はまなすの間」を
貸し切りにして、6月吉日に場員73名の参加者を迎えて盛大に行われました。
花嫁の美保子夫人もご披露され2人の仲睦まじい感じがとても印象的でした。
10年前、私もこんな感じだったかな？
会では、新得から離れられた「尾上さん、森安さん、澤井さん、絵野澤さん」か
ら心温まる祝電を頂き、披露されると感極まった不破主任の目から頬を伝う何か
が…！？
会も終盤にさしかかった頃、ほろ酔いになってきた南橋主幹が「今の気持ちを体
で表現せよ」との無茶ぶりにも、何のためらいもなく体で表現した不破主任！？
最後に男らしい立派な挨拶を頂き宴はお開きとなりました。不破主任いつまでも
お幸せに！！

ほかには、Illustratorの技術を活かして、広報の仕事も兼務しています。この
あたりは相変わらずと言えるかもしれませんが、私以外にもコンピュータに詳
しいスタッフが多く、何でもかんでもはやらなくていいのがこれまでとは違う
点です。「道総研ランチタイムセミナー」のパンフレットは
私が作成したものですので、ぜひWebサイトでご覧ください。

お昼は、北大の創成研にある生協で食べることが多いです。
生協とは言ってもここは教養の大食堂とは違って、なかなか
おしゃれなレストランで、選んだだけ払うバイキング形式。
小食な私にはうってつけなのです。でも、味噌汁の具と味だ
けは２５年前の教養食堂と変わっていないあたりはさすが(？)
大学生協と言うべきですね。

一方で飲み会、懇親会が多いのは下戸の私には辛いところ。外部から人が来
ると懇親会、会議があると懇親会、仕事が一山越えると飲み会ですから。それ
でも本庁から出向している人に言わせるとまだ少ない方だそうで、私には本庁
勤務はその点で無理だと思いました。

そんなわけで、これまでのところはなんとかかんとかやっています。
何年ここにいることになるか全くわかりませんが、いる限りはできるだけ畜試
で研究している皆様を支える力になりたいと思っています。

森安主査作成
パンフレット
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3月28～30日に明治大学駿河台キャンパスで開催

された日本畜産学会第112回大会に参加しました。

会場のリバティータワーは高さ119mの高層ビル

で、最上階の学食では皇居を見下ろしながら食事を

とることができます。

さて、今回の発表演題は「牛単為発生胚のインター

フェロンτ分泌動態と耐凍性」です。

牛の胚は胚齢16～20日頃にかけてインターフェ

ロン・タウ（IFNτ）という蛋白質を分泌します。

IFNτは妊娠認識物質といわれ、母牛に子宮内に胚が

存在することを知らせて黄体の退行を阻止するため、

妊娠の成立に重要な役割を果たしています。我々は

IFNτを分泌する能力が弱い低品質胚の受胎性を改善

することを目的に、IFNτの補給源として単為発生胚

を使う方法を研究しています。

これまでの研究で、mRNAレベルでは単為発生胚は体内受精胚と同程度の

IFNτを発現していますが、蛋白レベルでは分泌量がやや少ないことがわかっ

てきました。このため、現在は低品質の体内受精胚の移植時に数個の単為発

生胚を同時に移植し、受胎率の向上効果を調査しています。また、今回の発

表では、単為発生胚の凍結融解後の生存性が同じく体外培養によって生産さ

れる体外受精胚よりも低いことを報告しました。単為発生胚の凍結保存技術

はあまり研究されておらず、IFNτの供給源として単為発生胚を凍結保存する

ためにはさらに技術開発を進める必要があります。（Ｈ）

春の学会から

編集
後記

創刊から20号で卒業したつもりでしたが、引き継いだはずの若手が相
次いで新得を去り、またこの欄を書くことになりました。次の若手が
入ってくるまで中継ぎが続くのかもしれませんが、通称「バイテクグ
ループ」がある限り、「ばいてくNews」も不滅です。（ＳＫ）

日本畜産学会第112回大会
平山研職 インターフェロン・タウに迫る

もう夏も終わりますが・・・

明治大学駿河台キャンパス
リバティータワー。
創立１２０周年を記念して
建てられました。
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