
独法2年目！新体制紹介
昨年から地方独立行政法人となり、なん

とか2年目を迎えることができました。

ここ数年、スタッフが減る一方だった当

グループでしたが、おかげさまで、待望の

新人研究員（久しぶりの20代！）が配属に

なりました。

今年度は総勢10名体制で、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

テク技術の開発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。
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H23年度 新たに始まる課題

○非定型BSE感染牛の臨床症状の客観的評価法の確立と非定型BSE
感染牛の病態解析（H23-25）
定型BSEとは異なる非定形BSEの病態（臨床症状）と病変、PrPSc（異常プリ
オン蛋白質）分布の関連を明らかにします。

○ X染色体丌活化機構を介した核リプログラミングの機構解明
とクローンウシ作出の効率化（H23-24）
マウスの研究で明らかとなった、クローン胚に認められるX染色体丌活
化遺伝子Xistの発現異常について、牛を用いて調べます。

まだ応募中も５件ありますが、決
まったものについて紹介します。

速報 ☆平成22年度（第45回）
優秀畜産技術者表彰特別賞を陰山主査が受賞☆

優秀畜産技術者表彰とは、畜産技術者の技術向上を促し畜産技術の発達普及に資する
ことを目的とし、畜産技術の研究、開発または優秀技術の普及、指導上顕著な功績を上
げた将来性に富む意欲ある中堅技術者を対象とした表彰です。
（社）畜産技術協会および（財）日本中央競馬会共済会の共催で、今年は全国から10
名が選ばれ、うち2名が特別賞に選ばれました。 （受賞コメントは次号）



○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。

○北海道和牛産地高度化促進事業（H19-25）
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。今年度はPA胚の凍結法に注力します。

○追い移植による長期丌受胎牛の受胎率向上効果の検証（H21-2３）
長期丌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）
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。

H23年度 畜産工学Gの主な研究課題 こちらは
継続課題です。
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十勝ETネットワーク
の紹介

畜産試験場がある十勝には、畜産関連の研究・教育機関や企業・団体あるいは
個人開業として、人工授精・採卵・移植など繁殖分野に直接・間接に携わる人工
授精師、獣医師、コンサルタントなどの同業者がたくさんいます。そして、チャ
レンジ精神溢れる個性豊かな方も多い土地柄です。そのような人たちが毎月第三
土曜日の午後に集まり「十勝ETネットワーク」を開催しています。会長は北海
道農業開発公社十勝育成牧場前場長の山科秀也氏、事務局長は（株）とかち繁殖
技術研究所所長の松崎重範氏で、帯広畜産大学、十勝農業改良センター、全農
ETセンター、ジェネティクス北海道、十勝農協連などが
分担して毎月のテーマや講師の調整をしています。畜試
は基本的に春と秋の2回分を担当しています。
畜試担当分だけでも結構な数になりますが、この4月で

144回となり、節目の150回も見えてきました。毎回、
多彩なメンバーが集まって家畜の増殖と改良､繁殖に関わ
る話を中心に、時には（事務局長の興味で？）繁殖から離
れたテーマも含め様々な情報を交換しています｡第130回
からは北海道獣医師会雑誌に『【投稿】十勝ETネットワ
ークだより』として帯畜大を退官された三宅先生が概要を
掲載されています。

1999年の設立当初から畜試も関わり、今年
の秋に記念すべき150回を迎える十勝の畜産繁
殖関係者の息の長い情報交換の場を紹介します。

北獣会誌54(4)より
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十勝ETネットワーク 畜試当番 テーマ一覧
回 年月日 題名 講師

85 H18.4.15
ウシクローン胚の遺伝子発現解析 澤井健

牧草サイレージの排汁対策について 山本裕介

91 H18.10.21
北海道立畜産試験場におけるＢＳＥ研究 福田 茂夫

馬におけるＥＳ様細胞の樹立と注入キメラ作出の試み 山本 裕介

97 H19.4.21

哺乳動物初期胚の呼吸活性測定 森安悟

養豚技術と生産性の現状～繁殖成績を中心に～ 仙名和浩

ｄ-クロプロステノールとインヒビンについて 渡辺 典夫

102 H19.9.15
乳牛の繁殖と酪農経営について 原 仁

バイオエタノール生産と肉牛飼料事情 左 久

109 H20.4.19
成牛におけるサルモネラ症の発生要因と予防 仙名和浩

乳牛の周産期病低減に向けて 草刈直仁

114 H20.9.20
黒毛和牛生産の最近の動き 森本 正隆

十勝管内の草地の実態と牧草の栄養価 飯田 憲司

121 H21.4.18

ビタミンＡコントロールによる交雑種肥育牛の筋肉水腫低減およ
び尿石症の新しい判断目安

川本哲

体細胞クローン受胎牛における分娩遅延の要因 平山博樹

126 H21.9.19

放牧開始に伴う乳牛の血中及び乳中β カロテンの推移につい
て

高橋 雅信

黒毛和種における分娩前後の血中β カロテン濃度の推移 山本 裕介

フィールド・サーベーランスから見る小型ピロプラズマの分布と
病態

横山 直明

132 H22.3.20

枝肉重量に関するDNAマーカーを利用した黒毛和種の選抜技
術

内藤学

ウシ受精卵の多項目遺伝形質分析技術 平山博樹

138 H22.10.30
遺伝子増幅技術LAMP法を用いた家畜公衆衛生分野への応用 副島 隆浩

LAMP性判別キットを用いた雌雄産み分けの実施状況 陰山 聡一

143 H23.3.19

道総研機構におけるニーズ調査について 陰山 聡一

飼料用とうもろこしのかび毒汚染実態とその要因 湊 啓子
デオキシニバレノール高濃度汚染とうもろこしサイレージの給与
が牛の健康と乳生産に及ぼす影響

川本 哲

基本的に、春はその年の成績会議に提出した研究課題の中から選び、秋は普及関係
の話題から選んで紹介しています。
どなたでも予約無しで参加可能であり、峠を越えて美瑛や日高、オホーツクから参加

される方も少なくありません。興味のある方､セミナー案内の受信を希望される方は以下
にお問い合わせください。



氏名: 藤井 貴志（ふじい たかし）

平成21年 岩手大学農学部農業生命科学科
動物科学講座卒業

平成23年 岩手大学大学院農学研究科
動物科学専攻修了

大学では家畜初期胚の組織分化制御機構をテーマに、免疫学、分子生物学的
手法で研究を行ってきました。畜産工学グループでの主な研究テーマはBSE関
連ということで、知識、経験ともにまだまだ素人ですが、福田さんや陰山さん
指導の下、情熱・チャレンジ精神を持って研究に取り組んでいきたいと思いま
す。
趣味はジョギングで、今後フルマラソンやサロマ湖100kmマラソン(無理か
も・・・笑)にも挑戦したいと思っています。
はじめは多くのことでご迷惑をおかけすると思いますが、一日でも早く成果を
上げられるよう頑張りますので、これからどうぞよろしくお願いいたします。

新加入談話

氏名: 堀川 盟夫（ほりかわ ちかお）

先ずは、長期に渡る療養期間中、皆様方に、多大なる
ご迷惑とご心配をお掛け致しましたこと、誠に申しわけ
ございませんでした。心よりお詫び申し上げる次第です。
さて、私ですが、昨年9月より復帰し、肉牛グループか

ら畜産工学グループに異動となり、早半年が経過致しまし
た。過去に5年間、受精卵移植科時代にお世話になった経
緯はありますが、腕は鈍り（もともとかな？）、技術は日
進月歩だし、と悪戦苦闘する毎日であります。しかしながら、スタッフの皆様
方の温かなるご指導のもと、日々新鮮な気持ちで業務に取り組んでいるところ
であります。どうか皆様、今後とも、以前同様にご指導、ご鞭撻等賜れれば幸
いです。簡単ではありますが、近況報告を兼ね復帰の御挨拶とさせて頂きます。

～その１～ 復帰致しました。
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～その２～ 震災乗り越え、
岩手からきました。

連休中も科研費申請
に取り組む新人



学会発表 その①： （2010夏）

昨年の8月18日に北海道大学で行われた、北海道牛受精卵移植研究会（ET

研）で研究発表をしてきました。演題は「子宮角および子宮体部の灌流による胚

回収成績」です。通常は、発情後7～8日目にバルーンカテーテルを用いて、非

外科的に左右子宮角を灌流し胚回収するのが一般的で、胚の10％程度は子宮内

に残ると言われています。そこで我々は、貴重な胚の取り残し減らすため、左右

子宮角を灌流した後に、バルーンカテーテルを子宮頚管内口で保持し左右子宮角、

および子宮体部をまとめて灌流した胚回収成績を調査し、過去に報告した1回目

の灌流後24時間後に再度灌流した、胚回収成績の結果と合わせて報告してきま

した。

ET研での研究発表は、2回目でしたので、気持ちに余裕を持って発表できる

かなぁ～と思っていましたが…そう簡単なものではありませんでした。幾つか質

疑を受け、お答えしましたが、後になって「もっとこう言えばよかったかな？」

とか「もしかして、内容を履き違えて答えたんじゃないかな？」など冷静になっ

た時に、色々と考えました。いつも、何気に学会等で研究発表されている、研究

員のみなさんはホント“流石”です。

昨年、一昨年と研究発表をさせてもらいましたが、あんなに緊張感を持って過

ごした「お盆休み」は、今までありませんでした。いつも実家に帰省して、お盆

を過ごしているのですが、この2年間はいつもと違っていました。どこか頭の片

隅に“ET研”があり、ふとした瞬間に研究発表の事を考えてしまいます。子供

たちがワイワイ花火を楽しんでいる時に「こんな質問されたらどうしよう？」と

か、お墓参りをしている時に「噛まずにちゃんと喋れるかな？」など、先祖供養

どころではなかった感があります。“じいちゃん、ばあちゃん”今年はしっかり

墓参りするからね！

とにもかくにも、ET研での研究発表は、自分にとってとても貴重な経験をさせ

て頂きました。大勢の人の前で発表するという事はもちろん、普段なかなか恐れ

多くてお話しする事が出来なかった、牛繁殖界の重鎮の方々にも声をかけて頂い

たり、臨床現場の第一線で活躍されている方にも「俺もそう思っていたんだけど、

はっきりと数字を出してくれてありがとう」など多くの方との関わりを持つ事が

出来ました。

最後になってしまいましたが、こんな私に、嫌な顔せず手とり足とりご指導し

て下さった、平山さんをはじめ畜産工学グループの皆様、本当にあ

りがとうございました。これで、私も大人の階段を一歩、登る事が

出来ました。なお、今年のET研での研究発表は、「先祖供養」を

優先させて頂きますので、残念ながら発表する事は、出来なくなっ

てしまいました。“丌破さん”“堀川さん”“水尻さん”宜しく

お願いします。札幌出張には、同伴させて頂きます！！ （玉田）

北海道
牛受精卵移植研究会
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学会発表 その②：日本繁殖生物学会（2010秋）

編集
後記

年2回は発行するつもりが、年が明けた上に年度もかわってしまいま
した。待望の新人が入りましたので、中継ぎ編集長の任を近く解かれる
のではないかと期待しているところです。（ＳＫ）

2010年の日本繁殖生物学会大会は、9月2～4日に
かけて青森県十和田市の北里大学獣医学部で開催され
ました。
新得から十和田市までは、空路だと三沢空港か、い

わて花巻空港経由になります｡空路は金額が高い割には､
待ち時間が多いのでそれほど時間短縮になりません｡そ
もそも、どうあがいても一日がかりの大移動です｡とい
うわけで、今回は経費節減もかねて、鉄道好きにはた
まらない、私には若干苦行の片道8時間列車の旅となり
ました。
特急おおぞらで南千歳へ、次に特急北斗に揺られなが

ら噴火湾を眺め､函館で特急白鳥に乗り換え青函トンネ
ルをくぐって青森へ向かいます。列車の一人旅は哀愁を
誘いますが、家族と一緒にわいわい行く方がいいなぁ、としみじみ感じました。
三沢と十和田市の間には十和田観光電鉄というローカル線が走っていまして､北
里大学前駅で降りると学会会場です｡途中、三農高前駅は「三本木農業高校、馬
術部」という盲目の馬と少女の物語の映画の舞台となった高校に通う学生さんが
利用する駅です｡こちらの高校は､我らが水尻さんの母校としても有名ですね。十
和田駅の駅舎はレトロな雰囲気で一見の価値ありです（写真を撮っておけばよ
かった）｡
十和田では､B級グルメとして「バラ焼き」を売り出し中で､学会会場でも盛ん

に宣伝していました｡これは牛バラ肉にタマネギをたっぷり入れて焼く鉄板焼き
です。たれもタマネギも甘いので、少し辛味を効かせたほうが美味しいです｡

北里大のある
十和田市は
ここ！

さて、メインの学会では「体細胞クロ
ーン牛の分娩時胎盤におけるアポトーシ
ス解析」という演題で、胎盤の機能につ
いての研究成果を発表してきました｡こち
らの成果は､論文投稿の準備中ですが､か
なり滞っています（汗）。
そんなわけで、紅葉の奥入瀬観光がし

てみたいな～と思いながら、列車に揺ら
れて帰ってまいりました。（平山）

十和田で売り出し中の「バラ焼き」
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