
PRION2011は、「PRION20XX」

として毎年行われている国際学術集会です。

今回は初めて欧州以外で行われ、特にシカのプリオ

ン病（CJD：慢性消耗症）が深刻な問題となっている

カナダで開催されました。世界29カ国から約600人

の参加があり、58題の口頭発表と290題のポスター

発表がありました。

基調講演には、ノーベル賞を受賞したスタンリー・プルシナー博士（カルフォル

ニア大）が登場し、アルツハイマーにおけるアミロイドβやTau蛋白質、パーキン

ソン病におけるα-シヌクレインなども、CJD、BSEやスクレイピーにおけるプリ

オンと同様に、蛋白質変性の原因となる蛋白質であることが紹介されました。また、

外傷性の脳損傷によりアルツハイマーを引き起こしたアメフト選手の例も紹介され

ました。

口頭発表ではテフロンビーズを使った超高感度化PMCAにおけるハムスタープ

リオン増幅法についての発表がありました。その他、プリオンの構造変換に関する

研究、遺伝子組換えマウスを用いたプリオン異種動物への感染性、非定型BSEの

性状解析、CJDのヒト等への感染性と性状解析、アルツハイマー等プリオン以外

の蛋白変性疾患の研究について発表がありました。珍しいものとしては、神経症状

を呈したイルカにおいて異常プリオン蛋白質を検出し、海洋哺乳類で初めてプリオ

ン病を見つけたという報告がありました。

私の発表は、BSEプリオンを脳内接種した

16頭の牛について聴覚に関わる神経路におけ

る病理学的変化について調べたもので、異常プ

リオン蛋白質が蓄積するにつれて空胞変性も顕

著になり、臨床的に観察される聴覚過敏と関連

している可能性が示唆されました。

来年のPrion2012は5月9～12日にアムス

テルダムで開催予定です。次回の報告をお楽し

みに。(福田)

Prion 2011 in Canada

5月16～19日にカナダのケベック州モントリオールで行われたプリオン研究の国際

会議に福田研職が参加し、「実験的BSE罹患牛の聴覚脳幹神経核における神経病理学的

変化」について発表しました。

道総研畜試
畜産工学Ｇ
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H2.4月創刊

でポスター発表

ケベック州に最初に入植した
フランス人の格好をした人と
記念撮影。

ポスター発表風景



2

Asian Pacific Prion Symposium（APPS）2011
我が国のプリオン病研究者が一同に会

する唯一の重要な機会といわれるシンポ

ジウムが、避暑地として有名な軽井沢で

開催されました。ルーキー藤井研職の報

告です。

ちなみに、次年度以降は「アジア太平

洋プリオン研究会」（代表：動衛研プリ

オン病センター 毛利センター長）とし

て引き続き学術集会が開催される予定

です。

7月11～12日にかけて軽井沢のホテルマロウドで開催されたアジアンパシ

フィックプリオンシンポジウム(APPS)2011に参加してきました。今回は私が

畜産工学グループに配属になってからの初の学会参加です。

軽井沢は避暑地として有名ですが、とはいっても本州、新得の涼しさには敵

わないなという感じでした。カナダ人宣教師A.Cショーが開拓して以来、多く

の外国人が軽井沢を避暑地として訪れるようになり、その時に持ち込まれたハ

ムやソーセージ、ジャムなどが今でも名物となっているそうです。というわけ

で私も到着して早々軽井沢名物で腹ごしらえをしてから学会に臨みました（腸

詰屋という店のハムが美味しかったー）。軽井沢メイン通りはハイシーズンと

いうこともあり、かなりの数の観光客で賑わっていました。

さてAPPSでは、公用語が英語ということで、この分野の研究に足を踏み入

れたばかりの私にとってきついところもありましたが、多くのことを学ぶこと

ができました。口頭発表では日本、韓国、台湾、オーストラリアにおけるプリ

オン病の発生について、またホットトピックスとしてプリオン病診断における

脳脊髄液テストや神経画像の重要性などについて発表がありました。ポスター

会場では全41題の発表があり、ヒトのクロイツフェルト・ヤコブ病を中心に多

くの興味深いお話を聞くことができました。また、懇親会では動物衛生研究所

の方々をはじめプリオン病研究に関する多くの先生方にご挨拶をすることがで

きとても貴重な時間となりました。

今回の学会では様々な刺激を受け本当に有意義な2日間となりました。今後

の研究に対するモチベーションも上がり、ぜひ私も今後成果を上げAPPSで発

表できればと思っています！ (藤井)

で軽井沢に行ってきました

会場となったホテルマロウド。
（宿泊はリーズナブルなホテルを利用）
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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

平成22年度（第45回）優秀畜産技術者表彰特別賞を
当グループの陰山主査が受賞しました。

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。

当グループからは第39回に南橋主幹が同賞を受賞して
います。ちなみに最近も当場や根釧農試の研究員が受賞
しています。

第44回 小原潤子（北海道立畜産試験場 基盤研究部 感染予防科 研究主査）
第43回 仙名和浩（北海道立畜産試験場 基盤研究部 感染予防科長）
第42回 三枝俊哉（北海道立根釧農業試験場 研究部 草地環境科長）
第41回 草刈直仁（北海道立根釧農業試験場 研究部 乳牛繁殖科長）
※所属は受賞当時

☆受賞コメント☆

新得畜産試験場(当時)にバイテクに関する研究チーム（畜産生物工学科）が昭
和62年に誕生して翌年、昭和最後の年に私は新規採用されバイテクチーム配属
となりました。研究員になって前半の10年は性判別にかかわり、PCR法や
LAMP法を知り、胚の段階での性判別や遺伝病診断など現場応用に努めてきまし
た。後半はヨーネ病やBSEなど感染症を対象にした仕事、若手のサポートにだ
んだんシフトしてきましたが、現場で役立つ研究となるよう常に意識しながら取
り組んでいます。

いずれの研究についても、長年継続してきた研究基盤があってこそで、研究員
も現場スタッフも入れ替わっていく中で、蓄積した技術やノウハウのバトンを落
とすことなくリレーさせながら、新たな成果も積み上げてきた、そのような長年
のチームワークが6年前に引き続き、改めて評価されたものと考えています。僭
越ながら、チームの代表として関係の皆様にお礼申し上げます。

今後も日々精進を怠ることなく、また何年か後にバイテクチーム
の中から評価される候補者が出るよう、北海道畜産に貢献する研究
成果を出していきたいと考えております。（陰山）

記念のトロフィーとメダル



一般講演：全部で8題あり、
畜試からは「道総研畜試の黒毛
和種ドナー牛における種雄牛系
統別の胚回収成績」について発
表しました。

内容は、旧受精卵移植科およ

び畜産工学Gにおける約9年半
の採卵成績を種雄牛系統別およ
び種雄牛別にその回収胚数と
品質（ランク）についてまとめ、報告したものです。結果としてはこれまでの畜
試における採卵成績が良いドナー系統の順は気高、田尻、藤良となりましたが、
その要因にはそれぞれの系統に属する種雄牛の影響が大きいことを示しました
（表参照）。自分自身で直接採卵を行ったこともないし、難しい質問が来なけ
りゃいいなとかなり緊張していました。質問で「畜産試験場ではETでの授精適
期をどのように考えているのか？」と聞かれ、うまく答えられず南橋主幹のお口

添えをいただきました。付け焼刃はダメですね・・・。
当グループに来るまでほとんど繁殖（牛も人も！）に縁のなかった私が、なん

とか胚回収成績をまとめて発表に至ることができたのは、これまで日々採卵を積
み重ね、データを入力・整理してこられた過去の受精卵移植科および現畜産工学
G所属の皆様のおかげです。また、今回肉牛G杉本主査のおかげで統計処理の理
解を深めましたので、さらに適切なデータ処理に努めて成果につなげたいと思い
ます。（内藤）
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黒毛和種の採卵成績と系統の関係は？

特別講演：アルバータ大学の大場准教授による「乳牛の受胎率を高めるための栄
養管理」で、高泌乳牛の受胎率は本当に低いのか？の問題提起から始まりました。
話の中で、高泌乳牛はほぼ全て記録に残るが、反対に低泌乳牛で繁殖成績が悪い

ものは淘汰されたり記録に残らなかったりすることも要因であろうと述べられま
した。重要なことはBCSの変化から推定された体脂肪の消耗を上手に補充する
ということで、そのためには油脂サプリメントの供給のタイミングやルーメンア
シドーシスを防ぐ飼料設計が重要とのことでした。また、最近DMI（乾物摂取
量）を向上させる目的で粗飼料繊維の消化率の分析が進められ、カナダの分析セ

ンターでは多数の粗飼料サンプルに対してのin vitro繊維消化率の測定を行って
いると紹介がありました。これらのことから、乳量と繁殖性について両立は可能
で、そのために正しい栄養管理（適正なサプリメント給与・ルーメン発酵・繊維
消化率の高い粗飼料給与）が要求されるとのことでした。

当グループにとって最も関わりの深い研究会である北海道牛受精卵移植研究会が、
創立30周年を迎えました。同じ名称で30年間続いていることは非常に珍しいことだ
そうです。8月20日に北海道大学学術交流会館（札幌市）で創立30周年記念式典と
研究発表会が開催され、内藤研職が口頭発表を行いました。

第30回ET研より

ドナー牛の系統別 回収胚個数



バイテク研究のリスコミ活動について

当グループが担当している畜産バイテク分野には、クローンやBSEなど社会的関心の
高い課題が多いことから、消費者と研究者が情報交換、意見交換できる場を設け、日頃
からお互いのコミュニケーションを図ることにも積極的に取り組んでいます。最近の主
な取り組みについて紹介します。
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札幌消費者協会
食と健康を考える会

学習会

札幌消費者協会には消費生活全般について研

究会があり、食に関する研究会の学習会という

形で平成20年から年3回ずつ意見交換会や試食

会を実施しています。バイテク関係だけではす

ぐにネタ切れになってしまうので、研究会の

方々からもリクエストを伺いながらテーマを設

定しています。

今年度は7月に10回目を開催しました。テー

マには、ランチタイムセミナーで好評を博した

「小豆の健康機能性」と体細胞クローン技術に

よる伝説の種雄牛復活について取り上げました。

2回目は11月に予定しています。

研究会からは「この活動を貴重な機会と今後

も期待している」とのコメントをいただいてい

ます。

説得から納得へ
正しく怖がる訓練

表．食と健康を考える会 学習会におけるテーマ一覧

回
開催
年月

テーマ 回
開催
年月

テーマ

1
H20
6月

GM作物、クローン、BSE 6
H21
11月

道産地鶏「北海地鶏Ⅱ」の紹介
（試食会）
クローン、BSE研究トピックス

2
H20
9月

BSE臨床症状DVD紹介
牛肉評価法

7
H22
8月

北海道の食の安全・安心について
地方独立行政法人道総研機構の紹介
口蹄疫、クローン、BSE研究トピックス

3
H20
12月

農産物の機能性について 8
H22
12月

SPF豚の話（試食会）
口蹄疫のその後

4
H21
3月

美味しい豚肉の話
クローン研究最近の話題
BSE研究最近の話題

9
H23
3月

めん羊の話、
｢おひるの科学｣道総研ランチタイム

セミナーの紹介
BSE研究トピックス

5
H21
6月

SPF豚肉について（試食会）
畜産物のリスク管理に関する

研修報告

10
H23
7月

小豆の健康機能性
－和菓子で美容と健康の維持を－

体細胞クローン技術による伝説の種雄牛
「安福」復活について

第6回の北海地鶏Ⅱの紹介
と試食会も大好評でした
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これまでに確認された陽性牛の中で出生年月日が最も遅いのは2002年1月生ま

れの牛で、このまま2013年を迎えると「過去11年以内に自国内で産まれた牛で

発生がないこと」という条件を満たしBSEステータスにおける「無視できるリス

ク」国としての申請が可能となり、いわゆるBSE清浄国への復帰が期待されます。

その時までに、BSE全頭検査を今のまま続けるかどうかをテーマの１つとして、

市民参加型で双方向的なリスクコミュニケーションのモデル化を目指している北海

道大学の研究プロジェクトであるRIRiC「はなしてガッテン」プロジェクト（JST

社会技術研究開発センターの助成研究：詳細はhttp://www.agr.hokudai.ac.jp/riric/

を参照）に研究者の立場で協力しています。

畜試としてはこれまでに、

北海道は全頭検査の継続を決

めているということを前提に

「はなしてガッテンin帯広」

（表参照）や「第1回BSE熟

議場in北大」（2010年

12/11開催）などに参加し、

様々な立場の皆さんと情報や

気持ちの共有を図るとともに

意見交換を行いました。

将来的には、何かが起こっ
ても正しい情報に基づき冷静
な議論や判断ができるような
体制の構築につながればと期
待しつつ、引き続き地道に活
動を続けていきます。

趣
旨

私たちの北海道は全頭検査の継続を決めていると
いうことを前提に、
①「BSE問題発生時の状況を各自の立場（組織も
含め）で振り返り、辛かったこと・恐れたこと・
困惑したこと・憤ったこと・悲しんだこと・知り
たかったこと等について意見を交換し合い、参加
者の間で情報や気持ち等の共有を目指す」
②「全頭検査の科学的意味・社会的意味・心理学
的意味・経済学的意味・歴史的意味などを話し合
える場が創れるかどうかを探る」

参
加
者

消費者（コープ）、生産者（酪農家、JA）、
研究者、行政
（非公開、ランチ挟んで意見交換）

活
動
概
要

2010年
1/13  自己紹介、全体での振り返り
3/17 研究者の視点から振り返り
4/19 酪農家振り返り BSE臨床症状DVD
6/  9 コープさっぽろアンケート振り返り
7/12 畜産公社SRM除去などBSE対応振り返り

10/  4 食肉生産者の視点から振り返り
11/29  新聞記者の視点から振り返り

BSE全頭検査に関する
リスコミへの協力

表． 「はなしてガッテンin帯広」での活動について

感想や意見を書き出して構造化する

国内におけるBSE検査陽性牛は2009年3月に

36頭目が確認されて以降、2年半ほど出ていま

せん。

日本では2001年のBSE発生以来、と畜場にお

けるBSE検査体制及び特定部位の除去体制の確

立、肉骨粉等の飼料原料の給与規制等による

BSE感染経路の遮断 、24か月齢以上の死亡牛に

ついての届出義務とBSE検査体制の確立などの

対策に取り組み、2009年5月には国際獣疫事務

局（OIE）総会においてBSEステータスは「管理

されたリスク」と認定されました。

http://www.agr.hokudai.ac.jp/riric/


TOPICS 玉田主任、畜試野球部監督に就任

玉田監督コメント：この春の人事異動により、山本監督
の後を引き継ぎまして、歴史と伝統ある畜試野球部の監督に
就任する事になりました。既に、新得町内の朝野球は、全日
程を終了し3勝6敗1引分という結果に終わりましたが、新
戦力の加入により部員の士気も高まり、コールド負け試合は、
1試合のみとなり例年に比べ満足のいくシーズンだったかと
思います。

今後は、10月に札幌市で行われる「全道庁労連研究評野
球大会」に向け、2年ぶりの優勝を目指し畜試野球部のモッ
トーである「のびのび野球」で優勝旗を持ち帰りたいと思い

ます。山本監督のように、名将監督にはなれませんが、一歩でも近づけるよう頑
張りますので宜しくお願いします。

前監督コメント：新得畜試野球部の監督をH22年まで20余年やらせ
ていただきました。研究評大会で優勝するまではもう一年、もう一年

とあっという間に年月がたち、H20年にやっと悲願の優勝を果たすことができ
ました。その際監督の職を辞したかったのですが、どこかの首相みたいになって
しまいました。

玉田君、監督就任おめでとう。これまで持ち前のパワーとパッションでチーム
を盛り上げ、キャプテンとして監督をよくサポートしてくれました。監督という
ポジションにはエラーもアウトもありません。あるのは勝負だけです。思い切っ
て采配することを期待しています。目標は町内大会優勝だ！

期待の新人（畜試の斎藤佑樹） 藤井選手コメント：
監督就任おめでとうございます。今シーズンは新人部

員として本当に楽しませていただきました。ただ、今年
の畜試のリーグ戦の結果は2勝4敗1分と振るわず、玉田
監督を男にすることができなかったのが唯一の心残りで
す。

10月の札幌で行われる研究評野球大会では気合い入れ
ていきたいと思います！玉田監督の「一発」も期待して
います!!

新監督の背番号は「10」

新監督の一発にも期待

編集
後記

お盆直前にアパートの給湯器が壊れ、機種が古いため既に部品供給が
無く、お湯のない生活が1ヶ月続いています。文明の利器のありがたさ
と北海道の水は冷たいことを改めて実感しています。（ＳＫ）
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6月の人事異動により、前監督が天北支場に移籍することに
なり、誰が伝統ある畜試野球部の指揮をとるのか関心を集めて
いましたが、この度、当グループの玉田主任が就任しました。


