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○生物工学G 新体制

平成２8年度は右のようにグループの体制が変更

となり、研究職員４名、支援職員３名、契約職員

２名の総勢９名の研究体制となりました。長年

BSE研究を担ってきた福田研究主任が家畜衛生グ

ループの主査として異動となりました。

生物工学G メンバー H28.4.1～

研究主幹 森安 悟
主査 内藤 学
研究職員 藤井 貴志
研究職員 吉野 仁美
主任 堀川 盟夫
主任 櫻井 直樹
主任 不破 友宏
契約職員 増田 達哉
契約職員 有坂 可奈恵

○家畜衛生グループに異動しました

家畜衛生グループ 主査 福田 茂夫
（前 生物工学G 研究主任）

これまでBSE研究を継続できたのも、実践的な技術開発だけでなく、基礎研究も多い

生物工学グループの風土に支えられたからではないかと思います。

家畜衛生グループでは、BSE研究の他に、現在生産現場で問題となっているサルモネ

ラ症、マイコプラズマ感染症や牛白血病牛などの家畜伝染病の対策技術について取り組

んで行く予定です。これまでの経験を活かしつつ、さらに生産現場に役立つ技術提供が

できるよう努めていきます。引き続きご指導頂きますようお願いいたします。

2002年4月に遺伝子工学科に配属され、畜産工学グループを経て

生物工学グループに14年間所属しておりましたが、この度、家畜衛

生グループに主査として異動となりました（庁舎２Ｆ→３Ｆ）。生物

工学グループでは、主にBSE研究課題の担当として、診断技術の開

発、病態解明、発生機序の解明を目的とした国のプロジェクト研究や

大学との共同研究など、様々な研究に関わることができました。

新しい所属グループ
畜産試験場基盤研究部 家畜衛生グループ
TEL：0156－64－0615 / FAX：0156-64-3484

今後ともよろしくお願いします！
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4月から生物工学グループに配属されました吉野仁

美です。今年の3月に岩手大学獣医学課程を卒業しま

した。大学では生理学研究室に所属しており、ウシの

血液の遺伝子を指標とした妊娠診断の研究をしていま

した。遺伝子発現量の基準値を設定し、基準値以上で

生物工学グループ 研究職員
吉野 仁美（よしの ひとみ）

○新メンバーの紹介です！

共にがんばりましょう！

あれば妊娠、以下であれば非妊娠と判定するものでした。ひたすらリアルタイム

PCR（たまにホルモン測定も）とサンプリング（採血、直検）の日々だったので、

それ以外のことは知らないことも多く、難しい言葉が飛び交う生物工学グループで

やっていけるのだろうかと不安に感じていますが、早く仕事を覚えられるよう頑

張っていきたいと思います。また、一人暮らしも初めてなので、そちらも自炊等が

んばりたいと思います。これからよろしくお願いします。

TOPICS 1 OBの芦野正城さんが瑞宝単光章を受章！

芦野正城さんは1965年に当時の道立新得畜産試験場に臨時職員として就業し、
72年に正職員として肉牛科に配属となりました。87年からは畜産生物工学科、
94年からは生物工学科、そして2001年からは受精卵移植科の一員として、その
当時の先端技術であった受精卵移植技術の確立・普及に努めてこられました。また
その技術は黒毛和種の改良に貢献し、優良種雄牛の造成にも寄与されました。
2004年からは代謝生理科に異動されましたが、引き続き畜産研究の支援に努めて
おられました。そして昨年2015年をもって、道立新得畜産試験場、道立畜産試験
場、道総研畜産試験場にわたる、足掛け半世紀の勤めを終えられました。
芦野さんは平成16年にも文部科学大臣表彰において創意工夫功労者賞を受賞し

ており、今回更なる栄誉となりました！

畜産試験場で長年受精卵移植に携わってきた芦野正城さんが、このたび叙勲の
栄誉に輝きました。
おめでとうございます。



H28年度 生物工学Gの主な研究課題

○アクアポリン発現制御による牛体外受精胚の耐凍性向上に関する研究
（H27-29)
アクアポリンタンパク質発現を制御し、体外受精胚の耐凍性向上を図る研究です。

○精漿による子宮機能調節機構を利用した受胎促進技術の開発（H28-30）
精漿成分を活用した治療による経済効果を試算します。北海道大学との共同研究です。

○黒毛和種母牛の栄養状態は産子の卵巣機能に影響するか？（H28)
黒毛和種母牛の栄養状態の違いが、その雌子牛の卵巣へ及ぼす影響について検証
します。

○北海道和牛産地高度化促進事業（産地育成）（H25-29）
交配シミュレーションソフトや性判別技術などの畜産試験場の研究成果や技術を
活用して、道内和牛産地の育成を支援します。

○北海道黒毛和種のゲノム育種価情報に基づく早期選抜技術の開発
（H26-28）
○黒毛和種受精卵ゲノム選抜技術の開発（H28）
ゲノム育種価情報を活用するため、道内牛群のジェノタイプデータの構築とゲノム
育種価評価の精度を検証します。また、胚盤胞から抽出したDNA試料を用いたゲノム
選抜の可能性を探ります。

○地域防疫における酪農場の感染症モニタリング手法の開発（H26-28）
採材が容易な牛舎環境材料を用いることでより効率的な検査手法を開発し、酪農場の
感染症モニタリング手法を提案します。

＊肉牛Gと連携している課題です（3課題）。

＊家畜衛生Gと連携している課題です。
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第42回国際胚移植学会に参加して（42nd IETS）

2016年1月23～26日に、米国ケンタッキー州
ルイビルで開催された第42回国際胚移植学会
（ International embryo technology society）
大会に参加しました。本大会は年に1度開催され、
世界各国から胚移植に関する研究者が集まり、最
新の研究成果の発表が行われます。

ウィキペディア
フリー百科事典より引用

米国ケンタッキー州
成田空港からシカゴ・オヘア空港で乗り継ぎ約

18時間でケンタッキー州ルイビルへ。ちょうどこ
の時期、アメリカ東海岸は20年ぶりの歴史的大寒
波でしたが、ルイビルへは無事に到着。初の海外
一人旅ということもあり、行きの機内ではほとん
ど眠ることができませんでした。

会場のGalt House Hotel

今回は、ケンタッキー州での開催ということもあり、馬胚のガラス化保存に関する
講演がありました（アメリカ競馬のケンタッキーダービーが有名）。マイクロマニュ
ピレーション技術を用いることで、サイズの大きな馬胚でもガラス化保存が可能にな
るそうです。畜試で行っている北海道和種馬の遺伝子資源保存の取り組みにも応用出
来るかもしれません。

メインセッションは6つの分野に分けられ、「生
殖細胞および初期胚発生能におよぼす環境要因の
影響」、「初期胚の発生能と分化メカニズム」、
「伸長胚における妊娠認識と胚死滅」、「妊娠認
識から着床と胎子へ発生」などの分野について各
2～3題の講演がありました。

メイン会場

初日に行われたプレカンファレンスシンポジウム
で は 、 「 Biomaterials Repositories : The
Science and Business of Biobanking」をテー
マに、精子や卵子、初期胚を中心とした生物資源の
保存に関する講演が行われました。

海外研修事業により、藤井研究職員が国際胚移植学会でポスター発表しました。
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畜試からは、「Expression status of aquaporin 3, 7, and 9 in bovine
preimplantation embryo」牛初期発生におけるアクアポリン（AQP）の発現動態や、
体外受精胚と体内受精胚におけるAQP発現についてポスター発表しました。初期胚に
おけるAQPの生理的および凍結課程における役割に興味を持つ研究者の方は多く、た
くさんの質問をして頂きました。

ポスター会場 展示ブースもたくさんありました

ポスター発表
ルイビルは、アメリカ競馬のケンタッキーダービーや、多く

のメジャーリーガーが愛用するバットメーカーのルイビルス
ラッガーが有名です。街を歩くと、いたるところで写真のよ
うな馬やバットのオブジェを見つけることができました。

大会最終日には、恒例のClosing Partyも開催されました。

Closing Party会場のケンタッキーダービーミュージアム

ここ数年畜試からの参加はなかったのですが、本大会は我々胚移植に携わる研究
者にとって最も重要な学会です。今後も継続して参加・発表することで、国内の胚
移植研究の発展に貢献したいと思います。第43回大会は、米国テキサス州オース
ティンで開催予定です！ （藤井）

ルイビルスラッガー
ミュージアム



H27年度 全国DNA育種推進会議 in 動物遺伝研

平成28年3月17日～18日の2日間、福島県
白河郡西郷村にある公益社団法人畜産技術協会
附属動物遺伝研究所（遺伝研）において開催さ
れた全国DNA育種推進会議に出席しました。
この会議は共同研究として黒毛和種のゲノム

解析を行っている機関の担当者が一同に参集し、
第1回会議では実験計画、今回の第2回会議は
研究成果を報告します。

北海道からは、肉牛Gの鹿島研究職員が、
訓練群肥育牛サンプルの収集とジェノタイプ
データの蓄積状況、北海道の検証群種雄牛お
よび繁殖雌牛におけるゲノム育種価と推定育
種価の相関などについて報告しました。続い
て各県と全農、改良事業団等からも同様の報
告が行われました。
まとめとして家畜改良センター渡邊研究員

によって、共同研究全体としてSNPチップを
用いたゲノム育種価解析における訓練群が今
年度で12,000頭に達したこと、訓練群頭数
が増加することで推定育種価との相関が高く
なることが報告されました。

加えて、この会議は様々な県の担当者の方と直接意見交換できる貴重な機会で
もあります。（蛇足ですが、大分県の担当の方はなんと、当場飼料環境Gの飯田
研究主任の実の兄上だそうです。）

最後に、今後の研究体制についての報告があり、
H28年度は渡邊研究員と佐々木研究員は動物遺
伝研の職員として引き続き共同研究に携わります
が、杉本所長は4月から9月までは非常勤勤務と
なり、10月以降は完全退職となることが示され
ました。
杉本所長におかれましては北海道のDNA育種

研究に際し、マイクロサテライトマーカーの時代
から長きにわたりお世話になりました。この紙面
をお借りして感謝の意を表したいと思います。

（内藤）

北海道における検証結果
（種雄牛の脂肪交雑における

ゲノム育種価と推定育種価との相関）

勇退される杉本所長

会議の様子

内藤研究主査による全国DNA推進会議の報告です。
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北海道しゃくなげ会参加報告！ in 札幌

しゃくなげ会は獣医・畜産関係者に対し、家畜の衛
生・改良・飼養管理などの技術向上のために設立された
ZENOAQ（日本全薬工業）主催の研修会です。
不破主任が、2月19日に札幌グランドホテルで開催さ

れた“しゃくなげ会”に参加しました。

北海道しゃくなげ会に参加しました。この会は主に獣医師

が対象の研修会ですが、テーマが「牛の繁殖を考える」という

ことで、少しでも普段の業務に生かせればと思い参加しました。

全農の真方先生は、乳房炎と卵巣機能の関係について発表されていました。乳牛

の分娩後、子宮内膜炎を発症する割合が10～20％存在し、空胎日数も平均30日延

長するそうです。この子宮内膜炎はエンドトキシン（リポポリサッカライド：ＬＰ

Ｓ）が起因菌で、健康牛に比べ子宮炎罹患牛の抹消血中濃度およびリンパ球数は高

い値で推移し、活性酸素が免疫機能に悪影響を与えています。卵胞液中のＬＰＳ濃

度が高い卵胞では、卵胞液中エストラジオール濃度の減少およびプロジェステロン

濃度の増加により繁殖性を低下させているとのことです。近年乳牛の高泌乳性など

から発情の微弱や持続時間の短縮が報告され、さまざまなＡＩプログラムなどが考

案・実施されていますが、受胎率や費用の面から結局は自然発情を待っている状況

が数多くあります。

オホーツクNOSAIの安藤先生はこの状況をどうにかするべく、卵巣の機能を超音

波診断装置で観察し、次回発情を予測する試みについて発表されていました。卵胞

から発情を予測するのは難しいが（卵胞ウェーブ・主席卵胞の存在のため）、黄体

の状態を詳細に観察することで性周期のどこにいるかを診断することが可能である

とのこと。ただし診断にあたっては個々の獣医師のスキルや責任感に負うところが

大きいのと共に、畜主の発情発見が重要です。結果として人工授精実施率は直腸検

査に比べ、超音波診断装置を用いたほうが約１５％も有意に上昇したとのことでし

た。また、ピンポイントで畜主に日時を伝えることで、前後の発情観察も念入りに

なり、意識向上につながるというメリットもあるなど興味深い内容でした。
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平成28年3月27～30日の日程で開催された日

本畜産学会第121回大会に出席しました。5年ぶ

りに畜産試験場に戻って以降本格的な学会への参

加は初めてでしたが、特にSNPs解析をはじめと

する遺伝子診断の技術が完全に畜産分野に定着し

ていることに驚きました。

日本畜産学会第121回大会の参加報告 in 東京

森安研究主幹が日本獣医生命科学大学（東京都武蔵野市）で開催
された日本畜産学会大会に参加しました

当場でも発情徴候が微弱や持続時間が短いという牛は確実に存在しています。こ

のような牛に対して今回の講演を参考にして、受胎率向上や空胎日数の短縮に努め

ていきたいと思います。 （不破）

SNPs解析装置の総本山であるイルミナ（株）のランチョンセミナーでは分析装

置の改良によりSNPs解析が飛躍的に進んだ現状、アメリカや日本における牛での

ゲノム育種の状況とその差等について説明があり、シンポジウム「家畜におけるゲ

ノム研究の「いま」と「これから」」では家畜改良センター上本氏、東大小野木氏

よりSNPs解析について過去の歴史と現在の取り組みが説明されました。いずれも

ゲノム育種がこれからの家畜育種の核心技術となることを強調しており、畜産試験

場もより積極的に取り組んでいく必要性を認識させられるものでした。また、一般

講演でも全農が7日目受精卵を使ったゲノム育種価推定（SNP解析）の発表をして

おり、ごく少数の細胞からでもゲノム育種価が推定できる可能性を示していました。

7日目受精卵から育種価推定ができれば受精卵ゲノム育種技術が急速に実用化する

ことになります。こちらについても我々は技術をフォローしていく必要があります。
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TOPICS 2

編集
後記

H28年度がスタートしました。H27年度で山本場長が退職となり、
当グループ初代研究主幹の南橋さんが場長に就任しました。家畜研究部
長と基盤研究部長もそれぞれ交代となり、すっかり新体制です。

私も研究が取れて酒査、もとい主査となりましたのでこれからも頑張
ります（AN)

一方5年たっても変わらないかむしろ状況が悪化しているのがまさに我々が研

究している繁殖分野、特に乳牛の受胎率低下問題です。今大会でもシンポジウム

「乳牛の繁殖性改善に向けた技術開発」で様々な受胎率改善の試みが発表されて

いました。

森永酪農販売ミックの遠藤氏は導入時の発育とその後の繁殖成績が相関している

と報告され、畜草研平子氏のエネルギーバランスのマイナスが単純に悪でなく、改

善しようとして濃厚飼料多給になることが繁殖成績を低下させると指摘するなど栄

養と繁殖の関係解明が重要であるとの共通認識が確立されています。しかし、栄養

と繁殖の関係解明は複数の要素が絡むため解決が単純ではなく、加えて本来的に受

胎率が低い雌雄判別精液の利用が増えるなど受胎率向上を妨げるマイナス要因も増

えています。畜産試験場でも今後の繁殖研究の重要な分野として研究に取り組む必

要があることを痛感しました。 （森安）

似顔絵、鋭意作製中！

ばいてくNewsにおいて伝統的に

期待されている“似顔絵”ですが、

現編集担当者にとっては高いハード

ルとなっていました。そこでお忙し

いM研究主幹に無理を言って似顔絵

作製を依頼しております！

現段階での作製状況です。完成次

第、次号から順にお披露目してまい

ります。

乞うご期待ください！


