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○生物工学G 新体制

平成２9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4名、契約職員1

名の総勢９名の研究体制となりました。

生物工学G メンバー H29.4.1～

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
専門主任 堀川 盟夫
専門主任 櫻井 直樹
専門主任 不破 友宏
技師 秋山 智香
契約職員 鈴木 利津子

生物工学グループ 技師 秋山 智香 あきやま ちか
（前 家畜衛生G 技師）

○新メンバーの紹介です！

４月から生物工学グループに配属になりました秋山智香です。
酪農学園大学を卒業し、その後は５年半の間、酪農家さんで従業員
をしていました。

2015年１０月から根釧農業試験場の契約職員を経て、2016年
１月に畜産試験場の家畜衛生グループに正職員として配属され、こ
の３月末までは乳牛の飼養管理業務を行っていました。

大学卒業以降は所属や場所は変わっても、ずっと乳牛の管理をして搾乳をす
る毎日でしたが、これからは生物工学グループにて今までしたことのない業務
に携わっていくのかなと、とても楽しみです。
繁殖関係は今まであまり携わってこなかった上に家畜人工授精師の免許も

持っておらず（選考試験は通過しました、受講と本試験頑張ります！）、知識
も乏しいのでたくさんご迷惑をおかけする事になるかと思いますが、精一杯頑
張りますのでよろしくお願いします！

○祝 陰山基盤研究部長 ご就任

当グループ出身でありました陰山さんが、2年間の
肉牛G研究主幹を経てこの4月に基盤研究部長にご就
任されました。
今後ともよろしくお願いします！



H29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。

○効率的ウシ受精卵生産のための経膣採卵(OPU)技術導入と
主席卵胞の影響の探索（H29)
主席卵胞の有無がOPU由来卵子の品質、受精卵生産性に及ぼす影響を明らかにして、

OPU由来受精卵発生率の向上を目指します。

○経膣採卵（OPU）技術を用いた効率的な牛受精卵生産技術の検討（H29)
ホルモン処理による卵胞の発育の調節・均質化をOPUの前処理として牛に行うことで、

最適な発育時期の卵子を同時期に発育させ、品質の良い卵子を採取する方法を検討しま
す。

○北海道和牛産地高度化促進事業（ゲノム育種価）（H29-33）
北海道単独でゲノム育種価を定期的に算出・活用する体制の構築を目指し、道内牛郡

のリファレンスデータを蓄積します。またモデル地域においてゲノム育種価を活用した
繁殖雌牛および種雄牛の早期選抜を実証します。

○黒毛和種受精卵ゲノム選抜技術の開発（H29）
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。

＊肉牛Gと連携している課題です（2課題）。
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北海道牛受精卵移植研究会大会 参加報告
in 札幌

櫻井主任が2月16日に北大学術交流会館で開催された
北海道牛受精卵移植研究会（ET研）に参加しました。

北海道牛受精卵移植研究会に参加しました。

テーマは「牛の黄体機能に関する最近の話題」で

４題の講演がありました。

１ 超音波画像と胚移植成績について

JA全農ET研究所 東日本分場 白澤 篤先生はエコーによって得られた胚移植

時の卵巣所見と受胎性の関係の調査の講演でした。エコー画像及び実際の黄体の断

面、黄体の大きさと受胎成績、黄体内腔の大きさと受胎成績、共存卵胞と移植成績

等、とても興味深い発表がありました。考察としてどの場合でもETにおいて受胎が

得られるとのことでした。

2 黄体に発現する糖鎖とレクチンの機能について

北海道大学大学院医学研究科組織細胞学分野 助教 小林 純子先生からは、

生体内において糖は、単糖としてではなく、複数の糖がある規則性をもって結合し

た糖の鎖｢糖鎖｣とよばれる形で、ほとんどがたんぱく質や脂質に結合して存在する。

特定の糖鎖構造を認識するタンパク質のことをレクチンといい、本研究ではガレク

チンをとりあつかい、15種類のサブタイプがある。雌生殖器に発現するレクチン

はgaletin-1とgalectin-3で卵巣では黄体の機能に伴いダイナミックに発現変動す

る。galetin-1はプロジェステロンを産生する機能黄体に発現する。galetin-3は退

行黄体で増加する。ヒトやウシでは黄体機能に付随して発現するガレクチンサブタ

イプや糖鎖構造が変化する「ガレクチンスイッチ」が存在する。

との基礎研究に関する報告がありました。
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3  黄体の消長と低酸素環境

鳥取大学 農学部 助教 西村 亮先生より、黄体退行についてPGF2α投与後、

黄体内の血流量が一過性に増加。その後急激に減少し、低酸素環境になる。血流低

下を背景とした低酸素環境が、P4合成機能の低下と黄体組織退縮の両方に関与して

いる。黄体の形成について低酸素環境後、低酸素誘性転写因子（HIF）が出る。血

管増殖因子を出させて、ものすごい勢いで血管を作り黄体ができる。との報告があ

りました。

4 卵胞・黄体血管機能と超音波画像について

帯広畜産大学畜産フィールド科学センター准教授 アコスタ アラヤ トマス

ハビエル先生より、カラードップラー超音波診断装置を用いることにより、血流量

の変化を観察することができる。排卵前の主席卵胞血管が徐々に増加し、排卵が近

付くにつれて、LHサージは卵胞壁内の血流量を増加させる。血管の発達が主席卵胞

の最終成熟を促し、排卵能力を培う可能性がある。妊娠牛DAY20以降に黄体血流

面積が徐々に増加し、DAY30以内に血流量を増加させている。カラードップラー

を用いて早期妊娠診断の可能性がある。との報告がありました。

今回の座長の帯広畜産大学の奥田 潔 学長の話で、「排卵直前にアスピリンを

投与すると排卵しない」、「黄体が急激に小さくなるのはPGだけでなく、リンパ

管に黄体細胞が入る」などの話もありました。

今回の講演内容にはとても興味深いものがあり、日々の業務に生かせればと思い

ます。

また臨時総会が開かれ、新役員には会長 片桐 成二

先生、副会長 高橋 昌志先生、副会長 堂地 修 先生、

事務局 永野 昌志 先生の体制となりました。これまで

ET研を長きにわたり牽引されてきた金川 弘司先生及

び高橋 芳幸先生は退任されました。

（櫻井）
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動物遺伝研 閉所式

3月23日に開催された平成28年度第2回全国DNA育種推進会議および
動物遺伝研閉所式に出席しました。

全国DNA育種推進会議は公益社団法人畜産技術協
会附属動物遺伝研究所（遺伝研）で例年通りに行われ、
共同研究を行っている北海道、各県と全農、改良事業
団等から、訓練群ジェノタイプデータの蓄積状況、種
雄牛および繁殖雌牛など検証群のゲノム育種価と推定
育種価の相関、受精卵を用いたゲノム評価の検証など
の今年度成果について報告が行われました。
まとめとして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20,000頭に達したこと、地域に
よっては訓練群頭数が増加しても必ずしも推定育種価
との相関が高くならないことなどが報告されました。

会議に引き続き、ホテルサンルート新白河において
動物遺伝研閉所式が行われました。杉本所長からはこれ
まで動物遺伝研が果たしてきた意義と役割について述べ
られ、その中で共同研究機関の研修生を延べ504名、
6,300日以上受け入れてきたとおっしゃっていたことが
印象的でした。
今後の体制については改良センター佐藤所長から力強

い引継ぎのお言葉があり、また会場でH29年度以降も
佐々木研究員と吉成研究補助員が研修生をサポートして
いただけるとのことが判明し、各県の担当者もひとまず
安心していたようです。
鳥取県の田淵氏の提案で、黒毛和種4県（兵庫・鳥取・

宮崎・鹿児島）と岩手短角、熊本褐毛の牛肉の食べ比べ
（ブラインドテスト）が企画されました。結果は全体と
しては兵庫県が支持1位となり、見事神戸ビーフの面目を
保ちました。私の好みは熊本褐毛、岩手短角の順で、脂
の好みで自分の年齢を自覚しました・・・

動物遺伝研の閉所は一抹の寂しさを感じますが、今後
も家畜ゲノム育種研究は継続して発展していくことを
願っています。

（内藤）

各県の牛肉食べ比べ

閉所式での杉本所長挨拶

これまで黒毛和種のDNA解析の中心的存在であった動物遺伝研が、平成28年度で
24年間の幕を閉じることになりました。
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日本畜産学会第122回大会の参加報告 in 神戸

森安研究主幹が神戸大学（兵庫県神戸市）で開催された日本畜産
学会大会に参加しました

2017年3月28～30日に開催された日本畜産学会に参加しました。今回
の会場となった神戸大学は神戸市阪急六甲駅から40分ほど急な坂を上った
先にあります。神戸は坂の街と聞いてはいましたが、大学のキャンパス内も
かなりの高低差があり、別会場に移動するたびに坂や階段を上り下りしなけ
ればいけない構造でした。普段からここで学んでいる学生さんの苦労が忍ば
れます。

さて、学会発表は繁殖・生殖生物分野を中心に聴講しました。今年は精子や精子
の凍結保存に関する発表でいくつか注目すべきものがありました。精子頭部の糖鎖
構造をレクチンで染め分けそのパターンが凍結精子、受精能獲得精子、雌雄分離精
子で異なることを示した東北大学の発表。活性酸素を除去する還元型Lグルタチオ
ンを添加した精液を凍結し凍結融解後IVFに使用し体外受精胚の発生率向上を得た
農研機構の発表。凍結精液のグルコース代謝経路を検討した家畜改良事業団の発表
（フルクトース代謝についてWCRB2017@沖縄で発表予定とのこと）。精液や精
子に関する発表が増えているのは、性判別精液の利用が進み、人工授精の受胎率向
上について再検討が必要な状況になっていることの現れでしょう。

ゲノム育種に関しては一般講演は多くありませんでしたが、 I l lumina社に
よるセミナーが実施されました。この中で北海道も関係した黒毛和種のゲノ
ム育種事業が報告されるなど、家畜において急速にゲノム育種が進展してい
る現状が共有されました。演者は今後は更に分析機器の高度化や低価格化が
進むことを予想していましたが、たとえ機器が簡単に導入できるようになっ
ても、最も重要なのはリファレンスとなるデータの集積であるとも強調され
ていました。この点は北海道の公設試としてまさに我々がコミットすべきポ
イントであろうと考えます。

以上ポイントのみまとめましたが、我々生物工学グループの研究方向が間
違っていないことを確かめられた学会であったと言えます。

そういえば3月末では桜は咲いていませんでした。写真を撮って掲載するつもり
だったのですが残念です。 （森安）
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TOPICS 1 帯広畜産大学からの研修生

4月4日～7日の間、当グループに短期研修生を受け入れました。

●過剰排卵処理肉牛からの採卵および検卵 ●受精卵の凍結 ●ウシの体外受精

（IVF） ●超音波診断による排卵確認・胎仔の性判別 ●発情観察や健康状態の

観察 ●経膣採卵（OPU） ●その他（試験場内施設見学・中小家畜グループとの

意見交換・卒業研究のプレゼンテーション）

帯広畜産大学、動物生体機能学研究室M1の林田空です。生物工学

グループにて、繁殖技術が実際に使われている現場を見学・体験し、

その知識及び技術を学ぶため研修に参りました。研修内容は次の通り

です。

私にとって家畜繁殖は、大学で受講している数々な講義の中でも特に複雑かつ奥

深いものです。大学の講義（座学）で習う知識や技術が実際に使われている現場を

見るのは初めてのことでした。胚移植（採卵、検卵、超音波診断等）や体外受精な

ど技術的な分野は知識としてだけ知っていても身にはならず、技術を用いる上でそ

の機序や背景を知っていることが必要となることを身に染みて実感しました。

今回の研修では職員の皆さまによる熟練の技術と丁寧なご説明により、座学のみ

では今まで不明瞭だった知識を理解することができました。それと同時に、OPUや

LAMP法など新しい技術を学んだことで、さらに深い勉強が必要だということを実

感しました。

今回の研修は、目的であった家畜繁殖に関して様々なことを学べたことはもちろ

ん、研究施設で働くということも知ることができたということで大変有意義なもの

でした。今後の修士課程の2年間でも機会を見つけ、研修を受け入れている研究機

関を訪れ、これまで以上に知識や技術を学ぶと同時に自分の将来選択の糧とし、研

究に励んでいきたいと思います。

毎日の業務でお忙しい中、時間を割いてご指導いただきありがとうございました。

今後も、研修や学会等でお会いすることがありましたら、ご指導くださいますよう

よろしくお願い申し上げます。

林田 空（はやしだ そら）
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TOPICS 2

編集
後記

H29年度がスタートしました。新たに家畜衛生グループから秋山さん、
総務課の契約職員であった鈴木さんが加わって新体制です。

私が編集を担当したバイテクNewsは、号外を含めて数えると8号目
に。そろそろ交代の時期でしょうか・・・・？（AN)

契約職員さんのメンバー入れ替わりです

この3月まで約5年に渡り契約職員として務めていた鈴木（有坂）
可奈恵さんは旦那さんの異動により稚内に引越しされました。曰く、
「稚内で待ってます・・・（笑）」

同じくこの3月まで約3年半、支援職員の代替契約
職員として務めていた増田達哉さんは、新得町内の
大規模酪農農場へ就職となりました。

今まで大変お世話になりました！お二人の今後
のご活躍をお祈りいたします。

林田さん
研修中のスナップ

上：牛舎で牛追い
下：実験室の作業

生物工学グループ 契約職員
鈴木利津子（すずきりつこ）

4月から生物工学グループに配属となりました

これからよろしくお願いします。
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