
 

平成２１年度 活動報告 
 

 

１）はじめに 

２２年１月に松村英生准教授が着任し、新体制のもと施設運営が行われた。また、福島達也助教は２２

年３月に退職した。尚、後任の助教は平成２３年１月赴任予定である。 

平成２１年度は、２件（２演題）の講演会を企画・実施し、７４名の参加があった。また、ＳＳＨ等へ

の協力も含めて１６件の技術講習会・機器利用講習会・実験実習等を行い、さらに３件の法令講習会も実

施した。部門設備の共同利用では、１１学部・大学院・附属施設、５企業、４２研究グループから６６研

究課題の利用申し込みがあり、合計２０１人の利用登録があった。機器の使用量もほぼ平年並みで推移し

ており、おおむね順調な一年であったと言える。本年度から来年度にかけて専任教員が新たに入れ替わる

中で、機器の老朽化、国立大学法人の厳しい財政状況など対応すべき問題は多いが、遺伝子実験部門とし

ての新たな取り組みも取り入れながら本学の学生、教職員の研究・教育への貢献、企業への技術指導、研

究支援も行う。 

 

 

２）活動報告 

（１） 遺伝子実験部門講演会の開催ｄ 

２件（２演題）開催し、７４名の参加があった。 

 

・『種内多数全ゲノム 配列比較から明らかになるゲノム進化のダイ

ナミクス』 講師 小林 一三 教授（東京大学大学院新領域創成科

学研究科・メディカルゲノム専攻・バイオ医療知財分野 及び 医科

学研究所）  

平成２１年１２月１７日 参加者５３名 繊維学部６０４講義室

（SUNS中継） 

 

・『ペニシリンで阻害される葉緑体分裂 －コケ植物を中心に－』 

講師 高野 博嘉 教授（熊本大学バイオエレクトリクス研究センター／大学院自然科学研究科） 

平成２２年２月３日 参加者２１名 遺伝子実験部門セミナー室 

 

 

（２） 遺伝子実験部門技術講習会・機器利用講習会等の開催 

技術講習会を１件、機器利用講習会とメーカーによる機器デモンストレーション・機器利用セミナーを

１５件、法令講習会を３件、開催した。これらの講習会には、合計３６９名が参加し、いずれも「大変興

味が持てた」と好評であった。機器利用講習会・法令講習会には、実際の利用者の参加が多く、専門的で

高度な研鑽が行われた。 

 

・技術講習会 

・『遺伝子操作体験実習』 

日時：平成２１年８月４日・５日 

長野県諏訪清陵高校のＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）事業との連携開催  

参加者 生徒２６名・高校教員２名 会場 遺伝子実験部門Ｐ１実験室 

 

   
 

 



 

・機器利用講習会、メーカーによる機器デモンストレーション・機器利用セミナー 

・『ベックマン紫外可視分光解析システム DU800 利用講習会』 

日時：平成２１年４月１５日 参加者 １６名 

・『プリントグラフ利用講習会』 

日時：平成２１年４月２２日 参加者 １５名 

・『BioSpec-nano 利用講習会』 

日時：平成２１年５月１２日 参加者 １８名 

・『走査型プローブ顕微鏡利用講習会』 

日時：平成２１年５月２９日 参加者 １９名 

・『DNAシーケンサー3100、310利用講習会』 

日時：平成２１年６月２日 参加者 ２０名 

・『ライトサイクラー利用講習会』 

日時：平成２１年６月４日 参加者 ４名 

・『プロテインシークエンサー利用講習会』 

日時：平成２１年７月２４日 参加者 ９名 

 

以下、メーカーによる機器デモンストレーション・機器利用セミナー 

・機器デモンストレーション（ライカ社。共焦点レーザー顕微鏡） 

日程：平成２１年５月１９日・２０日 参加者 １４名 

・機器デモンストレーション（オリンパス社。共焦点レーザー顕微鏡） 

日程：平成２１年５月２７日 参加者 １８名 

・機器デモンストレーション（カールツアィス社。共焦点レーザー顕微鏡） 

日程：平成２１年７月１６日・１７日 参加者 ２６名 

・機器デモンストレーション（ニコン社。共焦点レーザー顕微鏡） 

日程：平成２１年８月１１日・１２日 参加者 １２名 

・機器デモンストレーション（アジレントテクノロジー社。マイクロアレイ） 

日程：平成２１年８月２７日 参加者 １６名 

・機器デモンストレーション（エア・ブラウン社。相互作用解析装置） 

日程：平成２１年９月８日 参加者 ９名 

・『マイクロアレイ基礎セミナー』  

日程：平成２１年８月２７日 参加者 １６名  

講師 長岡 修三 氏（アジレント・テクノロジー（株）） 

・『相互作用解析装置基礎セミナー』  

 日程：平成２１年９月８日 参加者 ９名 

講師 Dr. I-Nang Chang 氏（ＡＮＴ社アプリケーションスペシャリスト） 

 

 

・法令講習会 

・『定期 RI教育訓練会』（繊維学部ＲＩ事業所との共同開催） 

日時：平成２１年６月２５日  

参加者５２名（新規登録者１６名、継続登録者３６名） 会場 繊維学部 

・『遺伝子組み換え実験の関連法令について（安全教育）』  

日時：平成２１年４月９日 参加者８４名 会場 繊維学部 

・『遺伝子組み換え実験の関連法令について（安全管理と生命倫理）』  

日時：平成２１年５月１４日および２１日 参加者３６名 会場 繊維学部 

 

４） 講演会・セミナーの共催等 

（３）講習会・セミナーの共催等 

２件（２演題）について共催し、合計７６名の参加があった。 

 

・『大学院特別講義』 （主催 信州大学繊維学部応用生物科学系）   

日程：平成２１年１１月１２日 

講師 池田 正人 教授（信州大学農学部）  

参加者 ３０名 会場 繊維学部 



 

・『大学院特別講義』 （主催 信州大学繊維学部応用生物科学系）   

日程：平成２１年１１月１７日 

講師 片野 修 先生（水産総合研究センター中央水産研究所）   

参加者 ４６名 会場 繊維学部 

 

 

（４）広報活動 

○施設見学  １６件 １００名 

２１年  ４月１５日 企業相談（オカモト株式会社）       ２名 

   ５月 ８日 企業（オリンパス株式会社）       ２名 

   ６月 ２日 企業（日本ビーコ株式会社）    ２名 

   ６月１１日 マギル大学      ２名 

   ７月 ８日 長野県上田東高等学校         ２名 

   ８月 ５日 長野県諏訪清陵高校       ２８名 

   ９月 １日 学内（繊維学部）        ２名 

   ９月 ３日 学内（農学部・テニュアトラック）      ５名 

   ９月 ３日 企業（株式会社ミロクメデイカルラボラトリー）   ３名 

１０月１３日 西南大学（中国）        ８名 

  １０月１４日 長野県教育委員会        ２名 

  １０月１９日 学内（繊維学部）       １７名 

  １１月２０日 全国大学等遺伝子研究支援施設連絡協議会総会    ２０名 

  １２月 ２日 学内（繊維学部）        ２名 

  １２月１６日 企業（オリオン機械株式会社）       ２名 

 ２２年  １月２１日 企業（グラフテック株式会社）       １名 

 

 

○Gene Research News の発行 

毎号各 2000 部作成し、学内の教職員、県内の公立研究機関・民間企業などに配布した。 

 

・第３６号 所属変更のご報告 

新職員のご紹介 

新規導入分析機器のご案内、 

分析機器のご案内と利用登録のお願い（平成 21年 10月現在の分析機器一覧） 

 

・第３７号 遺伝子実験部門講演会のご案内 

全国大学遺伝子研究支援施設連絡協議会総会の開催について 

技術講習会・機器利用講習会のご報告 

機器利用にあたって 

 

○インターネットホームページの運用 

http://gene_rc.shinshu-u.ac.jp/で公開中。 

一月あたり約８００件のアクセスがあった。 

 

 

（５） その他 

○国際規制物資の管理 

 学内で発見された古い時代の国際規制物資について、処分の方法が策定されるまでの間、廃棄保管

を行っている。毎年、保管庫内の調査を行って、数量・重量・外観などに変化が無いことを確認して

いる。 

 

○RIエリアの管理と汚染事故の報告 

 毎月の環境測定、毎日の入退出管理、定期の在庫確認や施設点検など、法令に従って管理を行って

いる。また、経年変化と思われる軽微なひび割れが室内数ヶ所に見つかったので、補修を行った。 

 平成２２年３月１１日に、ＲＩ・Ｐ２実験室にて、定期の環境汚染検査の作業中に、3Hサーベイよ

http://gene_rc.shinshu-u.ac.jp/%82%C5%8C%F6%8AJ%92%86


 

り 14C有機化合物の汚染を発見した。最高で 400cpm程度で、実験台中央の流しの下から東側へかけて、

床に約 70cm2の広さで水が流れたような形跡があり、その部分に活性があった。措置としては、洗剤

と水を染み込ませたペーパータオルによる拭き取り作業を、交互に繰り返し行った。作業後は、最大

でもバックグラウンドレベルの 150cpm 程度となった。 

 

○建物の補修等に対する対策 

 外壁のひび割れや雨漏りが部門建物内の各所で発生した。建築施行会社と協議し、補修対策を行っ

た。 

 

○第２５回遺伝子実験施設連絡会議 

１１月２５日に、第２５回遺伝子実験施設連絡会議が信州大学を当番校として開催された。文部科

学省からの講師も加えて、約８０名が参加した。 

 

○機器の更新 

 ＲＩ管理区域内の液体シンチレーションカウンターを更新した。 

 

 

３）施設利用状況 

 

（１）利用登録数 

登録研究グループ 42 

研究課題数 66 

登録者数（人） 201 

RI 登録者数（人） 16 

 

（２）研究テーマ一覧 

工学部 

物質工学科 野崎 功一 ・担子菌の生産するバイオマス分解系酵素に関する研

究 

物質工学科 水野 正浩 ・酢酸菌のセルロース合成系酵素の遺伝子解析 

・海洋性糸状菌のセルラーゼに関する研究 

   

理学部 

生物科学科 久保 浩義 ・植物の二次代謝の研究 

・大腸菌プラスミドの複製機構の研究 

・チョウの分子系統解析 

 

教育学部     

理数科学教育講座 坂口 雅彦 ・キイロショウジョウバエ幼虫嗅覚器の解析 

・キイロショウジョウバエ Or49b 遺伝子ターゲティン

グの効果の解析 

 

繊維学部     

応用生物学系 塩見 邦博 ・昆虫の季節的多型の分子機構に関する研究 

・ 昆虫の脳機能に関する研究 

・ 昆虫の温度センサーに関する研究 

応用生物学系 下坂 誠 ・環境中の微生物群の DNAによる解析 

・ナノファイバーの微生物分解に関する研究 

・担子菌キノコの遺伝子操作系開発 

応用生物学系 梶浦 善太 ・家蚕・野蚕の卵形成に関する分子生理学的研究 

応用生物学系 山本 博規 ・枯草菌のテイコ酸およびリポテイコ酸修飾メカニズ

ムの解明 

応用生物学系 中垣 雅雄 ・カイコにクモの糸を吐かせる研究 



 

 

繊維学部     

応用生物学系 田口 悟朗 ・植物のフェノール性異物解毒機構の解析 

・マメ科植物の香気成分生成機構の解析 

・光がハーブの生育と香気成分生成に与える影響 

・ソバの糖転移酵素遺伝子の解析 

・ヒカリゴケの人工栽培 

応用生物学系 藤井 敏弘 ・セルフリサイクルに向けたヒト由来のタンパク質の高度利用 

応用生物学系 白井 孝治 ・鱗翅目昆虫における環境ストレス応答の分子メカニズムの解明 

応用生物学系 保地 眞一 ・生殖細胞を用いた体外発生系の確立 

応用生物学系 野村 隆臣 ・リボソームの動的機能構造の解析 

・有用酵素の探索と機能分析 

応用生物学系 野末 雅之 ・ Agrobacterium の病原性関連遺伝子の解析 

・ 植物ポリフェノールの生合成に関する研究 

・ 葉緑体チラコイド形態の光応答とその役割 

・ ワサビ水耕栽培に関する基礎研究 

応用生物学系 林田 信明 ・葉緑体の形成機構の解析 

・ハクサイの有用形質の遺伝子マーカーの作成 

・レタスの遺伝子地図の作製 

化学・材料系 後藤 康夫 ・抗菌性布帛の創製 

化学・材料系 伊藤 恵啓 ・機能性ポリマーラテックスの応用に関する研究 

化学・材料系 平井 利博 ・光合成タンパク質を利用したエネルギー産生系の構築 

化学・材料系 谷上 哲也 ・ポリビニルアルコール系ブレンドの相分離構造 

化学・材料系 寺本 彰 ・高分子基材上で培養した動物組織細胞の増殖及び分化挙動の検討 

大学院総合工学

系研究科 

倪 慶清 ・高性能ファイバーを用いて超伝導コイルボビンの開発 

大学院総合工学

系研究科 

志田 敏夫 ・DNA 修復酵素の構造と機能に関する研究 

・微生物細胞壁溶解酵素の基質認識に関する研究 

・重粒子線照射の生体高分子に及ぼす影響に関する研究 

大学院総合工学

系研究科 

関口 順一 ・枯草菌の細胞壁溶解酵素の研究 

・枯草菌を宿主とした物質生産の研究 

高分子工業研究

施設 

大川 浩作 ・水棲生物の付着性繊維の構造生物学的研究 

技術部 武田 昌昭 ・島津製作所製 走査型プローブ顕微鏡 SPM9500J3 の管理・整備 

・１階実験室にある応用生物学系の実験実習に使用する機器の管理 

技術部 渡邊 麻起子 ・１階実験室にある応用生物学系実験実習に用いる器具等の管理 



 

 

繊維学部     

サテライト・ベンチャー・ビ

ジネス・ラボラトリー 

高崎 緑 ・桑特有成分１－ＤＮＪの効率的な抽出方法の開発と

生合成に関わる遺伝子の探索 

知的クラスター 谷口 彬雄 ・調光モジュールを備えた人工光源による植物育成の

研究− コンファーム事業における基礎研究−  

ファイバーナノテク国際若手

研究者育成拠点 

橋本 昌征 ・乳酸菌 Lactococcus lactis の染色体工学 

・枯草菌表層構造に関する機能未知遺伝子の解析 

・緑膿菌の染色体工学 

ファイバーナノテク国際若手

研究者育成拠点 

新井 亮一 ・タンパク質の機能構造解析及び人工タンパク質の創

製に関する研究 

 

農学部 

応用生命科学科 中村 宗一郎 ・タンパク質の構造機能相関に関する研究 

 

ヒト環境科学研究支援センター 

遺伝子実験部門 松村 英生 ・DNA シークエンサーを活用したゲノム機能解析技術

の開発 

・ゲノム解析を利用した植物－病原体の相互作用機構

の解明 

・ゲノム機能解析による植物の生殖機構の解明 

遺伝子実験部門 福島 達也 ・微生物の細胞分裂、分離の研究 

・必須２成分制御系の研究 

   

民間企業 

ダイワボウノイ株式会社 築城 寿長 ・金属フタロシアニン誘導体によるアレルゲンタンパ

ク吸着の検討 

ホクト㈱きのこ総合研究所 稲冨 聡 ・きのこの品種識別 

笠原工業株式会社 両角 智徳 ・発芽誘導種子コントロール加工 

株式会社ミロクメディカルラ

ボラトリー抗酸菌・遺伝子検

査室 

柳沢 英二 ・臨床検体から分離された微生物の系統解析 

株式会社ミロクメディカルラ

ボラトリー検査室 

杉村 允 ・緑膿菌の薬剤耐性について 

信州富士見ファーム 関戸 範明 ・リカステの稔性と染色体数の相関関係及び染色体数

と個体特性の調査 

 



 

（３） 機器利用状況 

  単位 H16 H17 H18** H19 H20 H21* 

ＤＮＡシークエンサー3100 ラン数 265 324 587 360 344 419 

ＤＮＡシークエンサー310 サンプル 2,868 1,113 538 587 430 223 

スラブ型ＤＮＡシークエンサー 泳動回 25 37 37 1 1 0 

プロテインシークエンサー サイクル 545 770 404 200 276 172 

2 次元電気泳動装置 回 6 22 2 4 2 0 

バイオイメージングアナライザ 回 163 362 161 43 n.d. 152 

電気泳動像解析装置 回 6,173 7,261 5,578 7,096 7,529 5,462 

化学発光解析装置 回 5 284 335 489 294 124 

微分干渉蛍光顕微鏡 時間ｈ 237h 299h 249h 201h 496h 751h 

蛍光実体顕微鏡 時間ｈ 189h 309h 99h 97h 50h 180h 

超遠心機 回 71 85 32 50 12 1 

遠心濃縮機 回/時間 h 114h 109h 1.5 53h 69/368 68/585 

マイクロプレートリーダー 回 217 175 97 31 37 81 

ＨＰＬＣ 回 112 188 69 124 120 233 

超音波破砕機 時間 h 1,636 3,484 1,077 746 171 118 

サーマルサイクラー 回 1,076 1,060 680 641 611 282 

遺伝子増幅定量装置 サンプル 252 456 71 0 178 392 

ジーンパルサー 回 34 101 228 189 167 24 

プローブ顕微鏡 時間 h -  -  28 50 77 34 

*平成21年の集計期間は、平成21年1月1日～平成22年1月31日の間。 

**４月～12月分  n.d：no data  -：機器導入前 

他に、分光光度計、遠心機 等は、ほぼ連日利用されている。 

 

 

（４）解析依頼 

学外（企業）からの解析依頼 １件（軽微な解析のため費用は生じなかった。） 

 

（５）技術相談 

企業に対し、技術相談に応じた。今年度は２件だった。 

平成２１年１２月１６日 オリオン機械株式会社 

平成２２年１月２１日 グラフテック株式会社 

 

（６）ＲＩ使用量 

平成２１年度は、32P を３件 37MBq、14C を１件 1.85MBq を新規に受け入れた。 

また、繊維学部ＲＩ実験棟の廃止に伴い、3Hを３件 28.099MBq、14Cを 0.695MBq を受け入れた。 

 

 

 



 

４）部門会議委員名簿 

部局等名 氏  名 備考 

部門長（繊維学部） 関 口 順 一 信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会 

センター専任教員 福 島 達 也  

財務部長 石 田 和 彦  

繊維学部副学部長(事務担当) 戸 谷 秀 一  

理事（研究・財務・産学官連携・

国際交流担当） 
三 浦 義 正 信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会委員長 

教育学部        坂 口 雅 彦 信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会 

理学部         久 保 浩 義 信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会 

医学部医学科    瀧    伸 介 信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会副委員長 

医学部保健学科 相 良 淳 二 信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会 

工学部         片 岡 正 和 信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会 

農学部         斎 藤 勝 晴 信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会 

繊維学部        野 末 雅 之 信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会 

医学部附属病院    佐 野 健 司 信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会 

全学教育機構 伊 藤 靖 夫 信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会 

ヒト環境科学研究支援センター

生命科学分野動物実験部門 
樋  口  京 一 信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会 

研究推進部長 中 島 健 次 信州大学遺伝子組換え実験等安全委員会 

環境施設部長 森     進  

 

 

５）部門会議 議事要録 

 

日  時：平成２１年１０月１６日（金）１３：００～ 

場  所：各キャンパスＳＵＮＳ会議室 

出 席 者：部門長 関口教授、専任教員 福島助教、教育学部 坂口准教授、理学部 久保准教授、 

医学部 樋口教授、瀧教授、相良教授、工学部 片岡准教授、農学部 斎藤准教授、齋藤研究支援課

主査（三浦理事代理）、財務部 大竹財務課課長補佐（石田財務部長代理）、環境施設部 中村環境

企画課課長補佐（森環境施設部長代理）、研究推進部 齋藤研究支援課課員（中島研究推進部長代

理）、繊維学部 山口主査（戸谷副学部長代理） 

委 任 状：全学教育機構 伊藤准教授、繊維学部 野末教授 

欠 席 者：医学部附属病院 佐野講師 

陪 席 者：繊維学部 林田教授、遺伝子実験部門 高橋研究支援推進員 

配布資料：資料№１：平成２０年度運営報告（案）、資料№２：平成２０年度決算報告（案）、 

資料№３：平成２１年度運営計画（案）、資料№４：平成２１年度予算（案） 

 

議題： 

会議開催に先立ち関口部門長から、専任教員であった林田先生が本年４月１日付で繊維学部へ配置換に

なったこと、及び現在も引き続き遺伝子実験部門のサポートをいただいている旨の発言があった。 

引き続き、関口部門長より配布資料に基づいて議事が進められた。 

 

１．平成２０年度運営報告（案）について 

・配布資料№１に基づき説明がなされた。この時点で特に質疑はなかったが、議題２の平成２０年度決算

報告（案）の審議後に、再度各委員に質疑を求めることとした。 

 



 

 

２．平成２０年度決算報告（案）について 

・配布資料№２に基づき説明がなされた後、各委員に対して質疑を求めたところ、教育学部坂口准教授

から次の質問があった。これに関しては林田教授が回答し、了承された。 

Ｑ：収入の部の「１．当初配分」に「教員研究経費」が計上されているが、これは専任教員分の研究

経費なのか、遺伝子実験施設を利用する教員用の研究経費なのか。 

Ａ：本経費は、当初配分としてヒト環境科学研究支援センター全体に予算措置されており、これを４

部門に分けているもので、今回は遺伝子実験部門に配分された予算額を、そのまま計上している。本

来はそれぞれの部門（所在学部）でオーバーヘッドなどがあろうが、本予算額は本センター会議用資

料としてオーバーヘッド等差引き前の金額を計上しているため、金額も大きくなっている。 

 

議題１も含め、各委員に対して質疑を求めたが、上記のほかに特に意見はなく、平成２０年度運営報告

（案）及び平成２０年度決算報告（案）は承認された。 

 

３．平成２１年度運営計画（案）について 

・冒頭、今年度すでに終了した事業も多い点を了承願いたいとの発言があり、引き続き配布資料№３に

基づき説明がなされた後、本議題に関する質疑は議題４の平成２１年度決算報告（案）の審議後に、

各委員に求めることとした。 

 

４．平成２１年度予算（案）について 

・配布資料№４に基づき説明がなされた。 

この中で、収入の部の「５．共焦点顕微鏡経費」及び支出の部の「６．備品費」に計上されている「共

焦点顕微鏡経費」は、概算要求分が予算措置されたもので、現在入札に向けた手続き中のため、現時

点では金額の表記ができない旨の説明があった。この後、議題３を含め、各委員に対して質疑を求め

たが特に意見はなく、平成２１年度運営計画（案）及び平成２１年度予算（案）は承認された。 

 

５．その他 

・関口部門長から、第２５回全国大学等遺伝子研究支援施設連絡協議会総会（旧称：遺伝子実験施設連

絡会議）が、信州大学を当番校として１１月２０日（金）に上田キャンパスで開催されるとの連絡が

あった。 

  ・関口部門長から、林田教授の後任者（准教授）は、平成２２年１月１日付けで着任予定であるとの報 

告があった。 

・関口部門長から、事務補佐員の交代（押金事務補佐員→谷口事務補佐員）があったとの報告があった。 

・林田教授から、学内異動（配置換）に当たっての挨拶があった。 

・各部局からの連絡事項などはなかった。 

 

以上 

 

 

 

６）研究業績（施設利用者） 

 

・総説 等 ２件 

Abdalla H, Yoshizawa Y. and Hochi S.  

Active demethylation of paternal genome in mammalian zygotes.  

Journal of Reproduction & Development, 55 (4), 356-360. 2009. 

 

林田信明 

植物ゲノム科学事典（分担執筆），朝倉書店．2009. 

 



 

 

・原著論文 １８件 

 

Abdalla H, Hirabayashi M and Hochi S.  

Demethylation dynamics of the paternal genome in pronuclear-stage bovine zygotes produced 

by in vitro fertilization and ooplasmic injection of freeze-thawed or freeze- dried 

spermatozoa. 

Journal of Reproduction & Development, 55 (4),433-439. 2009. 

 

Abdalla H, Hirabayashi M and Hochi S.  

The ability of freeze- dried bull spermatozoa to induce calcium oscillations and resumption 

of meiosis.  

Theriogenology, 71 (3), 543-552. 2009. 

 

Abdalla H, Shimoda M, Hirabayashi M and Hochi S. 

A combined treatment of ionomycin with ethanol improves blastocyst development of bovine 

oocytes harvested from stored ovaries and microinjected with spermatozoa.  

Theriogenology, 72 (4), 453-460. 2009. 

 

Arai R, Murayama K, Uchikubo-Kamo T, Nishimoto M, Toyama M, Kuramitsu S, Terada T, Shirouzu 

M. and Yokoyama S.  

Crystal structure of MqnD (TTHA1568), a menaquinone biosynthetic enzyme from Thermus 

thermophilus HB8.  

J. Struct. Biol. 168, 575-581. 2009. 

 

橋本昌征，山本博規，関口順一 

枯草菌における細胞の分離 

繊維学会誌, 65:282-286. 2009. 

 

Hirabayashi M, Kato M, Kitada K, Ohnami N, Hirao M and Hochi S.  

Effect of activation regimens on full-term development of rabbit oocytes injected with round 

spermatids.  

Molecular Reproduction & Development, 76 (6), 573-579. 2009. 

 

Hirabayashi M, Yoshizawa Y, Kato M, Tsuchiya T, Nagao S and Shinichi H.  Availability of 

subfertile transgenic rats expressing c-myc gene as recipients for spermatogonial 

transplantation. 

Transgenic Research, 18 (1), 135-141. 2009. 

 

Kakizaki T, Matsumura H, Nakayama K, Che F.-S, Terauchi R, Inaba T. 

Coordination of plastid protein import and nuclear gene expression by plastid-to-nucleous 

retrograde signaling. 

Plant Physiol , 151:1339-1353. 2009. 

 

Kajiyama Y, Otagiri M, Sekiguchi J, Kudo T, and Kosono S.   

The MrpA, MrpB, and MrpD subunits of the Mrp antiporter complex in Bacillus subtilis contain 

membrane-embedded and essential acid residues. Microbiology, 155:2137-2147. 2009. 

 

Mitsui N, Murasawa H and Sekiguchi J.  

Development of natto with germination-defective mutants of Bacillus subtilis (natto).  

Appl. Microbiol. Biotechnol. 82:741-748. 2009. 

 

Moencke-Buchner E, Rothenberg M, Reich S, Wagenfuehr K, Matsumura H, Terauchi R, Reuter 

M, Krueger D.H. 



 

Functional characterization and modulation of the DNA cleavage efficiency of Type III 

restriction enconuclease EcoP15I in its interaction with two sites in the DNA target.  

J. Mol. Biol., 387:1309-1319. 2009. 

 

Molina C. M. M, Rotter B, Horres R, Udupa S, Besser B, Bellarmino L, Baum M, Matsumura H, 

Terauchi R, Kahl G, Winter P. 

SuperSAGE: The drought stress-responsive transcriptome of chickpea roots.  

BMC Genomics, 9:553-580. 2009. 

 

Raftery M.J., Moncke-Buchner E, Matsumura H, Giese T, Winkelmann B, Reuter M, Terauchi R, 

Schonrich G, Krueger D. H. 

Unravelling the interaction of HCMV with dendritic cells using SuperSAGE.  

J. Gen. Virol, 90:2221-2233. 2009. 

 

Sato K, Kato Y, Taguchi G, Nogawa M, Yokota A, Shimosaka M.   

Chitiniphilus shinanoensis gen. nov., sp. nov., a novel chitin- degrading bacterium 

belonging to Betaproteobacteria.  

J. Gen. Appl. Microbiol. 55: 147-153. 2009. 

 

Takahashi Y, Berberich T, Kanzaki H, Matsumura H, Saitoh H, Kusano T, Terauchi R.  

Serine palmitoyltransferase, the first step enzyme in sphingolipid iosynthesis, is involved 

in non-host resistance. 

Mol. Plant-Microbe Interact , 22:31-38. 2009. 

 

Takahashi Y, Berbeich T, Kanzaki H, Matsumura H, Saitoh H, Kusano T and Terauchi R. 

Unraveling the roles of sphingolipids in plant innate immunity. 

Plant Signaling Behavior , 4:536-538. 2009 

 

Yamada M, Yawata K, Orino Y, Ueda S, Isogai Y, Taguchi G, Shimosaka, M, Hashimoto S.  

Agrobacterium tumefaciens mediated transformation of antifungal lipopeptide producing 

fungus Coleophoma empetri.  

Curre. Genet. 55(6): 623-630. 2009. 

 

Yoshida K, Saitoh H, Fujisawa S, Kanzaki H, Matsumura H, Yoshida K, Tosa Y, Chuma I, Takano 

Y, Win J, Kamoun S, Terauchi R. 

Rice blast association genetics reveals three novel avirulence genes, AVR-Pia, AVR-Pii, 

AVR-Pik/km/kp, whose products are recognized inside rice cells. 

Plant Cell , 21:1573-1591. 2009. 

 

 

 

以上 

 

 

 

 


