
 

 

平成２２年度 活動報告 
 

 

１）はじめに 

平成２３年１月１日付で小笠原寛助教が着任した。また、平成２３年３月３１日付で、関口順一部

門長が退職された。 

平成２２年度は、遺伝子実験部門講演会を５件（６演題）開催し、１３５名の参加があった。また、

ＳＳＨ等への協力も含めて１０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、１２学部・大学院・附属施設、５企業、４３研究

グループから６５研究課題の利用申し込みがあり、合計２１６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。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 

５件（６演題）開催し、１３５名の参加があった。 

 

・『次世代シークエンサーを活用したデジタル遺伝子発

現解析の活用』    

講師 松村 英生 先生（信州大学ヒト環境科学支援セン

ター生命科学分野 遺伝子実験部門 准教授） 

平成２２年５月１２日 参加者５７名 繊維学部６０

４講義室（SUNS中継） 

 

・『光合成生物のアスコルビン酸生合成とアスコルビン

酸ペルオキシダーゼを介したレドックス環境応答機構』 

講師 石川 孝博 先生（島根大学生物資源科学部） 

平成２２年６月２３日 参加者２０名 遺伝子実験部門セミナー室 

 

・『次世代シークエンサーを活用したデジタル遺伝子発現解析の活用』    

講師 松村 英生 先生（信州大学ヒト環境科学支援センター生命科学分野 遺伝子実験部門 

准教授） 

平成２２年８月１０日 参加者１０名 遺伝子実験部門セミナー室 

 

・『ジストニアの遺伝子組み換えマウスモデル』    

講師 横井 史章 先生（アラバマ大学バーミンガム校・医学部・神経学） 

平成２２年８月２４日 参加者１３名 遺伝子実験部門セミナー室 

 

・『Sodium and Potassium Homeostasis Mediated by HKT Transporters in Plants』 

講師 堀江 智明 先生（繊維学部応用生物学系生物資源・環境科学課程 准教授） 

平成２３年３月３日 参加者３５名 繊維学部 大学院棟６０４教室 

 

・『細菌のバイオフィルム形成に関わる遺伝子発現ネットワーク』 

講師 小笠原 寛 先生（遺伝子実験部門 助教） 

平成２３年３月３日 参加者３５名 繊維学部 大学院棟６０４教室 

 

  



 

 

（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、法令講習会を３件、外部での講演を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８件開催した。これらの講習会には、計１９６名（人

数把握分）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２２年８月３～４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１７名・高校教員２名 会場 遺伝子実験部門Ｐ１実験室（上田市） 

 

  
  

・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） 

日程：平成２２年６月１７日および７月２日 

参加者７４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）』  

日程：平成２２年７月２９日 参加者１０名 会場 遺伝子実験部門 

 

・外部での講演 

 ・『我々の生活を変える「ゲノム」解析技術』（生物資源利用・環境研究会（AREC)） 

講師 松村 英生 先生（信州大学ヒト環境科学支援センター生命科学分野遺 

伝子実験部門准教授） 

日程：平成２２年１０月５日  会場 繊維学部 AREC 4F会議室 

 

・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 

 ・『DNAシーケンサ 3100、310利用講習会』 

日時：平成２２年５月１１日 参加者 ７名 

・『共焦点レーザー顕微鏡利用講習会』 

日時：平成２２年５月１４日 参加者 ２３名 

・『走査性プローブ顕微鏡利用講習会』 

日時：平成２２年５月１８日 参加者 １６名 

・『液体シンチレーションカウンター利用講習会』 

日時：平成２２年７月１３日 参加者  ９名 

・『Zeiss蛍光顕微鏡利用講習会』 

日時：平成２２年９月８日 参加者 ２２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 

・ピペットマンクリニック（ギルソン社） 

日程：平成２２年６月９日 参加 １１研究室 

・機器デモンストレーション、セミナー（エア・ブラウン社。JuLI） 

日程：平成２２年７月２１日 参加者 ６名 

・機器セミナー（アジレント社。バイオアナライザセミナー） 

日程：平成２２年１０月４日 参加者 １０名 



 

 

４） 講演会・セミナーの共催等 

（３）講習会・セミナーの共催等 

 

・『微生物バイオテクノロジーの展開』（主催 信州生物工学シンポジウム実行委員会）   

日程：平成２２年１０月１日 

講師 黒田章夫先生（広島大学大学院先端物質科学研究科）、池田正人先生（信州 

大学農学部）、赤松 隆先生（崇城大学生物生命学部）、関口順一先生（信州 

大学繊維学部） 

会場 繊維学部（信州生物工学シンポジウム） 

 

・『泡盛の酒造りについて』（主催 信州大学繊維学部応用生物科学系）   

日程：平成２２年１１月１１日 

講師 宮里酒造所 社長 宮里 徹 氏   

会場 繊維学部（生物機能科学課程特別講演会） 

 

 

（４）広報活動 

○施設見学 １０件 １７３名  

２２年   ４月 ２日  フランクフルト大学     １名  

６月 １日  繊維学部１年生    ８０名  

６月１６日  長野県望月高校    ２６名  

６月２２日  島根大学      ２名  

８月 ４日  長野県諏訪清陵高校    １９名  

９月 １日  九州大学      １名  

９月３０日  法政大学      １名  

１０月 １日  都立北園高校ＰＴＡ・職員   ２０名  

１０月１６日  オープンキャンパス    ２１名  

１０月１９日  医学部      ２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３８号 新任専任教員のご紹介  

遺伝子実験部門セミナーについて  

今年度の利用登録申請のお願い  

お知らせ（今年度より変更事項）  

機器利用講習会のご案内  

 

・第３９号 新規導入機器のご案内  

機器利用料金、施設利用の手引きを一部改定します  

新任職員のご紹介  

ご利用にあたって（利用登録のお願い、ICカード導入について）  

 

・第４０号 新任専任教員のご紹介  

関口部門長が退官されます  

遺伝子実験部門セミナーのご案内  

ご利用にあたって（利用登録について） 

 

○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２５０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エリアの管理等に関して  

今年度は特に汚染事故等はなかった。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。 

 

○機器の更新  

今年度は特に無し  

 

○ICカードの導入について  

２２年度より、上田キャンパス内での建物入館・車両入構にICカードが必要となった。上田キャ

ンパス外の利用者には、一時利用者カード（ゲストカード）で対応するよう変更になった。RI区域

も同様の対応である。  

 

○他  

これまでの運用形態の改善点を検討した結果、今年度より、各実験室に「共有スペース」の実験区

画を設け、利用者の便宜を図った。  

 

◯ 管理区域外の放射性物質について  

遺伝子実験部門における施設においては管理区域外に保管されていた放射性物質はなかった。 

 

 

３）施設利用状況 

 

（１）利用登録数 

  H22 

研究グループ 43 

研究課題数 65 

利用登録者数 216 

ＲＩ登録者数 15 

 

（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 

 

医学部     

附属病院薬剤部 中村 克徳 ・薬物代謝酵素 CYP3A遺伝子の発現調節機構の解明 

・再生医療を目指した基礎的研究：胚性幹細胞の肝細

胞への分化と薬物代謝・排泄機能獲得 

・再生医療を目指した基礎的研究：正常ヒト胎児肝細

胞の分化と薬物動態試験への応用 

 

理学部     

生物科学科 久保 浩義 ・シロイヌナズナ、ゼニゴケの転写因子の機能解析 

 

  



 

 

 

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 

   

農学部     

応用生命科学科 片山 茂 ・タンパク質の構造機能相関に関する研究 

 

繊維学部     

応用生物学系 下坂 誠 ・微生物のキチン分解酵素遺伝子系の解析 

・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 田口 悟朗 ・植物のフェノール性異物解毒機構の解析 

・光がハーブの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 

・キノコの子実体形成機構の解析 

・ヒカリゴケの人工栽培 

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 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 山本 博規 ・枯草菌のテイコ酸およびリポテイコ酸修飾機構の解

明 

応用生物学系 森脇 洋 ・カイコ卵を用いた化学物質の毒性スクリーニングに

関する研究 

応用生物学系 中垣 雅雄 ・蜘蛛糸遺伝子を利用した蚕絹の改良 

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 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 ・ 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 

・ 人工環境下における植物育成の基礎研究 

応用生物学系 野川 優洋 ・葉緑体形質転換に利用するためのアグロバクテリウ

ム菌の改変 

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 

応用生物学系 金勝 廉介 ・生育気候条件を異にするクワの遺伝的多様性解析 

・クワ葉のもつ少糖分解阻害活性物質 

 

  



 

 

繊維学部     

化学・材料系 伊藤 恵啓 ・化学分解性を有する機能性材料の開発 

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 

化学・材料系 小駒 喜郎 ・オリゴ DNAの染色性に及ぼすホルマリン架橋の効果 

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解析 

・ポリマー微粒子のコロイド結晶に関する研究 

化学・材料系 平井 利博 ・光合成タンパク質を用いるエネルギー産生系の構築 

・障壁画の修復に利用された高分子材料の白化メカニ

ズムの解明 

化学・材料系 鈴木 正浩 ・超分子ゲルの細胞培養基材への応用 

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 

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 

・ファージ感染機構に関する研究 

・枯草菌を宿主とした物質生産の研究 

大学院総合工学研究科 志田 敏夫 ・生体高分子を基質とする酵素の機能と構造に関する

研究 

技術部 武田 昌昭 

渡邊 麻起子 

・学生実験の補助、施設機器の管理補助 

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 

荒木 潤 ・ポリロタキサン及びその誘導体の材料科学への応用 

・セルロースおよびキチン微結晶の表面修飾と高強度

補強材料の調製 

ファイバーナノテク国際

若手研究者育成拠点 

新井 亮一 ・タンパク質の構造機能解析及び人工タンパク質の創

製に関する研究 

ファイバーナノテク若手

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 

 

ヒト環境科学研究支援センター生命科学分野遺伝子実験部門 

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 小笠原 寛 ・細菌の表層ストレス応答機構の研究 

・細菌のバイオフィルム形成過程における遺伝子発現

制御機構の研究 

   

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 

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 

柳沢 英二 ・臨床検体から分離された微生物の系統解析 

寿製薬株式会社 総合研

究所 薬理研究室 

大倉 靖史 ・ 情報伝達系遺伝子の機能解析 

・ 情報伝達系蛋白質との相互作用解析 

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 H17 H18** H19 H20 H21* H22* 

ＤＮＡシークエンサー3100 ラン数 324 587 360 344 419 321 

ＤＮＡシークエンサー310 サンプル 1,113 538 587 430 223 152 

プロテインシークエンサー サイクル 770 404 200 276 172 1202 

バイオイメージングアナライ

ザ 回 362 161 43 n.d. 152 146 

電気泳動像解析装置 回 7,261 5,578 7,096 7,529 5,462 3,007 

化学発光解析装置 回 284 335 489 294 124 31 

微分干渉蛍光顕微鏡 時間ｈ 299h 249h 201h 496h 751h 514 

蛍光実体顕微鏡 時間ｈ 309h 99h 97h 50h 180h 45.3 

超遠心機 回 85 32 50 12 1 35 

遠心濃縮機 回 /時間

h 

109h 1.5 53h 69/368 68/585 18/157 

マイクロプレートリーダー 回 175 97 31 37 81 155 

ＨＰＬＣ 回 188 69 124 120 233 243 

分光光度計 回 188 82 145 187 111 66 

微量分光光度計 回 - - - - 117 136 

超純水製造器(Milli-Q) ﾘｯﾄﾙ 132 90.61 190 284.4 318.7 291 

超音波破砕機 時間 h 3,484 1,077 746 171 118 25 

サーマルサイクラー 回 1,060 680 641 611 282 276 

ジーンパルサー 回 101 228 189 167 24 43 

プローブ顕微鏡 時間 h -  28 50 77 34 75.5 

共焦点レーザー顕微鏡 時間 h - - - - - 203* 

 

* 平成21年、22年の集計期間は、その年の1月1日～翌1月31日の間。共焦点レーザー顕微鏡は平

成22年4月1日～23年1月31日の利用。 

**４月～12月分   

n.d：no data   

-：機器導入前 

 

他に遠心機等は、ほぼ連日利用されている。 

 

 

（４）解析依頼  

今年度は特に解析依頼はなかった。 

 

（５） 研修（研究）の受け入れ  

平成２２年６月２２日～２５日に、島根大学より２名を受け入れた。 

  

（６）技術相談  

今年度は特に技術相談はなかった。  

 

（７）ＲＩ使用量  

平成２２年度は、32P を４件 37MBq、14C を２件 2.22MBq を新規に受け入れた。 

 

 



 

４）部門会議委員名簿 

部局等名 氏  名   

部門長（繊維学部） 関口 順一   

センター専任教員 松村 英生 遺伝子組換え実験等安全委員会 

財務部長 渡邊 一幸   

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 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 遺伝子組換え実験等安全委員会 

理学部         久保 浩義 遺伝子組換え実験等安全委員会 

医学部医学科    瀧 伸介 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 遺伝子組換え実験等安全委員会 

工学部         片岡 正和 遺伝子組換え実験等安全委員会 

農学部         斎藤 勝晴 遺伝子組換え実験等安全委員会 

繊維学部        野末 雅之 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 遺伝子組換え実験等安全委員会 

全学教育機構 伊藤 靖夫 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 遺伝子組換え実験等安全委員会 

研究推進部長 中島 健次 遺伝子組換え実験等安全委員会 

 

 

５）研究業績（施設利用者） 

 

・総説 等 ３件 

 

Hirabayashi M. and Hochi S. (2010) Generation of transgenic rats by ooplasmic injection of sperm 

cells exposed to exogenous DNA : Ignacio Anegon ed.”Rat Genomics: Methods and Protocols (Humana 

Press)”p.127-136. 

 

野末雅之, 島田葵, 谷口彬雄 (2010) 「保温・断熱性に優れる太陽光型冷凍コンテナ植物工場」植物

工場大全 pp.77-83. 日経BP社. 

 

塩見邦博, 加藤義臣 (2010) 「動物の感覚センサーと環境応答」応用生物学入門（平林公男, 白井孝

治共編）, pp.35-60.オーム社. 

 

 

・原著論文 ２０件 

 

Abdalla H., Shimoda M., Hara H., Morita H., Kuwayama M., Hirabayashi M. and Hochi S. (2010) 

Vitrification of ICSI-and IVF-derived bovine blastocysts by minimum volume cooling procedure:  

effect of developmental stage and age. Theriogenology, 74 (6), 1028-1035. 

 

Bao X., Li Y., Teramoto A. and ABE K. (2010) Carboxymethyl chitosan/ hydroxyapatite composite  

scaffold for bone regeneration. Advanced Materials Research Vols. 123-125, 299-302. 

 

Bao X., Hayashi K., Yuan Li., Teramoto A. and Abe K. (2010) Novel agarose and agar fibers: 

Fabrication and characterization. Materials Letters 64. 2435-2437. 

 

Hagino A., Kitagawa N., Imai K., Yamashita O., Shiomi, K. (2010) Immunoreactive intensity of 

FXPRL amide neuropeptides in response to environmental conditions in the silkworm, Bombyx mori. 
Cell Tssue Res. 342: 459-469. 

 

Hirabayashi M., Kato M., Kobayashi T., Sanbo M., Yagi T., Hochi S. and Nakauchi H. (2010) 



 

Establishment of rat embryonic stem cell lines that can participate in germline chimerae at 

high efficiency. Molecular Reproduction & Development. 77 (2), 94. 

 

Hirabayashi M., Kato M., Sanbo M., Kobayashi T., Hochi S. and Nakauchi H. (2010) Rat 

transgenesis via embryonic stem cells electroporated with Kusabira-Orange gene. Molecular 

Reproduction & Development. 77 (6), 474. 

 

Hochi S., Abdalla H., Hara H., Shimoda M., Morita H., Kuwayama M. and Hirabayashi M. (2010) 

Stimulatory effect of Rho-associated coiled-coil kinase (ROCK) inhibitor on revivability of 

in 

vitro-produced bovine blastocysts after vitrification. Theriogenology. 73(8), 1139-1145. 

 

Iwayama H., Hochi S. and Yamashita M. (2010) Low stretching ability of human oolemma during 

piezo-ICSI as a risk factor on ost-injection survival and implantation. Journal of Mammalian 

Ova Research.27 (3), 150-156. 

 

Li Y., MATSUDA N., BAO X., Teramoto A. and Abe K. (2010) The development of gelatin/chitosan 

hybrid scaffold for mouse embryonic stem cell line ATDC5. Advanced Materials Research. Vols. 

123-125, 395-398. 

 

三ツ井陳雄，村澤久司，関口順一(2010) 納豆菌胞子形成変異株が納豆の品質に及ぼす影響．日本食

品科学工学会誌 57(11):479-482. 

 

野末はつみ，島田葵，谷口彬雄，野末雅之 (2010) 調光モジュール LED光源ユニットを用いた植物の

生産性向上への試み．植物環境工学 22（２）81-87.  

 

Okamoto T., Yamada M., Sekiya S., Okuhara T., Taguchi G., Inatomi S., and Shimosaka M. (2010) 

Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of the vegetative dikaryotic mycelium of 
cultivated mushroom Flammulina velutipes. Biosci. Biotech. Biochem. 74, 2327-2329. 

 

Sato K., Kato Y., Fukamachi A., Nogawa M., Taguchi G., Shimosaka M. (2010) Construction and 

analysis of a bacterial community exhibiting a strong chitinolytic activity. Biosci. Biotech. 

Biochem. 74, 636-640. 

 

Sato K., Azama Y., Nogawa M., Taguchi G., Shimosaka M. (2010) Analysis of a change in bacterial 

community in different environments with addition of chitin or chitosan. J. Biosci. Bioeng. 

109, 472-478. 
 

塩見邦博 (2010) 昆虫の季節戦略と私の研究展望. 蚕糸・昆虫バイオテック, 日本蚕糸学会. Vol. 79, 

25-28.  

 

Sudiarta I P., Fukushima T. and Sekiguchi J.  (2010) Bacillus subtilis CwlQ (previous YjbJ) 
is a bifunctional enzyme exhibiting muramidase and soluble-lytic transglycosylase activities. 

Biochem. Biophy. Res. Commun. 398:606-612. 

 

Sudiarta I P., Fukushima T., and Sekiguchi J. (2010) Bacillus subtilis CwlP of the SP-beta 
prophage has two novel hydrolase domains, muramidase and cross-linkage digesting D, 

D-endopeptidase. J. Biol. Chem. 285(53):41232-41243 

 

Taguchi G., Ubukata T., Nozue H., Kobayashi Y., Takahi M., Yamamoto H. and Hayashida N. (2010)  

Malonylation is a key reaction in the metabolism of xenobiotic phenolic glucosides in 

Arabidopsis and tobacco. Plant J. 63, 1031-1041. 

 

Tono-Okada K., Okada Y., Masuda M., Hoshi A., Akatsuka A., Teramoto A., Abe K. and Tamaki T. 

(2010)  Micro 3D Culture System using Hyaluronan-Collagen Capsule for Skeletal Muscle-Derived 



 

Stem Cells. The Open Tissue Engineering and Regenerative Medicine Journal. 3, 18-27(2010) 

 

Yoshizawa Y., Kato M., Hirabayashi M. and Hochi S. (2010) Impaired active demethylation of 

paternal genome in pronuclear-stage rat zygotes produced by in vitro ferilization or 

intracytoplasmic sperm 

injection. Molecular Reproduction & Development. 77 (1), 69-75. 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


