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平成２３年度 活動報告 
 

 

 

Ⅰ 活動等報告 

 

（１） 教員人事 

平成２３年４月１日付で下坂誠教授が遺伝子実験部門長に就任した。 

 

 

（２） 利用料金内規、予算等 

これまでの運用形態を見直し、平成２３年４月１日適用で当部門の利用料金内規を

制定した（メール審議により承認）。 

 

 

（３）遺伝子実験部門講演会の開催 

３件（３演題）開催し、５６名の参加があった。 

 

・『細菌細胞の個性：細菌ゲノムの転写包括制御機構』    

講師 石浜 明 先生（法政大学生命科学部・特任教授、国立遺伝学研究所・総合研

究大学院大学・名誉教授） 

平成２３年５月９日 参加者２７名 繊維学部６０４講義室 

 

・『基本応答性の時間制御と反転制御』 

講師 溝口 剛 先生（筑波大学遺伝子実験センター准教授） 

平成２３年７月２０日 参加者１７名 遺伝子実験部門２Fセミナー室 

 

・『Pool-Seq 法を用いての開花および被食防衛に関連する候補遺伝子の集団間

変異のスクリーニング－幅広い標高帯に分布するミヤマハタザオの局所適応を

遺伝的背景から明らかにするために』 

講師 平尾 章 研究員（筑波大学菅平高原実験センター） 

平成２４年３月２７日 参加者１２名 遺伝子実験部門２Fセミナー室 

 

 

 

（４）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２件、法令講習会を３件、外部での講演を２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２９９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』 
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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 

平成２３年８月８～９日 

参加者 生徒２３名・高校教員２名 遺伝子実験部門Ｐ１実験室 

 

 ・『長野県総合教育センター先端技術研修「植物工場」』 

長野県内高校教員対象 

平成２３年８月２５日 

参加者 高校教員３名 遺伝子実験部門Ｐ１実験室 

 

・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２３年６月３０日 

参加者５５名（放射線業務登録者５３名＋Ｘ線業務登録者２名）繊維学部 

 

・『遺伝子組換え実験の関連法令について（安全教育）』  

日程：平成２３年４月２１日及び１１月１１日 参加者５０名  

遺伝子実験部門 

 

  ・外部での講演 

 ・第２９回植物細胞分子生物学会シンポジウム  

『遺伝学および逆遺伝学解析ツールとしてのデジタル遺伝子発現解析』  

講師 松村 英生 先生  

日程：平成２３年９月７日   会場 九州大学 

 

 ・『植物工場と品種育成の可能性について』 

（AREC・Fii プラザ第 127 回リレー講演会／農商工連携人材セミナー第 6回） 

講師 松村 英生 先生 

日程：平成２３年１０月６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 

 ・『施設利用ガイダンス（学生対象）』 

    日程：平成２３年４月２１日 参加者５０名 

 ・『DNA シークエンサー3100、310 利用講習会』 

日程：平成２３年５月２３日、８月５日、８月１０日 参加者３２名 

・『共焦点レーザー顕微鏡利用講習会』 

日程：平成２３年５月１１日  

参加者 第 1 部（機器概要説明）21 名、第 2 部（実機説明）17名 

・『走査性プローブ顕微鏡利用講習会』 

日程：２３年５月２５日 参加者 ５名 

・『プロテインシークエンサー利用講習会』 

日程：２３年７月２７日 参加者１０名 

・『蛍光微分干渉顕微鏡（カールツァイス AxioImager M1）利用講習会』 

日程：平成２３年５月１０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 

・ピペットマンクリニック（ギルソン社） 

日程：平成２３年６月２７日 参加 １４研究室 
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・機器デモンストレーション、セミナー 

（ライフテクノロジーズジャパン社。半導体シーケンサーイオントレント PGM） 

日程：平成２３年７月１日 参加者２２名 

 

 

（５）講演会・セミナーの共催等 

・『ヴィラデストのワイン造り』（主催 信州大学繊維学部応用生物科学系）   

日程：平成２３年１１月２４日 

講師 小西 超 氏（ヴィラデストワイナリー栽培醸造責任者）  

会場 繊維学部（生物機能科学課程特別講演会との共催） 

 

 

（６）広報活動 

○施設見学  １４件 １８５名 

２３年  ５月 ９日 法政大学        １名 

 ６月１０日 筑波大学        １名 

   ７月２０日 筑波大学        １名 

     ７月３０日 上田市内高校生（ときめきサイエンス）   １３名 

８月 ９日 長野県諏訪清陵高校      ２３名 

８月２５日 長野県総合教育センター先端技術研修    ３名  

  １０月 ３日 フランクフルト大学（ドイツ）       １名 

  １０月 ６日 応用生物学系３年生      ３０名 

  １０月２３日 オープンキャンパス、ホームカミングデー  １００名 

  １１月 １日 島根大学        １名 

  １２月 １日 鹿島アントラーズ、セキシン電機     7 名 

 ２４年  １月 ５日 沖縄県農業研究センター      ２名 

   １月３０日 長野県松本保健事務所       １名 

   ３月２２日 ホクト株式会社       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。ISOの取組みにおける紙削減や送料を考慮し、来年度以降は pdfでの配布等、有効

な配布方法を検討している。 

 

・第４１号 新部門長よりご挨拶 

今年度の利用登録のお願い 

機器の予約方法について 

   施設利用料・機器利用料一部改定について（利用料金内規制定について） 

 

 

○インターネットホームページの運用（http://gene_rc.shinshu-u.ac.jp/ ） 

アクセス数は一月あたり約 250件であった。 

 

 

 

 

 

http://gene_rc.shinshu-u.ac.jp/
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（７） その他 

 

  ○機器予約システムの稼働 

利用頻度の高い一部の機器や実験室について、４月２０日より Web サイトから機器

利用予約を行うシステムを稼働した。予約の対象は、部屋が２か所（1F・P1 実験室、

セミナー室）、機器類が７つ（イメージスキャナー（Typhoon)、DNAシークエンサー3130、

DNAシークエンサー310、マイクロプレートリーダー、共焦点顕微鏡、蛍光顕微鏡（Zeiss)、

蛍光顕微鏡（Nikon)）が対象である。 

 

○外壁工事 

 遺伝子実験部門棟において、外壁改修工事が１１月１３日～３月１６日に行われ、

タイルの交換等の修繕が行われた。 

 

○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。 

 

○放射線管理区域の管理等に関して 

今年度は法令上問題となる事態はなかった。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。 

 

◯放射線管理区域外の放射性物質について 

 遺伝子実験部門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。 

 

○機器の更新等 

今年度、新たに導入した機器はなかった。DNA シークエンサーABI3100（信大 VBL

所有機器）が ABI3130 にアップグレードされた。 

 

 

 

Ⅱ 施設利用状況 

 

（１） 利用登録数 

 H23 H22（参考） H21（参考） 

登録研究グループ 39 43 42 

研究課題数 60 65 66 

登録者数（人） 221 216 201 

RI登録者数（人） 14 15 16 

 

 

（２） 研究テーマ一覧、利用目的一覧 

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 



 

5 

医学部 

組織発生学講座 佐々木 克典 ・幼若細胞と広背筋を用いた新規心疾患治療法に関する

研究 

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 

 

農学部     

応用生命科学科 中村 宗一郎

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 

・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 

・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 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 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 保地 眞一 ・ウシ初期胚ゲノムの挙動解析 

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 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 山本 博規 ・枯草菌の細胞表層修飾機構の解明 

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 志田 敏夫 ・生体高分子を標的とする酵素の機能解析 

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 

附属農場 堀江 智明 ・植物の HKT型 Na+輸送体のイオン輸送特性と生理機能

の解明 

 関口 順一 ・バチルス属細菌の細胞壁溶解酵素と関連タンパク質の

研究 

ファイバーナノ

テク国際若手研

究者育成拠点 

新井 亮一 ・各種タンパク質の構造機能解析及び人工タンパク質の

設計創製に関する研究 
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繊維学部     

ファイバーナノ

テク国際若手研

究者育成拠点 

橋本 昌征 ・緑膿菌の染色体操作技術の開発 

同上 鈴木 大介 ・機能性高分子微粒子の創製と応用 

SVBL 中西 弘充 ・桑バイオマスの有効活用に関する研究 

・種々の微生物の産業利用に関する研究 

地域イノベーシ

ョンクラスター

（知クラ） 

田口 悟朗 ・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− 

化学・材料系  平井 利博 ・光合成タンパク質を用いた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 

・PVCゲルの表面形態が付着性に及ぼす影響 

・レーザーエレクトロスピニングによる薬剤混入ポリ乳

酸不織布の作製 

化学・材料系  小駒 喜郎 ・病理検査の組織固定に関する研究 

化学・材料系  英 謙二 ・ゲル化剤の開発と応用 

化学・材料系  鈴木 正浩 ・ゲル化剤の開発 

化学・材料系  後藤 康夫 ・ナノセルロースの精製 

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 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 

高分子工業研究

施設 

大川 浩作 ・生物接着物質の工学利用に関する研究 

 

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 ・植物におけるゲノム機能解析技術の開発 

遺伝子実験部門 小笠原 寛 ・細菌のバイオフィルム形成に関わる遺伝子発現調節機

構の研究 

・大腸菌転写制御因子の包括的機能解明 

 

企業、公的機関等     

アピックヤマダ

株式会社 事業

開発室 

小林 一彦 ・薄膜の光学特性分析 

セキシン電機株

式会社 

東野 真 ・LEDを用いた植物芝生照明による芝生育成研究 

・芝育成における適正条件の検証 

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 

松本保健福祉事

務所検査課 

鹿角 昌平 ・肺炎球菌ペニシリン結合タンパク遺伝子変異の解析 
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（３） 機器利用状況 

年度 単位 H18** H19 H20 H21* H22* H23* 

ＤＮＡシークエンサー3130 ラン数 587 360 344 419 321 388 

キャピラリー型ＤＮＡシークエンサー サンプル 538 587 430 223 152 332 

プロテインシークエンサー サイクル 404 200 276 172 1202 1680 

バイオイメージングアナライザ 回 161 43 n.d. 152 146 147 

電気泳動像解析装置 回 5578 7096 7529 5462 3007 3049 

化学発光解析装置 回 335 489 294 124 31 99 

微分干渉蛍光顕微鏡 時間ｈ 249 201 496 751 514.09 471.46 

蛍光実体顕微鏡 時間ｈ 99 97 50 180 45.3 63.8 

超遠心機 回 32 50 12 1 35 25 

遠心濃縮機 回/時間ｈ 1.5h 53h 69/368 68/585 18/157 23/66 

マイクロプレートリーダー 時間ｈ 97 31 37 81 155.2 19 

ＨＰＬＣ 回 69 124 120 233 243 212 

分光光度計 回 82 145 187 111 66 62 

微量分光光度計 回  -  -  - 117 136 209 

超純水製造器(Milli-Q) L 90.61 190 284.4 318.7 291 519.01 

超音波破砕機 時間 h 1077 746 171 118.05 25.01 15.08 

サーマルサイクラー 回 680 641 611 282 276 476 

ジーンパルサー 回 228 189 167 24 43 37 

プローブ顕微鏡 時間ｈ 28 50.28 77 34 75.5 68.5 

共焦点レーザー顕微鏡 時間ｈ  -  -  -  - 203 142.3 

 

* 平成21年以降の集計期間は、その年の2月1日～翌1月31日の間。 

**４月～1月末分   

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 

植物における遺伝子発現解析技術の研修のため、平成２３年１０月３日～１１月１３

日に、ドイツのフランクフルト大学より１名を受け入れた。また、１１月１日～７日に、

島根大学より大学院生（修士課程）１名を受け入れた。 

 

 

（６） 技術相談 

  １件（農学部） 

  

 


