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1. 連携研究                        

〔平成 17 年度〕2005 年度
研究課題 研究代表者 相手方機関等

ラット初期胚と配偶子の保存に関する技術開発 センター長

小幡 裕一

（財）実験動物中央研究所

日置 恭司　室長
野生マウス生物機能遺伝子変異の探索と系統育成 センター長

小幡 裕一

福山大学

山口 泰典　教授
日本産野生マウス由来系統 MSM/Ms を中心とした消

化管腫瘍の発生に対する修飾遺伝子の解析とその解析

のためのマウス系統の育成

センター長

小幡 裕一

（財）東京都医学研究機構

岡本 美恵子

微生物モニタリングシステムの開発 実験動物開発室

先任研究員　池 郁生

（財）実験動物中央研究所

伊藤 豊志雄
ヒト中皮腫移植マウスモデルの作出 実験動物開発室

室長　吉木 淳

愛知県がんセンター研究所

関戸 好考
ミュータントマウス tRNA の修飾ヌクレオシド解析 実験動物開発室

室長　吉木 淳

筑波大学

山本 雅之　教授
マウスにおける人獣共通真菌症の研究 実験動物開発室

先任研究員　池 郁生

千葉大学 真菌医学研究所

佐野 文子　助教授
アブラナ科作物の遺伝子資源に関わる技術開発 実験植物開発室

室長　小林 正智

東京学芸大学

鳴坂 義弘　助手
ヒト間葉系幹細胞株の樹立 細胞材料開発室

室長　中村 幸夫

国立成育大学医療センター

梅澤 明弘　生殖医療研究部長
マウス胚性幹細胞株の樹立及び冷凍保存技術の改良 細胞材料開発室

室長　中村 幸夫

石渡産婦人科病院

石渡 勇　院長
キャプシド構造変異型組換えアデノウイルスベクター

の開発とバンキングに関する研究

遺伝子材料開発室

室長　横山 和尚

札幌医科大学 分子医学研究部門

濱田 洋文　教授
家畜（ウシ、ウマ）の胚性幹細胞（ES 細胞）の樹立

および ES 細胞由来胚・産子の分子生物学的研究

遺伝子材料開発室

室長　横山 和尚

北海道畜産試験場

南橋 昭　受精卵移植科長
〔平成 18 年度〕2006 年度

研究課題 研究代表者 相手方機関等
ラット初期胚と配偶子の保存に関する技術開発 センター長

小幡 裕一

（財）実験動物中央研究所

日置 恭司　室長
野生マウス生物機能遺伝子変異の探索と系統育成 センター長

小幡 裕一

福山大学

山口 泰典　教授
日本産野生マウス由来系統 MSM/Ms を中心とした消

化管腫瘍の発生に対する修飾遺伝子の解析とその解析

のためのマウス系統の育成

センター長

小幡 裕一

（財）東京都臨床医学研究機構

岡本 美恵子

ヒト中皮腫移植マウスモデルの作出 実験動物開発室

室長　吉木 淳

愛知県がんセンター研究所

関戸 好考
ミュータントマウス tRNA の修飾ヌクレオシド解析 実験動物開発室

室長　吉木 淳

筑波大学

山本 雅之　教授
人獣共通感染症に対する動物実験従事者の安全確保に

関する研究

実験動物開発室

室長　吉木 淳

国立感染症研究所

森川 茂　室長
野生マウスに由来する人獣共通感染症ウィルスに関す

る研究

実験動物開発室

室長　吉木 淳

長崎大学

佐藤 浩　センター長
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研究課題 研究代表者 相手方機関等
微生物モニタリングシステムの開発 実験動物開発室

先任研究員　池 郁生

（財）実験動物中央研究所

伊藤 豊志雄
実験動物の微生物学的品質の高度化に関する研究 実験動物開発室

先任研究員　池 郁生

放射線医学総合研究所

小久保 年章　開発専門員
マウスにおける人獣共通真菌症の研究 実験動物開発室

先任研究員　池 郁生

千葉大学 真菌医学研究所

佐野 文子　助教授
アブラナ科作物の遺伝子資源に関わる技術開発 実験植物開発室

室長　小林 正智

東京学芸大学

鳴坂 義弘　助手
ヒト間葉系幹細胞株の樹立 細胞材料開発室

室長　中村 幸夫

国立成育大学医療センター

梅澤 明弘　生殖医療研究部長
マウス胚性幹細胞株の樹立及び冷凍保存技術の改良 細胞材料開発室

室長　中村 幸夫

石渡産婦人科病院

石渡 勇　院長
キャプシド構造変異型組換えアデノウイルスベクター

の開発とバンキングに関する研究

遺伝子材料開発室

室長　横山 和尚

札幌医科大学 分子医学研究部門

濱田 洋文　教授
遺伝子の機能解析のためのレンチウイルスベクターの

開発

細胞運命情報解析技術開

発サブチーム

ｻﾌﾞﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　三好 浩之

ゲノムネットワークプロジェクト

2. 大学等との共同研究

〔平成 17 年度〕2005 年度
研究課題 担当研究者 相手方機関等

シロイヌナズナタグラインのメタボローム解析 実験植物開発室

室長　小林 正智

千葉大学

斎藤 和季　教授
シロイヌナズナ野生株を用いた QTL 解析及びマッピ

ング技術の開発

実験植物開発室

室長　小林 正智

東京農業大学

太治 輝昭　助手
網羅的遺伝子発現解析技術を用いた研究手法確立の一

環としてのシロイヌナズナ概日時計制御因子、ストレ

ス応答性因子を用いた形質転換植物の解析

実験植物開発室

室長　小林 正智

香川大学

清末 知宏　助教授

酸感受性変異株の解析 実験植物開発室

研究員　井内 聖

岐阜大学

小山 博之　助教授
霊長類胚性幹（ES）細胞株のリソース化技術開発 細胞材料開発室

室長　中村 幸夫

京都大学 再生医科学研究所

中辻 憲夫　センター長（教授）
低線量放射線が細胞に及ぼす影響の解析 細胞材料開発室

室長　中村 幸夫

国立環境研究所

青木 康展　室長
皮膚常在細菌叢の分子生物学的プロファイリング 微生物材料開発室

室長　辨野 義己

慶應義塾大学 医学部

出来尾 格　助手
MHC クラス I ならびに MIC 遺伝子群のゲノム生物学的

解析

情報解析技術室

室長　深海 薫

国立遺伝学研究所

舘野 義男　教授
マウス、ラット、ヒト、そしてチンパンジーのゲノム

レベルでの進化パターンの推定

情報解析技術室

研究員　太田 聡史

国立遺伝学研究所

斎藤 成也　教授
作物・樹木完全長 cDNA の解析とアノテーション 機能開発研究グループ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　篠崎 一雄

理化学研究所

ゲノム科学総合研究センター

榊 佳之　センター長
ポプラ完全長 cDNA のコレクション 機能開発研究グループ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　篠崎 一雄

森林総合研究所

楠城 時彦　主任研究官
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研究課題 担当研究者 相手方機関等
エピジェネティクスの異常を示す ENU 誘発マウス突

然変異体の解析

ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　若菜 茂晴

研究員　鈴木 智広

国立遺伝学研究所

人類遺伝研究部門

佐々木 裕之　教授
形態異常を示す ENU 誘発マウス突然変異体の解析 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾘｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　若菜 茂晴

研究員　桝屋 啓志

国立遺伝学研究所

哺乳動物遺伝研究室

城石 俊彦　教授
網膜変性モデルマウスの作製と原因遺伝子の機能解析 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　若菜 茂晴

東北大学 大学院 医学研究科

佐藤 肇　助手
顎顔面口腔領域におけるマウス突然変異体の解析 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 城石俊彦

研究員　桝屋 啓志

日本大学 

松戸歯学部 小児歯科学教室

前田 隆秀　教授

清水 邦彦　講師
色素形成異常を伴う疾病モデルマウスの作製と原因遺

伝子の機能解析

ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 城石俊彦

研究員　桝屋 啓志

東北大学 大学院 生命科学研究科

山本 博章　助教授

グルコキナーゼ（Gck）遺伝子変異マウスの解析 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　野田 哲生

研究員　井上 麻紀

名城大学 薬学部 病態生化学教室

三輪 一智　教授

豊田 行康　助教授
骨粗鬆症モデルマウスの探索 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　野田 哲生

上級技師　土岐 秀明

長崎大学 

医学部・歯学部附属病院放射線科

伊東 昌子　講師
骨粗鬆症モデルマウスの探索 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　野田 哲生

上級技師　土岐 秀明

国立長寿医療ｾﾝﾀｰ 老年病研究部

池田 恭治　部長

堤 孔美　研究補助員
ENU 誘発突然変異マウスを用いた筋疾患モデルマウス

の開発

ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　若菜 茂晴

研究員　金田 秀貴

国立精神・神経ｾﾝﾀｰ神経研究所 

疾病研究第一部

西野 一三　部長

野口 悟　室長

埜中 征哉　名誉院長
低リン性くる病様の表現型を示すマウス突然変異体の

解析

ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　野田 哲生

研究員　茂木 浩未

東京大学 大学院 医学系研究科

福本 誠二　講師

筋肉内特異的に脂肪を蓄積するモデル動物の開発 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　野田 哲生

上級技師　土岐 秀明

京都大学 大学院 農学研究科

佐々木 義之　教授

山田 宣永　助教授
重度運動失調を示すマウス突然変異体の解析 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　若菜 茂晴

研究員　桝屋 啓志

金沢大学 学際科学実験センター

平井 宏和　助教授

〔平成 18 年度〕2006 年度
研究課題 担当研究者 相手方機関等

アブラナ科作物の遺伝子資源に関わる技術開発 実験植物開発室

室長　小林 正智

岡山県生物科学総合研究所

鳴坂 義弘　室長
シロイヌナズナタグラインのメタボローム解析 実験植物開発室

室長　小林 正智

千葉大学

斎藤 和季　教授
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研究課題 担当研究者 相手方機関等
シロイヌナズナ野生株を用いた QTL 解析及びマッピ

ング技術の開発

実験植物開発室

室長　小林 正智

東京農業大学

太治 輝昭　助手
網羅的遺伝子発現解析技術を用いた研究手法確立の一

環としてのシロイヌナズナ概日時計制御因子、ストレ

ス応答性因子を用いた形質転換植物の解析

実験植物開発室

室長　小林 正智

香川大学

清末 知宏　助教授

酸感受性変異株の解析 実験植物開発室

研究員　井内 聖

岐阜大学

小山 博之　助教授
シロイヌナズナを用いた土壌生育絶対寄生菌の宿主植

物因子の探索とそれら生物間反応での網羅的遺伝子発

現解析技術を用いたリソース付加情報の収集

実験植物開発室

室長　小林 正智

中央農業総合研究センター

昆虫等媒介病害研究チーム

津田 新哉　研究員
霊長類胚性幹（ES）細胞株のリソース化技術開発 細胞材料開発室

室長　中村 幸夫

京都大学 再生医科学研究所

中辻 憲夫　センター長（教授）
皮膚常在細菌叢の分子生物学的プロファイリング 微生物材料開発室

室長　辨野 義己

慶應義塾大学 医学部

出来尾 格　助手
好熱性アーキア Vulcanisaeta distributa 及び関連菌株の

地理的分布と遺伝学的多様性に関する研究

微生物材料開発室

先任研究員　伊藤 隆

東洋大学

高品 知典　講師
わが国における微生物の多様性解析とインベントリー

データベースの構築 - 亜熱帯域と冷温帯域との比較か

ら

微生物材料開発室

先任研究員　高島 昌子

大阪大学

関　達治　教授

小地域における微小菌類多様性に関する集中的研究 微生物材料開発室

先任研究員　岡田 元

筑波大学

徳増 征二　教授
MHC クラス I ならびに MIC 遺伝子群のゲノム生物学的

解析

情報解析技術室

室長　深海 薫

国立遺伝学研究所

舘野 義男　教授
マウス、ラット、ヒト、そしてチンパンジーのゲノム

レベルでの進化パターンの推定

情報解析技術室

研究員　太田 聡史

国立遺伝学研究所

斎藤 成也　教授
植物の環境ストレス応答、耐性に関わる遺伝子機能解

析と耐性の分子機構

機能開発研究グループ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　篠崎 一雄

国際農林水産業研究ｾﾝﾀｰ

篠崎 和子　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ
エピジェネティクスの異常を示す ENU 誘発マウス突

然変異体の解析

ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　若菜 茂晴

研究員　鈴木 智広

国立遺伝学研究所 

人類遺伝研究部門

佐々木 裕之　教授
形態異常を示す ENU 誘発マウス突然変異体の解析 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　若菜 茂晴

研究員　桝屋 啓志

国立遺伝学研究所 

哺乳類動物遺伝研究室

城石 俊彦　教授
網膜変性モデルマウスの作製と原因遺伝子の機能解析 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　若菜 茂晴

研究員　桝屋 啓志

知的財産戦略ｾﾝﾀｰ

VCAT 開発チーム

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　野田 秀夫

東北大学 大学院 医学研究科

西田 幸三　教授

佐藤 肇　講師

顎顔面口腔領域におけるマウス突然変異体の解析 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 城石俊彦

研究員　桝屋 啓志

日本大学 

松戸歯学部・小児歯科学教室

前田 隆秀　教授

清水 邦彦　講師
色素形成異常を伴う疾病モデルマウスの作製と原因遺

伝子の機能解析

ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 城石俊彦

研究員　桝屋 啓志

東北大学 大学院 生命科学研究科

山本 博章　助教授
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研究課題 担当研究者 相手方機関等
グルコキナーゼ（Gck）遺伝子変異マウスの解析 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　野田 哲生

研究員　井上 麻紀

名城大学 薬学部 病態生化学教室

三輪 一智　教授

豊田 行康　助教授
骨粗鬆症モデルマウスの探索 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　野田 哲生

上級技師　土岐 秀明

長崎大学 

医学部･歯学部附属病院 放射線科

伊東 昌子　講師
骨粗鬆症モデルマウスの探索 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　野田 哲生

上級技師　土岐 秀明

国立長寿医療ｾﾝﾀｰ 老年病研究部

池田 恭治　部長

堤 孔美　研究補助員
ENU 誘発突然変異マウスを用いた筋疾患モデルマウス

の開発

ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　若菜 茂晴

研究員　金田 秀貴

国立精神･神経ｾﾝﾀｰ神経研究所

疾病研究第一部

西野 一三　部長

野口 悟　室長

林 由紀子　室長
低リン性くる病様の表現型を示すマウス突然変異体の

解析

ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　野田 哲生

研究員　茂木 浩未

東京大学 大学院 医学系研究科

福本 誠二　講師

筋肉内特異的に脂肪を蓄積するモデル動物の開発 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　野田 哲生

上級技師　土岐 秀明

京都大学 大学院 農学研究科

山田 宣永　助教授

重度運動失調を示すマウス突然変異体の解析 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　若菜 茂晴

研究員　桝屋 啓志

金沢大学 学際科学実験センター

平井 宏和　助教授

内耳有毛細胞の機能障害により種々の強度の難聴をき

たすマウス突然変異体の解析

ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　野田 哲生

上級技師　美濃輪　治

順天堂大学 医学部 

耳鼻咽喉科学教室

池田 勝久　教授
循環器系機能に異常を示す ENU 誘発マウス突然変異

体の解析

ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　野田 哲生

上級技師　美濃輪　治

千葉大学 大学院 医学研究院

小室 一成　教授

赤澤 宏　助手

3. 民間等との共同研究

〔平成 17 年度〕2005 年度
研究課題 担当研究者 相手方機関等

マウスモデルを用いた悪性中皮腫の研究 実験動物開発室

室長　吉木 淳

（財）実験動物中央研究所

野村 達次　所長
感染症血清検査の微量化・高感度化に関する実用研究

開発

実験動物開発室

先任研究員　池 郁生

（株）フューエンス / 東京大学

青木 弘良 / 長棟 輝行
オリゴ糖の合成に関する環境ストレス耐性に関わるシ

ロイヌナズナの機能解析

機能開発研究グループ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　篠崎 一雄

味の素（株）

大住 千栄子　研究員
環境ストレス耐性に関わるシロイヌナズナの機能解析 機能開発研究グループ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　篠崎 一雄

（株）日立製作所

吉羽 洋周　研究員
がん発症マウスの集約的遺伝子発現解析 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　野田 哲生

上級技師　土岐 秀明

（財）癌研究会ゲノムセンター

星川 裕　研究員

武藤 徹一朗　所長
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研究課題 担当研究者 相手方機関等
注意欠陥多動性障害（ADHD）モデルマウスの解析 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 城石俊彦

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　若菜 茂晴

研究員　和田 由美子

ﾘｻｰﾁｱｿｼｴｲﾄ　古瀬 民生

協和発酵工業（株） 医薬研究ｾﾝﾀｰ

妹尾 直樹　中枢領域部門長

神田 知之　主任研究員

〔平成 18 年度〕2006 年度
研究課題 担当研究者 相手方機関等

感染症血清検査の微量化・高感度化に関する実用研究

開発

実験動物開発室

先任研究員　池 郁生

（株）フューエンス / 東京大学

青木 弘良 / 長棟 輝行
ターミナル RFLP 法による腸内細菌プロファイル解析 微生物材料開発室

室長　辨野 義己

ﾌﾛｰﾗｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ有限責任事業組合

アブラナ科モデル植物を用いた環境ストレス条件下で

のトランスクリプトーム解析及びメタボローム解析

機能開発研究グループ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　篠崎 一雄

（財）かずさ DNA 研究所

柴田 大輔　主席研究員
がん発症マウスの集約的遺伝子発現解析 ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　野田 哲生

上級技師　土岐 秀明

（財）癌研究会ゲノムセンター

星川 裕　研究員

注意欠陥多動性障害（ADHD）モデルマウスの行動異

常発症メカニズムの解明

ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　若菜 茂晴

研究員　和田 由美子

研究員　古瀬 民生

協和発酵工業（株）  医薬研究ｾﾝﾀｰ

妹尾 直樹　中枢領域部門長

神田 知之　主任研究員

4. 受託研究

〔平成 17 年度〕2005 年度
研究課題 研究代表者 委託者

イネ穂発芽関連遺伝子の単離と機能解明 実験植物開発室

室長　小林 正智

農業生物資源研究所

分子生物学的手法による腸内細菌の多様性解析および

クレモリス菌の機能研究

微生物材料開発室

室長　辨野 義己

フジッコ（株）

分子生物学的手法に基づくヒト腸内細菌叢の解析 微生物材料開発室

室長　辨野 義己

森永乳業（株）

卵白組成物とヒト腸内細菌群集 微生物材料開発室

室長　辨野 義己

キューピー（株）

腸内環境と皮膚との関連の解明 微生物材料開発室

室長　辨野 義己

（株）資生堂ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ

疾患モデル動物の開発及び保存のための高度発生工学

技術の確立

遺伝工学基盤技術室

室長　小倉 淳郎

官民型ﾋｭｰﾏﾝｻｲｴﾝｽ振興財団

疾患モデル細胞からの核移植クローン個体の作出およ

びその基礎技術開発

遺伝工学基盤技術室

室長　小倉 淳郎

科学技術振興事業団

松岡 英明

（東京農工大学工学部教授）
アンチセンス RNA 機能解析 動物変異動態解析技術開発ﾁｰﾑ

開発研究員　清澤 秀孔

ﾊﾞｲｵ産業化コンソーシアム

植物特異的な転写因子機能ネットワーク 機能開発研究グループ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　篠崎 一雄

科学技術振興機構

転写因子の遺伝子を利用した環境ストレス耐性イネの

開発

機能開発研究グループ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　篠崎 一雄

農業生物資源研究所
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〔平成 18 年度〕2006 年度
研究課題 研究代表者 委託者

哺乳類を用いた毒性実験の結果に影響を及ぼす実験動

物の遺伝的要因解析と新たな内分泌かく乱メカニズム

の検証

実験動物開発室

室長　吉木 淳

（財）残留農薬研究所

イネ穂発芽関連遺伝子の単離と機能解明 実験植物開発室

室長　小林 正智

農業生物資源研究所

ターミナル RFLP 法による腸内細菌プロファイル解析

に関する共同研究

微生物材料開発室

室長　辨野 義己

インフォコム（株）

分子生物学的手法に基づくヒト腸内細菌叢の解析 微生物材料開発室

室長　辨野 義己

森永乳業（株）

分子生物学的手法による腸内細菌の多様性解析 微生物材料開発室

室長　辨野 義己

フジッコ（株）

糞便からの DNA 抽出方法の違いによる効率比較 / 収

集された保存便の DNA 抽出、T-RFLP 解析

微生物材料開発室

室長　辨野 義己

（株）テクノスルガ

Acquisition of knowledge of intestinal microflora 微生物材料開発室

室長　辨野 義己

Korea Yakult Co., Ltd

疾患モデル細胞からの核移植クローン個体の作出およ

びその基礎技術開発

遺伝工学基盤技術室

室長　小倉 淳郎

（独）科学技術振興機構

松岡 英明

（東京農工大学工学部教授）
化合物等を活用した生物システム制御基盤技術開発 動物変異動態解析技術開発ﾁｰﾑ

チームリーダー　阿部 訓也

ﾊﾞｲｵ産業化コンソーシアム

アンチセンス RNA 機能解析 動物変異動態解析技術開発ﾁｰﾑ

開発研究員　清澤 秀孔

ﾊﾞｲｵ産業化コンソーシアム

タイリングアレイを用いた高精度な ncRNA の解析手

法研究

動物変異動態解析技術開発ﾁｰﾑ

開発研究員　清澤 秀孔

科学技術振興機構

植物特異的な転写因子機能ネットワーク 機能開発研究グループ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　篠崎 一雄

科学技術振興機構

転写因子の遺伝子を利用した環境ストレス耐性イネの

開発

機能開発研究グループ

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　篠崎 一雄

農業生物資源研究所

〔平成 19 年度〕2007 年度
研究課題 研究代表者 委託者

哺乳類を用いた毒性実験の結果に影響を及ぼす実験動

物の遺伝的要因解析と新たな内分泌かく乱メカニズム

の検証

実験動物開発室

室長　吉木 淳

（財）残留農薬研究所

宇宙ステーション内生活環境及び乗員の体内外におけ

る微生物生態系解析システムの開発

微生物材料開発室

室長　辨野 義己

（財）宇宙フォーラム

化合物等を活用した生物システム制御基盤技術開発 動物変異動態解析技術開発ﾁｰﾑ

チームリーダー　阿部 訓也

ﾊﾞｲｵ産業化コンソーシアム

アンチセンス RNA 機能解析 動物変異動態解析技術開発ﾁｰﾑ

開発研究員　清澤 秀孔

ﾊﾞｲｵ産業化コンソーシアム

タイリングアレイを用いた高精度な ncRNA の解析手

法研究

動物変異動態解析技術開発ﾁｰﾑ

開発研究員　清澤 秀孔

科学技術振興機構
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5. ナショナルバイオリソースプロジェクトにおける連携研究

〔平成 17 年度〕2005 年度、　〔平成 18 年度〕2006 年度
研究課題 相手方機関等

形質転換マウスの開発 自然科学研究機構　基礎生物学研究所

笹岡 俊邦　助教授
生理機能解析マウスの開発 自然科学研究機構　基礎生物学研究所

池中 一裕　教授
脳・神経疾患関連マウスの開発 新潟大学

崎村 建司　教授
初期発生過程異常関連マウスの開発 国立遺伝学研究所

相賀 裕美子　教授
生活習慣病等関連マウスの開発 東北大学

大隅 典子　教授
生活習慣病等関連マウスの開発 筑波大学

八神 健一　教授
マウストランスポゾンシステムによる網羅的遺伝子改変マウスの開発 大阪大学

竹田 潤二　教授
遺伝子操作マウスの胚・配偶子バンクの運用と基盤技術の開発・改良 （株）三菱化学生命科学研究所

横山 峯介　連携研究員
再生・器官形成関連マウスの開発 理化学研究所 CDB

相沢 慎一　グループリーダー

6. ナショナルバイオリソースプロジェクトからの再委託

〔平成 17 年度〕2005 年度
研究課題 研究分担者 研究代表者

実験用ラットの収集・保存・提供体制の構築 センター長

小幡 裕一

京都大学

芹川 忠夫　教授
日本人由来不死化細胞の寄託 細胞材料開発室

室長　中村 幸夫

東北大学

佐竹 正延　教授
間葉系幹細胞の寄託 細胞材料開発室

室長　中村 幸夫

広島大学

加藤 幸夫　教授
日本人由来不死化細胞の寄託 細胞材料開発室

室長　中村 幸夫

放射線医学総合研究所

今井 高志　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ
病原微生物（細菌、放線菌、真菌、原虫） 微生物材料開発室

室長　辨野 義己

千葉大学 真菌医学研究センター

西村 和子　教授
〔平成 18 年度〕2006 年度

研究課題 研究分担者 研究代表者
実験用ラットの収集・保存・提供体制の構築 センター長

小幡 裕一

京都大学

芹川 忠夫　教授
日本人由来不死化細胞の寄託 細胞材料開発室

室長　中村 幸夫

東北大学

佐竹 正延　教授
間葉系幹細胞の寄託 細胞材料開発室

室長　中村 幸夫

広島大学

加藤 幸夫　教授
日本人由来不死化細胞の寄託 細胞材料開発室

室長　中村 幸夫

放射線医学総合研究所

今井 高志　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ
病原微生物（細菌、放線菌、真菌、原虫） 微生物材料開発室

室長　辨野 義己

千葉大学 真菌医学研究センター

西村 和子　教授
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7. 学術研究費補助金

文部科学省科学研究費補助金〔特別推進研究〕

〔平成 17 年度〕2005 年度
代表及び分担者名 所属 研究課題
石井 俊輔 石井分子遺伝学研究室

主任研究員

転写メディエーターによる転写制御と生理的意義の研究

〔平成 18 年度〕2006 年度
代表及び分担者名 所属 研究課題
石井 俊輔 石井分子遺伝学研究室

主任研究員

転写メディエーターによる転写制御と生理的意義の研究

文部科学省科学研究費補助金〔特定領域研究〕

〔平成 17 年度〕2005 年度
研究項目 代表及び分担者名 所属 研究課題

小倉 淳郎 遺伝工学基盤技術室

室長

雄性生殖細胞核のゲノム刷り込み、全能性の解

析及び制御機構の解明
小倉 淳郎 遺伝工学基盤技術室

室長

生殖細胞の発生プロセス・再プログラム化とエ

ピジェネティクス
（2） 阿部 訓也 動物変異動態解析技術開発ﾁｰﾑ

チームリーダー

生殖系列発生過程における高次遺伝子発現制御

の包括的解析
（2） 清澤 秀孔 動物変異動態解析技術開発ﾁｰﾑ

開発研究員

アンチセンス RNA による遺伝子発現制御機構の

解明
（2） 土井 貴裕 生体応答情報技術開発ｻﾌﾞﾁｰﾑ

サブチームリーダー

腫瘍壊死因子（TNF）、転写因子 NFkB 経路によ

るがん化防御機構の解析
（2） 三好 浩之

井上 貴美子

細胞運命情報解析技術開発ｻﾌﾞﾁｰﾑ

サブチームリーダー

遺伝工学基盤技術室

研究員

組織幹細胞を用いた核移植クローンマウスの作

成と再プログラム化の解析

（2） 関 原明 植物分子生物学研究室

先任研究員

シロイヌナズナ完全長 cDNA マイクロアレイを

用いた遺伝子発現解析
（2） 関 原明 植物分子生物学研究室

先任研究員

シロイヌナズナ DNA アレイを用いた遺伝子発現

制御ネットワークの解析
〔平成 18 年度〕2006 年度

研究項目 代表及び分担者名 所属 研究課題
小倉 淳郎 遺伝工学基盤技術室

室長

雄性生殖細胞核のゲノム刷り込み、全能性の解

析及び制御機構の解明
小倉 淳郎 遺伝工学基盤技術室

室長

生殖細胞の発生プロセス・再プログラム化とエ

ピジェネティクス
（2） 阿部 訓也 動物変異動態解析技術開発チーム

チームリーダー

生殖系列発生過程における高次遺伝子発現制御

の包括的解析
（2） 清澤 秀孔 動物変異動態解析技術開発チーム

開発研究員

アンチセンス RNA による遺伝子発現制御機構の

解明
〔平成 19 年度〕（2007 年度）

研究項目 代表及び分担者名 所属 研究課題
（2） 横山 和尚 遺伝子材料開発室

室長

E1A 誘導性クロマチン制御因子による感染増殖

阻止機構の解析
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研究項目 代表及び分担者名 所属 研究課題
小倉 淳郎

阿部 訓也

遺伝工学基盤技術室

室長

動物変異動態解析技術開発チーム

チームリーダー

生殖系列の世代サイクルとエピゲノムネットワ

ーク

日本学術振興会科学研究費補助金〔基盤研究、萌芽的研究、奨励研究〕

〔平成 17 年度〕2005 年度
研究項目 代表及び分担者名 所属 研究課題

基盤研究（B）吉木 淳 実験動物開発室

室長

脱毛疾患を引き起こすケラチン遺伝子挿入変異

の配列長変化に関する研究
基盤研究（C）小林 正智 実験植物開発室

室長

ジベレリン 3β 位酸化酵素蛋白の N 末端側の機能

解析
若手研究（B）

（継続）

寛山 隆 細胞材料開発室

研究員

血液細胞分化における MUSASHI 遺伝子群の機

能解析
基盤研究（C）中村 幸夫（代表） 細胞材料開発室　

室長

核移植胚亜性幹細胞の造血幹細胞移植への応用

基盤研究（B）

（2）

横山 和尚 遺伝子材料開発室

室長

クロマチンダイナミックスと分化制御

基盤研究（A）佐々木 巌（代表）

辨野 義己

東北大学大学院　教授

微生物材料開発室　室長

潰瘍性大腸炎に対する外科治療体系の確立

萌芽研究 渡辺 賢治（代表）

辨野 義己

慶応大学医学部　准教授

微生物材料開発室　室長

漢方薬による腸内細菌叢の変化とアレルギー発

症予防の機序解明
基盤研究（C）高島 昌子 微生物材料開発室　

先任研究員

分子生物学的手法による菌類の分生子形成を調

節する因子とその多様性解析
基盤研究（A）

（1）

関 達治（代表）

辨野 義己

伊藤 隆

岡田 元

工藤 卓二

鈴木 基文

高島 昌子

大阪大学　教授

微生物材料開発室　室長

　　　　〃　　　　先任研究員

　　　　〃　　　　先任研究員　

　　　　〃　　　　先任研究員　

　　　　〃　　　　先任研究員　

　　　　〃　　　　先任研究員

東南アジアの保存微生物の評価と多様性への対

応に関する調査研究

特 別 研 究 員

奨励費

伊藤 隆（代表）

Enache,  Madal in 

lancu

先任研究員

訪問研究員

好アルカリ性好塩性古細菌の系統分類学的研究

基盤研究（A）

（1）

柿嶌 眞（代表）

岡田 元

筑波大学農林学系　教授

微生物材料開発室　先任研究員

アジア熱帯モンスーン地域の菌類の多様性とそ

の生体的機能の調査研究
基盤研究（C）

（2）

高島 昌子 微生物材料開発室

先任研究員

分子生物学的手法による菌類の新しい分類指標

の開発と評価
萌芽研究 太田 聡史 情報解析技術室

研究員

3 次元仮想ラボラトリー・マウスの作成

若手研究（B）井上 貴美子 遺伝工学基盤技術室

研究員

表現型・遺伝子発現パターンに基づくマウス体

細胞クローン着床期の原因究明
若手研究（B）越後貫 成美 遺伝工学基盤技術室

技師

雄性生殖細胞の簡便凍結保存法と顕微受精技術

を利用した産子獲得技術の開発
若手研究（B）本多 新 遺伝工学基盤技術室

基礎科学特別研究員

ウサギでのジーンターゲッティング技術の確立
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研究項目 代表及び分担者名 所属 研究課題
特 別 研 究 員

奨励費

三木 洋美 遺伝工学基盤技術室

研修生

核移植と顕微授精技術を用いた雄性生殖細胞ゲ

ノムの全能性と受精能獲得に関する研究
基盤研究（B）

（2）

阿部 訓也 動物変異動態解析技術開発チーム

チームリーダー

日本固有マウス系統の BAC ライブラリーを基盤

とした実験動物開発と機能ゲノム解析
基盤研究（A）

（1）

権藤 洋一（代表）

阿部 訓也

GSC ｹﾞﾉﾑ情報科学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

個体遺伝情報研究チーム

チームリーダー

動物変異動態解析技術開発チーム

チームリーダー

標的遺伝子に点突然変異をもつマウスの開発研

究

若手研究（C）三瀬 名丹 動物変異動態解析技術開発チーム

開発研究員

マウス始原生殖細胞発生過程における X 染色体

再活性化の解析
萌芽研究 阿部 訓也 動物変異動態解析技術開発チーム

チームリーダー

生細胞でのメチル化 DNA 可視化法を用いた発生

過程における核内動態の解析
若手研究（B）宮本 顕友 生体情報統合技術開発チーム

基礎科学特別研究員

IgA 免疫グロブリン受容体 Fcα/μR の抗菌作用の

解析とその応用
基盤研究（C）

（2）

伊藤 卓也 植物分子生物学研究室

先任研究員

高等植物の花粉成熟過程において母細胞の果た

す役割に関する分子遺伝学的研究
若手研究（B）梅澤 泰史 機能開発研究グループ

研究員

浸透圧ストレスで活性化されるシロイヌナズナ

SnRK2 プロテインキナーゼの機能解析
若手研究（B）吉田 理一郎 GSC 植物ｹﾞﾉﾑ機能情報研究ﾁｰﾑ

研究員

シロイヌナズナ SnRK2 プロテインキナーゼを介

した環境ストレス応答の機能解析
若手研究（B）井上 麻紀 ゲノム機能情報研究グループ 新奇点突然変異マウスモデルを用いた 2 型糖尿

病の原因遺伝子探索と発症機構の解析
若手研究（C）金田 秀貴 ゲノム機能情報研究グループ ENU 誘発突然変異マウスを用いたミトコンドリ

ア疾患モデルマウスの探索
〔平成 18 年度〕2006 年度

研究項目 代表及び分担者名 所属 研究課題
基盤研究（B） 吉木 淳 実験動物開発室

室長

脱毛疾患を引き起こすケラチン遺伝子挿入変異

の配列長変化に関する研究
基盤研究（C）小林 正智 実験植物開発室

室長

ジベレリン３β 位酸化酵素蛋白の N 末端側の機

能解析

若手研究（B）安部 洋 実験植物開発室

研究員

虫害耐性を高めた植物の開発

若手研究（B）

（継続）

寛山 隆 細胞材料開発室

研究員

血液細胞分化における MUSASHI 遺伝子群の機

能解析

基盤研究（C）中村 幸夫（代表） 細胞材料開発室

室長

核移植胚亜性幹細胞の造血幹細胞委嘱への応用

若手研究（B）須藤 和寛 細胞材料開発室

協力研究員

ヒト胎児に由来する組織からの効率的な間葉系

幹細胞の単離技術の開発

基盤研究（B）

（2）

横山 和尚 遺伝子材料開発室

室長

クロマチンダイナミックスと分化制御

若手研究（B）中出 浩司 遺伝子材料開発室

協力研究員

ヒストンアセチル化阻害因子 JDP2 の細胞分化に

おける役割とその分子機構

基盤研究（A）佐々木 巌（代表）

辨野 義己

東北大学大学院　教授

微生物材料開発室　室長

潰瘍性大腸炎に対する外科治療体系の確立
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研究項目 代表及び分担者名 所属 研究課題
萌芽研究 渡辺 賢治（代表）

辨野 義己

慶応大学医学部　准教授

微生物材料開発室　室長

漢方薬による腸内細菌叢の変化とアレルギー発

症予防の機序解明

基盤研究（C）高島 昌子 微生物材料開発室　

専任研究員

分子生物学的手法による菌類の分生子形成を調

節する因子とその多様性解析

基盤研究（A）

（1）

関 達治（代表）

辨野 義己

伊藤 隆

岡田 元

工藤 卓二

鈴木 基文

高島 昌子

大阪大学　教授

微生物材料開発室　室長

　　　　〃　　　　先任研究員

　　　　〃　　　　先任研究員　

　　　　〃　　　　先任研究員　

　　　　〃　　　　先任研究員　

　　　　〃　　　　先任研究員

東南アジアの保存微生物の評価と多様性への対

応に関する調査研究

萌芽研究 太田 聡史 情報解析技術室　

研究員

3 次元仮想ラボラトリー・マウスの作成

若手研究（B）井上 貴美子 遺伝工学基盤技術室　

研究員

表現型・遺伝子発現パターンに基づくマウス体

細胞クローン着床期の原因究明
若手研究（B）越後貫 成美 遺伝工学基盤技術室　

技師

雄性生殖細胞の簡便凍結保存法と顕微受精技術

を利用した産子獲得技術の開発
若手研究（B）本多 新 遺伝工学基盤技術室

基礎科学特別研究員

ウサギでのジーンターゲッティング技術の確立

特 別 研 究 員

奨励費

三木 洋美 遺伝工学基盤技術室　

研修生

核移植と顕微授精技術を用いた雄性生殖細胞ゲ

ノムの全能性と受精能獲得に関する研究
基盤研究（B）

（2）

阿部 訓也 動物変異動態解析技術開発チーム

チームリーダー

日本固有マウス系統の BAC ライブラリーを基盤

とした実験動物開発と機能ゲノム解析
若手研究（B）藤田 美紀 機能開発研究チーム

研究員

乾燥応答性カルシウム結合タンパク質 RD20 の

機能解析とその応用
若手研究（B）井上 麻紀 ゲノム機能情報研究グループ 新奇点突然変異マウスモデルを用いた 2 型糖尿

病の原因遺伝子探索と発症機構の解析
若手研究（C）金田 秀貴 ゲノム機能情報研究グループ ENU 誘発突然変異マウスを用いたミトコンドリ

ア疾患モデルマウスの探索
若手研究（B）鈴木 智広 ゲノム機能情報研究グループ マウス生殖細胞におけるゲノムインプリンティ

ング再構築機構関連遺伝子の探索
若手研究（B）和田 由美子 ゲノム機能情報研究グループ オープンフィールド高活動を占めるミュータン

トマウスの行動解析
若手研究（C）桝屋 啓志 ゲノム機能情報研究グループ 運動失調を示す複数のマウス突然変異体の解析

〔平成 19 年度〕2007 年度
研究項目 代表及び分担者名 所属 研究課題

基盤研究（A）八神 健一（代表）

池 郁生

筑波大学 大学院　教授

実験動物開発室　専任研究員

マイクロビーズ法によるマウス・ラット感染症

の微量検査法の開発
若手研究（B）北浦 靖之 実験動物開発室　

研究員

細胞傷害性 T 細胞を欠損する野生由来近交系マ

ウスを用いた T 細胞分化決定因子の探索
若手研究（B）安部 洋 実験植物開発室　

専任研究員

虫害耐性を高めた植物の開発

若手研究（B）中出 浩司 遺伝子材料開発室　

協力研究員

ヒストンアセチル化阻害因子 JDP2 の細胞分化に

おける役割とその分子機構
基盤研究（C）渡辺 賢治（代表）

辨野 義己

慶応大学医学部　准教授

微生物材料開発室　室長

腸内細菌から見たアトピー性皮膚炎における漢

方薬の役割
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研究項目 代表及び分担者名 所属 研究課題
基盤研究（C）中村 禎子（代表）

辨野 義己

県立長崎シーボルト大学　助手

微生物材料開発室　室長

難消化性糖質経口摂取による腸内細菌叢の改変

と下痢抑制作用との関連性に関する研究
基盤研究（C）高島 昌子 微生物材料開発室　

専任研究員

分子生物学的手法による菌類の分生子形成を調

節する因子とその多様性解析
特 別 研 究 員

奨励費

栗原 新 微生物材料開発院　

訪問研究員

ポリミアンを指標にした腸内微生物群制御によ

る腸内環境コントロール
萌芽研究 太田 聡史 情報解析技術室　

研究員

3 次元仮想ラボラトリー・マウスの作成

基盤研究（B）小倉 淳郎 遺伝工学基盤技術室　

室長

非齧歯類実験動物の核移植由来 ES 細胞の樹立

基盤研究（B）武 政徹（代表）

清澤 秀孔

筑波大学 大学院　准教授

動物変異動態解析技術開発チーム

開発研究員

サルコペニアの進行を運動負荷が制御するメカ

ニズムの解明

若手研究（B）山口 智之 細胞運命情報統合技術開発ｻﾌﾞﾁｰﾑ

開発研究員

レンチウイルスベクターを用いたジーントラッ

プ法の開発
若手研究（B）藤田 美紀 機能開発研究チーム　研究員 乾燥応答性カルシウム結合タンパク質 RD20 の

機能解析とその応用
若手研究（B）西山 りゑ 機能開発研究チーム　

基礎科学特別研究員

植物性染色体の進化－雌雄異株と雌雄両全体株

を利用した性決定遺伝子の単離

8. 理事長ファンド

〔平成 17 年度〕2005 年度
代表及び担者名 所属 研究課題

代表：小倉 淳郎

担当：横山 和尚

担当：阿部 訓也

遺伝工学基盤技術室

遺伝子材料開発室

動物変異動態解析技術開発チーム

『異種間核移植クローン技術を用いた霊長類 ES 細胞樹立法の

開発』

「核移植胚盤胞からのサル ES 細胞の樹立およびその分化能の

解析」
代表：清澤 秀孔

担当：清澤 秀孔

担当：阿部 訓也

担当：小倉 淳郎

担当：関 原明

動物変異動態解析技術開発チーム

動物変異動態解析技術開発チーム

動物変異動態解析技術開発チーム

遺伝工学基盤技術室

植物分子生物学研究室

『高等動植物に内在するアンチセンス RNA の構造と機能の包

括的解析』

「マウスを材料としたアンチセンス RNA 発現解析及び、全体

の総括」

「MSM BAC クローン配列解析、MSM SNP 解析」

「野生マウスと標準ラボラトリーマウス間雑種由来の ES 細胞

樹立」

「シロイヌナズナにおけるポリ A 鎖の無い RNA の解析」
野田 哲生 ゲノム機能情報研究グループ 新規網羅的代謝産物解決法の開発：多次元 NMR メタボロミク

ス法の構築とそれによる動植物代謝産物の解析
若菜 茂晴 ゲノム機能情報研究グループ アレルギー疾患・自己免疫疾患発症にかかわる遺伝因子の解明

と疾患モデルマウスの確立
〔平成 18 年度〕2006 年度

代表及び担者名 所属 研究課題
中村 幸夫 細胞材料開発室 『生物研究基盤ツールとしてのライブセルモデリング』

「ベンチマーク細胞の供給、維持、保存」
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代表及び担者名 所属 研究課題
中村 幸夫 細胞材料開発室 『ヒト免疫システム再現プロジェクト』

「免疫疾患マウスモデル作製」
代表：小倉 淳郎

担当：横山 和尚

担当：阿部 訓也

遺伝工学基盤技術室

遺伝子材料開発室

動物変異動態解析技術開発チーム

『異種間核移植クローン技術を用いた霊長類 ES 細胞樹立法の

開発』

「核移植胚盤胞からのサル ES 細胞の樹立およびその分化能の

解析」
代表：清澤 秀孔

担当：清澤 秀孔

担当：阿部 訓也

担当：小倉 淳郎

担当：関 原明

動物変異動態解析技術開発チーム

動物変異動態解析技術開発チーム

動物変異動態解析技術開発チーム

遺伝工学基盤技術室

植物分子生物学研究室

『高等動植物に内在するアンチセンス RNA の構造と機能の包

括的解析』

「マウスを材料としたアンチセンス RNA 発現解析及び、全体

の総括」

「MSM BAC クローン配列解析、MSM SNP 解析」

「野生マウスと標準ラボラトリーマウス間雑種由来の ES 細胞

樹立」

「シロイヌナズナにおけるポリ A 鎖の無い RNA の解析」
三好 浩之 細胞運命情報解析技術開発ｻﾌﾞﾁｰﾑ 『ヒト免疫システム再現プロジェクト』

「ヒト幹細胞指向性ウイルスベクターの作製」
野田 哲生 ゲノム機能情報研究グループ 新規網羅的代謝産物解決法の開発：多次元 NMR メタボロミク

ス法の構築とそれによる動植物代謝産物の解析
〔平成 19 年度〕2007 年度

代表及び担者名 所属 研究課題
中村 幸夫 細胞材料開発室 『生物研究基盤ツールとしてのライブセルモデリング』

「ベンチマーク細胞の供給、維持、保存」
中村 幸夫 細胞材料開発室 『ヒト免疫システム再現プロジェクト』

「免疫疾患マウスモデル作製」

9. 厚生労働省厚生科学研究費補助金

〔平成 17 年度〕2005 年度
研究代表者 研究課題 研究分担者

国立感染症研究所

室長　松田 潤一郎

疾患関連遺伝子の機能解明のための実験動物研究

資源の基盤整備に関する研究

小倉 淳郎

（遺伝工学基盤技術室）
〔平成 18 年度〕2006 年度

研究代表者 研究課題 研究分担者
国立感染症研究所

室長　松田 潤一郎

疾患関連遺伝子の機能解明のための実験動物研究

資源の基盤整備に関する研究

小倉 淳郎

（遺伝工学基盤技術室）
国立精神・神経センター

神経研究所微細構造研究部

部長　湯浅 茂樹

18 指－ 3

発達傷害の病態解明に基づいた治療法の開発に関

する研究

若菜 茂晴

（ゲノム機能情報研究グループ）

10. 基礎科学特別研究員の研究課題一覧（課題開始年のみ記載）
契約年度 研究者名 ホスト研究室 アドバイザー 研究課題

平成 17 年度 本多 新 遺伝工学基盤技術室 小倉 淳郎 雌雄生殖幹細胞株の樹立とその解析
平成 17 年度 宮本 顕友 生体応答情報統合技術開発ﾁｰﾑ 小幡 裕一 IgA 免疫グロブリン受容体 Fcα/μR 受容体の機

能解析
平成 18 年度 西山 りゑ 機能開発研究チーム 篠崎 一雄
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11. ジュニアリサーチアソシエートの研究課題一覧（課題開始年のみ記載）
契約年度 研究生名 受入研究室 研究課題

平成 17 年度 小早川 智 動物変異動態解析技術開発ﾁｰﾑ 未分化幹細胞、始原生殖細胞の発生過程における

DNA メチル化等の変化、および核内構築の動態解析

に関する研究
平成 18 年度 野口 道也 遺伝子材料開発室 細 胞 増 殖 関 連 タ ン パ ク Proliferation related acidic 

leucine-rich protein with a molecular weight of 31kD 

(PAL31) の機能解析
平成 18 年度 清水 なつみ 細胞運命情報解析技術開発ｻﾌﾞﾁｰﾑ 造血幹細胞の体外増幅を可能にする分子の同定

12. 環境省の予算による神奈川県の研究（委嘱）
代表及び担者名 所属 研究課題 調査グループ責任者 期間

青木 淳一（代表）

岡田 元

丹沢大山総合調査団

微生物材料開発室

先任研究員

新丹沢大山自然環境総合

調査

出川 洋介

（神奈川県立生命の星・

地球博物館）

平成 16 年 5 月 18 日～

平成 19 年 3 月 31 日

13. 国際交流

外国人研究者、学生受入
氏名 所属 研究課題 受入者 期間

Bing Bing Liu C h i n a  M e d i c a l 

University

遺伝子治療と遺伝子診断の

基礎研究

横山 和尚

（遺伝子材料開発室）

平成 16 年 2 月～

平成 18 年 4 月
Hong Tang S h a n g h a i 

Biochemistry and 

Cell Biology Institute

遺伝子治療と遺伝子診断の

基礎研究

横山 和尚

（遺伝子材料開発室）

平成 16 年 3 月～

平成 17 年 2 月

Enache, M. I Rumania Academy 好アルカリ性好塩性古細菌

の系統分類学的研究

伊藤 隆

（微生物材料開発室）

平成 17 年度

Dao Thi Luong Vietnam/National 

University

ベトナム Cuc Phuong National 

Park の植物から分離した酵

母の多様性解析

高島 昌子

（微生物材料開発室）

平成 17 年度

Lan ThiNgoc Pham Vietnamese Academy 

of Science & 

Technology

ニワトリ腸管由来偏性嫌気

性菌の系統分類学的研究

辨野 義己

（微生物材料開発室）

平成 17 年度

Crous Willem Pedro Centraalbureau voor 

Schimmelcultures

植物基質由来糸状菌類の分

類と同定に関する研究なら

び に RIKEN BRC-JCM と

CBS 間の協力関係推進

岡田 元

（微生物材料開発室）

平成 17 年度

Nielsen Magua Kaare University of Tromso 腸内由来細菌における水平

移行遺伝子の検索

辨野 義己

（微生物材料開発室）

平成 17 年度

Hung Shu Hsuan National Laboratory 

Animal Center, 

Taiwan

遺伝子操作マウスの維持・

管理に関する技術研修

吉木 淳

（実験動物開発室）

平成 18 年 7 月 31 日～

平成 18 年 8 月 31 日
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氏名 所属 研究課題 受入者 期間
Lai Wei Jen National Laboratory 

Animal Center, 

Taiwan

遺伝子操作マウスの維持・

管理に関する技術研修

吉木 淳

（実験動物開発室）

平成 18 年 7 月 31 日～

平成 18 年 8 月 31 日

Yu Ching Hung National Laboratory 

Animal Center, 

Taiwan

マウス胚・精子の凍結保存

技術および顕微授精技術の

研修

小倉 淳郎

（遺伝工学基盤技術室）

平成 18 年 7 月 31 日～

平成 18 年 8 月 31 日

Zhang Xin Chuang Lan Zhou Institute of 

Biological Products

SPF 動物施設の管理運営に

関する技術研修

吉木 淳

（実験動物開発室）

平成 19 年 1 月～

平成 19 年 2 月
Ban Jian Rong Lan Zhou Institute of 

Biological Products

実験動物の微生物品質およ

び遺伝品質の検査に関する

技術研修

吉木 淳

（実験動物開発室）

平成 19 年 5 月～

平成 19 年 8 月

He Jun Li Lan Zhou Institute of 

Biological Products

実験動物の微生物品質およ

び遺伝品質の検査に関する

技術研修

吉木 淳

（実験動物開発室）

平成 19 年 5 月～

平成 19 年 8 月


