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集・保存・品質管理・提供を実施してきた。また、米国

ジャクソン研究所や欧州マウスミュータントアーカイブ

（EMMA）とともに世界のマウスリソースセンターの国

際連盟Federation of International Mouse Resources（FIMRe）

の設立に成功し、激増するマウスリソースの国際流通を

円滑化する重要な拠点となっている。理研 BRCに寄託

された系統は国際的マウス系統検索サイト International 

Mouse Strain Resource （IMSR）へ登録して世界に発信し、

登録系統数は現在ジャクソン研究所に次ぎ世界第 2位と

なった。世界最高水準のマウスリソースを整備すること

により研究コミュニティーからの支援を得て、国内外の

ライフサイエンス研究を推進し、アジアをはじめ海外と

の連携を強化して国際貢献を果たして行く計画である。

　当室は実験用マウスの収集・保存・品質管理・提供事

業と関連技術の開発事業の 2つを柱として運営してい

る。マウスリソースは個体レベルの遺伝子操作が自在に

可能な高度な技術が整っており、ヒトの健康の理解と病

気の克服を目的としたライフサイエンス研究において最

も重要なモデル動物として位置付けられている。欧米

では国家規模の網羅的遺伝子ノックアウトマウスの開発

が開始され、国として戦略的に整備すべきリソースとい

える。我が国では癌、免疫・アレルギー、脳、発生・再

生、生活習慣病、感染症等の研究分野でマウスを用いた

優れた研究が行われてきた。理研 BRCは平成 14年度

より文部科学省ナショナルバイオリソースプロジェクト

（NBRP）のマウス中核機関として、我が国で開発され

たヒト疾患や遺伝子機能解析のモデルマウスを中心に収

Atsushi YOSHIKI, Ph.D.
室長　吉木　淳（農博）

Experimental Animal Division
実験動物開発室

事業内容

職員とメンバー構成

1. マウスリソースの収集・保存・品質管理・提供

2. 新規マウスリソース及び収集・保存・品質管理・提供に必要な技術開発

室長 吉木　淳（平成 16年 12月～）

専任研究員 池　郁生（平成 13年 4月～）

専任技師 平岩　典子（平成 13年 4月～） 中田　初美（平成 19年 4月～）

研究員 目加田　和之（平成 15年 7月～） 北浦　靖之 （平成 18年 3月～）  

BRC研究協力員（テクニカルスタッフ）

 村上　亜弓（平成 13年 4月～） 伊集院　麻衣子（平成 16年 10月～）

 門田　雅世（平成 18年 4月～） 

 大川　美佳（平成 18年 4月～平成 20年 1月）

BRC研究協力員（アシスタント）

 津田　紀枝（平成 13年 12月～平成 19年 3月）

客員研究員 野呂　知加子（平成 13年 4月～） 酒井　偉久子（平成 17年 8月～）

 笹岡　ち乃（平成 17年 8月～） 兵頭　亮治（平成 18年 11月～）

 梶田　亜矢子（平成 18年 5月～） 青木　弘良（平成 19年 12月～）

 金子　愛（平成 19年 12月～）

 恩田　伸彦（平成 17年 8月～平成 19年 3月） 樋口　香織（平成 18年 9月～平成 20年 3月）

 村木　香由（平成 18年 11月～平成 20年 3月）
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研修生 Jan Mei-Ling（平成 19年 4月～）

派遣 新井　富士美（平成 13年 4月～） 小林　めぐみ（平成 13年 4月～）

 小島　怜子（平成 13年 4月～） 越山　明美（平成 13年 4月～）

 目加田　京子（平成 13年 4月～） 関　幸子（平成 13年 4月～）

 植木　彩（平成 13年 4月～） 大沼　将（平成 13年 5月～）

 長栄　敦（平成 13年 6月～） 高島　梨香（平成 13年 6月～）

 斉藤　昭男（平成 16年 12月～） 中山　美紀（平成 17年 5月～）

 伊藤　絹子（平成 17年 10月～） 横山　ちひろ（平成 17年 10月～）

 大場　勇介（平成 17年 12月～） 川合　玲子（平成 18年 1月～）

 大久保　千春（平成 18年 4月～） 高橋　仁美（平成 18年 4月～）

 横田　将志（平成 18年 4月～） 小澤　雅司（平成 18年 5月～）

 安井　明美（平成 18年 5月～） 紀藤　雅子（平成 18年 9月～）

 岡本　裕行（平成 18年 9月～） 橋本　知美（平成 19年 4月～）

 飯泉　真木子（平成 19年 4月～） 大高　直樹（平成 19年 4月～）

 酒井　智江（平成 19年 4月～） 山田　智栄子（平成 19年 4月～）

 久松　ひろみ（平成 19年 6月～） 山本　真紀（平成 19年 6月～）

 中山　美紀（平成 19年 11月～） 平野　直樹（平成 20年 6月～）

 高橋　智子（平成 20年 4月～） 藤本　智慧（平成 20年 4月～）

 三森　文（平成 20年 4月～） 田熊　究一（平成 20年 4月～）

 藤本　裕子（平成 13年 4月～平成 19年 3月） 宮崎　史恵（平成 13年 4月～平成 20年 3月）

 田中　ちひろ（平成 13年 6月～平成 18年 10月） 福田　笑子（平成 17年 4月～平成 20年 3月）

 中村　哲枝（平成 17年 4月～平成 20年 3月） 小室　美香（平成 17年 6月～平成 19年 2月）

 小貫　容子（平成 17年 10月～平成 19年 10月） 星　智恵（平成 17年 11月～平成 19年 11月）

 磯　奈緒美（平成 18年 2月～平成 19年 3月） 増田　順一（平成 18年 3月～平成 20年 7月）

 西川　安子（平成 18年 4月～平成 19年 9月） 梶田　亜矢子（平成 18年 5月～平成 19年 3月）

 斉藤　正之（平成 18年 10月～平成 19年 11月） 宮本　早苗（平成 18年 11月～平成 19年 3月）

 市川　雅美（平成 19年 4月～平成 20年 3月） 岡野　ひとみ（平成 19年 4月～平成 20年 3月）

 渡辺　克巳（平成 19年 11月～平成 20年 5月）

業務委託 片岡　記子（平成 13年 4月～） 野口　伯子（平成 13年 4月～）

 大久保　智弘（平成 14年 3月～） 冨山　けい子（平成 14年 3月～）

 桜井　国博（平成 17年 2月～） 長谷川　真里子（平成 18年 3月～）

 松崎　健志（平成 18年 3月～） 柳下　克彦（平成 18年 7月～）

 古谷　貴史（平成 19年 2月～） 越戸　隆義（平成 19年 4月～）

 長尾　　武（平成 19年 4月～） 山口　真輝（平成 19年 4月～）

 浅野　清彦（平成 19年 8月～） 浅野　正貴（平成 19年 12月～）

 藤澤　岳彦（平成 20年 4月～）

 長栄　世（平成 13年 4月～平成 19年 2月） 小貫　克也（平成 13年 4月～平成 20年 2月）

 山田　智栄子（平成 13年 4月～平成 19年 3月） 沼尻　弘行（平成 13年 8月～平成 19年 5月）

 大高　直樹（平成 13年 9月～平成 19年 3月） 横田　康広（平成 14年 10月～平成 19年 1月）

 相良　麻美（平成 18年 2月～平成 19年 12月） 三宅　正樹（平成 18年 8月～平成 19年 3月）

 鈴木　東大（平成 19年 4月～平成 20年 3月） 鈴木　峰久（平成 19年 4月～平成 19年 8月）

パートタイマー 藤林　久枝（平成 13年 4月～） 佐藤　満江（平成 13年 4月～）

 嶋　洋子（平成 13年 4月～） 下村　よし江（平成 13年 4月～）
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 塚原　文子（平成 14年 7月～） 加藤木　切磋（平成 15年 4月～）

 光成　直（平成 16年 8月～） 藤澤　桂子（平成 17年 5月～）

 高野　美帆（平成 17年 5月～） 岡田　京子（平成 18年 8月～）

 文随　千恵子（平成 13年 4月～平成 20年 3月） 横山　ちひろ（平成 14年 7月～平成 17年 9月）

 久松　ひろみ（平成 15年 4月～平成 19年 6月） 鈴木　東大（平成 16年 4月～平成 19年 3月）

 大和田　貴子（平成 16年 6月～平成 18年 7月） 増田　順一（平成 16年 8月～平成 18年 2月）

 堀　加代子（平成 16年 11月～平成 18年 12月）

岡本、平野、越戸、池、吉木室長、浅野（正）、松崎、北浦

浅野（清）、桜井、山口、斉藤、大久保（智）、横田、増田、田熊、古谷

光成、長谷川、小島、新井、大場、長尾、大沼、大高、長栄、高橋（仁）

山本、橋本、飯泉、川合、中山、久松、梶田、大久保（千）、中山、藤澤

小林、佐藤、三森、酒井、高橋（智）、伊藤、越山、小澤、高野

岡田、村上、嶋、藤林、横山、平岩、片岡、紀藤、塚原

藤本、冨山、高島、山田、安井、伊集院、門田、植木

年次計画と成果

1. マウス系統の収集・保存・品質管理・提供

（1）マウス系統の収集・保存・提供

　マウス系統の収集・保存・提供業務は実験動物開発室

の定年制職員、任期制職員、派遣職員、業務委託、パー

トタイマーの連携・協力のもと推進した。利用者の意

見の反映と研究動向への対応を図るため国内専門家委

員 6名よりなる実験動物検討委員会、国内外委員 10名

による理研 BRCアドバイザリー・カウンシル、国内委

員 9名による業務推進アドバイザー、さらに理研アドバ

イザリー・カウンシルからの意見、提言を受けて事業の

運営を行った。マウス系統の収集および提供はMTA を

締結して実施した。主に国内で開発されたマウスモデル

を中心に累計 3,200系統を収集した。これらの系統は近

交系、遺伝子導入系統、遺伝子欠損系統、ENUによる

ヒト疾患モデル系統、野生マウス由来系統、突然変異系
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統およびリコンビナント近交系、ジーントラップ ESク

ローンを含み、癌、免疫・アレルギー、脳、発生・再

生、生活習慣病、感染症等のモデルマウスや遺伝子機能

の解析モデルとして有用である（図 1）。需要の多い系

統は生体として繁殖 •維持し、提供頻度の低い系統は主

に凍結胚により保存を行った。円滑な提供を継続するた

め平成 20年 3月に提供手数料の改定を実施した。平成

20年 7月末までに登録利用者数 2,459名（海外 523名）、

累計 436（海外 222）機関に対して 8,453件（海外 1,475

件）のマウスを提供した。提供機関の 88％は学術機関、

12％は民間・企業であった。

（2）マウス系統の清浄化操作

　寄託マウスの導入時に血清を用いた ELISA法による

抗体検査を実施し、検査結果に基づいて中間飼育施設の

陰圧または陽圧のバイオバブル飼育装置に分けて繁殖を

行い、個体数の確保された系統より清浄化操作を施した。

主に体外受精と胚移植、または帝王切開による清浄化操

作によりバリア施設のマウス飼育室へ導入した。胚移植

の仮親には Jcl:ICRを、帝王切開後の里親には、多種系

統の産仔に対して高い保育能力を示す BALB/cA-nu/+の

里親を用いた。

（3）マウス胚および精子の凍結保存

　遺伝工学基盤技術室の指導のもと維持系統の凍結胚・

精子を作製して、大型液体窒素タンクに保存した。需要

の多い系統および凍結・融解・移植の成績の低い系統は

生体として繁殖 •維持を継続した。主に体外受精により

作製した 2細胞期胚を、Ethylene Glycol, Ficoll, Sucrose

（EFS）を耐凍剤として用いるガラス化法により保存し

た。一部の系統では自然交配により作製した胚も凍結に

用いた。遺伝子操作系統や突然変異系統については凍

結精子による保存も併用している。精子の凍結保存は

18% raffi nose, 3% skim milk水溶液を用いて精巣上体尾部

より採取した精子をストローに封入して凍結した。平成

20年 7月までに 2,123系統のマウスを凍結保存している。

（4）マウス系統の品質管理

（ⅰ）微生物検査

　寄託マウスの導入時の検疫検査として，人獣共通感染

症を含む重要感染症 9項目の血清検査を行った。汚染状

況に応じて清浄化用中間飼育施設に分別収容した。清浄

化操作を施して、主要 19項目あるいは 22 項目を対象と

した微生物検査を実施し、清浄化の確認された系統から

バリア施設内のマウス飼育室に導入した。飼育ラックご

とに囮動物（BALB/cA-nu/+）を準備し、上記項目の微

生物検査を 2カ月毎に実施し、検査結果を提供マウスの

ヘルスレポートとしてホームページより公開した。施設

環境検査として、512箇所の落下菌，付着菌検査を年 4

回実施した。

（ⅱ）遺伝的検査

　遺伝子導入および遺伝子欠損系統等の遺伝子操作マウ

スを対象に PCR による遺伝検査を実施した。これまで

に提供依頼のあった 260系統の遺伝子操作系統について

PCRによる遺伝検査プロトコールをホームページより

図 1　世界最高水準のマウスリソース整備事業
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公開した。遺伝背景検査については、需要の多いコンジェ

ニック系統を対象に 7セット（各 75～ 88遺伝子座）の

マイクロサテライトマーカー及び 15項目の生化学的標

識遺伝子について検査を実施した。

（ⅲ）免疫学的プロファイル

　近交系及び野生マウス由来系統（計 43系統）の脾細

胞を用いてリンパ球の分化抗原を標識としたフローサイ

トメトリーを行い、系統の免疫学的プロファイルを実施

した。

（5） 特性情報の収集と広報宣伝活動

　情報発信とホームページの充実は情報解析技術室との

連携により実施した。利用者による成果の収集と寄託系

統に関する文献情報を収集し、表現型等の特性情報の充

実をはかった。提供マウスには微生物品質および遺伝品

質に関するデータを添付した。IMSRへ新規登録系統を

毎月送付し、国際貢献を果たした。「今月のマウス」等

の特集記事や当室の活動紹介記事、実験動物関連情報等

を掲載したメールニュースを毎月、国内外 2,000名の利

用者に配信した（図 2）。学会、シンポジウムにおける

広報宣伝活動により、リソース普及および利用者への啓

発活動を実施した。

（6） 技術研修

　遺伝子操作系統の微生物学的および遺伝学的品質の管

理に必要な高度な技術を国内外の管理者、技術者を対象

に実施した。これまでに国内の実験動物関連企業、製薬

企業の技術者、ならびに、海外からは台湾国家実験動物

センターの技術者、蘭州生物製品研究所・実験動物室の

管理者および技術者を研修生として延べ 12名を受入れ

た。

（7） 国際連携

　理研 BRCはジャクソン研究所や EMMAとともにマ

ウスリソースセンターの国際連盟 FIMReの設立に成功

した。また、国際的マウス系統検索サイト IMSRへ登録

し、系統数世界第 2位となり、我が国の研究者の開発し

図 2　今月のマウス

優れたマウス系統をメールニュースで毎月配信
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たリソースを世界に発信して国際貢献を果たしている

（図 3）。FIMRe各機関と凍結系統の相互利用に関する同

意書を締結し、国内の研究者が海外の FIMRe機関にあ

る凍結系統を利用するための技術支援を開始し、利便性

の向上をはかった。台湾国家実験研究院、中国蘭州生物

製品研究所及び韓国生命工学研究院・生物評価センター

と覚書きを締結して研究者及び技術者の交流を実施し

た。アジア諸国のマウスリソースとミュータジェネシス

機関の連携 AMMRAの設立に参画した。ロシア科学ア

カデミー・シベリア支部・細胞学遺伝学研究所の実験動

物センターと交流し、セミナー開催および情報交換を実

施した。

（8） その他

　当室は、NBRPラットのサブ機関として中核機関の京

都大学（芹川教授）と連携して、ラット系統の凍結胚・

精子のバックアップ保存を担当している。

2. 新規マウスリソース及び収集・保存・品質管理・
提供に必要な技術開発
　当室では、世界最高水準のマウスリソースの確立を目

指して、新規マウスリソースの開発と収集・保存・品質

管理・提供事業に密接に関連した技術開発を実施してい

る。平成 18-20年度は以下の開発を行った。

（1） 新規マウスリソースの開発

（ⅰ）公募による遺伝子操作マウス系統の開発

　研究コミュニティーが緊急に必要とする遺伝子操作マ

ウス系統（トランスジェニック、ノックアウト、ノック

イン、コンディショナルノックアウト、可視化モデル、

Cre-driver等）を整備することを目的として、理研 BRC

委託研究課題として公募し、専門家による審査委員会に

より、平成 19年度は 12機関（103遺伝子）、平成 20年

度は 11機関（291遺伝子）をそれぞれ採択し、導入遺

伝子の作製を実施した。マウスの作製は別途外部機関へ

委託して実施する予定である。

（ⅱ）遺伝的に均一なマウス系統の開発

　需要の多い GFPマウス等の可視化モデル、ヒト疾患

モデル系統の近交系への戻し交配によるコンジェニック

系統化を行った。

（ⅲ）組織特異的プロモーター Creトランスジェニック

マウスの開発

　コンディショナルノックアウトマウスと交配して組織

および発生時期特異的に遺伝子欠損を引き起こすために

必須の Creトランスジェニックマウスの開発と発現特異

性に関する研究を遺伝子材料開発室と共同で実施した。

図 3　国際的マウスデータベースへの登録系統数：世界第２位の貢献
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（2）品質管理技術および系統特性データベースの開発

（ⅰ）微量検体を用いての迅速微生物検査方法の開発

　微生物検査の微量化・迅速化を目的に、各種病原微生

物から抗原タンパクを抽出 •精製し、マイクロ流体チッ

プ技術およびエレクトロスプレーデポジション法を導入

した病原微生物検査系の開発を実施している。さらに、

検査に必須の陽性対照として、21種類の病原微生物の

ゲノム遺伝子を収集・整備した。

（ⅱ）マイクロサテライト及び SNP情報の整備

　代表的近交系の遺伝背景検査のためのマイクロサテラ

イトマーカーを 7セット（75～ 88遺伝子座）整備した。

動物変異技術開発チームとの共同で各種近交系、リコン

ビナント近交系、野生由来系統など 153系統を対象に

遺伝品質の向上を目的として、B6-MSM間の 1,500 SNP

とイルミナ Mouse MD Linkage Panel を用いた 1,449 SNP

を調べ、遺伝背景と系統間の遺伝的距離を明確化した。

SNP解析により C57BL/6亜系統間の遺伝的な差を明確

化した。

（iii） 遺伝子操作系統の遺伝子型解析法の開発

　複雑な構造の導入遺伝子の複数部分を一括して検出可

能な検査方法 “KO survey” を開発し、受入れ時および系

統維持の検査で実施した。導入遺伝子の隣接ゲノムの配

列解析を確立し、遺伝子導入系統のホモ型及びヘミ型の

区別ができるプロトコールを整備している。さらに、点

突然変異や系統間の SNPを正確に判定できるアレル特

異的 PCR法のプロトコールも整備した。これら技術開

発により組換え生物の正確な情報と遺伝背景に関する有

用な情報を利用者に提供している。

（iv）RIKEN BRC Mouse Phenome Database (RMPD) 開発

　情報解析技術室と連携して代表的近交系及び野生マ

ウス由来系統の外部計測、血圧測定、血球計数測定、

血液生化学検査の結果を RIKEN BRC Mouse Phenome 

Database (RMPD)としてホームページから公開した。

RMPDにより系統の特性を棒グラフ、散布図及びリス

ト表示により比較することが可能になった。さらに、近

交系および突然変異系統のマクロ写真、病理組織標本の

顕微鏡画像ならびに X線による骨格形態の画像を整備

した。

（v）平成 20年度よりマウス表現型解析開発チームなら

びに疾患モデル評価研究開発チーム等と連携し、正確な

特性情報の充実によるリソースの質の向上と共に新規ヒ

ト疾患モデルマウスの整備を開始した。

（3）その他の開発

（ⅰ）国立遺伝学研究所（城石教授）と BRC動物変異動

態解析技術開発チーム（阿部チームリーダー）との連携

で実施した平成 18年度の NBRPゲノム解析事業の成果

として、野生マウス由来系統（MSM, HMI, PGN2, KJR：

計 4系統）の cDNAライブラリー 800,000クローンの端

読み配列を NBRPホームページから公開した。

（ⅱ）平成 19～ 20年度の NBRP基盤技術整備プログラ

ムに採択され、NBRPラット中核機関の京都大学（芹川

教授）および熊本大学（中潟教授）と連携して「実験動

物マウス及びラットリソースの輸送システムの開発」を

実施した。

（ⅲ）平成 17年度から、マサチューセッツ工科大学・利

根川教授、理研脳研・糸原チームリーダー、BRC・阿部

チームリーダー及び BRC・小幡センター長との連携で、

神経回路遺伝学に必要な脳の亜領域特異的な Creトラン

スジェニックマウス系統の開発を実施している。
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る成果と今後の展望 ”, ナショナルバイオリソース

シンポジウム 日本遺伝学会第 78回大会 , つくば , 9

月 (2006).

佐藤 淳 , 上田 純平 , 目加田 和之 , 鈴木 仁 , 高畑 尚

之 , 森脇 和郎 , 山口 泰典： “野生由来ハツカネズミ

（Mus musculus）ヘモグロビン β鎖 b1-b2遺伝子間に

おける組換え点の特定 ”, 日本遺伝学会第 78回大会 , 

つくば , 9月 (2006).

金子 聡子 , 安芸 郁子 , 津田 薫 , 目加田 和之 , 森

脇 和郎 , 高畑 尚之 , 颯田 葉子： “Makorin 1遺伝子

mRNAの安定性に寄与する processed pseudogeneの

起源と進化 ”, 日本遺伝学会第 78回大会 , つくば , 9

月 (2006).

吉木 淳 , 目加田 和之 , 太田 聡史 , 覚正 信徳 , 村上 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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亜弓 , 横田 秀夫： “マウス 3次元デジタル解剖地図

の整備に向けて ”, 理研シンポジウム , 和光 , 11月 

(2006).

高木 利一 , 大沢 一貴 , 池 郁生 , 佐藤 浩： “日本に輸

入されたヨーロッパ産野生由来近交系マウスから分

離されたリンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス（LCMV）

の特徴 ”, 第 24回九州実験動物研究会総会 , 山口 , 

11月 (2006).

池 郁生： “マウス清浄化の現状と問題点 ”, 第 8回

REG部会 , 東京 , 11月 (2006).

吉木 淳 , 村上 亜弓 , 片岡 記子 , 中田 初美 , 北浦 靖

之 , 目加田 和之： “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の解析 ”, 第 23回日本

疾患モデル学会総会 , 伊香保 , 11月 (2006).

目加田 和之 , 中田 初美 , 新井 富士美 , 村上 亜弓 , 阿

部 訓也 , 吉木 淳： “アレル特異的 PCR法を用いた

神経網膜変性及び歩行運動失調を伴うミュータント

マウス系統の遺伝子型判定 ”, 第 23回日本疾患モデ

ル学会総会 , 伊香保 , 11月 (2006).

吉木 淳： “遺伝子機能研究に向けて： マウスリソー

ス整備の国際情勢 ”, 第 6回東京理科大学ゲノム創

薬研究センターシンポジウム , 野田 , 1月 (2007).

目加田 京子 , 平岩 典子 , 田中 ちひろ , 横田 康広 , 目

加田 和之 , 吉木 淳： “理研 BRCにおける帝王切開

後の里親系統の検討 ”, 平成 18年度日本実験動物技

術者協会関東支部第 32回懇話会 , 東京 , 2月 (2007).

宮崎 史恵 , 持田 慶司 , 藤田 麻衣子 , 大川 美佳 , 小木

曽 彩 , 小貫 克也 , 藤本 裕子 , 高島 梨香 , 平岩 典子 , 

吉木 淳 , 小倉 淳郎： “理研 BRCにおける自然交配

由来胚の利用について ”, 日本実験動物技術者協会

関東支部第 32回懇話会 , 東京 , 2月 (2007).

藤本 裕子 , 平岩 典子 , 小林 めぐみ , 新井 富士美 , 吉

木 淳： “理研 BRCにおける卵巣移植による突然変

異系統の維持 ”, 日本実験動物技術者協会関東支部

第 32回懇話会 , 東京 , 2月 (2007).

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

藤田 麻衣子 , 持田 慶司 , 宮崎 史恵 , 小木曽 彩 , 大

川 美佳 , 高島 梨香 , 平岩 典子 , 吉木 淳 , 小倉 淳郎：  

“マウス近交系における雄の週齢と体外受精率の関

連性について ”, 日本実験動物技術者協会関東支部

第 32回懇話会 , 東京 , 2月 (2007).

遠藤 圭介 , 持田 慶司 , 大川 美佳 , 三木 洋美 , 柏崎 

直巳 , 小倉 淳郎： “単為発生と顕微授精によるマウ

スおよびウサギガラス化未受精卵の発生能の評価 ”, 

日本実験動物技術者協会関東支部第 32回懇話会 , 

東京 , 2月 (2007).

池 郁生：  “理研BRCにおける微生物モニタリング ”, 

平成 18年度厚生労働科学研究費補助金ヒトゲノム・

再生医療等研究事業動物資源班 班会議 , 大阪 , 2月 

(2007).

池 郁生 , 小澤 雅司 , 岡本 裕行 , 梶田 亜矢子 , 伊

藤 豊志雄 , 吉木 淳： “Helicobacter検査における

multiplex PCR法の試用 ”, 日本実験動物技術者協会

関東支部会第 32回懇話会 , 東京 2月 (2007).

梶田 亜矢子 , 吉木 淳 , 池 郁生： “Pneumocystis 

carinii f. sp. muris検出用プライマの検索と評価 ”, 第

54回日本実験動物学会総会 , 東京 , 5月 (2007).

目加田 和之 , 村上 亜弓 , 中村 哲枝 , Jan Mei-Ling, 

吉木 淳： “理研 BRCにおけるマイクロサテライト

DNA多型を用いた遺伝的背景検査について ”, 第 54

回日本実験動物学会総会 , 東京 , 5月 (2007).

平岩 典子 , 目加田 京子 , 目加田 和之 , 小幡 裕一 , 吉

木 淳： “理研バイオリソースセンターにおける帝王

切開後の里親系統の検討 ”, 第 54回日本実験動物学

会総会 , 東京 , 5月 (2007).

井上 貴美子 , 越後貫 成美 , 三木 洋美 , 野田 慎一 , 井

上 慎一 , 形山 和史 , 目加田 和之 , 三好 浩之 , 小倉 

淳郎： “マウス交雑系 (B6x129/Sv-ter) F1由来組織

幹細胞クローンの発生効率の比較 ”, 第 54回日本実

験動物学会総会 , 東京 , 5月 (2007).

津田 薫 , 杠 美佐子 , 中野 かおる , 太田 聡史 , 吉木 

淳 , 持田 慶司 , 森脇 和郎 , 阿部 訓也： “マウス亜種
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

間交雑における雑種崩壊現象の表現型解析 ”, 第 54

回日本実験動物学会総会 , 東京 , 5月 (2007)．

三浦 郁生 , 桝屋 啓志 , 横山 晴香 , 篠木 晶子 , 小林 

喜美男 , 金田 秀貴 , 若菜 茂晴 , 吉木 淳 , 石井 里絵 , 

山田 聡美 , 米川 博通 , 吉川 欣亮 , 田中 成和 , 田村 

勝 , 城石 俊彦： “マウス ENUミュータジェネシス

による毛形態関連遺伝子の網羅的探索 ”, 第 54回日

本実験動物学会総会 , 東京 , 5月 (2007)．

北浦 靖之 , 松島 芳文 , 中田 初美 , 目加田 和之 , 門田 

雅世 , 村上 亜弓 , 吉木 淳： “細胞障害性 T細胞を欠

損する野生由来近交系マウス KOR5について ”, 第

54回日本実験動物学会総会 , 東京 , 5月 (2007)．

西條 薫 , 小川 早英里 , 吉野 佳織 , 岩瀬 秀 , 深海 薫 , 

目加田 和之 , 吉木 淳 , 中村 幸夫： “培養細胞のクロ

スコンタミネーションの実態 ”, 日本組織培養学会

第 80回大会 , 大阪 , 5月 (2007).

Tanaka S., Miura I., Yoshiki A., Kato Y., Masuya H., 

Wakana S., Tamura M., Shiroishi T.： “Analysis of three 

wavy hair mouse mutations support that the α-helix 

termination motif is essential for assembly of the type II 

and the type I IRS keratin proteins”, 第 40回日本発生

生物学会・第 59回日本細胞生物学会合同大会 , 福岡 , 

5月 (2007).

潘 建治 , 村田 武英 , 中出 浩司 , 吉木 淳 , 糸原 重

美 , 横山 和尚： “The role of JDP2, a transcriptional 

repressor of AP-1 family in cell cycle regulation”, 第 40

回日本発生生物学会・第 59回日本細胞生物学会合

同大会 , 福岡 , 5月 (2007)．

渕上 拓也 , 三瀬 名丹 , 杉本 道彦 , 小早川 智 , 近藤 

昌代 , 池 郁生 , 阿部 訓也： “マウス胚単一細胞系譜

における包括的遺伝子発現解析： 生殖系列細胞にお

ける発現動態プロファイリング ”, 第 40回日本発生

生物学会・第 59回日本細胞生物学会合同大会 , 福岡 , 

5月 (2007)．

北浦 靖之： “郡山産モロシヌス由来近交系マウスに

おける CD8T細胞の欠損 ”, 第 21回モロシヌス研究

会 , 神戸・淡路島 , 6月 (2007).

藤田 麻衣子 , 宮崎 史恵 , 小木曽 彩 , 大川 美佳：  

“BRCにおける体外受精および胚凍結保存の現況と

その検討 ”, 第 2回理化学研究所生殖工学実務者会

議 , つくば , 6月 (2007)．

米澤 敏 , 花井 敦子 , 孫田 信一 , 目加田 和之 , 吉木 

淳： “骨形成異常と行動異常を呈する新規モデルマ

ウス ”, 第 47回日本先天異常学会学術集会 , 名古屋 , 

7月 (2007)．

中村 京子 , 野呂 (吉田 ) 知加子 , 鈴木 實 , 鈴木 明身： 

“マウス肝臓における GM2発現制御の解析・WHT.

Cコンジェニックマウスを用いて ”, 第 27回日本糖

質学会年会 , 福岡 , 8月 (2007)．

三浦 郁生 , 桝屋 啓志 , 横山 晴香 , 篠木 晶子 , 小林 

喜美男 , 金田 秀貴 , 若菜 茂晴 , 吉木 淳 , 石井 里絵 , 

米川 博通 , 吉川 欣亮 , 田中 成和 , 田村 勝 , 城石 俊

彦： “マウス ENUミュータジェネシスにおける毛

形態異常ミュータントの開発 ”, 第 24回日本疾患モ

デル学会総会 , つくば , 8-9月 (2007)．

目加田 和之 , 太田 聡史 , 中田 初美 , 村上 亜弓 , 阿

部 訓也 , 小幡 裕一 , 吉木 淳： “日本国内における

C57BL/6亜系統の利用現状と遺伝的相違について ”, 

第 24回日本疾患モデル学会総会 , つくば , 8-9月 

(2007)．

池 郁生 , 安居院 高志： “マウス・ラットの獣医学的

管理 ”, 平成 19年度実験動物医学会ウェットハンド

研修会 , 札幌 , 8-9月 (2007).

田中 成和 , 三浦 郁生 , 吉木 淳 , 加藤 依子 , 横山 晴

香 , 篠木 晶子 , 桝屋 啓志 , 若菜 茂晴 , 田村 勝 , 城石 

俊彦： “突然変異マウスを用いたケラチン・ヘテロ

ダイマーの遺伝学的解析 ”, 日本遺伝学会第 79回大

会 , 岡山 , 9月 (2007)．

池 郁生 , 梶田 亜矢子 , 青木 弘良 , 加瀬 廣 , 吉木 淳 , 

小幡 裕一 , 長棟 輝行 , 山形 豊： “マイクロ流体チッ

プによるマウス肝炎ウイルス抗体の検出と評価 ”, 

第 144回日本獣医学会学術集会 , 札幌 , 9月 (2007)．

平岩 典子 , 西條 薫 , 原田 良信 , 中村 幸夫 , 関戸 好

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

孝 , 吉木 淳 , 小幡 裕一： “Establishment of a mouse 

model implanted with a human malignant mesothelioma 

cell line derived from a Japanese patient”第 66回日本

癌学会学術総会 , 横浜 , 10月 (2007)．

小幡 裕一 , 吉木 淳 , 中村 幸夫 , 横山 和尚： “理化学

研究所バイオリソースセンターの利用法 ”, 第 66回

日本癌学会学術総会 , 横浜 , 10月 (2007)．

Aoki H., Ike F.： “Development of a new high sensitive 

and rapid serodiagnostic microfl uidic chip for laboratory 

animal”, 第 37回日本免疫学会総会・学術集会 , 東京 , 

11月 (2007)．

Ike F., Aoki H.： “Serological analysis of lymphocytic 

choriomeningitis naturally infected wild-derived mice”, 

第 37回日本免疫学会総会・学術集会 , 東京 , 11月 

(2007)．

北浦 靖之 , 松島 芳文 , 吉木 淳： “Impaired CD8+ T 

cell development in Japanese wild-derived inbred mouse, 

KOR5”, 第 37回日本免疫学会総会・学術集会 , 東京 , 

11月 (2007)．

目加田 和之： “C57BL/6近交系マウス系統の亜系統

差について ”, 草食実験動物研究会第 32回例会 , 伊

東 , 11月 (2007)．

津田 薫 , 吉木 淳 , 持田 慶司 , 森脇 和郎 , 阿部 訓也： 

“マウス亜種間交雑における雑種崩壊現象の表現

型解析 ”, 日本実験動物技術者協会関東支部第 9回

REG部会 , 東京 , 11月 (2007)．

潘 建治 , 村田 武英 , 中出 浩司 , 吉木 淳 , 糸原 重美 , 

横山 和尚： “転写因子 JDP2による細胞増殖抑制の

分子機構 ”, 第 30回日本分子生物学会年会・第 80

回日本生化学会大会（BMB2007）, 横浜 , 12月 (2007)．

荒木 喜美 , 竹田 直樹 , 吉木 淳 , 山田 源 , 中潟 直

己 , 城石 俊彦 , 森脇 和郎 , 山村 研一： “MSM/Ms及

び JF1/Ms系統からの ES細胞株の樹立 ”, 第 30回

日本分子生物学会年会・第 80回日本生化学会大会

（BMB2007）, 横浜 , 12月 (2007)．

津田 薫 , 太田 聡史 , 吉木 淳 , 持田 慶司 , 森脇 和郎 , 

阿部 訓也： “マウスにおける生殖関連遺伝子群の非

同義置換率に観られる有意性 ”, 第 30回日本分子生

物学会年会・第 80回日本生化学会大会（BMB2007）, 

横浜 , 12月 (2007)．

渕上 拓也 , 三瀬 名丹 , 杉本 道彦 , 小早川 智 , 近藤 

昌代 , 池 郁生 , 阿部 訓也： “マウス生殖系列細胞発

生過程における遺伝子発現動態の包括的解析 ”, 第

30回日本分子生物学会年会・第 80回日本生化学会

大会（BMB2007）, 横浜 , 12月 (2007)．

目加田 和之 , 中田 初美 , 花井 敦子 , 森山 昭彦 , 米澤 

敏 , 吉木 淳： “骨形成異状と行動異常を呈する新規

ミュータントマウス Kbus/Idrの原因遺伝子の探索 ”, 

第 30回日本分子生物学会年会・第 80回日本生化学

会大会（BMB2007）, 横浜 , 12月 (2007)．

北浦 靖之 , 関 幸子 , 中田 初美 , 目加田 京子 , 目

加田 和之 , 平岩 典子 , 小幡 裕一 , 吉木 淳： “新規

Tabby変異マウスのゲノム構造の解析 ”, 第 30回日

本分子生物学会年会・第 80回日本生化学会大会

（BMB2007）, 横浜 , 12月 (2007)．

三浦 郁生 , 桝屋 啓志 , 横山 晴香 , 篠木 晶子 , 小林 

喜美男 , 金田 秀貴 , 若菜 茂晴 , 豊田 哲郎 , 吉木 淳 , 

米川 博通 , 吉川 欣亮 , 国枝 哲夫 , 田中 成和 , 田村 

勝 , 城石 俊彦： “体系的なマウス突然変異体開発プ

ロジェクト (2007-5)： 毛形態異常ミュータントの網

羅的解析 ”, 第 30回日本分子生物学会年会・第 80

回日本生化学会大会（BMB2007）, 横浜 , 12月 (2007)．

中田 初美 , 小島 怜子 , 関 幸子 , 新井 富士美 , 大沼 

将 , 橋本 知美 , 山本 真紀 , 岩瀬 秀 , 平岩 典子 , 目加

田 和之 , 北浦 靖之 , 小幡 裕一 , 深海 薫 , 吉木 淳： 

“理研バイオリソースセンターにおけるマウスリ

ソースの遺伝品質管理 ”, 第 30回日本分子生物学会

年会・第 80回日本生化学会大会（BMB2007）, 横浜 , 

12月 (2007)．

梶田 亜矢子 , 小澤 雅司 , 岡本 裕行 , 吉木 淳 , 池 郁

生： “ポリオーマウイルスの PCR検査 ”, 平成 19年

度日本実験動物技術者協会関東支部総会： 第 33回

懇話会 , 横浜 , 2月 (2008)．

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

池 郁生 , 梶田 亜矢子 , 小澤 雅司 , 岡本 裕行 , 青木 

弘良 , 加瀬 廣 , 山形 豊： “マウスの微量血清検査 ”, 

平成 19年度日本実験動物技術者協会関東支部総会： 

第 33回懇話会 , 横浜 , 2月 (2008)．

池 郁生： “マイクロ流体チップによる実験動物の感

染症検査 ”, 理研シンポジウム「マイクロ流体チッ

プの研究開発： デバイス開発と感染症検査分析への

応用」, 和光 , 2月 (2008)．

小幡 裕一 , 吉木 淳 , 目加田 和之： “動物実験の基本

と関連法 ”, 京都医療センター実験動物講習会 , 東

京 , 4月 (2008)．

小谷 祐子 , 田島 優 , 鍵山 壮一朗 , 河合 澄子 , 高木 

康博 , 愛原 勝巳 , 河崎 愛子 , 薮内 かおり , 金子 司郎 , 

岡本 晶 , 池 郁生 , 小幡 裕一 , 黒澤 努： “Pasteurella 

pneumotropica 様 細 菌 の 分 類： housekeeping gene 

(atpDgene)による系統樹解析 ”, 第 55回日本実験動

物学会総会・第 42回日本実験動物技術者協会総会 , 

仙台 , 5月 (2008)．

辻 菜穂 , 松浦 哲郎 , 尾崎 清和 , 青山 博昭 , 目加田 

和之 , 村上 亜弓 , 吉木 淳 , 奈良間 功： “FLSマウス

の眼 Colobomaに関する遺伝解析 ”, 第 55回日本実

験動物学会総会・第 42回日本実験動物技術者協会

総会 , 仙台 , 5月 (2008)．

荒木 喜美 , 竹田 直樹 , 吉木 淳 , 山田 源 , 中潟 直己 , 

城石 俊彦 , 森脇 和郎 , 山村 研一： “MSM/Ms系統

からの生殖キメラが高率に得られる ES細胞株の樹

立 ”, 第 55回日本実験動物学会総会・第 42回日本

実験動物技術者協会総会 , 仙台 , 5月 (2008)．

池 郁生 , 梶田 亜矢子 , 青木 弘良 , 加瀬 廣 , 吉木 淳 , 

山形 豊： “動物授受における個別微生物検査の可能

性： マイクロ流体チップを用いた迅速微量血清検

査 ”, 第 55回日本実験動物学会総会・第 42回日本

実験動物技術者協会総会 , 仙台 , 5月 (2008)．

津田 薫 , 持田 慶司 , 吉木 淳 , 森脇 和郎 , 阿部 訓也： 

“マウス亜種間の兄妹交配で生じる雑種崩壊現象の

表現型解析 ”, 第 55回日本実験動物学会総会・第 42

回日本実験動物技術者協会総会 , 仙台 , 5月 (2008)．

Cao.L., Sakai I. ,  Yoshiki A., Abe K.： “In vivo 

measurement of gene expression, nuclear organization 

and subcellular organelle dynamics in live animals using 

a novel laser scanning microscopy system”, 第 55回日

本実験動物学会総会・第 42回日本実験動物技術者

協会総会 , 仙台 , 5月 (2008)．

北浦 靖之 , Jan Mei-Ling, 松島 芳文 , 村上 亜弓 , 小島 

怜子 , 吉木 淳： “日本産野生マウス由来 KOR5にお

ける CD8+T細胞欠損性の QTL解析 ”, 第 55回日本

実験動物学会総会・第 42回日本実験動物技術者協

会総会 , 仙台 , 5月 (2008)．

関 幸子 , 中田 初美 , 村上 亜弓 , 目加田 京子 , 目加田 

和之 , 北浦 靖之 , 小幡 裕一 , 吉木 淳： “理研 BRC

における新規 Tabby変異マウスのゲノム解析 ”, 第

55回日本実験動物学会総会・第 42回日本実験動物

技術者協会総会 , 仙台 , 5月 (2008)．

新井 富士美 , 中田 初美 , 小島 怜子 , 関 幸子 , 平岩 

典子 , 池 郁生 , 北浦 靖之 , 目加田 和之 , 小幡 裕一 , 

吉木 淳： “理研 BRCにおける微量サンプルを用い

た PCRによるマウス品質検査 ”, 第 55回日本実験

動物学会総会・第 42回日本実験動物技術者協会総

会 , 仙台 , 5月 (2008)．

大沼 将 , 中田 初美 , 関 幸子 , 小幡 裕一 , 吉木 淳： 

“理研 BRCにおける遺伝子検査の再現性向上－

PCR-RFLPから Allele specifi c PCRへ－ ”, 第 55回日

本実験動物学会総会・第 42回日本実験動物技術者

協会総会 , 仙台 , 5月 (2008)．

目加田 和之 , 市川 雅美 , 村上 亜弓 , 阿部 訓也 , 森脇 

和郎 , 小幡 裕一 , 吉木 淳： “SNP解析によるマウス

系統の遺伝的位置づけについて ”, 第 55回日本実験

動物学会総会・第 42回日本実験動物技術者協会総

会 , 仙台 , 5月 (2008)．

小島 怜子 , 中田 初美 , 関 幸子 , 山本 真紀 , 小幡 裕

一 , 吉木 淳： “理研 BRCにおける遺伝子導入系統

（Tg）の遺伝子挿入部位検査 ”, 第 55回日本実験動

物学会総会・第 42回日本実験動物技術者協会総会 , 

仙台 , 5月 (2008)．
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橋本 知美 , 中田 初美 , 関 幸子 , 小幡 裕一 , 吉木 淳： 

“理研 BRCにおける遺伝子改変マウスの新たな品

質検査法－ Ko Survey－ ”, 第 55回日本実験動物学

会総会・第 42回日本実験動物技術者協会総会 , 仙台 , 

5月 (2008)．

目加田 和之 , 井沼 俊明 , 滝澤 明子 , 持田 慶司 , 高橋 

稔 , 小倉 淳郎 , 中潟 直己 , 芹川 忠夫 , 吉木 淳： “実

験動物マウス及びラットリソース輸送システムの開

発 ”, 第 55回日本実験動物学会総会・第 42回日本

実験動物技術者協会総会 , 仙台 , 5月 (2008)．

岡島 涼子 , 庫本 高志 , 真下 知士 , 鶴見 東志子 , 

Zuoming. Z, 目加田 和之 , 夏目 明香 , 町田 侑平 , 織

田 銑一 , 芹川 忠夫： “日本産野生由来 DOBラッ

トの遺伝的特徴 ”, 第 55回日本実験動物学会総会・

第 42回日本実験動物技術者協会総会 , 仙台 , 5月 

(2008)．

小幡 裕一 , 吉木 淳 , 目加田 和之： “マウスリソー

スの最前線 ”, 臨床研所内特別セミナー , 東京 , 6月 

(2008)．
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