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するための新技術・リソースの開発も行っている。これ

らのリソースを利用し、マウスの発生過程に現れる特定

の細胞系譜を可視化し、時系列に沿った観察を行うとと

もに、実際に胚性細胞を採取して、さまざまな角度から

解析を行うための一連の技術や、個体レベルのイメージ

ング手法の確立を目指している。 これらの解析を通じ

て、幹細胞等に特徴的な遺伝子発現制御機構、ゲノム再

プログラム化機構に関する知見を集積していく。

　我々のチームでは、バイオリソースセンターに収集さ

れた生物遺伝資源がどのような生物学的特徴、遺伝的性

質を有しているかを調べるため、系統個々の genotype、

phenotype、epigenotype を解析する新しい技術・リソー

スの開発を行っている。 例えば、我が国で開発された

日本産亜種マウス由来系統からゲノム情報を得るととも

に新たなバイオリソースを開発し、これらの研究資源を

利用した機能ゲノム解析技術の開発を行ってきた。 ま

た、マウスを用いて生体内における遺伝子発現を可視化
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年次計画と成果

1. 遺伝子変異マウスを用いた発生制御機構の遺
伝学的解析

　t- コンプレックスはマウス 17 番染色体近に位置する

遺伝領域で、初期発生、生殖細胞機能に関連する突然

変異が多数マップされることが知られている。我々は t-

コンプレックス内の T、qk、tw5 などについて、発生工学、

遺伝学、ゲノム解析の手法を用いて、原因遺伝子の同

定、表現型の解析を行ってきた。現在は、tw5 変異の責

任遺伝子の同定とその機能解析を行うとともに、t- コン

プレックス領域自体の構造解析にも着手した。

　tw5 ホモ変異胚では、多能性幹細胞であるエピブラス

トの増殖・分化が特異的に阻害され、その結果、胎生 6.5- 

7.5 日までに致死となる（図 1）。正常 4 倍体胚と tw5 胚

とのキメラ形成実験の結果から、tw5 責任遺伝子はむし

ろ臓側内胚葉のような胚体外組織で働いており、細胞間

池田、古賀、志浦、沼田、三瀬、杉本

曹、近藤、阿部、杠、草山

ex

ve

2009年10月2日金曜日

図 1　tw5 変異体の致死表現型

a）正常マウス 6.5 日胚

ve；臓側内胚葉　ex；胚体外外胚葉　em；原始外胚葉

b）tw5 変異体 6.5 日胚

ve；臓側内胚葉　ex；胚体外外胚葉　rm；ライヘルト膜

変異体胚では原始外胚葉が殆ど欠損していることがわかる。
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相互作用を介してエピブラストの発生を制御するという

示唆を得た。したがって、 tw5 変異体は多能性幹細胞の増

殖制御に関与する細胞間相互作用機構を解明するための

好個の材料といえる。今年度は、これまでに BAC トラ

ンスジェニックレスキューによって同定した候補遺伝子

のノックアウトマウスを作製した。このマウス系統の解

析から、候補遺伝子が実際に責任遺伝子であることの確

証を得ることができた。

　また、t- コンプレックス領域のゲノム解析の一環とし

てレスキューした tw5 ホモ変異個体からゲノム DNA を

抽出し、BAC ライブラリーを作製することに成功した。

2. 胚性幹細胞・生殖細胞の視覚化、同定、純化
と遺伝子解析技術の開発

　未分化胚性細胞から生殖細胞へいたる細胞群は全能

性、ゲノムの再プログラム化能を有する唯一の細胞系譜

であり（図 2）、この細胞系譜の特質解明はエピジェネ

ティックな修飾やその除去機構の解明等の基礎的知見を

与えるだけではなく、幹細胞の操作等の応用的な波及効

果を持つと考えられる。

　この細胞系譜の特質解明を目指し、まずこの系譜にお

いて発現する遺伝子とその時系列における変動を詳細

に解析することとした。始原生殖細胞（primordial germ 

cell: PGC）発生の各ステージ、および PGC と類似した

生物学的形質を持つと考えられる ES 細胞、EG 細胞、

GS 細胞、および ES 細胞から派生した in vitro PGC など

の幹細胞から発現プロファイルを得て、これらのプロ

ファイルの比較解析を行った。その結果、それぞれの細

胞グループを特徴づける遺伝子群（signature genes) の同

定に成功した。現在は、細胞タイプ特異的な遺伝子発現

を規定するエピジェネティック制御を追究するため、ゲ

ノムワイドな DNA メチル化修飾の解析技術の確立とそ

の微量化を行っている。

　HELP 法（Khulan et al. 2006）は、メチル化感受性制

限酵素と非感受性酵素により得られるゲノム断片をそれ

ぞれ蛍光標識し、ゲノムアレイに対してハイブリダイ

ズし、DNA メチル化の差異を検出する方法だが、従来、

1ug 以上の DNA が必要とされていた。これまでに、各

実験ステップの効率化を行うことにより、約 1/100 の材

料を用いて、同様の結果を得ることができるようになっ

た。

　これにより、胚由来の幹細胞など大量に取得困難な細

胞種についても、DNA メチル化状態を解析することが

可能となった。

3. 幹細胞系譜におけるゲノム修飾および非翻訳
RNA による発現制御機構の解析

　エピジェネティックなゲノム修飾、核内構築の動態

は、遺伝子発現制御と密接な関係を持っており、バイオ

リソースの遺伝子型、表現型を考える上で、エピジェネ

ティックな観点は今後重要となると思われる。

　哺乳類におけるエピジェネティック制御の代表的な例

として、Ｘ染色体不活性化とゲノム刷込現象が挙げられ

る。生殖細胞の発生過程では、不活性化されたＸ染色体

が再び活性化する再活性化とゲノム刷込の消去が起きる

ことがしられている。これらの現象は、生殖系列に特徴

的なゲノム再プログラム化を解析するためのよい材料と

なると考えられるが、これまで技術的な難しさもあり、

PGC

EG細胞ES細胞
胚盤胞

配偶子

受精

発
生
全
能
性

ゲノム再プログラム化

t

着床前期胚

着床後期胚

2009年10月2日金曜日

図 2　マウス初期発生過程とゲノム再プログラム化

哺乳類の初期胚発生，生殖細胞形成の過程ではゲノム再プログラム化と呼ばれるエピジェネティック

状態の大規模な変動が起きる。これにより，遺伝子発現，細胞形質が変化し，発生が進行していく。
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詳細な解析がなされていなかった。そこで、胚発生過程

での個々の単一細胞レベルでの RNA 発現を可視化する

技術として、whole-mount RNA FISH 法を開発した。こ

の技術と単一細胞における RT-PCR 技術を併用し、再活

性化の正確なタイミングを調べたところ、従来の説と

は異なり、出現直後の始原生殖細胞で既に再活性化が始

まっていることを初めて明らかにした。

　現在は、もう一つの代表的なエピジェネティック制御

であるゲノム刷込みについても同様の解析を行ってお

り、発生におけるゲノム再プログラム化の各ステップの

より詳細な解析を目指している。

4. BAC トランスジェネシスによるゲノム機能解
析技術の開発

　BAC（Bacterial Artificial Chromosome）ライブラリー

はゲノムクローニングやゲノム配列解析のための基盤的

リソースとして利用されているが、BAC クローンその

もの、あるいは大腸菌内での相同組換えによって、配列

に改変を加えた BAC を導入したトランスジェニックマ

ウスを作製し、これを様々な遺伝子機能解析に用いるこ

とも可能である。特に、蛍光レポーター遺伝子や Cre 遺

伝子を BAC 内の遺伝子プロモーター直下に挿入し、特

定の細胞タイプで発現させるトランスジェニックマウス

は、今後需要が高まるマウスリソースと考えられる。こ

れまで、BAC 改変技術の効率化を行い、15 種のコンス

トラクト作製を行い、すべての場合において複数のトラ

ンスジェニックファウンダーマウスを得ることに成功し

た。

　また、我々が開発した日本産マウス由来 MSM BAC

ライブラリーから得られたクローンを用いたトランス

ジェニックマウスの作製を実施した。MSM クローンを

B6 等の標準的実験系統に導入した場合、MSM の遺伝子

配列には B6 と比較した場合、頻繁に遺伝子多型が見つ

かるため、この多型を利用して、トランスジーンが実際

に発現しているか否かを判定することが可能である（図

3）。今回、CS 系統の解析に MSM 由来 BAC クローンを

用いてトランスジェニックマウスを作製し、解析するこ

とにより、行動的絶望を支配する遺伝子の一つがユビキ

チン特異的ペプチダーゼをコードする Usp46 遺伝子で

あることを特定した（Tomida et al., 2009)。

Adamts10  BAC72  MSM=G  B6=A NG29   BAC326  MSM=T  B6=C,  MSM=C  B6=T  

A

B C

2009年10月2日金曜日
図 3　MSM ゲノムの１塩基遺伝子多型（single nucleotide polymorphism) を利用したトランスジーン発現の検出

A）マウス 17 番染色体，H2 －コンプレックス領域をカバーする BAC コンティグ。破線枠内の５つの BAC クローンは MSM 

BAC ライブラリーから単離されたもの。これらの５つのクローンをそれぞれ導入した BAC トランスジェニックマウス系

統を樹立。

B）BAC72-17K 導入マウスから RNA を抽出し，RT-PCR にて当該 BAC に含まれる Adamts10 遺伝子を増幅し，配列を決定した。

MSM 特異的な SNP の存在によりトランスジーンが実際に発現していることが確認された。

C）同様にして BAC326-23P 中の NG29 遺伝子が発現していることが確認された。
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5. 蛍光生体イメージングによる生体機能解析技
術の開発

　蛍光イメージング技術の発展は細胞レベルで、多様な

生命現象を視覚化することを可能にし、生体機能をこれ

までと違った角度から解析するための非常に有効な方法

論になってきた。本研究は、この蛍光イメージングの技

術を細胞レベルからさらに個体レベルへと発展させ、最

終的には高次の生命現象を個体まるごとで理解すること

を目的とする。この技術はバイオリソースの表現型解析

としても非常に重要であり、実験動物の使用数を削減で

きる、という効果も期待される。

　我々は生体内レーザー顕微鏡 IV100 と蛍光分子トモグ

ラフィー装置（FMT) という 2 種類の機器を用いて、蛍

光生体イメージング技術の開発を行ってきた。

　IV100 は、径 1.3 mm の針状の対物レンズを有し、こ

のレンズを体内に挿入し、直接生体内の臓器細胞を観察

することができる。問題点としては、生体の脈動、拍動

による画像のぶれが生じるため、自細胞や細胞内小器官

の高解像度イメージの取得や、その定量的計測を行うこ

とは困難であった。そこで、臓器の保定のための器具を

考案した（以下、マイクロステージと呼称する）。マイ

クロステージはアームの先端にステージ様の構造を持つ

器具である（図 4）。先端に位置するステージについては、

異なる形状のものを 3 種類試作し、観察対象となる臓器

によって使い分けることにした。

　このマイクロステージを観察する臓器の下部に挿入

し、軽く浮かせて、身体より遠ざけることにより、脈動

の影響を軽減することを試みた。その結果、顕著な画像

安定化の効果が認められ、オートファゴゾーム等の細胞

質内の小器官を明瞭に観察できることが明らかとなっ

た。

　FMT は、近赤外波長の蛍光プローブを非侵襲的に観

察することができる機器であり、マウスであれば蛍光プ

ローブの発現を体中くまなく観察することが可能であ

る。今回は、炎症細胞から分泌されるプロテアーゼによ

り、プローブが切断されると蛍光を発するプローブを

用いて、生体における炎症反応を観察することとした。

関節リウマチのモデルマウスである Skg 系統を用いて、

ラミナリン投与によって誘起される関節炎の進行を観察

した。その結果、関節の顕著な腫脹が認められる以前に、

蛍光シグナルを患部において検出することが可能である

ことが分かった。したがって、この機器を用いれば炎症

のような生体反応を早期に検出し、その同一個体におけ

る推移を追跡することが可能になると思われる。

 

 

マイクロステージ

1 2 3

ボールジョイント

３軸可動
ステージ

A B C

2009年10月2日金曜日

図 4　マイクロステージによる生体脈動の低減と高解像度生体イメージの取得

A）マイクロステージの概要

先端のステージを生体内に挿入して臓器等の安定化を行う。ステージの形状は対象臓器により各

種異なるものが用意されている。

B）オートファゴゾームを可視化する LC3-GFP マウスの肝臓を生体内レーザー顕微鏡で観察した図。

マイクロステージを用いていないので，画像がぶれている。

Ｃ）マイクロステージを用いた場合。細胞質内の微小なオートファゴゾームが明瞭に観察される。
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9.



動物変異動態解析技術開発チーム
Technology and Development Team for Mammalian Cellular Dynamics

RIKEN BRC Annual Report 2008

― 131 ―

研究発表（学会発表）

Mekada K, Murakami A, Abe K, Moriwaki K, Obata Y, 

Yoshiki A, "Genetic variation of mouse inbred strains." 

6th International Conference on Bioinformatics of 

Genome Regulation and Structure, Novosibirsk Russia, 

Jun. (2008)

Numata K, Osada Y, Okada Y, Saito R, Hiraiwa N, Kanai 

A, Abe K, Kiyosawa H, "Reverse complement probes 

of custom-made microarray detect novel endogenous 

antisense transcripts." 13th Annual Meeting of the RNA 

Society (RNA 2008), Berlin Germany, Jun.-Jul. (2008)

Cao L, "In vivo measurement of gene expression, nuclear 

organization and subcellular organelle dynamics in 

live animals using a novel laser scanning microscopy 

system." 2008 World Molecular Imaging Congress, Nice 

France, Sep. (2008)

Kobayakawa S, Saga Y, Abe K, "Nanos3 is essential for 

acquisition of germ cell identity in mice." Cold Spring 

Harbor Laboratory 2008 Meeting on Germ Cells, Cold 

Spring Harbor USA, Oct. (2008)

Takada T, Ebata T, Shin-I T, Narita T, Abe K, Sakaki Y, 

Toyoda A, Obata Y, Moriwaki K, Kohara Y, Shiroishi 

T, "Two wave intersubspecific introgression built up 

genome framework of the classical laboratory mouse 

strains." 22nd International Mammalian Genome 

Conference (IMGC2008), Prague Czech, Nov. (2008)

Mekada K, Abe K, Murakami A, Moriwaki K, Obata Y, 

Yoshiki A, "SNP database among C57BL-related strains 

and their cogenic strains." 22nd International Mammalian 

Genome Conference (IMGC2008), Prague Czech, Nov. 

(2008)

Kobayakawa S, Saga Y, Abe K, "Essential role of 

Nanos3 for acquisition of germ cell identity in mice." 

22nd International Mammalian Genome Conference 

(IMGC2008), Prague Czech, Nov. (2008)

Kobayakawa S, Chuva de Sousa Lo S, Abe K, "Disparity 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

【国際会議】
in epigenetic state within the epiblast serves as a basis 

for germ-soma differentiation in mouse." Stem Cells, 

Development and Regulation (SCDR) International 

Symposium, Amsterdam The Netherlands, Nov. (2008)

Ogonuki N, Miki H, Inoue K, Hirose M, Miura I, Sato 

T, Mise N, Wakana S, Kurihara H, Abe K, Ogura A, 

"High-speed congenic using immature male germ cells." 

The 5th Annual Conference of the Asian Reproductive 

Biotechnology Society, Kunming China, Nov. (2008)

Kiyosawa H, "Endogenous antisense transcription and 

epigenetics." International Symposium on Decoding 

Epigenetic Code, Tokyo Japan, Dec. (2008)

Ebihara S, Tomida S, Mamiya T, Sakamaki H, Miura M, 

Aosaki T, Masuda M, Niwa M, Kameyama T, Kobayashi 

J, Iwaki Y, Imai S, Ishikawa A, Abe K, Yoshimura T, 

Nabeshima T, "USP46, Encoding a ubiquitin specific 

peptidase, is a quantitative trait gene underlying 

"Behavioral despair" in mice." CREST Neuroscience 

International Symposium "Hippocampal neurogenesis: 

its implication in neural functions and mental diseases" 

Awaji Japan, Jun. (2009).

Ebihara S, Tomida S, Mamiya T, Sakamaki H, Miura 

M, Aosaki T, Masuda M, Niwa M, Kameyama T, 

Kobayashi J, Iwaki Y, Imai S, Ishikawa A, Abe K, 

Yoshimura T, Nabeshima T, "USP46, encoding a 

ubiquitin specific peptidase, is a quantitative trait gene 

underlying "Behavioral despair" in mice: using CS mice 

with abnormal circadian rhythms." Sapporo Japan, Aug. 

(2009).

Ebihara S, Tomida S, Mamiya T, Sakamaki H, Miura M, 

Aosaki T, Masuda M, Niwa M, Kameyama T, Kobayashi 

J, Iwaki Y, Imai S, Ishikawa A, Abe K, Yoshimura T, 

Nabeshima T, "Identification of a quantitative trait 

gene underlying "behavioral despair" using CS mice 

with abnormal circadian rhythms." XI. Congress of the 

European Biological Rhythms Society (in association 

with the Japanese Society for Chronobiology), Strasbourg 

France, Aug. (2009)

9.

10.

11.

12.

13.
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量的形質遺伝子の特定 - リズム異常を示す CS マウ

スを用いて -" 日本遺伝学会第 80 回大会 名古屋 9 月

(2008)

杉本 道彦 , 佐渡 敬 , 阿部 訓也 , " 雌マウス PGC に

おける X 染色体再活性化のタイミングと DNA メチ

レーションの変化 " 日本遺伝学会第 80 回大会 名古

屋 9 月 (2008)

三瀬 名丹 , 近藤 昌代 , 中野 かおる , 阿部 訓也 , "ES/

EG 細胞試験管内分化系を用いた生殖細胞研究：新

規レポーター ES/EG 細胞の樹立とその分化能の解

析 " 日本遺伝学会第 80 回大会 名古屋 9 月 (2008)

渡邊 豊 , 沼田 興治 , 長田 木綿子 , 村田 真也 , 斎藤 

輪太郎 , 阿部 訓也 , 清澤 秀孔 , "DNA のメチル化に

影響を与える内在性アンチセンス転写産物のスク

リーニング " 日本遺伝学会第 80 回大会 名古屋 9 月 

(2008)

沼田 興治 , " 発現アレイをつかった内在性アンチセ

ンス RNA/ 非翻訳性 RNA の検出と解析 " 第 7 回新

しい RNA/RNP を見つける会 宮崎 9 月 (2008)

金子 直人 , " センスーアンチセンス遺伝子座で検出

される 50-100nt の低分子 RNA の発現解析 " 第 7 回

新しい RNA/RNP を見つける会 宮崎 9 月 (2008)

渡邊 豊 , " エピジェネティックな遺伝子発現制御に

関与する内在性アンチセンス RNA の探索 " 第 7 回

新しい RNA/RNP を見つける会 宮崎 9 月 (2008)

清澤 秀孔 , " ゲノム刷り込み遺伝子座における内在

性アンチセンス RNA" 第 7 回新しい RNA/RNP を見

つける会 宮崎 9 月 (2008)

越後貫 成美 , 三木 洋美 , 井上 貴美子 , 廣瀬 美智子 , 

持田 慶司 , 三浦 郁生 , 佐藤 崇裕 , 三瀬 名丹 , 若菜 

茂晴 , 栗原 裕基 , 阿部 訓也 , 小倉 淳郎 , " 顕微授精

技術を利用した超迅速コンジェニック化技術の確立

" 第 22 回モロシヌス研究会 東京 9 月 (2008)

越後貫 成美 , 三木 洋美 , 井上 貴美子 , 廣瀬 美智子 , 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

小早川 智 , " マウス始原生殖細胞の起源を追い求

めて…" 頭部形成研究会 2008 熊本県南阿蘇村 4 月 

(2008)

津田 薫 , " 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 11 回遺伝学談話会 札幌 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 仙台 5

月 (2008)

曹 麗琴 , 酒井 偉久子 , 吉木 淳 , 阿部 訓也 , "In vivo 

measurement ofgene 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 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 仙台 5 月 (2008)

本多 新 , 廣瀬 美智子 , 井上 貴美子 , 樋浦 仁 , 三木 

洋美 , 越後貫 成美 , 杉本 道彦 , 阿部 訓也 , 篠原 美都 , 

河野 友宏 , 篠原 隆司 , 小倉 淳郎 , " マウス発育期卵

子の効率的な調製と体外発育法の開発 " 第 55 回日

本実験動物学会総会 仙台 5 月 (2008)

沼田 興治 , 斎藤 輪太郎 , 平岩 典子 , 金井 昭夫 , 阿部 

訓也 , 清澤 秀孔 , "DNA マイクロアレイによる新規

内在性アンチセンス RNA の検出と解析 " 第 10 回

RNA 学会年会 / 第 10 回 RNA ミーティング 札幌 7

月 (2008)

小早川 智 " マウス始原生殖細胞の起源を追い求

めて…" 第 3 回生殖研究ワークショップ 三崎 8 月

(2008)

海老原 史樹文 , 冨田 滋 , 間宮 隆吉 , 坂巻 大岳 , 亀

山 勉 , 鍋島 俊隆 , 小林 淳哉 , 井脇 有香 , 今井 早希 , 

石川 明 , 阿部 訓也 , 吉村 崇 "“ 行動的絶望 ” を司る

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

【国内会議】
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持田 慶司 , 三浦 郁生 , 佐藤 崇裕 , 三瀬 名丹 , 若菜 

茂晴 , 栗原 裕基 , 阿部 訓也 , 小倉 淳郎 , " 顕微授精

技術を利用した超迅速コンジェニック化技術の確立

" 第 101 回日本繁殖生物学会大会 福岡 9 月 (2008)

渡邊 豊 , 沼田 興治 , 阿部 訓也 , 清澤 秀孔 , 長田 木

綿子 , 村田 真也 , 斎藤 輪太郎 , " エピジェネティッ

クな遺伝子発現制御にかかわる機能的内在性アンチ

センス RNA の探索 " バイオ産業情報化コンソーシ

アム（JBIC）2008 プロジェクト研究成果報告会 東

京 10 月 (2008)

清澤 秀孔 , " アンチセンス転写とエピジェネティッ

クな遺伝子発現制御 " NEDO 機能性 RNA プロジェ

クト第 19 回お台場機能性 RNA コロキウム 東京 11

月 (2008)

阿部 訓也 , "Dynamic changes in the epigenomic state 

and nuclear organization of imprinted genomic region." 

学術フロンティア報告会（日本大学医学部リサーチ

センター） 東京 11 月 (2008)

阿部 訓也 , " マウス多能性胚細胞，生殖細胞系譜に

おける遺伝子発現ダイナミクス " 文部科学省科学研

究費補助金・特定領域研究第 5 回「性分化機構の解

明」、「生殖系列の世代サイクルとエピゲノムネット

ワーク」第 1 回合同領域会議 熊本 11 月 (2008)

村田 真也 , 岡田 祐輝 , 沼田 興治 , 清澤 秀孔 , 斎藤 

輪太郎 , 冨田 勝 , " ヒトとマウスのオーソログ遺伝

子における配列相同性 / 発現相同性の解析 " 第 31

回日本分子生物学会年会・第 81 回日本生化学会大

会合同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

熊谷 千明 , 清澤 秀孔 , 武政 徹 , " マウス骨格筋の代

償性筋肥大における microRNA の網羅的発現解析 " 

第 31 回日本分子生物学会年会・第 81 回日本生化学

会大会合同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

渡邊 豊 , 村田 真也 , 沼田 興治 , 長田 木綿子 , 斎藤 

輪太郎 , 阿部 訓也 , 清澤 秀孔 , "CpG island 周辺の

DNA メチル化に影響を及ぼす内在性アンチセンス

転写産物の解析 " 第 31 回日本分子生物学会年会・

第 81 回日本生化学会大会合同大会 (BMB2008) 神戸 

12 月 (2008)

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

沼田 興治 , 斎藤 輪太郎 , 平岩 典子 , 渡辺 一史 , 金井 

昭夫 , 阿部 訓也 , 清澤 秀孔 , " マイクロアレイをも

ちいた内在性アンチセンス RNA の検出と乳がんモ

デルマウスへの適用 " 第 31 回日本分子生物学会年

会・第 81 回日本生化学会大会合同大会 (BMB2008) 

神戸 12 月 (2008)

小林 慎 , 藤原 祥高 , 三瀬 名丹 , 悴田 一弘 , 阿部 訓

也 , 石野 史敏 , 岡部 勝 , " 着床前に雌特異的発現を

示す Fat45 ファミリー遺伝子の解析 " 第 31 回日本

分子生物学会年会・第 81 回日本生化学会大会合同

大会 (BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

池田 理恵子 , 三瀬 名丹 , 阿部 訓也 , " 微量化 HELP

法によるゲノムワイド DNA メチル化解析 " 第 31

回日本分子生物学会年会・第 81 回日本生化学会大

会合同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

三瀬 名丹 , 近藤 昌代 , 廣瀬 美智子 , 中野 かおる , 

野瀬 俊明 , 小倉 淳郎 , 阿部 訓也 , " 生殖細胞特異

的に Venus を発現する新規 Tg マウスと ES 細胞を

用いた生殖細胞発生過程の研究 " 第 31 回日本分子

生物学会年会・第 81 回日本生化学会大会合同大会 

(BMB2008) 神戸 12 月 (2008)

金子 直人 , 沼田 興治 , 阿部 訓也 , 清澤 秀孔 , " セン

ス - アンチセンス遺伝子座に頻出する低分子 RNA

の発現解析 " 第 31 回日本分子生物学会年会・第 81

回日本生化学会大会合同大会 (BMB2008) 神戸 12 月 

(2008)

設楽 浩志 , 曹 麗琴 , 杉本 道彦 , 林 純一 , 阿部 訓也 , 

米川 博通 , "Mitochondrial bottleneck is not generated 

by the reduction of mtDNA copy number in mouse 

female germline." 第 31 回日本分子生物学会年会・第

81 回日本生化学会大会合同大会 (BMB2008) 神戸 12

月 (2008)

清澤 秀孔 , " トランスクリプトーム解析で同定され

た哺乳動物の内在性アンチセンス / 非翻訳性 RNA" 

立命館大学 R-GIRO シンポジウム：アンチセンス

RNA による発現調節機構と創薬への応用 草津 3 月

(2009)

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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曹 麗 琴 , 阿 部 訓 也 , "Evaluations of functional 

processes in live animals by in vivo imaging." 第 56 回

日本実験動物学会総会 大宮 5 月 (2009)

目加田 和之 , 村上 亜弓 , 三浦 郁生 , 若菜 茂晴 , 阿部 

訓也 , 小幡 裕一 , 吉木 淳 , "C57BL/6 亜系統の遺伝

的多様性について " 第 56 回日本実験動物学会総会 

さいたま 5 月 (2009)

越後貫 成美 , 井上 貴美子 , 廣瀬 美智子 , 三浦 郁生 , 

持田 慶司 , 佐藤 崇裕 , 三瀬 名丹 , 目加田 和之 , 吉

木 淳 , 阿部 訓也 , 栗原 裕基 , 若菜 茂晴 , 小倉 淳郎 ,     

" 顕微授精技術を利用したマウス超迅速コンジェ

ニック化技術の確立 " 第 56 回日本実験動物学会総

会 さいたま 5 月 (2009)

杉本 道彦 , 佐渡 敬 , 阿部 訓也 , "Dynamics of the X 

chromosome activity and the DNA methylation status of 

X-linked genes during X reactivation in mouse female 

embryos." 第 24 回内藤コンファレンス「細胞核ダイ

ナミクスと RNA [II]」 札幌 6 月 (2009)

三瀬 名丹 , 近藤 昌代 , 中野 かおる , 阿部 訓也 , 

"Establishment of in vitro system for analysis of genomic 

imprinting using newly isolated ES/EG cell lines." 第

24 回内藤コンファレンス「細胞核ダイナミクスと 

RNA [II]」 札幌 6 月 (2009)

杉本 道彦 , " マウス始原生殖細胞発生過程における

X 染色体の活性変化とクロマチン修飾パターンの解

析 " 生殖サイクル若手勉強会 2009 御殿場 8 月 (2009)

志 浦 寛 相 , "Paternal deletion of Meg1/Grb 10 DMR 

causes maternalization of the Meg1/Grb 10 cluster in 

mouse proximal Chromosome 11 leading to severe pre- 

and postnatal growth retardation." 生殖サイクル若手勉

強会 2009 御殿場 8 月 (2009)

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.


