平成24年4月1日発行

茨城大学遺伝子実験施設ニュース第８号発行にあたり
遺伝子実験施設長 安西 弘行
本施設は平成１３年に竣工し、 全学的に生命科学の教育研究支援、 安全管理、また、 社
会貢献を目的とし様々な活動に取り組んで参りました。すなわち、日々進化する研究手法、機
器について利用者へのハード、ソフト両面での支援に加え、 組換えDNA実験に関する法令遵
守への協力等が挙げられます。また、バイオテクノロジーを一般市民の方々へ周知すると共に、

地域連携、産学連携の強化にも取り組んでいます。 本ニュースはこれらを分かりやすく紹介す
るもので、ホームページと併せて一読願えれば幸いです。

実験講座等

平成２３年度活動状況

高校生のためのバイオテクノロジー実験講座
平成23年8月1日（月）、2日（火）
遺伝子組換えで「光る大腸菌」を作って観察したり、納
豆菌からDNAを取り出したり、又、植物に病気を引き起
こす微生物の観察をしたり等の実験を行いました。３１
名の高校生が熱心に取り組んでいました。

高校生のためのバイオテクノロジー実験講座
（１日コース）
平成23年10月1日（土）
施設長の講義を受けたり、PCR解析により光る大腸
菌を探したり、納豆菌からDNAを抽出したり等の実験
を１日で行いました。（この講座は２日コースの講座の
希望者が定員を大幅に超えたため、主に１年生を対
象に今年度初めて開催しました。） 29名参加

一般向けバイオテクノロジー実験講座
平成23年10月29日（土）、30日（日）
遺伝子組換えで「光る大腸菌」を作って観察したり、納
豆菌からDNAを取り出したり、 PCR解析により光る大
腸菌から緑色蛍光タンパク質の遺伝子を増幅し、電気
泳動によって目で観察したり等の実験を行いました。
今回は２１名の参加があり、皆さんとても楽しそうでし
た。

親子バイオ入門実験教室（科学技術館）
平成23年7月9日（土）
茨城大学遺伝子実験施設・科学技術館・くらしとバイオプラザ21共催
タマネギや口の中にある粘膜の細胞の核を色
素で染めて顕微鏡で観察したり、ダイコン、鳥
レバーなどのカタラーゼについて調べたり、ま
た、蛍が光るときに働く酵素「ルシフェラーゼ」
を使ったミニ実験も行いました。

一般市民向けバイオテクノロジー実験講座
（東京都立・科学技術高校）
平成23年11月19日（土）、20日（日）
茨城大学遺伝子実験施設・科学未来館・くらしとバイオプラザ21
・科学技術高校共催
バイオテクノロジーの基礎から最前線の情
報までの講義と、DNAの切断・取り出し・観
察、オワンクラゲの遺伝子を用いた光る大
腸菌の作成などの実験を行いました。

セミナー
第18回遺伝子実験施設セミナー 第19回遺伝子実験施設セミナー 第20回遺伝子実験施設セミナー
第20回遺伝子実験施設セミナー
病原微生物認識システムの
改変による
植物の耐病性向上の試み

IGF-1による骨格筋肥大の
新たなシグナル伝達機構

茨城大学農学部
地域環境科学科 准教授

千葉大学大学院融合科学研究科
ナノサイエンス専攻
ナノバイオロジーコース助教

（独)農業・食品産業技術総合研究機構
花き研究所

岸本 久太郎 博士

岡山 毅 先生

高野 和儀 先生

日時： 2011年5月23日（月）
研修セミナー室

日時： 2011年7月26日（火）
研修セミナー室

日時：2011年11月10日（木）
研修セミナー室

学内
トレーニングコース

セミナー
第21回遺伝子実験施設セミナー
Tetracyclineresistanceis ubiquitousin
naturalenvironment
MD. HABIBUR RAHMAN, Ph.D.

トレーニングコース初級編
日

平成２３年５月２５日（水），２６日（木）
２日間
１０時～１６時
場 所
茨城大学遺伝子実験施設 ４階 実験実習室
対 象
本学教職員，学生（学部および大学院生）等
参加人数：２２名
内 容 １日目
制限酵素切断，アガロース電気泳動，
ライゲーション，大腸菌形質転換
２日目
ＤＮＡシークエンス, ＰＣR,
プラスミド抽出

Professor, Fisheries biology,
Ecology/Microbial ecology
Department of Zoology, Rajshahi
University, Bangladesh

日時：2012年1月6日（金）
研修セミナー室

その他
説明会等

植物工場の過去・現在・未来

時

日 時

内 容

参加人数

４月 ７日（木）

遺伝子実験施設利用説明会（１回目）

９５名

４月１１日（水）

遺伝子実験施設利用説明会（２回目）

６９名

５月１７日（火）

Genetyx テクニカルセミナー

３９名

５月１８日（水）

オールインワン蛍光顕微鏡取扱説明会

２９名

５月３０日（月）

ARVOマルチプレートリーダー取扱い説明会

１３名

11月２９日（火）

ダブルディグリー・プログラム インドネシア大学院生
学生実験

２２名

平成２４年度学外向け予定実験講座
日 時

内 容

参加
予定人数

平成２４年７月予定

親子バイオ入門実験教室（科学技術館）

１０組

平成２４年８月予定

高校生のためのバイオテクノロジー実験講座

２４名

平成２４年１０月予定

一般向けバイオテクノロジー実験講座

１６名

平成２４年１１月予定

一般市民向けバイオテクノロジー実験講座
（科学技術高校）

１６名

高校生、一般向け実験
講座については遺伝子
実験施設HPにて、随時
詳細をお知らせいたしま
すのでご覧ください。
※高校生１日コースにつ
いて は、 その 年の高校
生２日コースの申込者
数によって検討しますの
で例年行う講座ではあり
ません。

レンタルサポート
県内の高校へ、バイオ実験用器具のレンタルと実験に関する
ノウハウ及びサンプルの提供を実施しています。
希望される方は、遠慮なく遺伝子実験施設へご連絡下さい。
（無料）
連絡先：TEL 029-888-8742（代表）
E-mail grc＠mx.ibaraki.ac.jp

電気泳動槽

[レンタル可能なもの]
電気泳動槽（10台）、マイクロピペッター（10セット）、
小型遠心機（4台）、超小型ミキサー（10台）
その他、各種チューブラックなどです。
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主な実験室及び主要機器
階

部屋名

主な機器名

研修セミナー室

セミナー及び授業等に使用します。
また、実験講座等の待合室及び講義にも利用し
ます。学内限定でHPから予約できます。

RI実験室

放射性同位元素を使用した実験を行います。事
前に申請し定められた教育を受けて、許可を受
けた人以外は利用出来ません。

１階

DNAを構成するヌクレオチドの結合順序（塩基
配列）を決定する。学内限定でHPから予約でき
ます。

ABI3130,3130ｘｌ
DNAシークエンサー
遺伝子解析室

リアルタイムPCR

定量PCR（Q-PCR）のひとつ。ポリメラーゼ連鎖
反応 (PCR) による増幅を経時的（リアルタイム）
に測定することで、増幅率に基づいて鋳型とな
るDNAの定量を行います。学内限定でHPから
予約できます。

２階

培養準備室

核酸自動分離装置

植物培養室

３階

第3培養室

オールインワン
蛍光顕微鏡
顕微鏡室
蛍光微分干渉
顕微鏡

４階

内容

実験実習室

種々の検体（動物培養細胞・組織、植物組織、
プラスミド）からDNA、RNAのいずれでも核酸を
分離することが出来ます。
第１～第３培養室があり、人工気象により温度
及び昼：夜の時間等が管理され、年間を通して
植物の栽培が可能です。各部屋に研究用の組
換え植物等が栽培されています。
遺伝子実験施設
対物レンズの非焦点像（ボケ像）を取り除き、 高
速処理を実現し、鮮明な高画質画像が得られま
す。
操作は従来の顕微鏡に比べ簡便です。
無色透明な標本を観察することができる顕微鏡
です。物体の周囲が光らないため、位相差顕微
鏡より詳しく標本を観察することができます。

高校生・一般市民の実験講座等や学内のトレー
ニングコース等に使用します。実験台が4台あり、
最大32名まで利用可能です。

専任教員&研究テーマ
教員名

職

名

施設長
（教授・専任）

安西 弘行

所属学生内訳
H23年度
内は２４年度
修士２年・１名
修士１年・２名
学部４年・３名
修士２年・２名
修士１年・２名
学部４年・３名
学部４年・２名

古谷 綾子

助教（専任）

修士１年・１名
学部４年・３名

研究テーマ
①遺伝子工学的手法によるテンサイ高度利用に
関する研究
②植物病害抵抗性に関する分子生物学的研究
③糸状菌有用物質生合成遺伝子に関する分子生
物学的研究
④超高熱性古細菌由来シクロデキストリン合成酵
素の植物における発現
①タイプⅢタンパク質分泌機構を介した植物－病
原細菌間相互作用に関する研究
②タイプⅢ分泌機構「非」依存の植物病原細菌の
研究

平成２３年度訪問者
施設訪問者内訳
高校生・教員・父兄他

人 数

主な目的

６９２名

施設見学

茨城大学関係

２５名

施設見学

外国人訪問者

３５名

施設見学・実験

合

計

７５２名

アクセス
電車ご利用の場合
常磐線土浦駅西口から関東鉄道バス1番のりば
（阿見中央公民館行き）
東京医大前または茨大前停留所で下車
所要時間：約20分
車ご利用の場合
常磐自動車道・桜土浦インターチェンジから土浦方面へ
国道125号バイパスに入り，東京医大前交差点を右折，左側
所要時間：インター降りてから約15分

Gene Research Center Ibaraki University
〒300-0393
茨城県稲敷郡阿見町中央3-21-1
TEL 029-888-8742 FAX 029-888-9175
E-mail grc@mx.ibaraki.ac.jp

http://grc.agr.ibaraki.ac.jp

