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ごあいさつ

遺伝子機能解析部門の活動

ようこそ、知のセンター
島根大学総合科学研究支援センターへ

＜研究をサポートします＞

コンテンツ

マルチキャピラリーDNAシークエ

■最先端研究を推進する機器の共同利用

・アミノ酸分析装置
・CDスペクトル解析装置

しい島根大学における教育・研究

・その他機器

の総合的研究支援に資することを

■実験室の利用

目的として、総合科学研究支援セ

・ラジオアイソトープ実験室

は両大学に設置されていた遺伝子

・微生物培養実験室

実験施設、機器分析センター、動
ター、およびＲＩ（ラジオアイソ

研究機構

総合科学研究支援センター

中川

強

野、生体情報・ＲＩ実験分野およ
び物質機能分析分野の４分野に再編強化したものです。
そして平成25年4月に研究機構総合科学研究支援センターとなり、

子工学のコアテクノロジーとなる新しい

シークエンスを必要とする研究者に

簡単に遺伝子クローニングができるベク

ています。

グできるベクターを作り上げて来ていま

す。ゲノムプロジェクトなど、大量

遺伝子導入技術の開発に取り組んでいます。

は高速シークエンスサービスも行っ

ター、２つの遺伝子を同時にクローニン

す。また、これらの技術を利用して植物細

遺伝子機能解析部門、実験動物部門、生体情報・RI実験部門、物質
機能分析部門という名称になりました。
学内はもちろん、地域、国内、および国外に対して学際的融合研
究の推進と支援を行うために、各部門が有機的に連携しながら研究
および業務を遂行しています。
主な業務として、（１）遺伝子改変動植物を始めとする研究用動
植物の作製、開発、保存、供給、データーベースの構築、解析およ
びバイオインフォマティクスに関すること、（２）動植物実験、微
生物実験、遺伝子組換え実験、プロテオーム解析実験、ラジオアイ
ソトープ実験および物質機能分析実験に係わる研究、教育、啓発、
情報発信、ならびに技術指導を実施しています。
研究活動としては、食糧・栄養・健康科学研究領域、あるいは有
用遺伝子・生活習慣病科学研究領域や、新素材の機能分析研究など
の学際的融合研究の発展と充実を目指し、各分野が緊密に協力して
学内関連学部や地域研究機関、国外大学などと広く連携して研究の
推進と支援業務を行っています。

析することが出来ます。未精製の

タンパク質でも電気泳動で分離し

■実験技術の普及と教育研究のレベルアップ

フィルターに転写することで分析

・最先端機器講習会

が可能です。シークエンス解析サー

・実験技術講習会

な組換えDNA実験実施のための講習会開催、社会貢献としてバイオ
体験講座や公開講演会の開催を行っています。学外機関の方々にも
客員研究員として設備機器をご利用いただいています。また、ＲＩ
実験施設を設置し、ラジオアイソトープを用いる実験の実施が可能
になっています。ラジオアイソトープの安全な取り扱いについての
講習会も開催しています。

詳細は下記websiteをご覧下さい。

http://shimane-u.org/
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■海外との連携

す。このラン藻における有用物質、特にア
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＜社会に貢献します＞

＜国際交流を進めています＞
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■バイオイメージング実験
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植物の窒素栄養源（硝酸イオン、
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