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まずもって、この度の東日本大震災で亡くな
られた方々、被災された皆様に謹んで哀悼の意
を表します。また、未曾有の大地震と津波によ
りライフラインが切断された中、実験動物の維
持に全力を傾けてこられた関係者の方々のご苦
労にも敬意を表したいと思います。
第２期NBRもいよいよ最終年度を迎えることに
なりました。手探り状態の中で母群集めから始
めた事業ですが、第1期最終年度には、本プロ
ジェクトの目的であるニホンザルの供給を少数
ではあるものの試験的に実施することができ、
第２期４年目にあたる昨年度までに、207頭のニ
ホンザルを供給してまいりました。この間、分
担機関である京都大学霊長類研究所からの供給
開始など、繁殖・育成・供給体制整備が進み。
平 成21 年 度・22年 度において は、生理学研 究
所、京都大学霊長類研究所合せて、各年約130頭
の出生があり、昨年度末には319頭の育成個体を
擁するに至り、年間100頭供給に向けた基盤整備
も確立しつつあります。改めて、これまでご支
援をいただいてまいりました文部科学省の
方々、関連施設の関係者、研究者コミュニティ
の皆様にお礼を申しあげる次第です。
さて、最終年度を迎えたということで、この
１ 年、い や 半 年 と い う 短 い 期 間 で 第 ２ 期 プ ロ
ジェクトの総括と、第３期に向けた構想の策定
という作業に取りかからなければなりません。
そのことは、第1期・第２期合せたこの9年間の
成果を評価するとともに、問題点を洗い出し、

公的で恒久的な機関の設置も視野に入れた第３
期プロジェクトの事業計画を作成し、事業の継
続に繋げていくということに他なりません。そ
の た め に、ご 意 見 を お 聞 か せ い た だ き、ア ン
ケートにご回答いただくなど、コミュニティの
皆様方との連携が必須です。この紙面をお借り
してご協力をお願い申し上げます。
平成22年度は、生理学研究所、京都大学霊長
類研究所双方の施設において、「ニホンザル血
小板減少症」という、NBR事業の存続に関わりか
ねない大きな問題が発生致しました。京都大学
での事例については当初は原因不明として報道
されたこともあって、新聞などにセンセーショ
ナルに取り上げられもしましたが、両機関とも
に過去にさかのぼって発生状況を洗い出し、網
羅的に原因の究明を進めた結果、これまでのと
ころ、生理学研究所では５型、京都大学霊長類
研究所では４型というようにタイプは異なるも
のの、いずれもサルレトロウイルス（SRV）が深
く関与していると考えられる証拠が得られるに
至りました。この結果を受け、具体的な対応策
の第1歩として繁殖施設において全頭検査を進
め、今後クリーンな動物の供給の継続に意欲を
持ってこの課題に取り組んでまいります。
脳神経科学研究に欠かせないリソースである
ニホンザルの安定した供給体制の継続発展のた
めに、今後ともお力添えを賜りますようよろし
くお願いいたします。
課題管理者

伊佐

正（生理学研究所）

「動物の愛護及び管理に関する法律」見直しに関する最新状況：

中央環境審議会動物愛護部会「動物愛護管理のあり方検討小委員会」再開

参考資料紹介

平成２２年度事業報
告

7

編集後記

8

東日本大震災発生以来、中断を余儀なくされてい
た「動物の愛護及び管理に関する法律」の見直し作
業が再開され、5月23日環境省で「第14回動物愛護
管理のあり方小委員会」が開催されました。来年2～3
月に改正法案を通常国会に提出、4～6月に改正法
が成立、交付される予定は変更されていませんので、
今後の進行はかなりタイトなものになる見込みです。昨
年8月に検討が始められた「動物取扱業の適正化」に
ついての議論は7月に総括され、直後にパブリックコメ

ントが募集される予定です。他に8件の検討事項が挙
げられ、その中には「実験動物の福祉」「特定動物」な
ど、NBR事業に関連する項目が含まれます。そちらに
ついては関係者ヒアリング及び議論が8～9月の小委
員会（3回程度）で実施され、10月に小委員会報告書
（案）に対するパブリックコメント募集、12月には動物愛
護部会で小委員会報告書（案）が審議される予定に
なっています。今後どのような議論が交わされ、改正
法案に反映されるかが注目されます。
（編集部）
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ニホンザルユーザーシンポジウム報告（2011/2/18開催）
NBR事業では、脳科学研究の成果、実験用ニホンザルを取り巻

DNA-PCR・RT-PCRという３つの検査項目すべてで３ヶ月間陰性

く状況等の情報発信を目的にして、過去７回の公開シンポジウム

を維持してきた２６頭のみとすること、抗体検査が陽性であったた

を開催してまいりました。とくに平成22年度は、NBRから供給を受

め隔離処置をとった個体については、安全のためホルマリン灌流

けたサルを使用した研究の成果が数多く発表されるようになったこ

後、臓器提供による有効利用を募集する方針であることが報告さ

とを受け、年度末に開催予定の公開シンポジウムの演題として、

れました。

その成果を報告していただくべく準備を進めておりました。しか
し、霊長類研究所においてニホンザルの「血小板減少症」集団発
生が確認され、原因究明作業の中で関与が疑われるウイルス（サ
ルレトロウイルス、以下SRV）がほぼ特定されました。その報告を受
けた運営委員会の決定により、NBR事業の使命の一つである「病
原微生物学的に安全な個体の安定供給」を達成するため、生理
学研究所所有の繁殖群についても、類似する過去の症例の徹底
究明を実施し、安全性を確保できる目処がつくまで、平成22年度
の供給事業を一時停止することになりました。その後、外部機関
の専門家を招集した疾病検討会において、委託施設で収集・保
管されていた血液、組織標本の詳細な分析、過去の飼育・獣医学
的管理の記録などを検討する作業を行ってまいりました。供給事
業再開に先立っては、原因究明の過程で明らかになった知見を
ユーザー、受け入れ機関の動物施設担当の方々と共有し、合意
形成をはかるべきとの認識から、去る2月18日、東京医科歯科大
学M＆Ｄ棟２階大講堂において、62名のご参加を得て、非公開の
シンポジウム（説明・意見交換会）を開催いたしました。以下にそ
の内容をご報告いたします。なお、従来の公開シンポジウムにつ
きましては、今年度秋の開催を目指して準備を進めてまいります。

岡本教授からは、霊長類研究所における「血小板減少症」の概
略と、その原因をSRV-4と特定するに至るまでの過程について、
詳細な報告がありました。霊長研での症例は血小板の著しい減少
に加えて、紫斑と歯ぐきの出血を特徴とし、病型的には、肺の出
血が顕著な肺型と腸に出血が認められる腸型の２つのタイプに分
けられる、というものでした。また、発生は2000～2002年までのⅠ
期と2008年以降のⅡ期の２回にわたり起こっています。特に第Ⅱ
期では、グループ飼育されていた一集団の複数個体がほぼ同時
に発症・死亡するという事態が発生し、改めて感染症が疑われま
したが、炎症マーカーが動かない、抗生物質が効かないなどの理
由から、ウイルス感染の可能性が高いと考えられました。そのた
め、PCR検査による検討が進められた結果、SRV-4が有力視され
るに至っています。加えて、抗体検査を行った結果、第Ⅱ期にお
ける死亡例全例が抗SRV抗体（－）・SRV-4DNA（＋）・SRV-4RNA
（＋）というものでした。更に詳細な検討を行うため、メタゲノム解析
やウイルス分離を進めたところ、SRV-4が霊長類研究所での「血
小板減少症」に深くかかわっているという証拠が得られています。
現在、感染実験に向けて準備を進めているとのことです。また、霊
長霊研究所では、飼育中のニホンザルの全頭検査が進められつ

シンポジウムは３セッションから成り、第１セッションが「今年度の

つありますが、抗体陽性個体・PCR陽性個体ともに少なく、サル間

NBR事業について」（東京医科歯科大学 泰羅雅登）、第２セッ

のウイルス感染力は弱いと考えられています（CDCの調査結果か

ションは「霊長類の安全な取り扱いについて」と題して、NBR繁殖

ら、人への感染はさらに稀であることも報告されています）。また生

群を飼育している各機関における「ニホンザル血小板減少症」に

理学研究所の委託施設でもメタゲノム解析を実施した結果、SRV-

関する報告（京都大学霊長類研究所 岡本宗裕、生理学研究所

5のシークェンスだけが検出され、その他のRNAウイルスは全て検

稲垣晴久）の後、「今後のSRV対策指針（全頭検査、出荷前検査

出限界以下であったことについても、あわせて報告されました。

項目等）について」（生理学研究所 伊佐 正）、そして第３セッ
ションが「これからのNBR事業について」（生理学研究所 伊佐
正）という構成で行われました。

稲垣推進室員からは、生理学研究所の委託施設でこれまでに
観察された「血小板減少症」類似症状の発生状況、ウイルス学的
検査、血液学的検査、病理組織学的検査等の結果等の報告と、

第１セッションでは、泰羅運営委員長から、供給の一時延期～

それに基づいて得られた現時点での知見が報告されました。委託

再開に至るまでの経緯と、昨年度から拡張されることになったユー

施設では、委託を開始した翌年の2003年から紫斑と出血傾向を

ザー実費負担枠の概要と見込み額、22年度の供給予定と23年度

特徴とする疾患が散発的に発生しています。最初の発生から3年

の供給目標等についての説明がありました。22年度は血小板減

間は、若齢の出生個体しか発症しなかったことから、仔ザル特有

少症問題に対する危惧の影響もあってか、応募が例年の半数以

の疾患と考えられていましたが、その後、母群からも発症例が見ら

下であったこと、供給対象となる個体は、３ヶ月間SRVの抗体・

れるようになっています。発生当初から、原因解明に向けてウイル
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ス検査、病理組織学的検査等が実施されていましたが、共通する
結果や所見が得られず、原因の特定には至っていませんでした。

各セッションでの質疑応答・総合討論
●感染経路について見当はついているか？

昨年、霊長類研究所での事例がSRV-4と深く関連しているとの報
告を受け、各専門機関の支援を受けながら、保存されていた血清

→糞便中などに排泄されたウイルスを、ある程度の量経口的に

サンプルを用いて諸々のSRV関連検査を進めたところ、生理学研

取り込んで感染したのではないかと考えている。文献では空気感

究所委託施設での「血小板減少症」は、SRV-5が深くかかわって

染することはないと報告されている。

いる感染症である可能性が高いことがわかってきました。その特

●供給済み個体の検査費用は各機関が負担するのか？

徴は、血液検査では貧血傾向と低栄養、特に血小板の減少が顕
著であるが、病理組織学的には多様な病態を惹起する疾患であ
ること、感染は施設内で始まり、感染個体を通じて施設に拡がっ
ていったものと推測される、というものでした。
伊佐副委員長より「今後のSRV対策指針」として、NBRからの出
荷時の検査にSRV検査を追加し、抗体・PCR検査すべてが陰性

→今後は出荷前検査を徹底させるが、過去の供給個体の検査
費用まで負担することは、供給した時点で各機関に所有権が移っ
ていることもあり難しい。
●ニホンザルコロニーに不顕性感染、抗体陽性個体はどのくらい
いるのか？

の個体を供給する旨の方針が報告されました。また、これまでに

→生理研所有個体に関しては、速やかに全頭検査を実施し把

NBRからニホンザルを供給した機関に対しても、抗体検査・PCR

握する予定（→次ページ参照）。霊長類研究所では、進行中の全

検査を定期的に実施することが推奨されました。霊長類研究所に

頭検査の結果から、抗体のみ陽性の個体を含めても20頭/700頭

おける発生状況の分析から、治療室等でアカゲザル、カニクイザ

以下と見込んでいる。感染率は低いと思われる。

ルと同室になったことが感染のきっかけになった疑いが濃厚であ
るため、異種のマカクザルの同室飼育は原則として避けること、

●霊長類研究所で第1期に生き残った1頭が、第２期の感染拡大
に関与した可能性はあるのか？

SRV検査でDNA陽性個体や抗体陽性個体が確認された場合に
は、安全確保を優先しつつ、可能な限り有効利用を検討するこ
と、等が「推奨」として提示されました。

→第１期発症し回復した個体だけでなく、発症個体と同居して
いたが発症しなかった個体も全て隔離棟に移し、他の個体と接触
させていないのでそれはありえない。

第3セッションでは、伊佐副委員長から霊長類研究の将来展望
が話され、その基盤となるべく、脳機能モデル動物センターとして
の「認知ゲノミクス基盤研究センター」構想が紹介されました。同
センターは、マーモセットやマカクザル等の霊長類を対象にゲノム
科学的手法と行動・生理・解剖学的解析を融合した、認知機能の
神経基盤解明を推進する共同利用施設として設置を提案するも
のでした。施設の概要は、飼育・繁殖施設（マーモセット、マカク
ザル）と研究施設（遺伝子操作研究部門、脳画像ゲノミクス研究

●第２期の生き残りが感染を拡大させた可能性は？
→発症個体と同居した個体は全て速やかに隔離する措置をとっ
たが、発症前になんらかの接触があった可能性は否定できない。
●検査結果が陽性になったり、ならなかったりする可能性もあると
するならば、推奨される検査間隔はどのくらいになるか？次亜塩
素酸系消毒剤を推奨する根拠は？

部門、電気生理部門、行動実験部門、イメージング部門）、それ

→推奨検査間隔を明言するには現時点ではデータが不足して

にトレーニング施設を併せ持ち、単一の大学・機関では実現が難

いる。次亜塩素酸系消毒剤の使用はウイルスが人や装備に付着

しい総合的研究施設として、脳科学研究の中核拠点を目指すも

して別室へ運ばれ、感染を拡げる可能性を排除できるため有効と

のである、という内容でした。

考えられる。霊長類研究所では消毒剤使用を徹底させて以来、

最後の総合討論のセッションでは、参加者から事前に受け付け
ていた質問について、関係するシンポジストが答えた後、フロアー

新たな感染個体の発生を防ぐことに成功していると考えている。
●SRVの検査体制について

からの質問への回答、意見交換が行われました。以下に、各セッ

→NBRに関係する個体については、予防衛生協会の協力で優

ション毎に行われた質疑応答も含めて、主な質問と回答・意見交

先して実施いただけることになった（資料配布）。霊長類研究所で

換について紹介します。

も準備中であり、詳細は追ってML等で通知する。

(4 ページに続く)
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●病名について

★咬傷、創傷等の事故発生時における感染症予防のための推

→霊長類研究所からの報告では「ニホンザルレトロウイルス性流

奨・マニュアルはないか？

行性血小板減少症」だが、レトロウイルスの関与が確定した訳でな

→霊長類研究所では「安全の手引き」にマニュアルを記載して

く、現時点ではあくまでも仮称である。また、「血小板減少症」以外

いる。NBR事業推進室としては、Bウイルス感染予防に関する情報

の症例にもSRVが関与している可能性も残されており、今後も究

ページとのリンク等、情報提供を検討している。

明作業を続けていく。
●コモンマーモセット等、新世界ザルのSRV感受性は？

ユーザーシンポジウムでの議論を受けて
シンポジウムでご報告した通り、典型的な「血小板減少

→SRVに感染・発症したという報告はないが、感受性がないとも

症」を発症した個体以外の保存血清からもSRV-5 RNA陽性例

言い切れない。マカクほどではないが、安全のため別室飼育を検

が認められました。感染から発症に至る病態をより深く解明

討する必要がある。

し、繁殖体制を速やかに再構築するために、まず飼育委託施

「血小板減少症」以外に関する質疑

設においてどの程度SRV感染が拡がっているのかという点を
早急に明らかにする必要がありました。そこで生理学研究所

★今後の供給価格は
→当面は1頭約30万円を上限に考えているが、申請状況によっ

が保有する全個体（600頭弱）のSRV抗体検査、PCR検査を実
施し、PCR検査陽性個体が10例、抗体陽性が５％強という結

ては多少変動する可能性がある。

果を得ました。生理学研究所としてはこの結果を厳粛に受け

★論文の謝辞にNBR供給個体を使用した旨の記載は必要か？

止め、将来にわたってSRVフリーの個体を供給することを展
望した繁殖群の構成や育成群の飼育管理方法などについて検

→是非お願いしたい。第3期に向け、事業の成果が評価される

討し、健全な飼育繁殖体制の確立を進めてまいります。

時期にさしかかっている（記載例はNBRのHPを参照）。

（NBR事業推進室 稲垣晴久）

２０１０年度：動物実験に関する欧米の規制の動向
本ニュースレターでは創刊号から、国内外の動物実験を取り巻

がら、３R原則に基づき、質の高い科学・教育の成果と人および動

く状況、規制の動向に関する記事の掲載を続けて参りました。とく

物の健康・福祉を保障する法体制を整備するよう、加盟国に勧告

に昨年度は欧米で国際的に大きな影響をもつと思われる規制・基

するというものです。

準の改定が相次いで公表されました。現在日本でも「動物の愛護

②EU：動物実験指令改定(2)（2010年9月22日採択）

及び管理に関する法律」の見直し作業が進行中であり、今夏に予
定されている実験動物に関するヒアリング及び議論の進行、日本
学術会議の基本指針、各省庁指針の改訂などにも影響を及ぼす
可能性があります。以下にその概要をご紹介します。

EU指令（directive）は、加盟国が遵守すべき法体系（アキ・コミュ
ノテール）の中で、市場統合を円滑に進める上で障害となりうる、
製品の規格、安全性、人権・環境保護などに係る多様な規制の加
盟国間格差を調整するため、欧州議会で採択される法の一形態

① OIE：陸生動物衛生規約第７節（動物福祉）（2010年6月承認）

です。全加盟国で国内法に優先して直接的効力を持つ規則

OIE（World Organization for Animal Health, 国際獣疫事務局）

（regulation）とは異なり、加盟国に対し国内関連法の整備を求め

が作成する陸生動物衛生規約（Terrestrial Animal health Code）

る内容になります。達成されるべき共通目標や最低基準は示され

の第７節（動物福祉）に、研究及び教育目的の動物使用に関する

ますが、その達成方法については各加盟国に一定の裁量権を認

章が追加されました 。この規約はWTO／SPS協定の中で、動物

めるわけです。今回改定された動物実験指令(Directive on the

衛生と人獣共通感染症に関する国際基準と位置づけられており、

protection of animals used for scientific purposes, 2010/63/EU)

178加盟国（2011年2月現在）間の動物及び動物由来製品の国際

には、2006年承認された「実験その他科学的目的に使用される脊

取引に影響を及ぼすことになります。OIEの作業範囲は近年拡大

椎動物の保護のための欧州協定（ETS 123）」の中で、施設と飼育

し、科学に基づいた動物福祉向上も目的の一つに掲げられてい

管理に関わる基準を定めている改訂版附属文書A(3)の内容（最小

ます。その内容は、研究・教育に動物が果たす役割の重要性を認

飼育スペース等）がそのまま附表Ⅲとして取り込まれました。新指

め、各国の文化、宗教、社会の違いを尊重する姿勢を明確にしな

令は2013年1月発効予定で、加盟国は国内法整備のために約２

(1)
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年間の猶予を与えられることになっています。
「霊長類の実験使用を原則禁止」とは？
改定について報じた記事では大型類人猿（great ape）を「大型の
サル」、それ以外の霊長類（non-human primate）を「小型のサル」
と訳していました。一般にも分かりやすくという意図でしょうが、誤
解を招きやすい表現でした。というのも今回「原則禁止」とされた大
型類人猿は、日本を含む各国で侵襲的実験が自粛されるように
なっており、EU加盟国でも1997年から定期的に公開されている動
物実験統計(4)によれば、2002年以降大型類人猿の使用数はずっ
と０頭です。それ以外の霊長類の使用数も2008年集計で約9500
頭、実験動物使用総数1200万頭余に対し0.08％にすぎません。

図２ セーフガード条項について

さらに、EUの霊長類使用数の約9割を占める上位三国（英国、ドイ
ツ、フランス）は、すでに国内法で厳しい動物実験規制を実施して
おり、動物福祉への熱心な取り組みでも知られている国々です。

④米国：「実験動物の管理と使用に関する指針」第８版(7)（2011年1
月発行）

新指令では今後一層の３Ｒ推進を目指して、定期的な指令見直し
が実施されることが謳われていますが、現時点では重要なバイオ
メディカル研究に霊長類の使用が必要不可欠であることも明言さ
れています。霊長類を研究リソースとして維持するには多大なコス
トがかかります。しかしそれを上回るニーズがあるからこそ、上述の
国々でも３Rに配慮しながら研究が続けられているのです。今後霊
長類の使用数がどう推移するかは、研究動向、代替法開発の進
展などにかかっていると言えるでしょう。ちなみに旧指令で代替法
選択の基準があいまいであったため、研究計画の審査が紛糾し
がちであったことも考慮され、新指令では置換を検討する代替法
はEUによって認定されたものと定められています。Natureに掲載
された記事 (5) でも、採択された最終改定案は欧州の研究者コミュ
ニティに強い危機感を抱かせた2008年改定案に比べ、ずっと緩
やかな「停戦協定」に落ち着いたと評価されています。

米国科学アカデミーの一団体である実験動物研究協会
（Institute of Laboratory Animal Research）が作成する「実験動物
の管理と使用に関する指針（Guide for the care and use of laboratory animals）」を遵守して動物実験を行うことは、米国ではNIH
補助金を受けるための必要事項となっています。国際的にも実験
動物の飼育管理に関する重要な参考資料であり、AAALAC Internationalが本指針を基準に動物実験施設の認証事業を国際展
開していることでも知られています。1996年発行の第７版以来、14
年ぶりに改訂された最新版が出版され、日本実験動物学会監訳
による日本語版も出版されました（→次ページ参照）。動物実験を
取り巻く状況の変化や実験動物科学の進展に対応して、改訂に
あたっては公募で集められた数多くの資料、意見の科学的な妥当
性が検討され、ネット上での公開、意見交換を経て各推奨事項、
充実した参考資料リストがまとめ上げられました。従来の陸生生物
種に加え、水生生物種の取り扱いに関する章が新設されたことで
も注目されています。
霊長類の飼育スペースについて
霊長類研究者にとって関心の高い最小飼育スペース推奨値
は、数値的には第7版からほとんど変更されていません。床面積・
高さ共にかなり大きめに設定されている新EU指令とは対照的で
す。EU指令と共通している点は、霊長類が社会的な動物であるこ
とに配慮し、相性の良い相手とのペア以上での飼育を推奨、個別
飼育がやむを得ない場合でも可能な限りその期間を短くすること、
さらにその種の行動特性に合わせ、適切な環境エンリッチメントを
検討することを強く推奨していることです。

図1 EU動物実験指令における霊長類使用規制の概要

(6 ページに続く)
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数値基準、成果基準および実践基準
指針第8版の基本となる概念として、数値基準
（engineering standard）、成 果 基 準（performance
standard）、実践 基 準（practice standard）の三 つ
が紹介されています。前述の最小飼育スペース推
奨値のように最低ラインが明示され、状況に応じ
た柔軟な修正ができない代わり、適合性が容易に
評価できるような基準設定が数値基準です。一方
社会性への配慮やエンリッチメントの検討のよう
上：日本実験動物学会 監訳
（代表：鍵山直子）
実験動物の管理と使用に
関する指針 第８版（2011）
下：池田卓也他 監訳
EUROGUIDE：実験その他
科学的目的に使用される
動物の施設と飼育に関する
ガイドブック（2009）
出版社(アドスリー)URL：
http://www.adthree.com/

に、望ましい目標が設定され、それをどう達成する
かについては各機関の管理責任者、研究者、実
験動物委員会の裁量権、創意工夫の余地をある
程度認めるというのは成果基準になるでしょう。指
針第8版ではこの二つの基準をバランスよく組み

の報道が関心を集めた背景には、今年2月Nature
に掲載されたアンケート結果 (8) で示された、欧米
のバイオメディカル研究者の4人に1人が過激な反
対活動によってネガティブな影響を受けた経験が
ある、と回答するような状況に対する強い危機感
があったと思われます。そのような状況は指針改
訂にも反映され、職員のセキュリティ、バイオテロリ
ズムの恐れにも対応した施設の保安措置や立ち
入り制限、危機管理体制などの検討が加えられて
います。さらに管理責任者、専任獣医師、実験動
物委員会がそれぞれ担うべき責任の範囲、付与さ
れるべき権限について、職員の衛生・安全を守る
ため管理責任者が提供すべき支援についてなど
も詳しく記載されています。

合わせていくことが理想とされています。後者を適

ご紹介した規制の原文は下記参考資料URLで

切に実践、評価するには、科学的知識と経験の蓄

オンライン公開されていますが、日本実験動物学

積に基づいた専門家チームの協同作業が不可欠

会監訳による指針第8版、EU指令で採用された飼

になります。さらにマニュアルや文献には書ききれ

育基準に基づいたガイドブック（EUROGUIDE）日

ない、各分野の専門家による経験に基づいた判

本語版がアドスリー社から出版されています。さら

断（実践基準）を適用することにより、さらに質の高

に、欧米で実験動物学教育訓練コースの代表的

い科学的成果と実験動物福祉が実現されるので

なテキストとして採用されている「実験動物学の原

す。そのため、研究機関は職員の専門性を高める

理」日本語版も今年学窓社から出版されました。

教育訓練、情報共有を推進するためのリソース提

動物実験に携わる研究者が学ぶべき基本理念、

供にも責任があるとされています。

実験計画を立案、実践する上で有益な情報がまと

セキュリティ及び運用責任、権限について

められています（→詳細は左欄）。ご参照頂けれ
ば幸いです。

2009年12月、米国オクラホマ州立大学のハーギ
ス学長が下した通達に関する報道が、研究者コ
ミュニティに衝撃を与えました(7)。同大学獣医科学
センターは2006年、ABSL-3レベル実験施設を開
設し、そこでの受託を前提に、複数の研究機関が
開発に携わる炭疽菌ワクチンの効果をヒヒを用い

＜参考資料＞
(1)

http://www.oie.int/international-standardsetting/terrestrial-code/access-online/

(2)

http://ec.europa.eu/environment/
chemicals/lab_animals/legislation_en.htm

(3)

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/
Treaties/PDF/123-Arev.pdf

(4)

http://ec.europa.eu/environment/
chemicals/lab_animals/reports_en.htm

(5)

News: Lab-animal battle reaches truce.
(2010) Nature 464, 964

(6)

http://grants.nih.gov/grants/olaw/
olaw.htm

(7)

News: Primate study halted by US university (2009) Nature 462, 706-707

(8)

Animal research: Battle scars (2011) Nature
470, 452-453

て確かめる実験計画の事前審査が進められてい
ました。NIH補助金を受ける研究として、動物実験
委員会による正規の審査を経て、バイオセーフ
ティ委員会の承認が下りる寸前に、学長の一存で
実験中止が通達されたのです。動物実験計画の
笠井憲雪他 監訳
実験動物学の原理
－動物の人道的使用と管理
および実験結果の質の向上を
めざして－（2011）
出版社（学窓社）URL：
http://www.gakusosha.com/

承認については、機関の長に最終決定権が認め
られているとはいえ、一方的かつ唐突な中止決定
の陰に、動物実験反対派からの圧力があったの
ではとの疑いも浮上し、今後も同様の決定が繰り
返されるのではないかとの危惧が広がりました。こ

(編集部）
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ナショナルバイオリソースプロジェクト「ニホンザル」 平成22年度事業報告
繁殖グループの効率化を図るとともに、適切な獣医学的管理のもとで

給実績は10件(25頭)となりました。

整備した診療機器を活用し、疾病の早期発見・早期治療に努め、死亡

今年度よりユーザー実費負担枠が拡大し、サル1頭当たりの負

率低下を図った結果、供給用の育成個体の保有頭数は、代表機関・

担額は281,000円（中継基地までの輸送費、検査代、飼育管理

分担機関合せて、319頭（平成23年3月末）に達し、年間100頭の供

費等）となりました。供給決定後の追加検査、中継基地から各研

給が可能な体制が整いました。一方で、「血小板減少症」の発生を受
けて原因究明を進め、感染個体の隔離飼育など疾病の拡大防止を図

究機関までの輸送費については、別途ユーザー負担としました。
（３）ニホンザルに関するデータ収集ととりまとめ

る措置をとると共に、本疾患の感染状況を明らかにするため、全個体の

中継基地に移送した供給予定個体の血液学的・生化学的検査

ウイルス検査及び血液生化学的検査を実施しました。年度末に発生し

を実施し、データを収集する他、情報収集及びユーザーへの提供

た東日本大震災の影響で検査機関の検査体制に支障が生じたため、

を目指して、移送個体のうち5頭について、MRI撮影を行いました。

検査結果が出揃うのが遅れ、最終的なデータの取りまとめは新年度に

さらに、繁殖群再構築のため、生理学研究所が保有するニホンザ

ずれ込みましたが、今後速やかに繁殖群の再構築に取り掛かる予定で

ル全頭のSRV検査を含む血液検査を実施しました。また、平成22

す。

年度開始されたゲノム情報等整備プログラムにおいては、ニホンザ

（１）ニホンザルの飼育・繁殖状況

ルの全ゲノム解読、SNP解析に向け、遺伝学研究所・霊長類研究
所と協議の上、ゲノムに関するデータベース整備に着手しました。

繁殖・飼育状況（2011年3月末現在）

（４）プロジェクトの総合的推進
委託先

母群

コザル

民間業者

311頭

204頭

京都大学霊長類研究所

241頭

115頭

プロジェクト全体（合計）

552頭

319頭

１）「ニホンザル」バイオリソース運営委員会

（２）供給事業
１）実施概要
募集期間：平成22年7月9日～8月9日
応募件数：11件（30頭）
供給頭数：10件（8機関、25頭）
輸送期間：平成23年2月23日～平成23年2月28日
２）事前講習会
供給に先立ち、サルの取り扱いと関連法規などに関する事前講
習会を東京（第9回、受講数29名）と大阪（第10回、受講者数21
名）において実施しました。今回は座学研修に加え、予防衛生協
会の協力を得て、モデルザルを用いた実技講習を行いました。さら
に、研究従事者追加の要望に応え、臨時講習会を岡崎にて実施し
ました（3名）
３）総括
今年度は、ユーザーの実費負担枠の拡大に加え、「血小板減

・第15回運営委員会（平成22年4月16日、岡崎）
・平成22年度募集要項：回覧による確認（平成22年6月8-11日）
・第16回運営委員会（平成22年8月20日、岡崎）
・第17回運営委員会（平成22年10月26日、岡崎）
・第18回運営委員会（平成23年1月27日、岡崎）
・第19回運営委員会（平成23年3月28-30日：メール会議）
２）「ニホンザル」バイオリソース供給検討委員会
・第5回供給検討委員会（平成22年12月7日、東京）
３）ユーザーコミュニティ内の意見交換の場の提供
・実験動物使用者会議（平成22年9月2日、神戸、参加者43名）
・ユーザーシンポジウム（平成23年2月18日、東京、参加者62名）
４）啓発および広報活動
・ポスター展示
日本実験動物学会（5月、京都）
日本生理学会（5月、盛岡）
日本神経科学学会（9月、神戸）
日本分子生物学会年会・生化学学会合同大会（12月、神戸）

少症」の発生事例を受けて申請を差し控える様子が窺われ、応募

・ニュースレター（Vol.6，No.１）の発刊

件数は11件(30頭)と昨年の約半数にとどまりました。1月27日開

・平成22年3月20日に開催した合同公開シンポジウム「霊長類の

催の第18回運営委員会で供給事業再開決定後、供給検討委員

脳科学」の講演収録集を作成し、各研究機関・関係者に配布し

会の審査結果を元に採否が諮られ、11件(28頭）が採択となりまし

ました。

たが、その後辞退を申し出た申請者がいましたため、最終的な供

NBRニュースレターへのご意見等は、手紙、FAX、電子メールでお寄せ下さい。
皆様のご投稿もお待ちしております。
発行日：2011年6月30日
発行：ナショナルバイオリソース
プロジェクト「ニホンザル」
編集：浜井美弥
制作・印刷：自然科学研究機構
生協岡崎

NBR事業推進室よりお知らせ：
☞ 今年度の募集要項を6月10日に発送致しました。申請受付期間は6月20日(月）~7月22日(金）、
審査結果は10月中旬にお知らせする予定です。募集要項一式のファイルはNBRサイトの「供給につ
いて」（http://www.macaque.nips.ac.jp/kyokyu/）からもダウンロードできます。
☞ 今年度の供給事業も、皆様のご支援とご助言の下、これまでの経験を踏まえ、より多くの意義ある
研究への供給を目指し努力して参ります。皆様の積極的なご応募と、忌憚のないご意見をお待ちして
おります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

〒444-8585
岡崎市明大寺町字西郷中38
自然科学研究機構
生理学研究所
NBR事業推進室

編集後記

Tel: 0564-55-7832
Fax: 0564-55-7835
E-mail: nbr@nips.ac.jp

ホームページも随時更新！
ぜひご覧ください
http://
www.macaque.nips.ac.jp/

３月１１日にテレビで流された映像はなんと表現す

ないよちよち歩きを経て、ある程度、人並みの２足

ればいいのでしょうか。首都圏の交通がストップし、

歩行（まだ、ナックルウォーク程度？）ができるように

職場で待機中に見たそれは、特殊撮影した映画の

なったのも、研究者の皆様をはじめとして、事務方、

１シーンとしか思えませんでした。３ヶ月以上がた

関係各位のご協力のたまものであることは間違いあ

ち、被災地から離れた場所で暮らす我々は、ともす

りません。

れば過去の出来事としてその記憶が薄れがちで
す。しかし、現場に行ったボランティア達から、３ヶ
月たった今ですら現地に入ったとたんに唖然とする
というメールが届きます。過去の出来事とするには
あまりにも悲惨であまりにも壮絶な災害でした。改め
て被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げると
ともに、月並みではありますが、１日でも早い復興を
お祈り申し上げます。
伊佐先生の巻頭言にあるように、この事業も２期
の最終年となりました。はいはいの状態から、心許

この先に待ち受けているのは、木の一本橋かもし
れません。崖伝いの細道であるかもしれません。歩
き続けるためには食事も必要です。時にはケガをし
て休息も必要かもしれません。しかし、歩き続けてい
ればそこが道となり、道はとぎれることはないと思い
ます。一歩一歩着実に、言い古された言葉ですが、
正鵠を射る言葉だと思います。ゴールはまだまだ先
か、すぐそこか、見えるような状況ではありません。し
かし大震災で被災された方々の苦労を思えば、
我々の苦労などと思う次第です。（MT）

教育訓練用e-ラーニング教材「動物実験の実践倫理」公開について：
社団法人日本実験動物学会のサイト（http://www.jalas.jp/gakkai/edu_training.html）で、「動物実験の実践倫
理」が公開されています。ダウンロードされた教材は「クリエイティブ・コモンズ 表示-非営利-継承 2.1」の条件に
従う限りにおいて、自由な複製、頒布、展示、実演、二次的著作物の作製が許可されています。動物実験計画
の立案、実施に関わる基本理念から実験動物委員会での審査プロセスまで、機関の教育訓練用、独習用の教
材として広くご活用いただけますよう、ご紹介いたします。

小石遊びが大好きなニホンザルたち
（２０１１年１月 高崎山にて撮影）

