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本年もよろしくお願い申し上げます。本ニュースレ

を経て、申請者の方々にも受け入れのための各種

ターが皆様のお手元に届く頃には、各提供先の研

条件を整えていただき、３５件全てを採択、８３頭が

究機関、繁殖施設や輸送業者との打ち合わせも完

供給されることが決定いたしました。これも皆様のご

了し、今年度供給事業は順調に進んでいることと

理解・ご協力のおかげと深く感謝申し上げます。今
後は、より細やかな情報発信の徹底を心がけ、学
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思います。

海外ニュース

において発生が確認された「血小板減少症」の病

•

Vo l . 7 N o. 2

霊長類研究所、生理学研究所双方の繁殖施設
因究明の進展については、その都度皆様にご報告
して参りましたが、多数の専門家にご尽力いただい
た結果、サルレトロウイルス（SRV）の関与がほぼ確
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会におけるポスター展示やホームぺージ、公開シ
ンポジウムをはじめとする様々な場で、実験用動物
としてのニホンザルの有用性や供給に関する情報
をさらに多くの方々に確実にお届けできるようにして
いきたいと思います。

実となり、対策の目処を立てることもできました。昨

さて、脳神経科学分野の研究の多くは手間・ヒマ

年度の供給については原因解明の途中であったこ

のかかるものであることから、研究の成果が現れる

とも影響して、３年間続けて５０頭を超えていた供

までには一定の時間を要するものと考えております

給実績が例年の半分に満たない１０件・２５頭にま

が、第一期最終年度に始まった供給試行から５年

で落ち込んでしまいました。しかし本年度は、病因

が経ち、NBRから供給された個体を使用した研究

解明、繁殖群全頭検査による感染個体のスクリー

の成果が次々と公表されるに至ってきました。皆様

ニングと隔離を進めるなど、これまで以上に安全で

方のご努力に敬意を表する次第です。優れた研究

健康な動物を供給できる体制を整えたことに加え、

成果の公表こそ、事業推進の大きな弾みとなるも

補助事業化に伴って過去２年間続いた京都大学、

のと確信致しております。さらに多くの方々に評価し

自然科学研究機構への供給停止措置も解除され

ていただき、ここまで積み重ねてきた事業を維持し

たことから、例年レベル以上への回復を期して供給

て、ニホンザルを希望される研究者の皆さんへの

事業を展開して参りました。その結果、３５件ものご

供給を継続していくためにも、今後とも成果の公表

応募をいただきました。これらの申請については、

をよろしくお願いいたします。

供給検討委員会での審査と運営委員会での審議

自然科学研究機構生理学研究所 伊佐 正
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平成24年1月20日、東京コンファレンスセンター（品川）
において開催されたNBRP公開成果報告会で、動物リソース
ユーザーを代表し、沖縄科学技術大学院大学学園の磯田昌岐
先生が「ニホンザルを用いた社会的脳機能研究」と言う演題
で講演されました。供給個体が貢献した成果が数多の優れた
研究成果の代表として選ばれたことは、NBRとしても大変光

(2 ページに続く)

会場風景
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の中から困難を長所に転ずる道が開けてくる、という新たな方向性
が示唆される発表でもありました。

栄なことです。講演では社会的脳機能研究という脳神経科学
の新たな潮流を紹介、その先駆的研究として、高い社会性をもつ
ニホンザルならではの「他人（サル）のふり見て我がふり直せ」る能
力を発揮する様子を観察できる状況を実験室環境下で再現、そ
の能力の基盤となっていると考えられる神経細胞の発見に至るま
でが語られました。相方のサルの失敗にくっと眉を上げ、「おいおい
気をつけてくれよ！」と言いたげなサルの表情を見事に捉えた動画
の再生では会場内が笑いに包まれ、座長の城石先生から「私も自
分の過ちより他人の過ちに気づきがちなところがありますが…」と
ユーモア溢れるコメントを頂く一幕もありました。さらに、被験体と
なった３頭の間で、他者のふるまいを参照する能力（とそれに関わ
る神経細胞の活動パターン）に個体差が観察され、ヒトの社会的能
力の個人差や発達障害を理解する上で優れたモデルとなる可能
性があることを指摘する考察から、遺伝的素因によっても成育環
境によっても個体差が生じやすく、他のバイオリソースに比べて標
準化、均一化が困難な霊長類の特質を活かしつつ、有用なモデル

ラット、ショウジョウバエ、原核生物、酵母、シロイヌナズナ、トマト、
細胞株など、バイオリソースとしての先達である各代表機関からの
報告では、いずれのリソースも世界屈指の系統数を保有し、高レベ
ルの品質管理技術、さらに国際的なネットワークとの連携と充実し
た情報提供サービスが高く評価され、世界中の研究者コミュニティ
からのリクエスト数を順調に伸ばしてきた成果が報告されました。
また、植物リソースユーザー代表として、野生コムギ属の交雑実験
を通じパンコムギ育種過程で起こった倍数性進化、原種の持つ遺
伝的特徴を研究しておられる神戸大学の宅見先生の講演で、毎
日圃場で汗を流す研究者には世界に二つと無い可愛い資源植物
たちも、通りすがりの一般の方には「ただの雑草」にしか見えない、と
言われますとの言葉に、場内から共感のこもった笑い声が上がった
のも印象的でした。長期的、大局的視点から貴重な遺伝資源を守
り育てるバイオリソース事業の本質に触れる、深いお話を伺う事が
できました。改めてNBRPプロジェクトの懐の深さに感じ入ると共に、
ニホンザルバイオリソースの将来に思いを馳せた午後でした。

として確立していくためには、研究者間で情報を共有し、生理学、
（NBR事業推進室）

生化学、遺伝学など多方面から検討を重ねることが重要であり、そ

実験動物使用者会議開催報告（平成23年9月15日）
去る9月15日、第34回日本神経科学大会の開催に合わせ、実

れ解明が進められているニホンザルのゲノム解析の成果と、新たな

験動物使用者会議をパシフィコ横浜にて開催しました。参加者は

基盤研究拠点（別項で紹介）の創設を目指して取り組んでいる新

研究者、学生を含め42名でした。

分野創成センターの活動に関する報告が行われました。

会議ではまず話題提供として、泰羅雅登運営委員長・東京医科
歯科大教授から「NBR事業について」、続いて稲垣晴久 NBR事業
推進室特任准教授から「ニホンザル血小板減少症対策について」

その後、演者と参加者との間で活発な意見交換が行われ、盛会
のうちに今年度の使用者会議は終了しました。
（NBR事業推進室）

と題しての報告がありました。
泰羅委員長の報告は、病因の究明からクリーン化に向けてこれま
でに継続してきた一連のSRV感染症対策がユーザーの不安解消に
繋がったこともあり、昨年度一旦大幅に落ち込んでしまった供給事
業への申請数が大きく回復し、過去最高になったというものでした。
稲垣准教授からは、昨年来ユーザーの方々にご心配をおかけして
きた「血小板減少症」の発生について、多方面からの解明がさらに
進み、サルレトロウイルス（SRV）が深く関与していることが明らかと
なったこと、そのことを受けて、様々な対策を採ると共に、供給前に
SRV関連検査を行い、クリーンな個体を安定供給できる体制を整え
てきたことが話されました。
最後に、伊佐副委員長から、新学術領域「ゲノム支援」に採択さ

会場風景： 泰羅運営委員長による報告
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第11回NBR事前講習会実施報告―新たな取り組み（平成23年6月29日）
第11回「サルの取扱いと関連法規についての事前講習会」を平
成23年6月29日（水）、京都大学霊長類研究所（犬山）で実施しま
した。受講者は３４名（うち再履修２名）でした。
今年度の新たな取り組みとして、霊長類研究所のスタッフのご協
力を得て、講義後、ニホンザル繁殖育成施設である「リサーチ・リ
ソース・ステーション」（RRS）見学コース、また受け入れできる人数
に限りがあったため、希望者全員には体験して頂けず抽選となりま
したが、飼育室内でのサル取り扱い実技講習コースの２コースを実
施しました。見学コースでは、受講者のほとんどが研究室で接して
いるサルが室内でケージ飼育されている個体ということもあり、屋外
で集団飼育され、木々の茂る放飼場内を気ままに動き回る姿を新

講義後、バスでリサーチリソースステーションに移動

鮮に感じると同時に、広大な野外施設でどのように馴化、健康管理
を実現しているのかについて、スタッフの説明に興味深げに耳を傾
け、質問する姿が印象に残りました。RRSは周辺環境やサルの生
態に配慮した様々な工夫（汚水が周辺地域に流れ出ぬよう、ため
池で濾過して循環させる、植栽保護のため１群に対して２エリアを
用意して交互に使用する、など）を実施していると言う点でもユニー
クな施設で、そこも見学者の関心を集めていました。

て霊長類研究所岡本宗裕教授に、ニホンザルで発生した「血小板
減少症」について講演していただきました。当初“原因不明の出血
症”“大量死”といったセンセーショナルな言葉がマスコミに大げさに
取り上げられ、ユーザー、一般の方々に心配をおかけしたが、多数
の専門家との協力体制のもと、解明に向けた努力が実を結び、病
因ウイルスが特定され、対策も着々と進められているとの内容でし
た。原因の特定に至るまでには多方面からのアプローチ、多くの過

実技講習コースに参加した方々からは、サルに直接触れ、ビデオ

程をたどる必要のあることがよく理解できる、有意義な講演でした。

教材や模型だけでは判らない、生体の表情・行動を観察でき、また

参加者アンケートでも、SRVの話が聞けて良かった、という回答が多

毎日の管理に必要な手技を間近で見学する得難い経験ができ

く寄せられました。毎年新たな研究者がコミュニティの仲間入りをし

た、的確かつ丁寧な指導を受けられて満足した、と担当スタッフに

てくる中、初心者向け講習会として内容を充実させて継続すること

感謝する声が寄せられました。事務局も初めての試みで行き届か

が希望されると共に、「実験、手術、実技に関する意見交換会」、

ない事が多く、準備段階から当日に到るまで、RRSの皆様の細やか

「ニホンザル特有の疾患事例報告会」などを望む声もあり、既受講

なサポートなしでは、新たな取り組みをこのように好評のうちに終え

者の方々を対象により高度な、あるいはテーマを絞った講習会のレ

ることはできませんでした。この場を借りて深く感謝いたします。

ベルアップについても検討を進める必要があると思われました。

さらに今回は、通常の講義に加え「SRV感染事例について」と題し

開会挨拶（西条寿夫供給検討委員長）

（NBR事業推進室）

サルはこんな環境で育っているのか・・・屋外放飼場を見学
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第８回ＮＢＲ公開シンポジウム開催報告（平成23年12月9日）
平成23年12月9日、
あいにく小雨混じりの寒
い午後となりましたが、
東京医科歯科大学Ｍ
＆Ｄタワー鈴木章夫記
念講堂において、第8回
NBR 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム
が開催されました。研究
者、学 生 の 他、一 般 の
方々からも多数事前申
込 が あ り、当 日 参 加 を
含め77名にご参加頂き

総合討論

ました。誠にありがとうご
ざいました。
震災の影響で久しぶりの開催となった今回のシンポジウムは、第２
期最終年度にふさわしく、第一部では昨年度までに200頭余の個
体の提供を受けた全国26研究機関から寄せられた最新研究成果
の中から、NBRのニホンザルたちが貢献し、今後も貢献を期待され
ている最先端の脳神経科学研究、ゲノム解析の進行状況につい
て、５題のご紹介を頂きました。さらに第二部では、NBRP第３期に
向けて、疾病検討委員会設置（2～3ページ参照）、「血小板減少
症」対策などさらに安全な個体の安定供給体制の確立、BMI、オプ
トジェネティクス、認知ゲノミクスなど新たな研究ツール・パラダイム
への対応、研究環境のサポートを視野に入れた公的な研究セン
ターの設立、欧米で改定された実験動物に関する規制をめぐる動
向についてと、多方面からプロジェクトの将来に関わるテーマの講演
後、フロアから集めた質問を元に、総合討論が持たれました。

ニホンザルバイオリソースプロジェクト
～第2期の成果と将来展望～
第一部 ニホンザルを用いた研究成果
ナショナルバイオリソースプロジェクト「ニホンザル」について
泰羅 雅登（東京医科歯科大学）
サル前頭連合野ニューロンに教えを乞う
星 英司（東京都医学総合研究所）
手と指の運動は脳によってどのように制御されているか
関 和彦（精神・神経医療研究センター）
自己と他者の神経科学
磯田 昌岐（OIST／理化学研究所BSI）
試行錯誤による問題解決時の前頭前野機能
小川 正（京都大学）
ニホンザルの全ゲノム解析
豊田 敦（国立遺伝学研究所）
第二部 ナショナルバイオリソースプロジェクト第３期に向けて
霊長類バイオリソース事業の将来展望
伊佐 正（生理学研究所）
SRV感染症対策について－報告とこれからの課題
岡本 宗裕（京都大学霊長類研究所）
米国・実験動物の管理と使用に関する指針とＥＵ指令
－共通点と相違点は－
鍵山 直子（実験動物中央研究所）
総合討論・意見交換
シンポジウム終了後に回収した参加者アンケート集計結果（回収
率33.8％）によると、来場前に関心を持たれた演題は参加者によっ
てばらつきがありましたが、講演後には、来場前に関心があった

欧米の実験動物規制最新動向に関する講演（鍵山）

テーマ以外にも、印象に残る講演があったとご回答頂いた参加者

Page 5

Vol.7 No.2
が多く、シンポジウムをきっかけに新たな分野に関心を持って頂け

四肢麻痺患者の機能回復への貢献が期待される関先生の研究な

たのであれば、企画者としてこれほど嬉しいことはありません。

ど、それぞれ一般の参加者にも判りやすいよう、工夫を凝らしご紹

第二部、鍵山先生による欧米の動物実験規制改定についての講
演、岡本先生によるSRV感染症対策に関する講演は開催の前、後
ともに注目を集めていました。第一部も、NBRP公開成果報告会（1
～2ページ参照）でも好評だった磯田先生の研究、未知の課題に
挑戦し、失敗から学び続けるサルの知能の基盤に迫る小川先生の

介頂いた成果には、総合討論でも活発な質疑・意見交換がなされ
ました。アンケートのコメント欄でも、「非常に面白い演題ばかり、判り
やすい話でよかった」「今後も安全な個体の安定供給を期待」「参
加出来なかった人のために講演録画をホームページで公開しては
どうか」など、第３期の指針となる貴重なご意見を頂きました。

研究、脊髄による手指のシナジー制御を理解し、脊髄損傷による

（NBR事業推進室）

ナショナルバイオリソースプロジェクト事後評価結果
今年度は第２期プロジェクト最終年度にあたるため、文部科学省

目標数は達成した。しかし、繁殖亢進に向けた技術開発や疾患予

に外部有識者からなる評価委員会が設置され、本事業で実施され

防への取り組みはなされていない。その点は今回の目標にはなかっ

ている全プログラムの実績について事後評価が行われました。評価

たが、今後、最高レベルのバイオリソースを目指して立ち上げられた

は、①目標達成に向けた進捗度、②代表・分担機関の連携、③世

本プロジェクトである以上、心掛けてほしい。

界最高水準の基盤整備が見込まれるか、の観点から、事前に行わ
れた書面ならびにヒアリング審査に基づいて実施されたものです。

ニホンザルの繁殖目標は「数」ではなく、研究目的に合った「質」
の動物を需要に見合うだけ提供する事にある、との意見もあった。

第３期プロジェクトに向けたコミュニティ全体の指標とすべく、許諾を
得て、以下に「ニホンザル」の評価結果全文を紹介致します。
（NBR事業推進室）

（３）研究体制
繁殖と研究をそれぞれ主体とした目的が異なる機関が連携する
体制がとられており、バイオリソースの機能を分担しているため、将

（１） 総評
ニホンザルは社会生態学的研究と生理学的研究に適した実験
動物であり、それらを総合した脳科学の研究には極めて重要であ
る。さらにニホンザルバイオリソースは国際的にユニークな存在であ
る。従って、研究目的に合った個体を安定に供給する体制を日本

来的に良いバイオリソースの基盤となる可能性はできている。しか
し、今回の繁殖目標には両者が十分連携していた様子は伺えな
い。
２カ所に分散して飼育している体制は、保存方法が未熟である本
バイオリソースにとって、リスク回避の面で意義がある。

で構築することは意義があり、期待されるところである。これまでの
事業では、ようやく実験用霊長類のバイオリソースとして供給体制

（４）今後の展望

が整ってきたところであるが、質的な安定性を担保するまでには

国際的に他に類を見ないユニークなバイオリソースであるので、質

至っていない。しかし、ニホンザルの特徴と繁殖及び収集状況を考

向上への取り組みと供給体制が本格的に機能すれば、日本独自

えると、繁殖及び提供数は所期の目標はかなり達成されたと言え

の霊長類に基づく特色ある研究基盤確立の見込みがある。また、

る。今後の質的向上に向けた体制作りを切望する。

他の霊長類バイオリソースに遅れを取らないように、量的にも質的

一方では、ニホンザルバイオリソースとしての優位性を明確化し、
利用促進のための戦略を進めることは、NBRP の発展にも必要であ
ろう。
（２）進捗状況

にも世界最高の水準を目指して欲しい。
（５）その他特記事項
動物愛護への啓発が重要な点は、他のバイオリソースと大きく異
なるので、この点の助成や支援も必要である。また、動物愛護の観

NBRP としての中核機関の目標は、研究用バイオリソースを高品

点から適切な数の動物をいかに供給するか、供給と利用の整合性

質で十分量提供する体制を整えることにある。しかし、ニホンザルを

が、環境と繁殖・飼育技術を含めて重要である。他のサルとの相違

扱った本事業では、他のバイオリソースとやや異なり、“目的繁殖”し

点、研究バイオリソースとしての優位点をもっとアピールする必要が

て増やした良質の個体を研究者のニーズに応えた数量準備するこ

ある。

とが主たる目標となっている。今回はやや下回ってはいたが、ほぼ
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マカクが関わったウイルス感染症報告：米国から２例
「ものをこわがらな過ぎたり、こわがり過ぎたりするのはやさしいが、

タ ー（Ｃ Ｎ Ｐ Ｒ Ｃ）で 行 動 観

正当にこわがることはなかなかむつかしい（寺田寅彦，1935）」－

察のため飼育中だったティ

大震災以来、地震・津波、放射線被爆のリスク評価に関するエッセ

テ ィ モ ン キ ー（Callicebus，

イなどで目にする機会の増えた有名な警句ですが、事業推進室で

南米産の小型ザル）63頭

は 2010 年 夏「ニ ホ ン ザ ル 血 小 板 減 少 症（当 時 は「出 血 症（仮

のうち、23頭が劇症肺炎・

称）」）」に関する報道後、各方面の専門家からのアドバイス、ユー

肝炎を発症し19頭が死亡

ザーの皆様からの要望を伺いつつ、SRV対策、疾病検討委員会設

するという深刻な事態が発

置とバイオセーフティ体制を整備してきた過程で、病原体のリスクを

生しました。さ らに飼育室

適切に評価する難しさを思い知り、深く心に染みた言葉でもありまし

に出入りしていた研究者1

た。既知の感染症リスクを可能な限り低減させる努力は、NBR事業

名（と そ の 家 族 ２ 名）に 感

の掲げる目標の一つ「病原微生物的に安全な個体の安定供給」の

染、発症（数週間続く風邪

ために最優先で取り組むべき課題ですが、新たに報告され、注目を

様症状）が確認され、種の

集める感染症に関しても情報収集を怠らず、皆様と共有して参りた

壁を超えたアウトブレーク

いと考えています。

発生か？と話題になりまし

その第1回として、米国発の興味深い報告を2例ご紹介します。
（１）ニホンザルコロニーに発生した多発性硬化症様疾患

た。ウイルス分離・遺伝子
解析 を行っ た 結果、新種
のアデノウイルス（ＴＭＡｄ

オレゴン国立霊長類研究センター（ＯＮＰＲＣ）は、3600頭を超え

Ｖ）が発見され、あまりにも

るアカゲザル（2012年1月現在）を飼育し、輸入アカゲザルから発

高 い 致 死 率（83％）か ら

見されたSRV-5型感染症の報告、ウイルスゲノムの配列情報な

ティティモンキーが自然宿

ど、SRV対策に貢献する重要情報も発信している機関です。同セン

主とは考えにくく、同じ飼育棟にいたアカゲザル（発症例無し）でも抗

ターは1965年導入のニホンザルコロニー（約250頭）も維持してい

体検査を実施したところ、陽性個体1頭が見つかり、既知ウイルスと

ますが、その中で多発性硬化症によく似た麻痺症状を呈する個体

の全ゲノム配列比較でも、アカゲザルアデノウイルス（SAdV-3）に

が1986年から散発的に発生し始めました。昨年までに発症数は累

最も近縁という結果が出たそうです。伝播経路を特定するには至ら

計57頭に及び、原因究明を続けた結果、新種のガンマヘルペスウ

なかったものの、アカゲザルから新種ウイルスに感染した研究者

イルス（JMRV）が発見され、さらに発症が特定家系に集中する傾

が、それに気づかず日常通り作業を続け、家族やサルたちに感染

向から、ウイルス感受性に遺伝的な変異があり、感受性の高い個

を広げてしまった可能性もありうる、という衝撃的な内容でした。

ティティモンキー（資料写真）

体で発症したと考えられるという内容です。発症に至るメカニズムが

ＣＮＰＲＣではこの報告を重視し、バイオセーフティ対策をそれまで

ヒトと同様なのかまでは未確認ですが、自然発生のモデル動物とし

以上に強化させたそうですが、サルたちのためにも自分（そして身

て、治療法開発研究への貢献も有望視されているそうです。

近な人々）のためにも、常に未知のリスクの可能性を忘れず、自主

（２）アカゲザル→ヒト→ティティモンキー？（新種アデノウイルス異

的な健康状態チェック、安全作業プロトコルの遵守を改めて肝に銘

種間感染)

じたいものです。

2009年5月、カリフォルニア州ディヴィスの国立霊長類研究セン

(NBR事業推進室）

参考情報URL：
(１) Monkey multiple sclerosis discovered in Oregon suggests virus may cause human disease (The Oregonian, 2011/6/28)
http://www.oregonlive.com/health/index.ssf/2011/06/monkey_multiple_sclerosis_disc html
Japanese macaque encephalomyelitis: a spontaneous multiple sclerosis-like disease in a nonhuman primate. Axthelm MK et al.
(2011) Ann. Neurol. 70(3): 362-73)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21674589?dopt=Abstract

Page 7

Vol.7 No.2
(２) Virus sickened monkeys and UC Davis researcher, report reveals. (The Sacramento Bee, 2010/10/29)
http://www.sacbee.com/2010/10/28/3138650/virus-sickened-monkeys-and-uc.html
New Virus Jumps From Monkeys to Lab Worker. (Science, 2011/7/14)
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2011/07/new-virus-jumps-from-monkeys-to-.html
Cross-Species Transmission of a Novel Adenovirus Associated with a Fulminant Pneumonia Outbreak in a New World Monkey
Colony. Chen EC et al. (2011) PloS Pathog. 7(7): e1002155/journal.ppat.1002155)
http://www.plospathogens.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal ppat.1002155

動物実験を用いた研究報告への記載項目統一を目指す海外の動き
事業推進室で基礎資料として、国際的な霊長類バイオリソースの

掲載された「ARRIVE（Animal Research: Reporting In Vivo Experi-

開発・使用状況をまとめるため、主要学術誌に掲載された神経科

ments）guidelines」があります。これは、英国NC3Rｓ（The National

学研究論文について、対象種ごとの集計を行おうとしたことがありま

Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Ani-

す。簡単な作業に思えたのですが、始めてみると予想以上に時間

mals in Research）がMedlineなどのデータベースから選出した霊長

を取られました。掲載誌によって、研究方法・対象に関する記述の

類（86編）、マウス（72編）、ラット（113編）を用いた研究報告論文

規 定、ア ク セ ス 法 が 異 な り、ア ブ ス ト ラ ク ト 検 索 で「primate」

（1999年～2005年公表、英米研究資金によるもの）で行った調査

「monkey」を用いたらしい論文を見つけても、レポジトリや先行文献

結果から、記載が省かれがちな項目を指摘した上で、結果の再現

に当たってみるまでその詳細が確認できない、というような例が少な

性や信頼性、３Rs、動物福祉に関わる情報として、記載を推奨する

くなかったからです。その分野のベテラン研究者であれば、執筆者

20項目をリストアップしたものです。すでにNatureなど、複数の学術

の所属、顔ぶれを見れば方法まで詳しく確認する必要はないのか

誌が協調する姿勢を取り、投稿規定を改訂するなどの動きが現れ

もしれませんが、分野外の新参者にはかなり厳しい状況で、新たに

ています。また、同じ2010年にHooijmansらがATLA誌に発表した

研究計画をデザインする際などは、重複する先行研究を調べるた

「Gold Standard Publication Checklist」の方は、主要学術誌９誌の

めの時間、手間を増やすことになり、研究リソースを無駄に費やす

投稿規定を比較検討した結果、インパクトファクターの高い学術誌

原因にもなりうる、との問題が指摘されています。このような批判に

ほど、記載を求める項目数が少ないという傾向を指摘、研究の質を

対し、医学・生物学研究全般の報告については、MIBBI（Minimum

高め、３Rs推進に役立つ情報をシステマティックにレビューできるよ

information for Biological and Biomedical Investigation）プロジェク

う、学術誌に投稿規定の検討を要請する内容となっています。

ト（http://mibbi.org）やEQUATORネットワーク(http://www.equator

2011年には、米国科学アカデミー実験動物研究協会（ILAR）から

-network.org)などの取組みが知られていますが、動物実験を用い

「Guidance for the Description of Animal Research in Scientific

た研究成果の報告についても、先号でご紹介したEU、米国の動物

Publications」が発行されました。こちらは単なるチェックリストにとど

実験規制の改定と足並みをそろえるように、記載されるべき項目、

まらず、このようなリストが必要とされるようになった背景、どの程度

とくに３Rsや実験動物福祉に関連する記載のあり方を統一していこ

まで詳細な記載を行えば３Rs推進に必要かつ充分なのか、さらに

うとする動きが活発になっており、ガイドライン、チェックリストなどが

具体的な記述などについても詳細に解説する内容となっています。

続々と提案されています。

各資料のURLをご紹介致します。

代表的なものをご紹介しますと、まず、2010年、PLoS Biologyに

（NBR事業推進室）

参考情報URL:
（１）ARRIVE （Animal Research: Reporting In Vivo Experiments） guidelines （NC3Rsサイト）
http://www.nc3rs.org.uk/ARRIVE/
（２）A Gold Standard Publication Checklist to Improve the Quality of Animal Studies, to Fully Integrate the Three Rs, and to Make
Systematic Reviews More Feasible. Hooijmans CR et al. (2010) ATLA 38: 167-182
http://www.gv-solas.de/tier/GoldStandardPublicationChecklist.pdf
（３）Guidance for the Description of Animal Research in Scientific Publications（National Academy Pressサイト）
http://www.nap.edu/catalog./13241.html

NBRニュースレターへのご意見・ご感想は、手紙、FAX、電子メールでお寄せ下さい。
ご投稿もお待ちしております。
発行日：2012年2月29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

編集後記
この編集後記を書いている当日、東京では朝

ですが、その十分の一ぐらいかと思います。規模

から雪が舞っています。今年は寒い日が続きま

からすると日本の研究は世界の最先端を行って

すが、皆様、お元気でお過ごしでしょうか。今年も

当たり前ということになるのでしょうか。その意味

〒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

もうあと少しで皆様のところに元気なおサル達を

からもNBRニホンザルの使命の重大さを感じま

届け終えることができます。また、すでに届けられ

す。

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

されたとの朗報がつい数日前にありました。ここで

たおサル達は元気にしていますでしょうか。さてご
報告ですが、第３期のNBRPにニホンザルが採択
気を緩めることなく、新たな歩みを踏み出したい
と考えています。

NBRホームページ：
第3期に向け改訂中
http://
www.macaque.nips.ac.jp/

一方、日本で新たに動物実験を規制しようとす
る動きがあります。２００６年に施行された動愛法
の見直しが現在進んでいます。今回のポイントは
届出制の導入です。制度の導入をなんとしてで
も阻止するべく関係の先生方が関係各所に働き

ところで、先日の医科歯科大学でのマーモセッ

かけています。２００６年の動愛法改正、各省指

トとマカクのシンポジウムに参加された先生も多い

針によって研究機関の体制が整備され、以降、

かと思います。最終日に日本、ヨーロッパ、米国

動物実験によって一般市民に何の不都合も生じ

のマカクの関係者が集まって状況説明と意見交

ていません。また、自主管理を担保するための

換を行いました。その際、改めてびっくりしたのは

第三者評価システムも粛々と進んでいます。こ

ヨーロッパの状況で、マカクを使ったシステム研

のような状況で今動愛法を改正する必要は全く

究を行っている全機関、全研究者名がヨーロッ

ありません。どうか皆様も意見を求められた際に

パ地図を載せた一枚のスライドに収まってしまっ

はその旨をお伝えいただければと思います。

ていました。正確な数は覚えていませんが、日本

（Ｍ.Ｔ.）

はおよそ６０研究室、約３００人の研究者の規模
4ページでご報告した公開シンポ
ジウムのポスター、講演要旨集の
背景に使用した写真です。
選考に先立ち、「ニホンザルの知
性を感じられるものを…」というリク
エストに、かなり悩むことになりまし
たが、器用な指先で石遊びを楽し
んでいるコザルと、同じ箇所を注
視しながら毛づくろいに励む親子
ザルの姿に決定しました。いかが
でしょうか。
新しいホームページでは、さまざ
まなサルたちの姿をご紹介する
ギャラリーの設置も企画していま
す。どうぞお楽しみに。

事業推進室より：
☞ 第3期に向けて、ホームページ（http://www.macaque.nips.ac.jp/）の改訂作業を進めています。
第1期最終年度に始まった提供事業も、今年度で第6回、300頭近いサルたちがそれぞれ提供
先へと旅立ちました。研究者とサルが時間をかけて築く関係が欠かせないため、成果を上げるま
で時間のかかる高次脳機能研究分野ですが、嬉しいことに提供先から寄せられる研究成果の
ニュースが順調に増え始めています。また、ニホンザル以外のサルたちが貢献する最先端研究の
ニュースも再生医療、ゲノム医科学と多様な分野で目にとまるようになってきました。新しいホーム
ページでは、成果報告や関連報道のページを充実させて皆様からの最新報告をお待ちするととも
に、今まで以上に役立つ情報、資料の提供、一般の皆様への情報発信を心がけて参ります。
☞ 来年度の提供事業も、例年通りのスケジュールで実施される予定です。募集前の事
前講習会の開催も予定しています。移送前に行われる個体のコンディション、微生物
学的安全性などのチェック項目につきましても、ユーザーごとに要望は異なりますが、
可能な限りご相談に応じたく存じますので、ご遠慮なく事業推進室（nbr@nips.ac.jp）
までお申し出下さい。
☞ 第3期事業も、皆様のご支援とご助言の下、これまでの経験を踏まえ、さらに円滑な
運営、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。よろしくお願い申し上げます。

