
平成２４年度レギュラトリーサイエンス新技術開発事業 事後評価結果 
 

課題 
番号 試験研究課題名 実施研究機関 実施

期間 研究概要 評価所見 総括

評価

2203 肉用鶏農場のカ

ンピロバクター汚

染低減技術の確

立等に関する研

究 

北里大学獣医

学部 
 
 

H22
～

H24 

（背景・目的） 
カンピロバクターは、日本では食中毒の発生件数が第１位である細菌性食中毒

菌である。2009 年食品安全委員会の評価では、肉用鶏農場において汚染・非汚

染鶏群を区別する統一的な検査方法の開発や農場汚染率の低減につながる研

究が必要などの提言がされた。 
このため、実態調査により肉用鶏農場へのカンピロバクターの侵入経路を推定・

特定し、侵入経路と推定・特定された生産資材等について実行可能な管理方法

を開発するとともに、出荷前に農場で鶏群単位での感染の有無を確認する検査

法を開発する。 
 
（研究項目） 
①肉用鶏農場へのカンピロバクター侵入経路の疫学的究明 
②農場において鶏群単位での感染の有無の確認及び食鳥処理場での区分処理

を行うための方法の開発 
③生産資材の消毒等の農場で実現可能な管理法の開発 
 

・検査法の検討は行われたが、結果としては市販品で十分と思われる。 
期待される成果で述べられている”汚染拡大経路の明確化と農場での衛生対策の

提示”に関しては、十分な知見が示されているとはいえない。 
 
・侵入経路については各生産段階での基礎的調査が行われている。また、カンピロ

バクター・ジェジュニ及びコリの遺伝子検査法の開発・区分処理の方法や、農場での

検証は至っていないが実験室内で中鎖脂肪酸によるカンピロバクターの抑制効果

の検討がされ、概ね目標は達成している。 B 

2204 野菜類のカドミウ

ム濃度低減技術

の開発 

（独）農業環境

技術研究所 
H22
～

H24 

（背景・目的） 
野菜におけるカドミウム(Cd)低減技術の開発については、コメ等に比べて遅れて

いる状況であり、主要産地での栽培体系等に適合したカドミウム低減技術を早急

に開発する必要がある。 
本研究では、国内で生産される主要野菜類のうち、ヒトのカドミウム摂取量への

寄与度や産地形成の状況等を踏まえ、低減技術を開発する必要性が高いと考え

られる品目について、調理に伴う非食部位の除去等によるカドミウム濃度の変動

を解析するとともに、品種間または品目間でのカドミウム吸収能の差異を解析す

る。 
 
（研究項目） 
①野菜類の調理に伴うカドミウム濃度の変動の解析 
②品種間におけるカドミウム吸収能の差異の解析 
③品目間におけるカドミウム吸収能の差異の解析 
 

・今回の研究で、各野菜の実態を調べる基礎データは収集できた。これまで玄米に

ついて低減化や収穫前評価法など広範な研究がなされ、問題点も明らかになってい

る。それらを踏まえ、野菜について、今後行政的にどう取り組むかを考える基本デー

タにはなるが、実際にどう低減化するのかが見えてこない。 
 
・野菜７品目について、品種間及び品目間でのカドミウム吸収能の差異、７品目中３

品目について調理段階で行われる非食部位除去等がカドミウム濃度への影響が調

査されており、行政が活用できる基礎的のデータは得られている。 B 



課題 
番号 試験研究課題名 実施研究機関 実施

期間 研究概要 評価所見 総括

評価

2205 薬剤耐性菌の全

国調査に関する

プロトコールの開

発 

（独）農研機構

（動物衛生研

究所） 

H22
～

H24 

（背景・目的） 
家畜に抗菌剤を多用することで出現した薬剤耐性菌が人に伝播し、細菌感染症

の治療を困難にすることが懸念されている。また、薬剤耐性菌について、Codex
委員会でもリスクアナリシスのガイドライン策定作業が開始された。食品安全委員

会から、リスク管理機関に対して、抗菌性物質の使用と薬剤耐性率の増加の因果

関係を解明するため、実効性のあるモニタリングシステムの構築が求められてい

る。 
本研究では、過去 10 年間にわたる国内畜産農家での薬剤耐性菌モニタリング

結果を統計解析し、抗菌性物質の使用と薬剤耐性率との因果関係を解析すると

ともに、海外の薬剤耐性菌モニタリングプロトコールを収集して比較を行い、実効

性あるモニタリングシステムを構築する。 

 

（研究項目） 

①過去のモニタリング成績の分析と改善方法の検討 

②海外の耐性菌モニタリングプロトコールの分析 

③実効性のあるモニタリングシステムの構築 

     

・研究内容を明確にして検討したことから、当初の目的である”現行の JVARM（家畜

における薬剤耐性に関する全国的な実態調査）サーベイランスの改善点”が提案さ

れており、今後国際的なデータ交換が期待される。 
 
・過去 10 年全国の畜産農場で実施されてきた JVARM の結果を網羅的かつ詳細な

分析、海外の薬剤耐性菌モニタリングシステムの調査・分析が実施され、さらに、新

たなモニタリングシステムの提案がされており、目標は達成している。 

Ａ 

2206 豚繁 殖・ 呼 吸障

害症候群の新た

な診断方法の開

発 

（独）農研機構

（動物衛生研

究所） 

H22
～

H24 

（背景・目的） 
豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）は、ウイルス感染により肥育豚の呼吸障害

や、母豚の死流産などの繁殖障害を起こす伝染病で、世界各国の養豚業に大き

な被害を与えている。ウイルスの遺伝子型は、北米型と欧州型に大別されるが、

日本ではこれまで北米型のみの発生であったため、北米型の検査法とワクチンし

か用意されていない。しかしながら、野外ウイルスの遺伝子解析で欧州型も存在

することが分かった。 
このため、我が国の欧州型ウイルスの湿潤状況を調査し、北米型と欧州型を区

別できる PCR 法や ELISA 法を開発する。 
 
（研究項目） 
①欧州型 PRRS の浸潤状況調査 
②PRRS ウイルスの北米型と欧州型を判別できる PCR 法の開発 
③北米型と欧州型の感染を判別するための血清学的検査法 
④欧州型に対するワクチン開発のためのウイルス株の選定               

・本研究によって、欧州型 PRRS 分離株の浸潤状況の把握、病態解明、ウイルス抗

原と遺伝子の解析に基づく新しい診断技術の開発及び従来型ワクチンの有効性評

価などの課題の全てを解決するとともに、更に将来のワクチン開発に不可欠となる

候補株が得られたことは、我が国における欧州型 PRRS のまん延防止に大きく寄与

し、初期の目標以上の成果を上げたものと評価できる。 
 
・北米型と欧州型の感染を判別するための血清学的検査法において、ELISA 法の

開発までには至っていないが、間接蛍光抗体法（IFA）による欧州型 PRRS ウイルス

の検出が可能となり、目標は達成している。 A 



課題 
番号 試験研究課題名 実施研究機関 実施

期間 研究概要 評価所見 総括

評価

2207 牛白血病ウイル

ス（BLV）の感染

拡大防止のため

の総合的衛生管

理手法の確立 

（独）農研機構

（動物衛生研

究所） 
 
（地独）北海道

立総合研究機

構畜産試験場 
 
広島県立総合

技術研究所畜

産技術センタ

ー 

H22
～

H24 

（背景・目的） 
近年我が国では、牛白血病の発生が増加傾向にあるが、原因ウイルスの特性

から、ワクチンはなく、有効な治療法も存在しないため、本病の対策には、的確な

衛生管理手法を確立し、感染拡大を防止することが重要である。 
本研究では、感染牛と非感染牛の分離飼育等の飼養管理による感染低減効果

の評価、乳汁による感染伝播リスクの評価等を行い、その研究成果を基に、衛生

管理ガイドラインの素案をとりまとめる。 
 
（研究項目） 
①BLV 感染による生産性への影響の評価およびまん延防止のためのガイドライ

ンの作成 
②BLV 農場内伝播に関する対策効果の検討 

・牛白血病は、臨床的に異常がない場合でも、と畜場で診断される事例がある。生

前診断が可能となる検査手法の開発が望まれる。また、治療・予防がないことから

発症予定牛の特定ができ、淘汰のシステムができれば、清浄化対策に大いに貢献

できるものと期待する。牛白血病のコントロールの方向性を日本はどのように考えて

いくのかが問われている。 
 
・感染牛の分離飼育、新生子牛への初乳の投与による効果や、ミルカーを介した感

染リスク、性判別受精卵移植を用いた清浄化対策など計画どおりの試験を行われ、

更に牛白血病のガイドライン案の提案があり、目標以上の成果となっている。 A 

2208 家畜の伝染病に

関する野生動物

疾病サーベイラ

ンスの検討 

千葉科学大学

（北里大学獣

医学部） 
 
（国）帯広畜産

大学 
 
日本大学生物

資源科学部 

H22
～

H24 

（背景・目的） 
近年の鳥インフルエンザの広域流行を踏まえ、OIE（国際獣疫事務局）では、通

報すべき野生動物疾病の明確化等について検討しているところ。 
本研究では、野生動物から家畜への伝播可能性が指摘されている豚コレラ、オ

ーエスキー病、ニューカッスル病、鳥インフルエンザ等について、国内外のサーベ

イランス実施状況及び実施体制を調査するとともに、国内畜産農場周辺の野生

動物の実態調査を行い、家畜疾病を伝播する可能性のある野生動物種、伝播経

路を特定し、伝播リスクを評価する。その結果から、野生動物を対象としたサーベ

イランス方法を検討する。 
 
（研究項目） 
①野生動物における家畜の伝染性疾病のサーベイランス実施状況の調査 
②野生動物疫学調査モデルの研究開発 
③家畜と野生動物のインターフェイスに関する研究開発 

・サーベイランス体制構築の基盤的調査研究において提言することができたことは

評価できる。人の視点と併せて、家畜の視点、野生動物の視点、自然環境の視点で

考えることが重要。基盤的調査研究では、サーベイランス成績が陽性になった場合

の家畜飼養農場への対応についても、踏み込んで示すことが重要と考える。 
 
・野生動物で監視対象とすべき感染症を決める手順、海外の野生動物サーベイラン

ス体制の実態など、計画上の目標は達成している。実態調査の成果は行政が活用

することができると思われるが、リスクマップは行政が実際に活用できるかが課題。 
B 



課題 
番号 試験研究課題名 実施研究機関 実施

期間 研究概要 評価所見 総括

評価

2209 ハクサイ土壌病

害虫の総合的病

害虫管理（ IPM）

体系に向けた技

術開発 

（独）農業環境

技術研究所 
 
長野県野菜花

き試験場 
 
群馬県農業技

術センター 
 
（国）九州大学 
 
（独）農研機構

（北海道農業

研究センター） 

H22
～

H24 

（背景・目的） 
土壌病害の発生には、病原菌だけではなく、センチュウの発生等その他の要因

も影響しており、その予測が困難である。 
このため、農業現場では予防的に農薬を施用することが多く、農薬に過度に依

存しない総合的な土壌病害虫の防除方法（IPM)を確立するためには、その防除

要否を判断する手法を確立する必要がある。 
本事業では、ハクサイで大きな問題となっているハクサイ黄化病とその助長要因

と思われるキタネグサレセンチュウを対象として、黄化病の発生が多い土壌と少

ない土壌を採取し、土壌微生物相を PCR-DGGE（変性剤濃度勾配ゲル電気泳

動）法で解析する。 
これにより、黄化病の発生における病原菌（バーティシリウム菌）とキタネグサレ

センチュウの発生量の影響を明らかにするとともに、防除時期や要否判断のため

の指標を明らかにする。 
 
（研究項目） 
①土壌 eDNA 解析による防除時期・要否を判断するための指標の探索 
②黄化病菌、キタネグサレセンチュウ等の不活化菌等の探索 
 

・センチュウが黄化病の助長要因となることを明らかにした点、土壌診断で黄化病と

線虫の診断が可能となった点などは予定どおりに目標が達成されたが、検出用マイ

クロアレイの作成や不活化菌の特定の項目では当初の目的の達成には至らなかっ

たようである。また、当該病害の土壌病害診断マニュアルは関連の生産・加工現場

で活用が期待される。 
 
・キタネグサレセンチュウがハクサイ黄化病の発病助長要因になっていることを解明

し、また、土壌診断等をもとにハクサイ黄化病診断技術の開発を行い、更に「ハクサ

イ黄化病の次世代診断マニュアル」を作成していることから目標は達成している。 A 

2210 国内未発生の植

物病害虫が侵入

した場合の経済

的影 響 の 予測・

評価及び的確な

管理措置の実施

のために必要な

要因の分析 

（独）農研機構

（中央農業総

合研究センタ

ー） 
 
（独）農業環境

技術研究所 

H22
～

H24 

（背景・目的） 
近年、貿易拡大、気候変動などにより、未確認病害虫の侵入可能性が高まって

いる。万一侵入した場合に早急に検疫措置を講じられるよう、病害虫危険度評価

の手法を高度化する必要がある。 
このため、その経済的影響の評価手法の開発、SPS 協定（衛生植物検疫措置

の適用に関する協定）で認められている「適切な保護の水準」の設定根拠として、

侵入の許容度やまん延した場合の要防除水準設定のための基礎理論を検討す

る。 
 
（研究項目） 
①新たに侵入する可能性のある病害虫に対する危険度評価手法の高度化 
②未侵入病害虫の危険度に応じた的確な植物検疫措置を行うために必要な要因

の分析 

・今後本事業で開発された危険度評価基準をもとに、更に科学的新知見と諸外国の

情報を蓄積することで、国際基準に合致した侵入病害虫危険度評価システムの高

度化・精密化が期待される。 
 
・国内未侵入病害虫の PRA（病害虫リスクアナリシス）の実施手順と実施内容の枠

組や、PRA における「入り込み」及び「定着・まん延」の評価項目の設定など、既に

植物防疫所で活用されているものもあり、目標は達成している。 

A 



課題 
番号 試験研究課題名 実施研究機関 実施

期間 研究概要 評価所見 総括

評価

2301 食品の加工・調

理 が フ ラ ン 濃 度

に及ぼす影響の

把握 

（一財）日本食

品分析センタ

ー 

H23
～

H24 

（背景・目的） 
フランは、2010 年 2 月の JECFA（FAO/WHO 食品添加物専門家会議）で、代謝

物に遺伝毒性発がん性があり、暴露マージン（MOE）が小さく健康への悪影響が

無視できないと評価された。食品中の生成機序は十分に解明されておらず、低減

技術も未確立な状況であるが、一部の食品では加熱や撹拌によって揮発させるこ

とで低減できることが報告されている。 
本研究では、フラン濃度が比較的高い食品である、大豆や魚の缶詰、レトルトパ

ウチ、しょうゆ、みそ、コーヒー、ベビーフードを対象に、加熱、調理によるフラン濃

度への影響を調査し、その結果を基にフラン低減に効果的な加熱調理方法を検

証する。 
 
（研究項目） 
①食品中のフランの挙動を把握するための加工・調理条件のモデル化 
②加工・調理から消費段階におけるフランの濃度変化の把握 
③加工・調理から消費段階におけるフラン低減方法の検証 
 

・個別の食品についてのデータが積み上げられたが、それらを総合的にどう読み解

くのかが難しい。フランは、生成機構が十分には明らかでなく、かつ、フラン誘導体も

加わってくるので、世界的に研究が行き詰まっている。今回の研究のように、個々の

食品ごとにフラン濃度の低減化を試みるしかないのが実情であろう。 

 

・加工・調理から消費段階におけるフランの試験は運営チームと協議の上で実施さ

れていないが、予定していた食品について様々な条件下の試験が実施され、基礎デ

ータとして活用できるものとなっている。 B 

2305 弱 毒 タ イ プ 高 病

原性鳥インフルエ

ンザウイルスの

家きん肉内への

出現の検証 

（独）農研機構

（動物衛生研

究所） 
 

H23
～

H24 

（背景・目的） 
我が国では、貿易相手国で低病原性鳥インフルエンザの発生があった際は、家

きん肉内からウイルスが検出される可能性があるため、当該国からの家きん肉の

輸入停止措置をとっている。 
しかしながら、国際獣疫事務局（OIE）が、低病原性鳥インフルエンザは家きん肉

が感染源となるリスクが低いとみなしていることから、国際基準（OIE 基準）におい

ては、低病原性鳥インフルエンザ発生国からの家きん肉は輸入停止の対象とはさ

れていない。このため、家きん肉内からウイルスが検出される可能性について。

科学的根拠を得るため、低病原性鳥インフルエンザウイルスの家きん肉内への

出現を検証する。 
 
（研究項目） 
①弱毒タイプ高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5 および H7）の鶏におけるウ

イルス増殖能の検証 
②弱毒タイプ高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5 および H7）と鶏呼吸器疾患

関連細菌が複合感染した場合の筋肉中におけるウイルス出現・増殖の検証 
 

・北米由来の多種類の H5 及び H7 亜型の低病原性鳥インフルエンザウイルス

（LPAIV）を用い細菌（マイコプラズマ）との共感染を実態に即して検討した本研究の

知見は、我が国における LPAI（低病原性鳥インフルエンザ）の国際防疫措置、特に

家きん肉の輸入に伴う LPAI のリスク評価に極めて有用であるとともに、公衆衛生面

での留意事項としても活用できることから目標以上の成果をあげたものと評価でき

る。 
 
・低病原性鳥インフルエンザウイルス株数や実験系について、当初予定していた試

験だけでなく、行政からの要請による追加試験が実施され、当初の目標以上の試研

究が実施されている。 
A 



課題 
番号 試験研究課題名 実施研究機関 実施

期間 研究概要 評価所見 総括

評価

2306 野鳥が保有する

ニューカッスル病

ウイルスに関す

る研究 

（独）農研機構

（動物衛生研

究所） 
 

H23
～

H24 

（背景・目的） 
ニューカッスル病は高病原性鳥インフルエンザと同様、野鳥による伝播が主要な

感染ルートとして考えられているが、我が国では野鳥のサーベイランスがあまり行

われていないことから、野鳥におけるウイルス保有状況と発生との関連性は明ら

かでない。このため、①全国規模の野鳥におけるニューカッスル病ウイルスのサ

ーベイランスを実施、②分離されたニューカッスル病ウイルスについて、遺伝子レ

ベルでの解析並びに国際基準に沿った病原性試験を実施することにより、我が国

の野鳥内における本ウイルスの保有状況及びその性状を明らかにする。 
 
（研究項目） 
①野鳥におけるニューカッスル病ウイルス保有状況の調査 
②分離されたニューカッスル病ウイルスの性状解析 
 

・今回の研究からニューカッスル病のリスクを評価するためには、「分離株とワクチン

株の比較」、「ニューカッスル病ウイルスが分離されたハト群の家きん群への感染リ

スク分析」、「ニューカッスル病ウイルスのハト・水禽類の体内動態」を明らかにする

ことがポイントと考えられ、このことが、国内の家きんに対するリスクアナリシスにつ

ながることから、今後とも期待したい。 
 
・サンプルはほぼ全国から定期的に採取・解析されている。病原性試験で間に合わ

なかった試験もあるが、年度に実施される予定であり、目標は概ね達成している。 
B 

 
＜総括評価の説明＞ 

A：目標以上の成果をあげた。 

B：概ね目標を達成した。 

C：目標の達成は不十分であった。 


