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農林水産省 動物医薬品検査所
こども見学デー（第４回）

１　見学デーの概要全般

　動物医薬品検査所では、８月25日（水）、26日（木）

の両日、「こども見学デー」を開催しました。昨年まで

は、国分寺市内の小学校５年から中学校の児童・生徒を

対象として開催していましたが、この催しも本年で第

４回目となり、ご近所だけでは参加者が徐々に減少す

ることが懸念されました。一方、対象学年の幅を広げる

ことは、展示や説明のレベルに差が大きくなり、参加者

の満足が得られないことも考えられました。そこで、本

年は、国分寺市に加え、小金井市、武蔵野市の広報誌

にも開催案内を掲載していただき、63名の参加者を得

て、大盛況でした。来年は、広報誌〆切の都合で掲載で

きなかった近隣市についてもご案内したいと考えてお

ります。

　この「こども見学デー」は、子供たちに動物用医薬品

はもとより、動物と病気、畜水産物の安全の確保などに

ついて知ってもらい、当所の役割と意義を理解しても

らうことにあります。当日は、スライドショーや所内見

学、説明パネルの設置、実験動物や動物用医薬品の展

示、血清反応の実演、発育鶏卵の検卵や培養細胞、細

菌、ミジンコの顕微鏡観察等の参加型の催し等、様々な

体験ができるよう工夫しました。また、職員からは自前

の聴診器を持ち寄るなど積極的なご協力をいただきま

した。その結果、子供たちの反応は上々で「今まで存在

を知らなかったけど、とてもがんばっていると思いま

した」等のアンケート結果も寄せられ、本当によかった

と感じています。

　以下、各実行委員から個々の催しと成果を紹介しま

す。また、開催にあたり多大なご理解とご支援を賜りま

した国分寺市役所・同教育委員会、小金井市役所、武蔵

野市役所のご担当の方々、忙しい業務の合間に準備を

進めていただいた各実行委員及びご協力をいただいた

各検査室等の皆様に対し、この書面をお借りして厚く

お礼申し上げます。　　　　（企画連絡室長　山本実）

２　スライドショー

　スライドショーは、昨年同様、犬の着ぐるみを着用し

てプレゼンテーションを行いました。動物用医薬品等

が私たちの暮らしにどのように関わっているのか、動

物の病気と病原体、動物用医薬品等の種類とそれらの

効果と安全性を確認するための方法、そして当所にお

ける動物用医薬品等に関するその他の業務について説

明を行いました。具体的な事例を挙げ、平易な表現を用

いてプレゼンテーションを行ったつもりでしたが、一

部の子供達にとって、プレゼンテーションの内容を理

解することは難しかったようです。子供達から「動物の

病気は何故なくならないの？」など、演者がたじろぐよ

うな質問がなされ、勉強熱心な子供達をとても嬉しく

思いました。次回はより子供達の印象に残るようなプ

レゼンテーションを行いたいと思います。

（無菌検査室　菊池栄作）

３　所内見学

（1） 細菌製剤検査室

　「細菌って何だか知ってる？」。開口一番、子供達への

問いかけに、必ずといっていいほど「細かい菌」という

答えが返ってきました。名前は知っているけど、何者か

はわからないのが現実でしょう。そこでまず、納豆や

ヨーグルトなど食べ物に関係する菌の話から、動物の

病気や人の食中毒を引き起こす病原菌の話まで、自分

たちの生活環境には様々な「細菌」が存在していること

を紹介しました。また、職員の家族や動物の協力のも

と、それぞれの手に付着する菌の培養を専用の培地で

行い、増殖したコロニーを観察し、環境に存在する菌を

目で確認してもらいました。見事に手のひら状に増殖

した菌を見て、珍しそうに覗く子や自分の手に付いて

いる菌を見たいという子、気味悪がったり、臭いに驚い

た子もいて反応は様々でした。付け加えるように当検

査室の業務も説明しましたが、子供達の興味は、実際自

分達の目で確認できた手形の培養標本や展示した子豚

に向けられていました。興味を持ってもらえるように

と身近な話題からの説明を心がけましたが、次回の見

学デーに向けて、内容の見直しを行う必要があると思

いました。　　　　　（細菌製剤検査室長　高木昌美）

（2） 抗生物質製剤検査室

　抗生物質製剤検査室では研修室において、ポスター

展示と実際に陳列した各種動物用抗生物質製剤に関す

る説明を行いました。また、同時にデモンストレーショ

ンとして大腸菌のＯ群血清型別（スライド凝集反応）も

実施しました。当室を見学に来た子供達に対しては、

「抗生物質や耐性菌とは何か」を少しでも理解してもら

えるように、簡単なパンフレットを渡して概説しまし

たが、説明時間が数分と限られており十分に判っても

らえたかどうか不安でした。小学校高学年以上の子供

達の多くは、テレビや新聞等で「耐性菌」という言葉は

既に耳にしており、中にはもう少し科学的な部分に関
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心があった子供達もいたのかもしれません。このよう

な子供達には、当所ホームページを活用してもらえる

ことを期待したいです。「こども見学デー」は、色々な

意味で地域の方々との交流を深めることができる重要

な機会であり、是非、今後とも更に工夫を加えながら発

展的に継続させていきたいものである。

（抗生物質製剤検査室長　高橋敏雄）

（3） ウイルス製剤第２検査室

　当検査室ではウイルスおよびワクチン、そしてその

検査法について説明しました。見学前日までの最大の

悩みは当業務の専門用語抜きでの説明文を考えなけれ

ばいけないことでした。自分が小中学生のころの知識

はどの程度だったか、と微かな記憶をたどりながら教

科書等から図や写真を掘り出しました。しかし当日に

なってみれば、気合いを入れて作ったパネルも時間不

足のためすべて説明することもできず落胆。ワクチン

の概念については限られた時間内で説明するのは難し

く小中学生には理解不能のようでした。しかし、ウイル

スについては極小で病原性のある生物ということぐら

いは理解してもらえた感がありました。中には全く興

味を示さない小学生もいて教師の大変さを実感すると

ともに、将来研究に携わりたいと言ってくれた小学生

のおかげで実行委員をやった充実感も味わうことがで

きました。少数ながらそういった子供たちが将来同じ

フィールドで活躍してくれたら幸いです。

（ウイルス製剤第２検査室　小川孝）

（4）　水産用ワクチン検査等

　「この魚は何でしょう？」水槽を泳ぎ回る30cm程の

魚を前に、知っている名前を次々に口にしてくれる子

供達。でも、「もっと大きくなる魚なんだよ」というヒ

ントにも、「ブリ」という答えは、なぜかついに聞けま

せんでした。「ブリ」は照り焼きの名前になっているよ

うで、この際、しっかりと見て行ってもらいました。

　水産用ワクチン検査棟は、天然海水をろ過・殺菌後に

循環させて魚を飼育する施設で、他にもカンパチやタ

イ、ヒラメ等を飼育しています。水の浄化にはサンゴ

（についた微生物）を利用していることや、紫外線装置

で殺菌しているところも見てもらいました。「皆のお母

さんがお布団を干すのと同じなんだよ。」でわかっても

らえたかどうか…。

　水産用ワクチンの投与方法もクイズにしました。「注

射！」は、皆苦い思い出があるようで、大正解。「食べ

させる！」も正解。「水に混ぜる」は、ちょっと自信な

さそうに言ったグループが大当たり。人体用ワクチン

でもポリオワクチンが「舐めるだけ」なように、「将来、

バナナを食べたり、お風呂に入ったりしてワクチンが

できるといいね」と話しました。「第４」の投与法を思

いついた子は、研究者になれるかもしれませんね。

（魚類製剤検査室　木島まゆみ）

（5）薬剤作用検査室

　ヒメダカの泳ぐ大きな水槽、藻類・ミジンコなどの試

験に使う恒温装置などのある実験室で、子供達に動物

用医薬品の環境影響についての説明をしました。ビー

カーの中で一生懸命泳ぐオオミジンコや水槽のヒメダ

カに視線が集まりました。手描きの絵による紙芝居方

式で、動物用医薬品が使用された後にどこに行くのか、

環境に対してどういう影響を及ぼす可能性があるのか、

どういう性質のものが環境に有害と考えられるかなど

について説明しました。少し難しい内容でしたが、この

実験室にメダカやミジンコがいる理由やこのような仕

事をすることが環境を守ることにつながるということ

を何となく理解していただけたように思います。最後

に糞虫（フンコロガシ）の写真の載った外国雑誌Nature

の記事、雌雄のメダカの拡大写真及び表皮の色素胞と

関連する遺伝子型によって体色が異なる８種類のメダ

カ（アオメダカ・ウスアオメダカ・灰メダカ・ミルキー

メダカ・クロメダカ・ヒメダカ・クリームメダカ・シロ

メダカ）の写真（岩松鷹司著「メダカ学全書」収載）を

紹介して説明を終えました。これらの写真は子供達に

非常に好評でした。　　（薬剤作用検査室　遠藤裕子）

（6） 引率（動物舎等）

　引率として２日間、各検査室、動物舎、汚水処理施設、

総合検査棟、慰霊碑など所内見学の案内をしました。

　各検査室での説明は色々工夫もされており、子供達

も興味深かったようで「もっと見学時間がほしい。」と

いう声が多く聞かれました。また、踏み込み消毒槽や総

合検査棟などで病原体などの持ち込みと持ち出しに注

意を払っていると説明したところ、「菌はわるいやつば

かりじゃないって言っていたのに、悪い菌の実験をす

るのになぜ他の菌がいちゃだめなの？」と質問された

のが印象深かったです。

　当所付近の子供達も多く、付近住民が日頃どのよう

に当所のことを考えているのかも聞くことが出来まし

た。見学したら安心したという声があり、付近住民との

交流をよりいっそう進める必要があると感じました。

（鶏病製剤第２検査室　永田知史）
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４　小動物の展示

　小動物の展示室では、各検査室から提供されたウサ

ギ、モルモット、マウス、スナネズミ、ハムスター、ヒ

ヨコについて展示を行い、自由に見学していただきま

した。ウサギ以外は実際にケージから出してふれあう

ことができ、中でもヒヨコの人気が高かったと思いま

す。また、聴診器を使って動物や本人の心音を聴かせて

あげたところ、驚きと喜びの声があがり大変好評でし

た。お土産用の写真シールの撮影も行われ、ヒヨコやハ

ムスターを手に乗せながらうれしそうに撮影される姿

が印象的でした。最後に部屋を出る際に手の消毒をう

ながしたところ、誰もが率先して消毒を行ってくれた

ことが今回の見学で細菌やウイルスを理解してくれた

のだなと感じました。　（残留化学検査室　堀内隆史）

逃げないで～

５　研修室での各種試験疾病診断の体験と標本観察

疾病診断のデモンストレーションとして、短時間で反

応が観察できるひな白痢や大腸菌の急速平板凝集反応

を行いました。まず、鶏血清とひな白痢診断用菌液を用

いたひな白痢診断を実演した後、子ども達にも実際に

体験してもらいました。血清中の抗体と診断薬との反

応で凝集塊が出現し､疾病の診断ができることに、子ど

もたちは驚き、何度も試験を繰り返す様子がとても印

象的でした。また、大腸菌・サルモネラ･腸球菌･黄色ブ

ドウ球菌のグラム染色標本を観察してもらいましたが、

「気持ち悪い」、「きれい」等、子どもたちの反応も様々

でした。よくわからないとの意見もあり、もっとわかり

やすい説明を心がける必要があったと感じました。今

回の体験を通し、子どもたちが何か少しでも興味を

持ってくれれば嬉しく思います。

（細菌製剤検査室　新井明子）

６　検卵の実体験

　検卵コーナーでは、最初にワクチンの検定等のため

に元気に育っている卵が必要であることを説明し、次

に9日～10日齢の発育鶏卵、発育停止卵（8日齢）、無

精卵の三種類の卵に検卵器の光をあてて見せ、見分け

方を説明しました。その後6個の発育鶏卵の中に1つだ

け混ざっている発育停止卵を見つけてもらうゲームを

行いました。ゲーム用の卵を3セット用意したところ、

ほとんどの子供達が全てのセットで正解するまで粘り

強く観察するなど、ゲーム形式にしたことで目的を

持って熱心に取り組んでもらえたように思いました。

初めは卵を乱暴にひっくり返す子供もいましたが、卵

の温かさを感じたり胚の動きを見るうちに生きている

ことを実感した様子で、取り扱う手つきが慎重になっ

ていったのが印象的でした。子供達にとっては当所の

業務の一端を理解すると同時に、命あるものを尊重す

る気持ちを自然なかたちで身に付ける貴重な機会に

なったと思います。（鶏病製剤第１検査室　竹田智子）

わあー、動いている！

７　顕微鏡による標本等展示

　顕微鏡コーナーでは、当所の検定業務に使用する生

きたミジンコや株化細胞、染色した細菌のスライド標

本等を、こども達に光学顕微鏡で観察してもらい、実際

にそれらがどのような検査に使われるかを紹介しまし

た。ピントの合わせかたや光量の調節など、簡単な顕微

鏡操作も体験してもらいました。こども達の観察力に

感心させられる場面もあり、また説明にも興味深そう

に耳を傾けてもらえて、とても良かったと思います。人

気のサンプルには列ができる程で、顕微鏡コーナーは、

今年度もなかなか好評だったようです。この経験を通

じて、当所に親しみを感じてくれたら、と思います。

（ウイルス製剤第１検査室　小林理絵子）
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何か見えるかな？

８　パネル・医薬品等の展示

　パネルの展示コーナーでは、①口蹄疫、BSE（牛海面

状脳症）など防疫上重要な疾病、②医薬品の動物におけ

る残留とその検査法、③当所員の海外における活躍、④

当所に多く勤務する獣医師や薬剤師の仕事について解

説しました。

医薬品展示コーナーでは、動物用に使用されている

様々な医薬品を展示しました。動物用医薬品といって

も成分は人間用とほとんど同じであること、一方で乳房

注入剤等の動物特有の剤型があることを説明しました。

　パネルについては写真を撮るなどして熱心に見学し

ていた子供も見られました。見学コースの最後という

こともあり、十分な時間がとれなかったことは残念で

はありますが、当所の業務の一端を理解して頂けたこ

とと思います。　　　　　（一般薬検査室　荻野智絵）

パネルの前でじっくりメモをとる・・

９　記念品（シール）作成

　今年も子供たちに大人気のプリクラ風シールを作成

し記念品として配りました。これは、動物と一緒に撮影

し、その場で写真をシール化するといった当所独自の

オリジナルティあふれる記念品です。

昨年同様、事前に一部動物だけの写真を印刷していた

ため、印刷時間が短く、当日の作業はスムーズでした。

事前に印刷していた動物の写真は、牛、豚、ハムスター、

鶏、ヒヨコで、写真加工も行い、かわいらしいシールが

出来上がりました。子供たちに人気があったのはヒヨ

コとハムスターのものでした。牛や豚は、畜舎の薄暗い

中で撮った写真のため、印刷の出来上がりが暗く、印象

が悪かったように思います。

　それでも、余ったシールをバラバラにして配ったら、

すべてなくなり、子供たちのプリクラ好きがよくわか

りました。

　一方で、恥ずかしさからか「動物のプリクラはほしい

けれど、自分が写ったプリクラはほしくない。」と写真

撮影を拒んだ子供がおりました。

　来年は、動物だけのプリクラ風シールを配れるよう

に、動物だけの写真をもっと準備しておきたいと思い

ます。　　　　　　　　　　（企画連絡室　平澤　緑）

10 　アンケート結果概要

　見学終了後のアンケートについては、６３名の見学

者全員の方から回答を頂きました。

　理解度は本年も全般的に高く、今回から新たに追加

した急速凝集反応等についても、職員の説明に対し熱

心に耳を傾ける姿がそのまま反映された、好ましい結

果が得られました。

　パネル展示に関して説明不足といった課題は残りま

したが、顕微鏡及び薬品の展示に関しては、各担当の努

力により、昨年以上の関心をこども達から集めており

ました。

　例年好評な動物とのふれあいや検卵の実演は、4回目

を迎えた今回も変わらず、こども達の生き生きとした

姿を見ることが出来ました。やはり、自発的に行動出来

る場があってこその見学デーであることを実感。次回

への大きな参考となりました。

　その他の感想としては、「環境のことにも気を付けて

いたことが凄いと思いました」「今まで存在を知らな

かったけど、裏（？）でとてもがんばっているんだなあ

と思いました」といった当所についての意見から、「死

んじゃった動物がかわいそうだった」「動物の薬や病気

について知ることが出来た」「たのしかった。来年も来
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たい」といった意見まで、多岐にわたっておりました。

　また、「将来の指針に役立つといいです」といった、自

らの進路を考慮した真剣な感想も見受けられ、こども

達それぞれに様々な影響を与えた見学デーとなったよ

うです。　　　　　　　　　（企画連絡室　宮崎光樹）

こぶたちゃん、かわいいね～

　VICH第9回環境毒性／環境影響評価作業部会会合

の概要
　標記の会合が平成16年9月6～10日に米国ワシント

ンDCで開催されたので、その概要を報告する。

1.出席者
　日・米・欧の規制当局から4名、日・米・欧の業界か

ら3名、オブザーバーであるオーストラリア／ニュー

ジーランド及びカナダの規制当局から各1名、カナダの

業界から1名の合計10名が出席した。

2.会合の概要
（1） 今回の会合の目的

　　今回の会合の目的は、VICHステップ4の文書公開

　期間中に各極に寄せられた意見に基づいて予め提案

　されていた６つの論点について討論し、その結果を

　反映させてVICH環境毒性／環境影響評価第Ⅱ相ガ

　イダンス文書案の修正を行うとともに使用する用語・

　表記法の統一などにより文書の記載を整備し、本文

　書案をVICHステップ５文書案として合意すること

　であった。

（2）今回の会合における成果

　　今回の会合で第Ⅱ相ガイダンス文書案は合意され、

　委員により署名がなされた。

（3）議論の概要　

　　第Ⅱ相ガイダンス文書案の６つの論点についての

　議論の結論は以下のとおりであった。

　①代謝物の評価：投薬量の10％以上の量が排泄され

　　る代謝物であって生化学経路の一部ではないもの

　　を活性物質量に加算して予測環境中濃度（PEC）の

　　再計算に用いる。（原案どおり）

　②評価係数（AF）：予測無影響濃度(PNEC)は環境全

　　体に対して算出するのではなく、試験を実施した

　　生物種が代表する分類学的レベルに対して算出す

　　る。（AF値も含めて原案どおり。）

　③生分解：土壌・底質中における持続性が高い物質、

　　例えば90%分解時間（DT90）が1年を超えるもの

　　については、このことを考慮してPECを再計算す

　　ることとされた。（文書案にDT90の例示の追加な

　　どの修正がなされた）

　④糞中生物相：牧場で使用する内部／外部寄生虫駆

　　除薬であって土壌中予測濃度（PECsoil）が100μ

　　g/kg未満のものは、A段階での陸生植物の試験及

　　び土壌微生物の試験を実施しないこととされた。

　　ミミズによって主に糞が分解される地域ではミミ

　　ズの試験を実施することとされた。（このことが文

　　書案に追加された）

　⑤PEC計算法：PEC計算法の詳細については文書中

　　に記載しないこととされた。（原案どおり）

　⑥試験法：A段階のミミズの亜急性／繁殖試験の推

　　奨される試験法として原案のOECD試験法222に

　　加えてOECD試験法220も併記することとされ、さ

　　らにこれ以外の試験法についても説明を明確にす

　　る修正を行うこととされた。（これらに関する追加･

　　修正がなされた）

3.今後の予定
　現段階はVICHプロセスのステップ５であり、本文書

案は本年10月に開催される運営委員会の承認を経て施

行期日が定められることとなる。

（薬剤作用検査室長　遠藤裕子）

VICH　－動物用医薬品の承認審

査資料の調和に関する国際協力－
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◎第138回日本獣医学会（平成16年９月10日～

12日、北海道大学）
　家畜由来のESBL産生大腸菌のβ-ラクタマーゼ型別

とその酵素学的解析

　　○小島明美、石井良和1、石黒正路2、石原加奈子、

　　　浅井鉄夫、織田千歳、高橋敏雄、山口惠三1

　　　　　（東邦大医学部1、（財）サントリー生物有機科学

　　　研究所2）

【背景･目的】
　国内の家畜衛生分野における薬剤耐性菌のモニタリ

ング（JVARM）では、健康家畜糞便由来の大腸菌を調

査対象の一つとしている。第136回本学会において、基

質拡張型β‐ラクタマーゼ（ESBL）産生大腸菌が、分

離株の約0.2%と低率ながら分離されることを報告した。

それらの中で型別未定だった酵素についてその型を決

定し、既に型別済みのESBLについては酵素学的な検討

を加えたので報告する。

【材料･方法】
　ESBL産生大腸菌のうち、2株の型別未定株について

DNA塩基配列を決定し同定した。既に型別された4株

の酵素（CTX-M-2）を精製し、酵素学的パラメーター

を測定し、コンピュータモデリングによりCTX-M-2の

加水分解反応様式を検討した。

【結果･考察】
　型別未定株はいずれもCTX-M-18 型と同定された。

CTX-M-18の遺伝子も先のCTX-M-2と同様に、伝達性

プラスミド上に存在したが前者とは異なり、プラスミ

ドに1 型インテグロンは存在しなかった。CTX-M型

ESBL産生株は、患者から分離されているが、家畜由来

株においてもこの型のESBL産生株の存在が明らかと

なった。CTX-M-2の酵素学的解析から、本来ペニシリ

ナーゼである本酵素が、第三世代セフェム系抗菌薬も

効率良く分解することが示された。CTX-M型の亜型で

あるToho-1 と本酵素は 274 番目のアミノ酸のみが異

なっている。しかし、供試薬剤に対する酵素学的パラ

メーターに大差は認められず、モデリングの結果から

も、このアミノ酸変異が今回対象とした抗菌薬との相

互作用に及ぼす影響は小さいと考えられた。今回の酵

素学的解析により、CTX-M-2の酵素反応の特徴が初め

て明らかにされた。

調査�
　研究� 調査研究の概要

鶏の腸管内におけるCampylobacter jejuni の鞭毛蛋

白遺伝子（fla A）の変異
　　○石原加奈子、織田千歳、小島明美、浅井鉄夫、

　　　高橋敏雄

【背景】
　カンピロバクターは人の食中毒の起因菌である

が、家畜は無症状でそれらを腸管内に保菌しており、そ

の制御が難しい。Campylobacter jejuniは鶏群内に侵入

すると、短期間に鶏群全体に広がることが知られ、また

鶏で継代された菌株は、鶏における定着性が高まると

報告されている（Ringoirら 2003）。そこで実験的にC.

jejuni を鶏に感染させ、再分離した菌株の性状を調べた。

【材料および方法】
　4日齢のSPF鶏（日生研）15羽を試験期間中アイソ

レーターで飼育し、14日齢時にカンピロバクター陰性

を確認後、17 日齢時に C. jejuni ATCC 33560T

（108CFU）を飲水に添加し、感染させた。21-52日齢の

間、定期的に糞便を10検体採材し、CCDA培地により

菌を分離した。分離株の薬剤感受性（ABPC, DSM, EM,

OTC, NA, OA, ERFX, OFLX）、fla A型（PCR-RFLP

（Dde I/Alu I 型））およびSma I によるPFGE型を確

認した。

【結果およびまとめ】
　分離率は、接種直後から38日齢まで約50%で、45お

よび52日齢時には100%となった。これらのfla A型は、

24, 25, 38日齢ではすべての分離株が接種株と同じ1/1

型であったが、52日齢時には8検体から2/2型、1検体

から2/3型および1検体から2/4型が分離された。一方、

52日齢時分離株の薬剤感受性およびPFGE型は、接種

株と同じであった。このことから、腸管内で増殖する過

程でfla A型に多様性が生じ、腸管定着性の良い変異株

が優勢になったと考えられた。今後、変異株について定

着性と関係のある自家凝集能等について検討したい。

Nucleic Acid Sequence-Based Amplification

（NASBA）を用いたH5亜型鳥インフルエンザウイル

ス検出キットの検討
　　○吉永麻希子、嶋崎洋子、岩本聖子、竹田智子、

　　　野牛一弘

　2004年1月に高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の

国内発生が認められ、防疫上、鳥インフルエンザウイル

ス（AIV）の迅速かつ高感度なウイルス検出法が求めら

れている。AIVのウイルス検出法として、我々は2001

年に香港で開発されたNASBA法を応用したAIV検出

キットの有用性について、2003年度から検討を行って
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いる。当該キットはHA遺伝子の血清型特異的領域の増

幅を行い、化学的発光により検出するものである。当該

キットでは試料からのウイルス検出時間は約3時間しか

要しない利点がある。H5亜型AIV検出キットを用いた

検出感度試験では、H5N3 AIV感染尿膜腔液中のウイ

ルス量が101.3EID50/0.1mlまで検出することができた。

またH5亜型以外のAIV（H1N1，H3N8，H4N6，H7N7，

H8N4，H9N2，H10N7，H11N4）及び種々の鶏病ウイ

ルス（16株）では陽性反応は認められず、H5N3 AIV

にのみ特異的に陽性反応が認められた。H5N3 AIV添

加の気管乳剤及び糞便試料における検出試験では、気

管乳剤で検出感度が若干低下したが、糞便試料ではほ

とんど低下が認められなかった。検出感度、特異性等か

ら、適切なRNA抽出方法や試験成績の安定性について

確認されれば、H5亜型AIV検出キットは多数の野外試

料におけるH5亜型のスクリーニングを行うのに適して

いると考えられる。また、当該キット以外にHPAI H5

亜型AIV検出キットやH7亜型、H9亜型及びA型AIV

検出キットが海外で応用されているため、それらにつ

いても検討を行う予定である。

鶏種、投与時期、投与法の異なる条件下での国内

ニューカッスル病生ワクチン株の免疫応答に関する

検討
　　嶋崎洋子、○岩本聖子、吉永麻希子、山崎芙美 *、

　　高橋公正 *、野牛一弘　（*日獣大）

　ワクチン接種鶏でのニューカッスル病（ND）の発生

原因として、ワクチンの投与方法や移行抗体の保有状

況、鶏種の多様化による影響の可能性が類推されてい

る。そのため国内で承認されている４種類のND生ワク

チンを用い、日齢、鶏種及び投与方法の違いに対する免

疫応答を一律な条件の下で調査した。

①４日齢SPF鶏へのNDワクチンの強制経口投与では、

　投与後２週までのVG/GA及びB1株のHI価上昇が他

　の株と比較して緩やかであった。しかし、３週以降は

　全ての株で同等の上昇が認められた。自由飲水投与

　では強制経口投与以上のHI価が確認された。

②４日齢の移行抗体保有採卵鶏（OM）にB1株を点眼

　投与又は自由飲水投与すると、投与４週後の鶏群に

　おけるHI抗体価の分布は５倍未満～320倍以上とな

　り、分布のピークは点眼投与群で40倍、自由飲水投

　与群で20倍であった。幾何平均値（GM）はいずれも

　10倍以上で、投与時の移行抗体価が５～80倍の鶏群

　では点眼投与群が自由飲水投与群より高いGM値を

　示した。

③主としてHI価320倍以上の高い移行抗体価を保有す

　る４日齢のOMにB1株を点眼投与及び自由飲水投与

　すると、鶏群の平均HI価は投与4週後まで低下し、上

　昇は認められなかった。

④３週齢のチャンキー（CH）、コブ（CB）、赤鶏（RB）

　にNDワクチン4株を強制経口投与すると、投与４週

　後で各群のHI価のGMは30倍以上となったが、CB

　のB1株投与群ではHI価の上昇および攻撃試験によ

　る発症防御率が他株の投与群より有意に低かった。

⑤３週齢のCH、CB、RBにB1株を自由飲水投与する

　と、投与４週後で５倍以上のHI価を示す供試鶏の割

　合および攻撃試験による発症防御率は共にCH100%、

　CB93.3%、RB93.3%であり、免疫応答は強制経口投

　与群より良好であった。

　以上の結果より、ワクチン株は移行抗体の有無と投

与方法及び鶏種の違いにより従来の報告と同様免疫反

応に影響を受ける可能性が示唆され、一般的に推奨さ

れているワクチネーションプログラムと用法用量に

従って適切にワクチンが投与される重要性が示された。

鳥インフルエンザにおける2次元免疫拡散法用抗原

に関する検討
　　○野牛一弘、吉永麻希子、竹田智子、岩本聖子、

　　人見徹1（1大分家保）

　鳥インフルエンザウイルス（AIV）に対する抗体保有

状況調査には、A型インフルエンザウイルスの共通抗

原に対する抗体を検出する２次元免疫拡散法（DID）が

一般的に用いられている。DIDに用いる抗原の作成法

としては、AIV感染発育鶏卵の漿尿膜を用いる方法又

は漿尿膜腔液のAIVを濃縮して用いる方法がある。今

回我々は、感染漿尿膜を用いるBreedらの方法（A）及

びMeu1emansらに準じた方法（B）並びに感染漿尿膜

腔液を超遠心濃縮したものをNP-40で可溶化する方法

（C）を用いて作成されたDID用抗原の反応性を、AIV

に対する抗血清、採卵鶏の血清等を用いて特異性等を

比較した。各方法で作成されたDID抗原はAIVに対す

る抗血清に対して沈降線を形成した。しかし、Bの抗原

は、数種類のAIV 以外の不活化ワクチンを接種した

SPF鶏由来血清にも強く反応した。一方、A及びCの

抗原はこれらの不活化ワクチン接種SPF鶏由来の血清

に対して沈降線を形成しなかった。更に、Bの抗原を用

いた1165検体の野外血清の調査では114例の陽性反応

が認められた。しかし、陽性反応が認められた血清をC

の抗原で検査したところ、いずれの血清でも沈降線は

形成されなかった。また、非特異反応の認められた野外
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血清の一部をAの抗原で検査したところ、Bの抗原と

同様に沈降線が形成されたがその線は薄く、また、免疫

血清との沈降線とスパーを形成するため非特異反応と

AIV特異反応の区別が可能であった。今回の成績から、

DIDを用いたAIVの抗体検査には、感染漿尿膜由来抗

原を用いるより感染漿尿膜腔液濃縮抗原を用いたほう

が、非特異反応が少ないことが明らかとなった。

正常プリオン蛋白に結合するRNAアプタマーの単離
　　○能田健、関矢聡1）2）、PKRクマール2）、

　　　横山隆3）、西川諭2）

　　　　　1）筑波大・連携院、2）産総研・生物機能工学、

　　　3）動衛研・プリオン病研究センター

【背景と目的】
　RNA分子は、配列特異的な立体構造をとることによ

り、ある種の活性（触媒能や特異的認識・結合能）を持

つことが知られている。この中で、標的分子に特異的に

結合するRNAは特にアプタマーと呼ばれ、基礎研究は

もとより治療薬・診断薬等への応用も始まっている。近

年、プリオン蛋白を標的としたRNAアプタマーの創出

が開始され、診断法開発や異常プリオン蛋白増殖メカ

ニズム研究用の新たなプローブとして期待されている。

RNAアプタマーをこれらの用途に使用するためには、

プリオン蛋白に高い親和性を持つことはもちろん、生

体材料中のRNaseに対する耐性が必要である。そこで

今回我々は、RNase耐性で正常プリオン蛋白（PrPC）

に対して高い親和性を持つアプタマーの単離を目的と

して研究を行った。

【材料と方法】
　標的蛋白質にはマウス組換えプリオン蛋白（rmPrP）

を用い、30merのランダム配列を有する大規模RNAコ

ンビナトリアルライブラリーより選択を行った。RNA

ライブラリーとrmPrPをインキュベートし、rmPrPと

複合体を形成したRNAをニトロセルロースメンブラン

で補足した。このRNAを逆転写反応でDNAとした後

PCRで増幅した後、再びRNAを調製し、同様の選択サ

イクルを繰り返した。十数回の選択サイクルにより高

親和性RNAを濃縮した後、クローン化を行った。各ク

ローン及びRNase耐性を持たせるためフッ素修飾した

各クローンの、rmPrPへの結合能解析を行った。

【結果】
　各クローンの配列を決定したところ、約80％のコン

センサス配列を持つ２種類のアプタマーが得られた。

これらはPrPCに高い親和性を示したが、牛血清アルブ

ミンには結合しなかった。また、フッ素修飾を施し

RNase耐性とした後も、PrPCに対する親和性は失われ

なかった。

【結論】
　インビトロ選択実験により、RNase耐性でPrPCに高

い親和性を持つRNAアプタマーを単離した。

◎平成16年度日本魚病学会秋季大会（平成16年９月

18日～19日、北大函館分校）　

日本の野菜より分離されたLactococcus garvieaeの

性状解析及びPFGE解析について
　　○川西路子･木島まゆみ･能田健・鈴木祥子・森田

　　　英利・村上賢（麻布大）・岡田早苗・遠藤明仁

　　　（東京農大）・吉田照豊（宮崎大）

【目的】
　ブリ属魚類のα溶血性レンサ球菌症の原因菌は、諸

外国で哺乳動物等からしばしば分離されるL. garvieae

と同一菌種であるとされている。しかし、日本では、ブ

リ属魚類以外より分離されたL. garvieaeの論文はなく、

その分布等について未知の部分が多い。今回、日本の野

菜より分離されたL. garvieaeの性状解析及び遺伝学的

解析を実施したので報告する。

【材料と方法】
　日本の野菜より分離したL. garvieae6株およびブリ由

来KG9502株の培養菌液0.1mL /尾（約1×10８CFU/

尾）を各10尾のブリ（100g）に腹腔内接種後、循環式

水槽で 25℃2 週間観察し、死亡率を算出した。API

RapidID32STREP、API zym（Bio Merieux）による生

物学的性状およびファージ（PLgW-1, PlgY-16,PlgY-30）

の感受性について調べた。さらに、SmaⅠ酵素を用い

たパルスフィールドゲル電気泳動（PFGE）を実施し、

PFGE で得られた画像をもとに，解析ソフトFinger

Printing II（Bio Rad）を用いて系統樹を作成した。

【結果及び考察】
　生物学的性状は、Lアラビノース酸性化能において野

菜由来６株は陽性、KG9502株は陰性と差が認められた

が、他の性状は同一であった。野菜由来６株はブリに明

らかな病原性は認められず、いずれのファージ（PLgW-

1,PLgY-16 ,PLgY-30）にも感受性を示さなかった。

PFGE解析において、野菜由来株4株は同じパターンを

示し、他の2株及びぶり由来株はそれぞれ異なるパター

ンを示した。野菜由来株とブリ由来株間の相同性は４0

％以下であり、異なるパターンを示す野菜由来株間の

相同性も40％以下であった。野菜から分離された株は、

ブリから分離された株と比較し、ブリに対する致死性、

ファージの感受性について異なり、PFGEによる遺伝子
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学的解析においても相同性が低かった。野菜由来株と

ブリ由来株は同一菌種であるが、異なる集団である可

能性が示唆された。

豚ボルデテラ感染症精製（アフィニティクロマトグ

ラフィー部分精製）・豚パスツレラ症混合（油性ア

ジュバント加）不活化ワクチン
（平成16年７月21日承認）

　本製剤は、ボルデテラ・ブロンキセプチカ（以下「Bb」

という。）の培養ろ液を牛赤血球膜結合セルロースカラ

ムを用いたアフィニティクロマトグラフィーで部分精

製し、得られたシアル酸結合型赤血球凝集素を凍結乾

燥したものと、パスツレラ・ムルトシダ（以下「Pm」と

いう。）の培養菌体を破砕し、遠心上清を不活化して油

性アジュバントを添加したものを組み合わせた不活化

ワクチンである。

１．成分

　ワクチンは、Bb成分を含む乾燥ワクチンとPm成分

と油性アジュバントを含む液状ワクチンから構成され

ている。１バイアル（10頭分）中に、Bb菌由来シアル

酸結合型赤血球凝集素を12,800HA単位以上、Pm菌抽

出抗原を蛋白量で2,500～ 5,000mg含んでいる。

２．用法・用量

　乾燥ワクチンを液状不活化ワクチンで溶解し、下記

の量を豚の耳根部又は臀部筋肉内に注射する。

　①成豚

　　１回１mLを２～３週間隔で２回注射する。ただ

　し、２回目注射は分娩予定日の約１カ月前までに注

　射する。次回以降の繁殖期に行う追加注射は、１mL

　　をその分娩予定の１カ月前に１回注射する。

　②子豚

　　生後５週齢以降に１mL、その２～３週後さらに１

　mLを注射する。

３．効能・効果

　Bb及び毒素産生Pmの混合感染、またはそのいずれ

かの菌の感染による豚の萎縮性鼻炎の予防。

４．検定の概要

　（1）無菌試験

　（2）無毒化試験

　（3）安全試験

　　試験品を体重10～30kgの豚の筋肉内に１mLずつ

　２週間隔で２回注射し対照群とともに４週間観察す

　る。

　　観察期間中、試験動物に異常を認めてはならない。

　また、試験群の注射反応は、無視しうる程度以下でな

　ければならない。

　（4）力価試験

　（4－ 1）豚ボルデテラ感染症力価試験

　　安全試験終了日に試験群及び対照群から得られた

　血清について、赤血球凝集抑制（以下「HI」という）

　試験を行う。

　　試験群は、すべてHI抗体価８倍以上でなければな

　らない。この場合、対照群では、すべて４倍以下でな

　ければならない。

　（4－ 2）豚パスツレラ症力価試験

　　試験品を５週齢マウスの腹腔内に0.1mLずつ２週

　間隔で２回注射する。２回目注射後２週目に、同数の

　無接種対照群とともにPm菌（107.6～ 8.0CFU/mL）

　での攻撃試験を行う。

　　試験群では、70％以上が耐過生存しなければなら

　ない。この場合、対照群では、70％以上が死亡しなけ

　ればならない。　（細菌製剤検査室室長　高木昌美）

主 な 行 事

　 　月　日 行　　　　　　事 場　　所

16. 8. 3～5 第26回家畜衛生講習会・研究協議会出席 （財）化学及血清療法研究所　厚生会館

3 第17回動物薬事問題定例協議会出席 薬業健保会館

4 第13回豚コレラ撲滅技術検討会出席 本　　　省

新薬紹介
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　　月　日 行　　　　　　事 場　　所

4～6 日本RNA学会年会（第６回RNAミーティング）参加 熊本テルサ

5 平成16年度千葉県家畜防疫連絡会議研修会出席 ホテルグリーンタワー千葉

　 　　〃 平成16年度多種混合ワクチン等実用化検討委員会出席 東京薬業厚生年金基金

6 薬事・食品衛生審議会農薬・動物用医薬品部会出席 厚生労働省

18 動物用医薬品残留問題調査会出席 本　　　省

19 動物用組換えDNA技術応用医薬品調査会出席 本　　　省

23 狂犬病血清検査小委員会出席 動物検疫所

25～26 平成16年度動物医薬品検査所こども見学デー開催 当　　　所

31 東京都畜産技術連盟技術研修会出席 全国家電会館

　  9. 2 薬事・食品衛生審議会動物用医薬品等部会出席 本　　　省

3 第498回技談会開催（演題：発表者） 当　　　所

○正常プリオン蛋白に結合するＲＮＡアプタマーの単離：能田健

○鶏種、投与時期、投与法の異なる条件下での国内ニューカッスル病

　生ワクチン株の免疫応答に関する検討：岩本聖子

○Nucleic Acid Sequence Based Amplification（NASBA）を用いた

　H5亜型鳥インフルエンザウイルス検出キットの検討：吉永麻希子

○鳥インフルエンザにおける２次元免疫拡散法用抗原に関する検討

　：野牛一弘

○日本の野菜より分離されたLactococcus garvieaeの性状解析及び

　PFGE解析について：川西路子

○鶏の腸管内におけるCampylobacter jejuniの鞭毛蛋白遺伝子（flaA）

　の変異：石原加奈子

○過去４年間に食肉と農場から分離されたSalmonella Infantisの

　薬剤感受性の比較：浅井鉄夫

○家畜由来のESBL産生大腸菌のβラクタマーゼ型別とその酵素学

　的解析：小島明美

6～7 平成16年度関東甲信越北陸ブロック家畜衛生協議会出席 ホテルニュー塩原

7 狂犬病ワクチン検討委員会出席 東京薬業厚生年金基金

10～12 第138回日本獣医学会参加 北海道大学

16 動物用医薬品再評価調査会出席 本　　　省

〃 シードロットシステム検討小委員会出席 東京薬業厚生年金基金

17 第２回狂犬病血清検査小委員会出席 動物検疫所

18～20 平成16年度日本魚病学会秋季大会参加 函館国際ホテル

18 第14回豚コレラ撲滅技術検討会出席 本　　　省

22 全国家畜衛生担当者会議出席 本　　　省

28 「メキシコハリスコ州家畜衛生診断技術向上計画」国内支援委員会出席 （独）国際協力機構本部

〃 平成16年度動物衛生研究所海外病研究安全委員会出席 動物衛生研究所

29 動物慰霊祭 当　　　所

〃 水産用医薬品調査会出席 日本郵政公社

30 小動物臨床評価検討委員会出席 日本獣医畜産大学
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所員研修

期　間 官職 氏      名 研　　修　　内　　容 研　修　場　所

16.09.13～ 15 事 吉  田  龍  司 給与実務担当者研修会参加 さいたま新都心合同庁舎１号館

16.09.28～ 29 技 石  原  好  仁 平成16年度第１回管理者養成研修参加 本省・当所

16.09.28～ 30 事 松  本  隆  志 メンタルヘルス講習会参加 さいたま新都心合同庁舎１号館

人事異動
月 日 異動内容 官職 氏    名 摘　　　　　　　　　　要

16.08.01 免併任 技 原田　和記 検査第二部（検査第二部兼消費・安全局衛生管理課）

20 育児休業 技 小形　智子 （検査第二部主任研究官）

16.09.01 臨時的任用 技 生方　恵子 検査第二部

16.10.01 配置換 技 石原　好仁 企画連絡室企画調整課長（企画連絡室動物用医薬品専門官）

配置換 技 鈴木　祥子 検査第一部鶏病製剤第１検査室長（検査第一部魚類製剤検査室長）

配置換 技 野牛　一弘 検査第一部魚類製剤検査室長（検査第一部鶏病製剤第１検査室長）

転入・昇任 技 青木　博史 検査第一部細菌製剤検査室主任検査官（内閣府食品安全委員会事

務局評価課プリオン・自然毒係長）

配置換 技 村田奈々惠 検査第二部（検査第一部兼消費・安全局衛生管理課）
・免併任

免併任 技 小佐々隆志 検査第一部（検査第一部兼消費・安全局衛生管理課）

配置換 事 吉田　龍司 会計課（庶務課）

配置換 事 羽賀　雄太 庶務課（会計課）

新規採用 技 松本　幸子 検査第一部

配置換 技 永井　英貴 消費・安全局衛生管理課課長補佐（監視指導班担当）（企画連絡室
免併任 企画調整課長兼消費・安全局衛生管理課）

配置換 技 石原加奈子 消費・安全局衛生管理課小動物獣医療班小動物衛生係長
（検査第二部）

出  向 技 菊池　栄作 内閣府食品安全委員会事務局評価課プリオン・自然毒係長
（検査第一部）

命併任 技 小川　　孝 検査第一部兼消費・安全局衛生管理課（検査第一部）

命併任 技 永田　知史 検査第一部兼消費・安全局衛生管理課（検査第一部）

人 の 動 き

海外出張
　期　　間 官職 氏　名 所　属 摘　　　　　　要

16. 9.02～ 25 技 田口  邦史 検査第一部 バイエル社から購入する備蓄用口蹄疫予防液の製造・検定の
立会調査（独国）

16. 9.05～ 12 技 遠藤  裕子 検査第二部 「動物用医薬品承認基準のハーモナイゼーションに関する国際
協力（VICH）第９回環境毒性／環境影響評価作業部会」
出席（米国）
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○備蓄用ウエストナイル感染症不活化ワクチンに関

する試験成績

　平成16年７月15日より当所総合検査棟において備蓄

用ウエストナイル感染症不活化ワクチンに関する試験

を実施したので、その成績を報告する。

1）供試ワクチン

　米国フォートダッジ社で製造されたウエストナイル

ウイルスVM-2株を製造用株とする不活化ワクチン及び

その製造用原液を用いた。

2）試験方法と成績

（1） 不活化試験

　動物用生物学的製剤基準（平成14年10月３日農林水

産省告示1567号）（以下動生剤基準）医薬品各条ワクチ

ンの部日本脳炎精製不活化ワクチンを準用して行った。

すなわち、３週齢マウスの脳内にワクチン又は不活化

原液0.03mLを各10匹ずつ接種し、無接種対照群５匹と

ともに14日間臨床観察を行った。

　その結果、ワクチン又は不活化原液を接種した動物

にウエストナイルウイルスに起因する発症は認められ

ず、ワクチン及び不活化原液の不活化が確認された。

（2）異常毒性否定試験

　動生剤基準一般試験法の異常毒性否定試験を準用し

て行った。すなわち、ワクチンの0.5mLずつを５週齢

業務紹介

見 学 者
月　　日 氏　　　　　　 名 所　　　　　　　　属

16. 8. 20 小林創太、藤野資子、山本  佑、牛口仁美 動物衛生研究所

9. 2 松井直子 麻布大学獣医学部

6 近江谷知子、垣本涼子、斉藤  彩、 日本獣医畜産大学獣医学部
関本容子、近田須美子、
日高華奈子、民部祐加子、山本里奈

9 Mr.BUI Quang Anh ベトナム国農業・農村開発省家畜衛生局長

研修者
期　　間 氏　　名 所　　　属 研　修　内　容

16. 8.23～ 27 毛  利  拡  子 日本大学生物資源科学部 動物用生物学的製剤の無菌試験法等の習得

〃 安  藤  陽  子 埼玉県衛生研究所 MIC薬剤感受性試験検査技術の習得

マウス10匹の腹腔内に、２匹のモルモットの腹腔内に

5mLずつを接種し、10日間観察した。

　その結果、観察期間中マウス及びモルモットに臨床

的な異常を認めなかった。また、ワクチン接種群の体重

は一過性に若干減少したが、その後は、回復し、無接種

対照群と同様に増加した。

（3）無菌試験

　ワクチン７本について動生剤基準一般試験法の無菌

試験法の１．細菌否定試験及び２．真菌否定試験を準用

して試験した。すなわち、ワクチン１本あたり２mLを

液状チオグリコール酸培地1本、１mLを液状チオグリ

コール培地３本にそれぞれ接種し、充分混和した。各ワ

クチン瓶につき、２mL及び１mLを接種した液状チオ

グリコール酸培地各１本を32℃で、残りの各ワクチン

瓶につき、１mLを接種した液状チオグリコール酸培地

各２本を22℃でそれぞれ２週間培養した。その間３～

５日目、７～９日目及び14日目に菌の発育の有無を観

察した。

　その結果、いずれの培地においても菌の増殖は認め

られなかった。

　以上の結果から、本ワクチンの安全性が確認された。

○Mr.BUI Quang Anhベトナム国農業・農村開発省

家畜衛生局長来所

　去る９月９日（木）、ベトナム国農業・農村開発省家

畜衛生局のMr.BUI Quang Anh局長が来所され、所内

を視察しました。始めに日本における動物薬事制度及

び動物医薬品検査所の概要について説明した後、鶏病

製剤第２検査室、ウイルス製剤第２検査室、残留化学検
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査室の各検査室を視察され、担当者の説明に熱心に耳

を傾けていました。

左から２番目がMr.BUI Quang Anh局長

○動物慰霊祭

　去る平成16年９月29日に毎年恒例の動物慰霊祭を行

いました。当日は近隣の東福寺のご住職にお経を上げ

て頂き、全職員でお焼香を行って、良質な動物用医薬品

の品質確保のために尊い使命を果たした動物たちの冥

福を祈りました。なお、平成15年度に当所で検査等に

供された飼育動物は牛，豚等の家畜、モルモット，マウ

ス等の小動物、真鯛，ブリ等の魚類及び鶏受精卵あわせ

て約24,000（頭，羽，匹，尾，個）でした。

　スポーツの秋、読書の秋、実りの秋、いろいろと呼ば

れていますが、本誌が出る頃、読者の皆様はいかがお過

ごしでしょうか。いうまでもなく秋の実りは、土づく

り、苗作りから始まり、丹念に育んできた結果です。当

所でもシードロットや薬剤耐性菌、環境毒性などの新

たな業務対応について、大きな成果が得られる日を思

けやきコラム

い描き、職員皆で努力していきたいと考えている。

　ところで秋の実りへの影響も懸念されているが、本

年は、記録的な猛暑に加え、集中豪雨（洪水）、台風、噴

火、地震等が続き、改めて我が国は天災列島であること

を実感した。また、そのたびに、自治体の出した避難勧

告時間を比較するなどのマスコミの行動にはうんざり

した。災害の原因や日頃からの備え、避難場所の確保状

況など、他に分析し報道すべきことがあるのではない

かと思う。彼らの行動を見るにつけ、我々の守備範囲で

ある動物衛生、動物薬事について平穏であることを祈

る。備えあれば憂いなしという。問題となる疾病につい

て、どのような相手なのかを知り、何ができるのかを考

え、状況に応じて誰が、何を行うべきかを整理する。い

わゆるマニュアルは重要であるが、それだけでは安心

できない。従事する全ての人の意識が重要ではないだ

ろうか。

　危機管理という言葉が使われるようになり久しく、

公務員の研修でも関連した講義が行われているようで

ある。しかし、日頃のRisk managementは教科書的に

はわかりやすいが、問題発生後のEmergency manage-

mentや危機的な状況下でのCrisis managementについ

てはなかなか教えるのも教わるのも難しいのではない

だろうか。問題の発生時に適切に対応できるよう日頃

から演習を行うとともに、現実に発生する様々な事態

に臨機応変に対応するためにはその判断の根拠となる

科学的（基礎的）な理解が不可欠である。さらに、個々

の事態がどのような結果を引き起こす可能性があるの

か想像力をもって対処することが重要である。当所で

も各職員は、自分の対応する業務分野について、何か起

こったときにどうすればよいのか、対応方法（マニュア

ル）、演習、想像力等を日頃から意識していくことが重

要であると考える。当方も、肝に銘じ努力しなければと

思うと、大変な身が引き締まる思いであり、繰り返すが

動物衛生、動物薬事が平穏であることを祈る。


