
平成２３年度レギュラトリーサイエンス新技術開発事業 中間評価結果 
課題 
番号 試験研究課題名 中核機関 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 H22～24 鶏肉中のカンピロバクターによる食中毒のリスク低減対策として、農場段階での

汚染・非汚染の区分や農場汚染率の低減のためのリスク管理手法の開発等の

必要性が食品安全委員会より指摘されているところである。 
 本研究では、肉用鶏農場の協力の下、農場段階におけるカンピロバクター汚染

低減対策を確立するため、 
①肉用鶏農場へのカンピロバクターの侵入経路を疫学的に究明する。 
②肉用鶏農場における簡易かつ迅速な検査法を開発する。 
③食鳥処理場における鶏群区分処理による汚染低減効果を検証する。 
④生産資材の消毒や飼料添加物による汚染低減効果を検証し、肉用鶏農場で

実施可能な汚染低減のための管理法を開発する。 

肉用鶏農場へのカンピロバクターの侵入経路を解明するためには、数多くの農場で

の疫学調査が必要であるが、協力の得られた農場数が少なかったため、調査した

農場からはカンピロバクターがほとんど検出されておらず、汚染経路の解明につな

がる有用なデータは得られていない。このため、早急にカンピロバクター汚染農場で

の調査を実施する必要があるが、これまで調査した非汚染農場と、今後調査予定の

陽性農場の管理手法を比較することにより、有効な衛生対策を見い出せる可能性

がある（左欄①関係）。 

遺伝学的検査法（リアルタイム PCR 法及び LAMP 法）については、カンピロバクター

の検出に有効であることが確認されたので、今後は、農場での実用性を考慮してさ

らに検討を進める必要がある（左欄②関係）。 

中鎖脂肪酸（飼料添加物）によるカンピロバクターの低減効果については、効果が

得られるために必要な投与の時期や量等の条件を明らかにすべきである（左欄④

関係）。 

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 

H22～24 カドミウム低減技術の開発がコメ等に比べて遅れている状況にある野菜類につ

いて、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、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。 

非常に広範な地域において、多くの品目、品種を供試して圃場試験が実施され、カ

ドミウム濃度の低い品種が明らかにされつつあり、将来的な生産現場への導入が期

待される。また、非食部位の除去によるカドミウム濃度の変動が明確になれば、消

費段階での低減対策への活用も期待される。 
引き続き当初計画に沿って研究を進め、調理によるカドミウム濃度の変動及びカドミ

ウム低減効果の高い品種、品目を明らかにするとともに、その成果について論文や

学会での発表が期待される。 

A 

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)農業・

食品産業

技術総合

研究機構

動物衛生

研究所 

H22～24 家畜に抗菌剤を使用することによって生じる薬剤耐性菌のリスク管理を適切に

行うためには、抗菌剤の使用と薬剤耐性率の増加との因果関係を解明すること

ができるよう、実効性のあるモニタリングシステムを構築する必要がある。 
本研究では、 
①過去10年以上にわたり全国の畜産農家で実施されてきた薬剤耐性菌の出現

動向のモニタリング結果を解析し、その方法の改善点を明らかにするとともに、

耐性菌の出現に関する有用な知見を整理する。 
②耐性菌モニタリングの先進地域である欧米のモニタリング手法を調査分析し、

我が国への導入可能性を探る。 
③薬剤耐性状況の評価に必要となる調査項目について検討を行い、実効性の

あるモニタリングシステムを構築する。 

これほど大規模な薬剤耐性菌の調査による解析の事例は、世界的にもあまり例が

なく、十分な新規性がある。 
過去のデータ解析（左欄①関係）、海外の調査（左欄②関係）及び実効性のあるモニ

タリング手法に関する研究(左欄③関係)は、現場における実効性も考慮しつつ計画

通り進められている。このまま順調に進めば、調査規模の策定に必要な情報及び抗

菌剤使用と耐性分布の関係等が整理され、最終的に我が国における耐性菌調査の

プロトコールとして、十分に活用しうる成果が得られると思われる。 
最終年度は、薬剤耐性菌のリスク管理措置における行政ニーズの理解をさらに深

めた上で、これまでの各研究項目で得られた成果の解析に十分時間をとり、最終成

果に反映できるよう、研究を進めていくべきである。 
 

A 



課題 
番号 試験研究課題名 中核機関 実施期間 研究概要 評価所見 総括

評価

2206 豚繁 殖・ 呼 吸障

害症候群の新た

な診断方法の開

発 

(独)農業・

食品産業

技術総合

研究機構

動物衛生

研究所 

H22～24 豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）ウイルスの遺伝子型は北米型と欧州型に大

別され、我が国ではこれまで北米型のみがまん延していたことから、北米型を前

提とした検出法やワクチンを採用していたが、最近、欧州型の存在が確認され

た。 
これをふまえ、本研究では、 
①我が国における欧州型の浸潤状況を調査するとともに、国内で確認された欧

州型による豚への病原性を感染実験により評価する。 
②北米型と欧州型を区別できる遺伝学的検査法及び血清学的検査法を開発す

る。 
③欧州型が浸潤していた場合には、その遺伝分析を行い、ワクチン開発の候補

株を選定するとともに、海外で市販されている欧州型弱毒生ワクチンを用いて国

内で流行している欧州型への効果を検証する。 

研究は順調に進められており、欧州型の豚への感染実験を計画通り実施し、病原

性を解明したこと（左欄①関係）や、北米型と欧州型を区別できる PCR 法を開発(左
欄②関係)した点などは評価できる。また、現在実施中の北米型と欧州型を区別でき

る血清学的検査法は、現在のところ世界的にも市販されていないので、十分な新規

性がある（左欄②関係）。国内における欧州型の浸潤調査では、これまでのところ侵

潤が確認されていない状況であるが、対象地域を広げて調査を行い、浸潤状況を確

認するとともに、ワクチン開発に必要な候補株の選定に早急に着手すべきである

（左欄①及び③関係）。 

A 

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)農業・

食品産業

技術総合

研究機構

動物衛生

研究所 

H22～24 近年我が国では、牛白血病（BLV）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。 
そこで本研究では、 
①防虫ネットの設置や、感染牛と非感染牛の分離飼育等の飼養管理による感

染低減効果を評価するとともに、BLV 感染による畜産物の生産性への影響を評

価する。 
②感染牛由来の乳汁による感染伝播及び感染牛と同居させた場合の感染伝播

のリスクを評価する。 
③感染牛由来の雌受精胚の非感染牛への移植による清浄化効果を検証する。

④上記の研究結果を基に、農場段階で実行可能な衛生管理手法ガイドラインを

作成する。 

家畜生産現場における牛白血病対策は急務であり、本研究による農場内伝播やま

ん延を防止するためのガイドラインの作成が急がれるところ。研究は順調に進んで

おり、分離飼育等による感染防止効果を野外で実証した成果（左欄①関係）など、実

際の本病発生農家における対策として活用可能な成果が得られている。研究の最

終目標である本病まん延防止のための総合的な衛生管理ガイドラインの作成にも

十分期待が持てる。なお、左欄③の研究課題について、胎盤感染が高い確率で起

こるとの結果が出ているが、従来の報告よりも高い頻度で胎盤感染が起こっている

のであれば、本病のまん延防止の障害となるので、確認のためにも十分な検証が

必要である。 

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 

北里大学 H22～24 近年、鳥インフルエンザ等の家畜の伝染性疾病が、野生動物により国境を越え

て広域的に流行していることから、国際獣疫事務局（OIE）では、家畜の伝染性

疾病対策に係る野生動物の取り扱いについて検討が進められており、我が国に

おいても、野生動物が関与する家畜の伝染性疾病サーベイランス体制を構築す

る必要がある。 
そこで本研究では、 
①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、

ファクトシートを作成するとともに、欧米及び国内の野生動物が関与する家畜の

伝染性疾病サーベイランスの実施状況を調査する。 
②エゾシカ、イノシシを対象に、実践的な野生動物疾病サーベイランス方法を開

発する。 
③家畜の伝染性疾病の伝播リスクのある野生動物種や伝播経路を特定し、伝

播リスクを評価する。 

これまで国内では野生動物と家畜の間での疾病伝播や、野生動物を対象とした家

畜の伝染性疾病サーベイランス方法に関する研究実績は少ないので、大いに新規

性がある。対象疾病を 20 に絞ってファクトシートを作成するとともに、国内外のサー

ベイランス状況を詳細に調査するなど、基礎データの収集は順調に進められている

（左欄①及び②関係）。最終年度は、野生動物糞便からの病原体検出率が低いなど

の理由から十分なデータ収集やリスク評価に至っていない左欄③の研究課題につ

いて、可能な限りデータを収集し、伝播リスクの評価を行うべきである。 A 



課題 
番号 試験研究課題名 中核機関 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）

体系技術の確立 

(独 )農業

環境技術

研究所 

H22～24 ハクサイ生産地域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で

あるキタネグサレセンチュウ等の総合的病害虫管理（IPM）体系を確立するた

め、本研究では、以下の課題に取り組む。 
前作でエンバク野生種を栽培した圃場と栽培しなかった圃場におけるハクサイ

黄化病とセンチュウ害の発生程度を調査するとともに、土壌を採取し、土壌微生

物相の DNA 解析を行い、圃場におけるハクサイ黄化病とセンチュウ害の発赤

程度を比較する。これにより、防除適期や防除の要否などの土壌診断に役立つ

特異的バンドや遺伝的多様性などの指標を探索するとともに、病気の抑制に効

果のある候補菌を選抜する。 

従来、土壌病害虫に対しては有効な土壌診断法がなく、農業現場では予防的に土

壌消毒を行ってきたが、本研究で土壌診断結果と発病との相関を示す指標が得ら

れれば、土壌診断による適期・的確な防除が可能となるので、農業現場からの期待

が大きい研究テーマである。ハクサイ黄化病とその助長要因であるキタネグサレセ

ンチュウの発生は解析が可能になったが、解析結果から圃場におけるハクサイ黄化

病の発生程度を予測するための指標の選抜までは至っておらず、現在探索中であ

る。病害虫の発生に関連した遺伝的指標や、発病の抑制に効果のある候補菌につ

いては、早期に成果を出す必要がある。 

B 

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)農業・

食品産業

技術総合

研究機構

中央農業

総合研究

センター 

H22～24 国内未発生病害虫の中には、侵入すると我が国の農林業に重大な被害を及ぼ

す恐れのあるものも含まれるため、万一の侵入に備えて、病害虫のリスク評価

手法を確立し、的確な検疫措置を講じる必要がある。 
本研究では、 
①海外で実施されている病害虫のリスク評価手法について情報収集を行うとと

もに、我が国の農林業に重大な影響を及ぼすと予想される病害虫についての経

済的影響評価手法を検討し、国際基準に合った危険度評価手法を確立する。 
②海外の取組を参考に、我が国で定着・まん延の可能性が高い病害虫につい

ての動態モデルを構築し、的確な検疫措置のための基礎理論を確立する。 

未発生害虫による経済的影響を、国内の農産物出荷額等の公表データをベースに

定量的に評価モデルを策定するなど、リスク評価手法の基本的なフレームワークが

ほぼ完成した点は評価できるが、より精密な評価のためには、国内出荷額のみなら

ず、宿主作物の輸入額、輸入元の国内における病害虫の発生状況等も評価項目に

組み込むことも検討すべき（左欄①関係）。また、メッシュ地図を利用した未侵入害

虫の定着・まん延の動態モデルについては基礎データの整備が進んでいるが、病

原菌については未着手であるので、早急に検討を開始すべきである（左欄②関

係）。 

B 

＜総括評価の説明＞ 
A：引き続き行政と連携し、継続して研究を実施することが妥当である。 

B：行政と連携して研究計画を見直し、研究を実施することが妥当である。 

C：研究計画を見直しても目標を達成できる見込みが低いことから、研究課題を中止することが妥当である。 


