静岡実験動物研究会
平成 29 年度大会プログラム
< 第47回総会 >
< 第 45 回研究発表会 >
平成 29 年 9 月 29 日(金)
第 47 回総会

13:15〜

特別講演

13:45〜

第 45 回研究発表会 15:00〜
懇親会

18:00〜

会場 :静岡県男女共同参画センター（あざれあ）6F大ホール
〒420-0863 静岡県静岡市駿河区馬淵1丁目17-1
電話:054-255-8440

大会担当幹事 :アステラス製薬株式会社

【会 場】
静岡県男女共同参画センター（あざれあ）
6F 大ホール
〒420-0863
静岡県静岡市駿河区馬淵１丁目 17JR 静岡駅から徒歩 9 分
TEL:054-255-8440
URL:http://www.azarea-navi.jp

【受 付】
受付開始 : 13:00～13:15

受付場所 :あざれあ 6F 大ホールホワイエ

参加者全員、受付をすませ名札を受け取り、着用ください。
参加費 : 2,000 円(懇親会費含む)
参加費は当日受付にてお支払いくたさい。演者の先生は無料です。

【器材企業展示】
開始時刻 : 13:00～16:15
開催場所 :あざれあ
6F 小ホール

【懇親会】
開始時刻

： 18:00〜（2 時間程度）

場所

： あざれあ 6F 小ホール

懇親会出欠について : 受付時に懇親会出欠の確認をさせていただきます。
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静岡実験動物研究会 平成 29 年度大会プログラム

総会

開始
時刻
13:15

特別講演

13:45

休憩(1)

14:45
15:00

No.

題

演

者

所

属

座

長

事業報告・会計報告・事業計画・予算他
人と動物のあるべき関係とは
----動物福祉の考え方を深化させる--

伊勢田哲治
先生

1

SD 系ラットを用いた皮膚光毒性評価系の確立
と一般毒性試験への組み込みの試み

米澤 豊

科研製薬株式会社 新薬創生
センター 薬物動態・安全性部

2

体外式ジャケットテレメトリー（JET）システムを
用いたビーグル犬の呼吸器機能評価に関する
検討
大動脈縮窄術を用いた心不全モデルマウスに
おいて、クルクミン類似体 Y030 は強力に心不
全の進展を抑制した
Nobiletin 非晶質固体分散体開発におけるケー
ススタディ: Potassium oxonate 誘発性高尿酸
血症モデルラットの評価における尿酸値測定
法の影響
既設イヌ床網を活用した簡易的な指趾負担軽
減策に関する検討

杉本 恭平

株式会社ボゾリサーチセンター
函南研究所

3
研究発表会(1)
4

5
6
休憩（2）

演

イヌの環境エンリッチメントの導入検討

清水 果奈 1,2

佐藤 秀行

京都大学文学研究科

静岡県立大学大学院薬学研
究院分子病態学教室/2 京都医
療センター 臨床研究センター
静岡県立大学 薬学部 薬物動
態学分野

株式会社ジェー・エー・シー

礒部

中外製薬株式会社 研究本部

16:00

2

立部 貴典
株式会社中外医科学研究所

1

本田 恭子
剛仁

中野洋子
アステラス製薬株式会社

柴主 敏行
科研製薬株式会社

16:15

研究発表会(2)

7

平滑筋を用いたアシル化ブテノリド誘導体の生
物活性機序の解明

木村 有希

静岡県立大学 薬学部 薬理学

8

実験的精巣性テラトーマの形成に関わる候補
領域の同定

宮嵜 岳大

静岡大学創造科学技術大学院

9

ウサギの多頭飼育の検討

柴田 大樹

株式会社ジェー・エー・シー

10

アステラス製薬㈱焼津製剤研究センター動物
施設でのイヌの群飼育におけるファイティング
発生の傾向
コモンマーモセットと飼育担当者の社会的コ
ミュニケーションの検討

櫻井 翔一

株式会社ジェー・エー・シー

関谷 浩司

協和発酵キリン株式会社 富士
リサーチパーク

11
閉会

大石 巧
株式会社
ボゾリサーチセンター

金子 雪子
静岡県立大学薬学部

17:05

次期大会長
挨拶

【林栄一賞の審査について】
静岡実験動物研究会では，研究発表会を若い研究者の研鑽の場として活用いただくために，研究会でご発表いただいた演者のうち，発表当日
35 歳未満で正会員の方を対象として，優秀な発表をされた方 1 名に林栄一賞を授与させていただいております。本年も上記演者の中より対象者
の方々について審査委員による審査を行い，1 名を表彰させていただきます。
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【特別講演】
人と動物のあるべき関係とは
----動物福祉の考え方を深化させる--伊勢田哲治（京都大学文学研究科）

人と動物の関係はどうあるべきかというのは、動物倫理学と呼ばれる分野の中心となる問いで
ある。大きく分ければ、(1)最終的にはすべては人間のためである、という考え方、(2)動物も配慮
されなければならないが人間ほどではない、という考え方、(3)動物も人間も同じ基準で考えなけ
ればいけいない、という考え方などがある。いわゆる「動物福祉」は２つめの考え方、
「動物の権
利」は３つめの考え方である。日常感覚では(2)がバランスがとれている気がするが、哲学的な動
物倫理学の議論になると(3)の方が旗色がよい。
今回の講演では、
「動物福祉」という考え方をもう少し整理することで、人と動物のあるべき関
係についての考え方として、これがどの程度もっともらしいのか、検討を深めたい。動物実験の
世界では動物福祉といえば「３つのＲ」にそって実験を行うことであるし、畜産動物や展示動物
の業界では「５つの自由」が重視される（これは近年「５つの領域」や「動物福祉目標」などの
形で拡張されている）。
しかし、動物福祉の考え方について、これらの具体的な指標を越えた理論的な体系化はおどろ
くほどなされていない。３つのＲと５つの自由はどのような関係にあるのだろうか。実験動物に
は自由は必要ないのだろうか、また、畜産動物の扱いには３つのＲに類する制約は必要ないのだ
ろうか。５つの自由の考え方は伴侶動物や使役動物にも同様に当てはめられるのだろうか。当て
はめられる場合、どの程度の自由を求めるのかは動物のカテゴリーによって違うのだろうか、同
じなのだろうか。野生動物の福祉は配慮すべきなのか、配慮すべきだとしてその基準は同じなの
か。
「害獣」に分類されるような場合も同じなのか。こうした問いに一貫した答えが出せないかぎ
り、動物福祉は動物倫理学者を満足させるような立場にはならないだろう。
以上の問題のいくつかについては、動物福祉というのは実は二つの要素の組み合わせだと考える
と、うまく答えがでる。一方で、どんな動物にも最低限の福祉は配慮しなくてはならないが、他
方で人間との関わり方において、その最低限を越えて配慮すべき福祉の量や内容が変わる、と考
えるのである。ただし、それだけでは答えられない問題として、３つのＲに類する考え方をなぜ
他の産業動物に拡張しないのか、という問題がある。動物福祉の考え方を一貫させる上で、実は
これが最大の問題になるかもしれない。
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【研究発表会】
演題 １
SD 系ラットを用いた皮膚光毒性評価系の確立と
一般毒性試験への組み込みの試み
〇米澤豊、宮下泰志、衣斐彼方、髙木優志
（科研製薬株式会社 新薬創生センター 薬物動態・安全性部）
光毒性評価には従来、モルモットが用いられてきたが、2014 年に発行された「医薬品の光安全
性評価ガイドライン」において、光毒性評価に用いる動物はモルモットに限定されず、マウス及
びラット等の様々な動物種を用いて可能と定義された。光毒性試験を実施する際には、紫外線照
射時期を決定するために薬物投与後の血漿中濃度推移の把握が必要になるが、一般毒性試験に汎
用される SD 系ラットであれば、光毒性評価実施前に単回投与毒性試験や薬物動態試験において
薬物濃度データが得られており、これらのデータを用いて照射時期を設定することが可能となる。
そこで今回、試験の簡略化を目的として SD 系ラットを用いた光毒性評価が可能か否かを検討し
た。
SD 系ラットでの光毒性評価の妥当性を確かめる為に、陽性化合物 3 種及び光毒性報告のある医
薬品を用いて、Hartley 系雌モルモットと SD 系雄ラットで経皮及び経口投与による光毒性評価を
実施し、モルモットと SD 系ラットの結果の一致率を調べた。投与濃度は既報または毒性用量を
参考にし、医薬品については上限を 10 w/v%（100 mg/mL）とした。紫外線照射タイミングは経皮
投与は投与 30 分後、経口投与は既報または Tmax を参考に設定した。薬物を投与後、紫外線（UV-A
及び B）を照射し、光毒性の有無を判定した。
経皮投与で光毒性を示す化合物は、モルモットと SD 系ラットともに 10 種であり、両動物種の
結果の一致率は 100%（22/22 化合物）であった。経口投与についてはモルモットと SD 系ラットとも
に光毒性陽性化合物は 7 種であり、
両動物種の結果の一致率は 85％（11/13 化合物）であった。以上、
SD 系ラットを用いた評価はモルモットの評価と同程度の検出力を有することが明らかとなった。
次に、一般毒性試験における TK 採血用のサテライト群を用いた光毒性試験を想定して、SD 系
ラットを単回投与群と反復投与群及び TK 採血群に分け、陽性化合物である 8-Methoxypsoralen を
経皮または経口投与した。それぞれ最終投与終了後に紫外線（UV-A 及び B）を照射し、光毒性の
有無を判定した。その結果、単回投与群と反復投与群及び TK 採血群ともに光毒性陽性反応を示
し、TK 採血の実施は光毒性評価に影響を与えないことが確認された。
以上の検討から、SD 系ラットを用いた一般毒性試験における TK 採血用のサテライト群での光
毒性評価は可能であることが確かめられた。 一般毒性試験に光毒性評価を組込むことにより、評
価期間の短縮に加え動物及び試験数の削減にもなり、毒性評価のスピードアップ及び動物実験の
3R に貢献すると考えられた。
参考文献：
Yonezawa Y, Ohsumi T, et al: Evaluation of skin phototoxicity study using SD rats by transdermal and oral
administration. J Toxicol Sci 2015. 40. 667-683.
Yonezawa Y, Miyashita T, et al: Evaluation of a general toxicity study incorporating phototoxicity
assessments in Sprague-Dawley rats. J Toxicol Sci 2017. 42. 145-157.
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演題 2
体外式ジャケットテレメトリー（JET）システムを用いた
ビーグル犬の呼吸器機能評価に関する検討
○杉本

恭平 1）、阿部

一 1）、堀 寿子 1）、菅沼 英里香 1）、平井
1）
株式会社ボゾリサーチセンター函南研究所

亮 1）、渡辺

大 1）

［背景及び目的］呼吸機能の評価は安全性薬理コアバッテリー試験の必須項目でもあるが、我々
の施設ではこれまで、その評価は主に動脈血中の O2/CO2 濃度を予測する血液ガス測定により行っ
てきた。また、毒性試験では一般的に目視による呼吸状態の観察や呼吸数の測定が用いられてい
るが、その感度は決して高くはない。米国データサイエンス社（DSI 社）が提供する体外式ジャ
ケットテレメトリー（Jacketed External Telemetry; JET）システムは、無麻酔・非拘束下で種々の生
理機能評価を可能とする統合プラットフォームである。今回我々は、一般毒性試験の枠組みでよ
り幅広い呼吸器機能評価を実施するために、ビーグル犬における JET システムを用いた呼吸器機
能測定法（JET-RIP 法）を検討した。本発表では JET-RIP の概要と取得データの一例を紹介する。
［方法］動物は、ビーグル犬（HRA Beagle、Covance Research Products Inc., Marshall Beagle, 米国
及び Marshall Beagle, 中国、9~16 箇月齢）雌雄各 4 頭を使用し、呼吸誘導プレチスモグラフ
（Respiratory Inductive Plethysmogpraphy; RIP）法に基づいて測定した。RIP 法は、胸部または腹部
体積の変化を測定する手法であり、胸部また腹部の周囲に巻き付けた誘導性ベルトを使用する。
測定原理及び方法の詳細は研究発表会当日に紹介する。
測定項目は、呼吸数（Breaths per minutes: BPM）、一回換気量（Tidal Volume: TV）、分時換気量
（Minute Volume: MV）、最大吸息位（Peak Inspiratory Flow: PIF）及び最大呼息位（Peak Expiratory
Flow: PEF）の 5 項目とした。
［結果］各動物において、JET-RIP 法を用いて BPM、TV、MV、PIF 及び PEF の測定が可能であっ
た（取得データについては研究発表会当日に紹介する）。今後は、陽性対照薬又は陰性対照薬を
用いて測定法の妥当性について更なる検討を重ね、毒性試験における新たな呼吸器機能評価法と
して組み込みたいと考えている。
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演題 3
大動脈縮窄術を用いた心不全モデルマウスにおいて、
クルクミン類似体 Y030 は強力に心不全の進展を抑制した
〇清水果奈 1,2、船本雅文 1,2、源平麻衣 1、砂川陽一 1,2,3、刀坂泰史 1,2,3、宮崎雄輔 1,2,3 、
若林弘樹 1、柴田浩行 4、和田啓道 2、長谷川浩二 1,2、森本達也 1,2,3
1

静岡県立大学大学院 薬学研究院 分子病態学教室、2 京都医療センター 臨床研究センター、
3
静岡県立総合病院 臨床研究部、4 秋田大学医学系研究科臨床腫瘍学講座

【目的】高血圧の肥大ストレスにより、心臓は代償的な心肥大を経て心不全へと至る。心筋細胞
核内に存在する p300 のヒストンアセチル化酵素（HAT）活性は心筋細胞肥大において、重要な役
割を担っている。我々は、p300 特異的 HAT 阻害作用を有する天然物クルクミン（CUR）が心筋
細胞肥大や心不全の進展を改善することを見出した。しかし CUR の生物学的利用率は低いため、
CUR をリード化合物としたより効果的な誘導体を探索する必要がある。本研究では CUR より高
い抗がん作用を持つ CUR 類似体 Y030 に着目し、p300-HAT 活性阻害、心筋細胞肥大や心不全の
進展に対する効果について検討した。
【方法＆結果】in vitro HAT アッセイの結果、CUR の IC50 が 9.4 μM であったのに対し、Y030 の
IC50 は 1.1 μM であった。次に初代培養心筋細胞で検討したところ、フェニレフリン刺激によって
増加するヒストン H3K9 のアセチル化、肥大反応因子である ANF や BNP の mRNA 量及び心筋細
胞の肥大を、1 μM の Y030 は 10 μM の CUR と同程度、有意に抑制した。最後に C57BL/6j マウス
に偽手術または大動脈縮窄術（TAC）を行い、TAC 群を溶媒、CUR（1, 50 mg/kg）、Y030（0.1, 0.5
mg/kg）の 5 群にランダムに振り分け、6 週間の連続経口投与を行った。心臓超音波検査の結果、
50 mg/kg の CUR は TAC による左室後壁の肥厚や左室内径短縮率の低下を有意に改善したが、
Y030 は 0.5 mg/kg でこれらを 50 mg/kg の CUR と同程度、有意に改善した。心臓組織に HE 染色
を施した結果、TAC によって増加した心筋細胞径は 50 mg/kg の CUR と 0.5 mg/kg の Y030 により
抑制された。
同様に、MT 染色を施したところ、TAC によって増加した血管周囲の線維化は 50 mg/kg
の CUR と 0.5 mg/kg の Y030 により改善した。50 mg/kg の CUR は TAC による心体重比や ANF、
BNP の mRNA 量の増加を有意に抑制したが、Y030 は 0.5 mg/kg で 50 mg/kg の CUR と同程度、有
意に抑制した。さらに、TAC によって増加したヒストン H3K9 のアセチル化は 50 mg/kg の CUR
と 0.5 mg/kg の Y030 により抑制された。Y030 投与による副作用はみられなかった。
【考察】Y030 は CUR より強い p300-HAT 活性阻害作用を示した。また、Y030 は CUR よりも低
用量で培養心筋細胞肥大と圧負荷による心不全の進展を抑制することが判明した。以上より、
Y030 が CUR よりも効果的な新規心不全治療薬となりうる可能性が示唆された。
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演題 4
Nobiletin 非晶質固体分散体開発におけるケーススタディ:
Potassium oxonate 誘発性高尿酸血症モデルラットの評価における尿酸
値測定法の影響
○佐藤 秀行、後 英里、平野 樹、仁平 拓也、世戸 孝樹、尾上 誠良
（静岡県立大学 薬学部 薬物動態学分野）
【背景】近年，臨床において痛風，いわゆる高尿酸血症の患者数は増加の一途をたどっており，
より有効な治療法を見出すために適切な疾患モデル動物を用いた評価系の構築が求められている．
これまでに様々なモデル動物が開発されており，中でもげっ歯類において Potassium oxonate (PO)
等のウリカーゼ阻害剤の処置により高尿酸血症を誘発させるモデルは簡便かつ迅速なモデル作成
が可能であるため頻用されている．本発表ではケーススタディとして，柑橘類由来の機能性食品
成分である Nobiletin (NOB) の血中尿酸値低下作用評価において見出された PO モデルの評価に
おける血中尿酸値測定法の問題点を紹介する．また，難水溶性である NOB の生物薬剤学的特性
向上を指向した非晶質固体分散体 (ASD) の有用性についても併せて報告したい．
【方法】検体中の尿酸値はウリカーゼによる呈色反応を利用した酵素法または HPLC 法によって
定量した．既知濃度の尿酸を添加したラット血漿を，PO 存在下にて酵素法または HPLC 法にて
定量し回収率を算出した．更に，PO 腹腔内投与 (250 mg/kg) により作成した高尿酸血症モデル
ラットを使用し，測定法の違いが尿酸の定量値に与える影響を精査した．NOB/ASD は担体とし
て Hydroxypropyl cellulose-SSL を用い凍結乾燥法により得た．調製した製剤について物性，ラッ
ト経口吸収性および高尿酸血症モデルラットにおける尿酸値低下作用を評価した．
【結果・考察】ラット血漿を用いた尿酸の添加回収実験において，HPLC 法は PO の添加量に関
わらず 100% の回収率を示したが，酵素法では PO 添加量の増大に伴い回収率は低下し，PO 濃
度が 100 μg/mL に達した時に回収率は 0% となった．また，高尿酸血症モデルラットの尿酸値
を経時的に測定した結果，PO 投与後 4 時間まで酵素法の定量値は HPLC 法の値を下回ってお
り，この時の尿酸血中濃度-時間曲線下面積は HPLC 法と比し 32% 低値を示した．これらは検
体中 PO による酵素法の反応試薬中ウリカーゼの阻害に起因するものと考える．NOB/ASD は水
に速やかに分散し，溶出試験開始 120 分後において NOB 原末と比し 4 倍高い溶出率を示した．
これは非晶質固体分散体化によってもたらされた NOB の非晶質化および製剤としての濡れ性・
分散性の向上に起因すると推察する．NOB/ASD 経口投与群 (50 mg-NOB/kg) における最高血中
濃度および生物学的利用能は NOB 原末投与群と比較してそれぞれ 14 および 17 倍高値を示し，
NOB の溶解性向上による経口吸収性の大幅な改善を認めた．この時，NOB/ASD 投与群は PO 処
置による尿酸値上昇を 82% 有意に抑制し，NOB 原末と比し NOB/ASD は経口吸収性改善に伴
う強い尿酸値低下作用を示した．
以上より，PO 誘発性の高尿酸血症モデルラットにおける酵素法の適用は尿酸値過小評価のリ
スクを有することを明らかとし，モデル動物の病態誘発メカニズムに応じて適切な評価方法を選
択することの重要性を示唆した．また，NOB のような難水溶性化合物に対する非晶質固体分散体
技術の適用はその溶解性を大幅に改善し，生物薬剤学的特性の向上に有用であることを示した．
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演題 5
既設イヌ床網を活用した簡易的な指趾負担軽減策に関する検討
○本田 恭子 1、中山 泰徳 1、小嶋 裕子 1、高井 篤史 1、櫻井 翔一 1、
関 敬之 1、増田 みさき 1、水橋 俊之 1、諌山 千春 1、中野 洋子 2
1
:株式会社 ジェー・エー・シー、2:アステラス製薬株式会社 製剤研究所
【背景・目的】
当施設では趾間膿瘍の発症を抑える目的で Punching 型床網を採用している。しかしこの床網で
は肉球の腫れを十分には抑えられていないのが現状である。
また素材がアルミの為、スリーピングエリアを兼ねたイヌの居住空間としての快適性に、改善
の余地ありと AAALAC から提案を受けた。そこで試験的に樹脂コーティング床網を導入したが、
肉球の腫れについては依然として十分な改善ができなかった。加えて重量があり労働安全衛生的
にも不向きであった。そこで、イヌの well-being 向上のために 1 年間計画で床網検討を開始して
おり、本発表では途中経過を報告する。また、現在検討中の床網についての作業性や耐久性につ
いても考察を加える。
【材料・方法】
2017年3月に入荷した6か月齢の雄ビーグル犬5頭を、既設のアルミ製Punching型床網の上に、ポ
リプロピレン製の実験動物の飼育用スノコ（有限会社 新東洋製作所製、特許 2013-35988）を
載せたケージ内で2頭飼育を行い、1年間の予定で肉球の観察を行っている。肉球の腫れは、月1
回写真を撮り変化を観察し、既設のアルミ製Punching型床網と樹脂コーティング床網の検討結果
と比較する。加えて、床網の飼育管理作業性については、洗浄効率の検討を行い、耐久性につい
てはひびや割れ、傷などを観察した。洗浄効率については従来の清浄度を保つ為に、どの程度時
間と工程に増減があるのかを検証した。

【結果】
3 ヵ月経過した時点で、5 頭中 2 頭に肉球の腫れが認められ、肉球間隙が広がる傾向であった。
他の個体では、目立った変化は認められていない。過去に実施した既設のアルミ製 Punching 型床
網、樹脂コーティング床網と同様に、検討開始から 3～4 ヵ月で肉球の腫れが観察され、腫れの程
度および発症個体数の比較においても同程度の結果となった。耐久性については現時点ではひび
割れ，傷などは観察されていない。洗浄時、表面の便の落ちは良好であるが、スノコと床網に穴
のズレがあるため、重ね合わせた隙間に便が入り込み、洗浄工程が増えた。さらに、スノコと床
網間に洗浄時の水が溜り、拭き上げに時間を要することが分かった。
【考察】
実験動物の飼育用スノコは、冷たさを感じにくく、穴縁の当たりが柔らかい為、動物にとって
身体的な快適性が改善されたと思われる。しかし、本スノコは、現段階において指趾負担の軽減
に対して効果があると言えない。検討対象とした 5 頭は成長過程にある為、体重増加や行動の変
化による肉球への負荷が推測される。今後、腫れが進行するのか、または現状を維持できるのか、
過去の床網検討結果と比較しながら、引き続き観察を継続したい。
床網の性能に関しては、耐久性の面で良好な結果が得られたが、利便性の面で作業効率の低下
が課題として残った。既設のアルミ製 Punching 型床網と、実験動物の飼育用スノコの穴ズレを解
消し、床網間へ便の入り込みを最小限にするなど、洗浄効率の向上について引き続き検討を重ね
る予定である。
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演題 6
イヌの環境エンリッチメントの導入検討
○礒部剛仁 1，藤原照久 2，藤嶋達也 2，中原俊和 2，渡邊利彦 1
1
中外製薬株式会社 研究本部，2 株式会社ケー・エー・シー
【背景と目的】
当社ではビーグルを樹脂コーティングが施された網目床の連結式ケージでグループ飼育している
が，イヌの well-being の向上のためにレスティングボード（以下ボード）を導入することとした。
しかしながら，ボードが糞や尿により汚れてイヌの体表が不衛生になる可能性が懸念された。そ
こで本研究では，ボードの導入評価を目的として，異なる飼育条件下におけるボードの汚れと飼
育条件の関係を調査した。
【材料と方法】
4 連結したケージに 4 匹飼育（4 匹/4 連結ケージ）を 1 群，3 匹/3 連結ケージを 5 群，2 匹/2 連結
ケージを 6 群，1 匹/2 連結ケージを 1 群設定し，床面のおよそ半分を覆う広さのボードを全ての
ケージに設置した。ボードの汚れ具合を 4 段階のスコア（0：ボード上に糞尿が何もない，1：糞
尿が乗っている，2：糞尿が乗っておりイヌによって踏みつけられている 3：糞尿がイヌによっ
て踏みつけられ，体表に汚れが見られる）に分け，休日を除いた 4 週間の観察を行った。
【結果】
観察期間を通じて全てのボードについてスコアは 2 以下であり，イヌの体表が汚れることはな
かった。群内で汚れ具合を比較した結果，4 匹/4 連結ケージと 3 匹/3 連結ケージでは 1 つのボー
ドで汚れが少ない傾向が見られた。また，2 匹/2 連結ケージのボードでは一様に汚れが認められ
た。一方 1 匹/2 連結ケージでは 1 個のボードで汚れが少なかった。
【まとめ】
糞尿による体表の汚れは無く，衛生管理において問題はなくボードは使用可能と判断した。
なお 4 匹/4 連結ケージ，3 匹/3 連結ケージ，および 1 匹/2 連結ケージの飼育条件下では汚れの少
ないボードが 1 か所認められたことから，一定の生活面積があればイヌが清潔な場所を定める可
能性が示唆された。このような現象に一定の法則が見いだせれば，レスティングボードを清潔に
保ち，効率よくケージ清掃を行える可能性があるため，本現象については更なる条件検討を実施
したいと考えている。
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演題 7
平滑筋を用いたアシル化ブテノリド誘導体の生物活性機序の解明
○木村有希、増田真也、内田光咲、齊藤真也、石川智久
（静岡県立大学・薬・薬理学）
【背景・目的】菊地らが合成した 5-hydoroxy-4,5-dimethyl-3-(1-oxododecyl)-2(5H)-furanone (ODF)は、
ヒト白血病由来細胞株 K562 に対し強力な細胞増殖抑制作用を示したものの、その作用機序は未
だ不明なままである(Kikuchi et al., Bioorg. Med. Chem. 12 (2004) 3203) 。そこで本研究では、平滑
筋をツールとして用いて ODF の生物活性の解明を試みた。
【方法】8~12 週齢の雄性 Wistar 系ラットより胸部大動脈、尾動脈を摘出し、幅約 0.5 mm のリン
グ標本を作成し、胸部大動脈標本では内皮細胞を除去した。また、屠場より購入したブタ気管よ
り幅約 1 mm、長さ約 1 cm の短冊状の気管平滑筋標本を作成した。標本はマグヌス装置内に懸垂
し、発生張力を等尺性に測定した。ラット大動脈平滑筋標本は液体窒素内で凍結、ホモジナイズ
をし、ウェスタンブロット法にてミオシン軽鎖(MLC)のリン酸化量およびミオシン軽鎖ホスファ
ターゼの調節サブユニットである MYPT1 のリン酸化量を測定した。ラット尾動脈平滑筋および
ブタ気管平滑筋を脱膜化処置することで膜除去標本を作製し、マグヌス装置内に懸垂し、Ca2+添
加による発生収縮を等尺性に測定した。
【結果・考察】ODF は、ラット大動脈平滑筋における 80 mM KCl による脱分極性収縮、U46619
誘発性収縮、プロテインキナーゼ C 活性化薬 PDBu によって引き起こされる Ca2+除去液中での収
縮に対して濃度依存的に抑制作用を示した。また、30 µM ODF は U46619 収縮に対しても MLC お
よび MYPT1 のリン酸化量を減少させた。ブタ気管平滑筋の膜除去標本における 1 µM Ca2+誘発性
収縮およびラット尾動脈平滑筋の膜除去標本における 3 µM Ca2+誘発性収縮に対して ODF は収縮
抑制作用を示さなかった。
以上の結果より、ODF は MYPT1 のリン酸化を介した Ca2+感受性調節機構を抑制することで間
接的に MLC のリン酸化量を減少させ、平滑筋の収縮を抑制することが示唆された。
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演題 8
実験的精巣性テラトーマの形成に関わる候補領域の同定
○宮嵜 岳大 1，髙林 秀次 2，加藤 秀樹 2，野口 基子 1，徳元 俊伸 1
1
静岡大学創造科学技術大学院，2 浜松医科大学 医学部付属 動物実験施設
129/Sv 系統のマウスは先天的に精巣にテラトーマ（自発的精巣性テラトーマ；STT）を形成す
る。テラトーマとは始原生殖細胞起源の腫瘍の事で、この系統では 3 胚葉性の様々な組織からな
る腫瘍が精巣に形成される。さらに、129/Sv-Ter/Ter のマウスはほぼすべての個体でテラトーマ
を発症することから Ter 遺伝子がテラトーマ形成の原因遺伝子であると考えられてきた。しかし
Ter コンジェニック系統ではテラトーマは形成されず、生殖細胞欠損が起こるだけであった。こ
の Ter 遺伝子は 2005 年に 18 番染色体 Dnd1 と同定され、生殖細胞欠損を引き起こすものだという
ことが示された。これらのことから、テラトーマ形成には他の遺伝子も関与している事が分かっ
た。実際に Dnd1Ter 変異を持たず STT を形成しない 129 系統でも 12.5 日胚の胎仔精巣を成体精巣
に移植することによってテラトーマ(実験的精巣性テラトーマ；ETT)の形成を誘発できることが示
されている。このことからもテラトーマ形成の新規原因遺伝子の存在が示唆され、私たちは ETT
形成の原因遺伝子を同定することによりテラトーマ形成の分子メカニズムの解明を目指している。
この ETT 形成の原因遺伝子が存在する領域“experimental testicular teratoma 1, 2, 3 (ett1,
ett2, ett3)” をそれぞれ 18 番、3 番、7 番染色体に同定し、エクソームシークエンスと DNA シー
クエンス解析によりそれぞれの領域に 129 系統特異的なミスセンス変異を見つけたことは、昨年
の本研究会ですでに報告済みである。
さらに STT 形成の原因遺伝子であると考えられていた Ter 変異とこれら 3 領域の相互作用を調
べるため二重変異体 LT-Ter/ett1 系統を作出し、STT が形成されるかどうか調べた。Dnd1Ter 遺伝
子と ett1 遺伝子の 2 遺伝子によりテラトーマが発症するならば、129/Sv-Dnd1Ter 成体精巣のよう
にテラトーマを形成することが期待される。作出した二重変異体の精巣の組織像を観察すると Ter
変異が原因である生殖細胞欠損の他に線毛上皮様の組織が観察された。二重変異体のホモ個体は
Dnd1Ter と ett1 の 2 領域以外は LTXBJ 系統の遺伝子背景であり、Ter と ett1 の 2 遺伝子で STT 様
の組織が観察できたことから、ett1 が STT の形成に関わることが示唆された。
現在、ett1 領域内に見いだした候補遺伝子について CRISPR/Cas9 システムを用い同定を進めて
いる。これまでに、ssODN による相同組換えにより同じ変異を野生型系統に導入したノックイン
マウスの作出に成功した。今後はこのマウスのテラトーマ形成の有無により原因遺伝子かどうか
検証する。さらに ETT 原因遺伝子の同定により、自発的精巣性テラトーマの形成機構の解明を目
指す。
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演題 9
ウサギの多頭飼育の検討
1

○柴田大樹 1、関谷浩司 2、遠藤賢司 1、中條重寿 1、高山真 2、山口昌利 1、奥村浩 3
株式会社ジェー･エー･シー、2 協和発酵キリン株式会社 富士リサーチパーク 施設管理
グループ、3 協和発酵キリン株式会社 東京リサーチパーク 施設管理グループ

【目的】
実験動物の管理と使用に関する指針（第 8 版）において、社会性のある動物は相性のよい安定し
たペアまたは群で飼育することが推奨されている。協和発酵キリンでは、従来ウサギを単独飼育
のみで飼育していたが、今回ウサギ飼育ケージを群飼育可能な床面積に改修して多頭飼育の可能
性を検討した。
【方法】
ニュージーランドホワイト（NZW）ウサギ（8 週齢、北山ラベス）の雌雄それぞれ 6 匹を購入した。
ケージは単独飼育用ケージ（アレンタウン社製、床面積：0.47 m2）およびこれを多頭飼育用に改
修したケージ（床面積：1.2 m2）を用いた。7 日間の単独飼育での予備飼育後、ウサギを雄同士、
雌同士の各 3 ペア（2 匹/ケージ）でペア馴化を行った。体重は、週 1-2 回の頻度で測定した。ペ
ア馴化開始 1-2 週目は最大 30 分間のペア馴化を実施し（平日のみ、休日は全日単独飼育）、馴化
中は行動観察をした。ファイティングが認められたペアは、単独飼育に戻し、翌日以降に再度ペ
ア馴化を試みた。3 週目は、30 分間のペア馴化中観察を実施し、その後 1.5 時間は観察者不在下
でペア馴化を実施した。4-5 週目は、全日のペア飼育を実施した（休日を含む）。その後、3 匹/
ケージで馴化を 1 週間行い、全日の多頭飼育を試みた。
【結果】
NZW ウサギは馴化中全ペアでファイティングやマウンティング、チェイシングなどの行動が認め
られたが、馴化完了後には寄り添う姿や並んで横になる姿が確認できるようになった。改修した
多頭飼育ケージで馴化をすることで、2-3 匹の多頭飼育が可能となった。体重は実験期間を通じ
て全例で順調に増加した。
【結論】
今回の検討により、適切なケージを用いて馴化させることで NZW ウサギの群飼育が可能であるこ
とが示された。今後は系統間の比較を検討していく予定である。
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演題 10
アステラス製薬㈱焼津製剤研究センター動物施設での
イヌの群飼育におけるファイティング発生の傾向
○櫻井翔一 1、中山泰徳 1、小嶋裕子 1、高井篤史 1、関敬之 1
本田恭子 1、増田みさき 1、水橋俊之 1、中野洋子 2
1
株式会社ジェー・エー・シー、2 アステラス製薬株式会社製剤研究所
【背景・目的】
当施設のイヌは 2 頭もしくは 3 頭群での群飼育を実施しており、過去 2 年間の群飼育中に発生
したファイティング（以下、FT）を調査した結果、3 頭群は 2 頭群と比べて FT の発生率が約 4
倍高いことが分かってきた。また日々の観察から、群飼育中の FT が『休日明け』や『群替え』
などの飼育環境が変わった後に発生していると感じていた。そこで、FT の発生を更に抑える飼
育方法を見出す目的で、上記の飼育環境の変化の影響について調査したので報告する。
【当施設における群飼育方法】
飼育機／1 段 5 ケージ（連結式）の 2 段飼育機
群の頭数／2 頭もしくは 3 頭
群飼育実施時間／平日 9：00～15：00（夜間および土日祝は個別飼育）
群替え／試験実施の都合上、随時群の組み合わせが変更される
【調査方法】
2 頭もしくは 3 頭群での群飼育を行っている 6～56 ヵ月齢の雄性ビーグル犬を用い、2015 年 7
月から 2017 年 6 月で治療に至った FT もしくは、FT が収まらず飼育管理担当者が仲裁に入った
FT を調査対象とした。調査対象となった FT は 2 頭群で 25 回、3 頭群で 53 回であり、これらに
ついてまず、発生日を起点として、直近に①『休日明け』があったものと、②『群替え』があっ
たものを環境変化要因として分類した。続いてそれぞれの環境変化の何日後に FT が発生したの
かを調べた。
【結果】
① 休日明けが直近にあった FT
2 頭群で①に分類された FT は 16 回あり、当日発生したものが 6 回、1 日後 4 回、2 日後 2 回、
3 日後 1 回、4 日後 3 回となった。また、3 頭群で①に分類された FT は 30 回あり、当日発生
したものが 13 回、1 日後 3 回、2 日後 5 回、3 日後 6 回、4 日後 3 回となった。これらの結果
から、両群ともに休日明け当日に FT が発生している傾向が見られた。
② 群替えが直近にあった FT
2 頭群で②に分類された FT は 6 回あり、当日発生したものが 3 回、1 日後 1 回、2 日後 2 回、
以降 0 回であった。また、3 頭群で②に分類された FT は 14 回あり、当日発生したものが 12
回、1 日後 2 回、以降 0 回となった。これらの結果から、両群ともに群替え当日に FT が発生
している傾向が見られ、3 頭群ほどこの傾向は強かった。
なお、『休日明け』および『群替え』が同日に行われた時に発生した FT は、2 頭群で 3 回、
3 頭群で 9 回あったが、これらについては各々の環境変化要因が相互に影響を与えると考え
られたため、今回の解析には含めなかった。
【まとめ】
今回の調査結果により、FT は『休日明け』や『群替え』などの環境変化があった当日に発生
し易い傾向であることが分かった。また、『群替え』に関しては 2 頭群よりも 3 頭群で FT 発生
への影響が大きくなると考えられた。よって当施設では全ての群を 2 頭群とし、かつ固定の組み
合わせで群飼育を実施していく予定である。
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演題 11
コモンマーモセットと飼育担当者の社会的コミュニケーションの検討
○関谷浩司 1、高山真 1、奥村浩 2、山形強 3
1
協和発酵キリン株式会社 富士リサーチパーク 施設管理グループ、2 同 東京リサーチパーク
施設管理グループ、3 同 富士リサーチパーク 創薬基盤研究所
【目的】
動物のウェルビーイングを増進するため、環境エンリッチメントの使用が、ILAR（第 8 版）のガ
イドラインによって規定されている。この環境エンリッチメントの内、社会性として、「ヒトへ
の馴化」が記載されている。イヌやサルなどの高次哺乳動物では、ヒトが積極的に交流する事で
実験結果に良い影響を及ぼす事や、日常の飼育管理や実験処置において動物を馴化する事で各種
の実験ストレスを軽減できるとされている。今回は、コモンマーモセットの長期飼育において、
動物を取り扱う際の捕獲・保定に対するストレス軽減と動物と作業者の良好な関係構築を目的と
して、コモンマーモセットと飼育担当者のコミュニケーションプログラムを実施し、その有用性
について検証した。
【供試動物と馴化方法】
使用動物：コモンマーモセット：♂39 頭、♀23 頭
馴化方法：
ステップ①：Hand feed; ケージ越しに、手から直接給餌を行う。
ステップ②：Body touch; Hand feed が確定後、ケージ越しに動物に触れる。馴化開始 1 回目を
トライアル 1 とし、週 2-3 回、合計 6 週間（トライアル 1～12）の馴化を行った。
評価方法：ステップ①及びステップ②の達成度合いを集計した。
【結果及び考察】
コミュニケーションプログラム開始後、トライアル 4 より、担当者に順応する動物が増加した。
トライアル 9 以降より、馴化に対する成果に大きな増加は認められなかった。最終的な馴化率は、
Hand feed においてオスで約 80％、メスで約 85％、 Body touch では、オス・メス共に約 50％の
達成度であった。担当者との社会的コミュニケーションの検討に対して、個体差が認められたが、
順応した動物に年齢差、性差は認められなかった。また、コミュニケーションプログラム終了後
には、従来と比較し、威嚇行動が減少し、動物の捕獲・保定及び採血操作を容易に行う事が可能
となった。
【今後の展望】
今回のコミュニケーションプログラム実施者は、特定（1 名）の担当者であったため、コミュニ
ケーションプログラム実施者の変更及び交代によって、馴化成績に影響を及ぼす可能性が考えら
れる。そのため、今後、馴化実施者の変更及び交代を行い、再度、コモンマーモセットとのコミュ
ニケーション検討を行う。これにより、一連の馴化操作の定常化（操作方法の基準設定）を行い、
実験者・飼育担当者のルーチン業務へ組み込む事で、さらなる動物と従事者の信頼関係構築達成
を目指したい。
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器材企業展示 出展企業様 (五十音順)

株式会社アニマルケア
株式会社アニメック
EPS益新株式会社
有限会社新東洋製作所
テクニプラスト・ジャパン株式会社
日本エスエルシー株式会社
日本クレア株式会社
日本チャールス・リバー株式会社
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＜静岡実験動物研究会会則＞
第1条
第2条
第3条

第4条

第5条

第6条
第7条
第8条

第9条
第 10 条
第 11 条
第 12 条

本会は静岡実験動物研究会と称する。
本会は実験動物に直接関係のある業務に携わるものが、互いに実験動物・動物実験に
ついての知識向上を図り、併せてこの領域の進展に寄与することを目的とする。
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.講演会、研修会
2.研究発表会
3.会報の発行
4.その他必要と認める事業
本会の事務局は、静岡県内におく。
1.事務局は庶務・研修会・会報の３つに分けておくことができる
2.事務局の担当者の任期は 4 ｶ年とする。
本会の会員は、次のとおりとする。
1.正会員は、実験動物に直接関係のある業務に従事し、本会の目的に賛同し、入
会申込書を提出した個人。
2.賛助会員は、本会の目的に賛同して、会長の承認を経て、入会申込書を提出し
た団体。
3.特別会員、名誉会員をおくことができる。
年会費は会員 1,500 円とし、賛助会員の年間費は 50,000 円とする。いずれも会計年度
当初に納入する。
退会しようとするものは、その旨を本会に通知する。ただし、当該当年度の会費を納
入するべきものとする。
本会に次の役員をおく
1.会長 1 名、会を代表し、会務を統括する。任期は 2 ｶ年とし、幹事が正会員、中
より候補者を選出し、総会の承認を得るものとする。
2.副会長 2 名、会長の会務を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行す
る。任期は２ｶ年とし、幹事が正会員中より候補者を選出し、総会の承認を得る
ものとする。
3.幹事若干名、会務を分担処理する。任期は 2 ｶ年とし、正会員の互選により選出
する。
4.監事 2 名、会計を監査する。任期は 2 ｶ年とし、幹事が正会員中より候補者を選
出し、総会の承認を得るものとする。
5.顧問若干名、会長の諮問に応じ、本会の目的達成に必要な助言を与える。任期
は 2 ｶ年とし、会長がこれを委託する。
6.名誉会長をおくことができる。
総会は毎年一回開催し、本会の運営につき協議する。
会計年度は総会から次年度の総会までとする。
会則の変更は総会の承認を得るものとする。
本会則は昭和 46 年 10 月 30 日より施行、昭和 56 年 11 月 27 日一部改正、昭和 62
年 12 月 4 日一部改正、平成 2 年 12 月 7 日一部改正、平成 10 年 12 月 4 日一部改正、
平成 21 年 10 月 16 日一部改正する。
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＜静岡実験動物研究会

優秀発表「林栄一賞」＞

（趣旨）
林栄一先生が中心となって１９７１年に設立された静岡実験動物研究会は、これまで 34 回の研究発
表会を開催してきた。本研究会は、静岡県内の諸機関で実験動物に関わる会員の情報交換の組織とし
て重要な役割を果たしてきたが、年一回の研究発表会はその活動の中心として位置付けられている。
特に最近は、若手の会員が積極的に参加するようになってきたが、これをさらに奨励して演題数を増
やし、あわせて会の活性化を図るために優秀発表賞を設立する。
賞の名称は林先生の遺徳を顕彰するため「林栄一賞」とする。
（評価方法）
本会の研究発表会は、未完成の研究や発展途上の研究の紹介を歓迎している点が他の学会にはない
大きな特徴となっている。このような研究をさらに磨き上げる場としての研究発表会であり、若手の
会員にとって世界の舞台への踏み台となるような研究発表会をめざしている。
したがって「林栄一賞」は、プレゼンテーションの質に重点を置き以下の項目について総合的に評
価する。
評価項目
イ． 発表内容の論理性
ロ． 説明の聞き取り易さ（速さや声の大きさ、持ち時間の配分も含む）
ハ． ポスターの良否
ニ． 質疑応答の的確さ
（対象）
「林栄一賞」の応募資格は 35 歳未満とし、演題申し込みの際にその旨を記載する。
（審査委員会）
役員幹事会で審査委員と正会員または名誉会員の中から選出する。審査に公平性を持たせるため、
委員は 3 名程度とし、委員長は委員の互選で選出し、発表会当日に公表する。
（表彰）
「林栄一賞」の受傷件数は 10 題の応募に対して概ね 1 題程度とし、発表会当日におこなわれる懇親
会で表彰する。

静岡実験動物研究会「林栄一賞」選考規程
（趣旨）
第1条
研究発表会において優秀な研究発表をおこなった者に授与する「林栄一賞」の受賞者の選考
は、この規定の定めるところによる。
（受賞資格）
第2条
受賞資格は、発表時において満３５才未満で、応募演題を筆頭著者として発表した正会員ま
たは準会員とする。
（受賞の件数）
第3条
受賞は、１０題の応募演題に対して概ね１件とする。
（受賞者の選考）
第4条
受賞者の選考は、役員幹事会が指名した３名の委員により構成される選考委員会が行う。委
員会は、委員互選による委員長が主宰し、選考の経過ならびにその結果を会長に報告する。
２．選考にあたっては、次の項目について総合的に評価する。
イ．
発表内容の論理性
ロ．
説明の聞き取り易さ（速さや声の大きさ、持ち時間の配分も含む）
ハ．
ポスターの良否
ニ．
質疑応答の的確さ
３．選考委員は前もって公表する。
附則
この規定は２００７年１０月２６日から施行する。
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＜静岡実験動物研究会入会案内＞
「静岡実験動物研究会会則」をご熟読の上、入会申込書ご記入いただきまして事務局宛に E-mail、
Fax またはご郵送にてお送りください。折り返し払込取扱票をお送りいたしますので、年会費の
払い込みをお願いいたします。
● 入会申込先
〒437-1213 静岡県磐田市塩新田字荒浜 582-2
(公財)食品農医薬品安全性評価センター
静岡実験動物研究会 事務局 竹原宛
Tel：0538-58-3572 Fax：0538-58-3586
E-mail：hiroshi@anpyo.or.jp
●年会費
¾ 正会員 1,500 円

静岡実験動物研究会会長殿

静岡実験動物研究会入会申込書
静岡実験動物研究会に入会したく、申し込みます。
ﾌﾘｶﾞﾅ

氏 名
所属機関
部署名
住 所

〒

電話番号
ファックス番号
ｅメールアドレス

＠

受取可

ニューズレターのメール配信

事務局記載

申請受理日

払込用紙発送
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受取不可
名簿登録

会費払込確認

