
  
  実験用豚に関するアンケート調査

  誌名 静岡県畜産技術研究所中小家畜研究センター研究報告=Bulletin of Shizuoka prifectural
research institiute of animal indaustry swine & poultry research center

ISSN 18826415
著者名 塩谷,聡子

河原崎,達雄
大津,雪子
柴田,昌利

発行元 静岡県畜産技術研究所中小家畜研究センター
巻/号 5号
掲載ページ p. 1-9
発行年月 2012年1月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



実験用豚に関するアンケ}ト調査

金uetionarysurvey about the pig as an experimental animal 

塩谷聡子・河原崎達雄大津雪子2 柴田昌利

要約:本研究では、実験用豚に関するアンケート調査を行い、極小ミニ豚のニーズや求められる特性を

調査した。養誌研究者、実験動物関係者、完験用豚を厚いた研究を行っている研究者等110名から屈答を

得た。 110人中56人 (50.9%)の人が、試験研究にブタの使用経験又はその意向があると関答した。その

うち使用したいブタの大きさとして、極小ミニ豚の大きさに近い ilOkg程震Jか i20kg未瀧jを選択し

た人は29人であった。これらの人が求める実験用豚の特性は、毛色が白急、 SPF環境以上の微生物制御

がされている、大きさや形が揃っている、性質がi1ffi.JII買で取扱いやすい等に加えて、供給体制が安定して

いることであった。以上から、極小ミニ豚には高いニーズがあり、求められる実験用践のような付加価

値化と安定供給体制を整えることで、有用性が高まると考えられた。

はじめに

ブタは生理学的・解剖学的な特性がヒトと類

似していることから、前臨床実験への活用が期

待され、 EUでは年間60，000頭が研究に用いられ

ている (Svendsen2006)実験動物である O ま

た動物愛護意識の高まりから、これまで大学等

で実験動物として用いられてきた不用犬が利用

できなくなったが、ブタは産業動物として利用

されているために倫理的な撞壁が低く、利用し

やすいという利点がある O しかし、一般的な欧

米種(雌)では、性成熟に達する160~ 240日

齢で体重が80~ 130kg (丹羽1994)、国内で流

通している既存の実験用ミニブタ(クラウン系、

NIBS系、ゲッチンゲン系)でも、性成熟に達

する6ヶ月齢で体重が約20kg(中西ら1991;粛藤

2009;谷川ら2000) と、大学等の一般的な研究施

設で飼育するには大きすぎ、高価な治験薬が大

に必要になる等の理由で、実験動物としての

ブタ(ミニブタを含む)の国内での販売数は年

間約1，300頭(蔚藤2009)と少数にとどまってい

るO

一方、県内の農場で非常に小型のミニブタ(以

e現.東海大学農学部、 2現:東部農林事務所)

(静開審技研中小研セ研報 5. 1 ~ 9. 2012) 

下、模小ミニ豚)が誕生した。極小ミニ豚は、

性成熟に達する6~7 ヶ丹齢で、体重が約10kg と

既存の実験用ミニブタよりも小型で、実験に用

いられるピーグル犬に近い体格を持ち、生殖能

力があり、担小体格の形質は後代に低達すると

されている O

そこで、櫨小ミニ豚を利用した実験用豚生産の

ニーズや求められる特性を把握するため、養日本

研究者、実験動物関係者および実験用豚を用い

た研究を行っている研究者等に、実験用豚に関

するアンケート調査を行った。

調査の方法

1.調査対象および調査方法

平成21年 7 月~1O月に行われた実験動物や

実験用豚に関連するシンポジウム・セミナ

の参加者219名に対し、会場受付でアンケート用

紙(園1) を配布し、終了後に回収した。

平成22年11月5告に、実験用豚を用いた研究

を行っている研究者等(インターネット等で調

査)38名にアンケート用紙(関 2) を郵送し、

間封した返信用封筒により回収した(回答期限:

平成22年11月末日)。尚、アンケート用紙への回

答機関名の記入は任意とした。
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l あなたの勤務先あるいは学校について、当てはまるものにOを1，Jけてください。

民間企業 医楽品製造 .1室薬品安全性評価・食品製造・飼料製造・家主吉生産・

実験動物生産・その他(

争大国公医学立学部研:①教 員・学 生・!徒 主主-その他(
-薬学部 .J史学部・その他(

究機関'医学系・築学系・ 22学系・その他(

その他(

2 
現※a夜カあブッタコる内を使も(家Oったを主5付試・験け実て・験研く動究だ物等さ)いを→行。①っへていますか。 あるいは、 今後使う予定はありますか。

b ない→②へ

〈工、あると1%えたプj

試験・研究内幸子は何ですか。※近いものにOを付けた後、兵体的にご記入ください。

生被・遺伝・脊稜-薬理-病理・組織・栄養・飼育・安全性~f仮-再生医療・医療技術訓練・その他

(附l守に

②ないと主与えたブJ
@.lfi史}ちしている実験動物は何ですか。(

@-2ブタを使用しない理由は何ですか。(複数回答可)

a. ブタを使用するには不巡切な実験 b. 他の動物稔で代別できる実験

C. 飼育施設・設fijllがない d. 叙育、実験の技術がない

e ブタが入手できない fマ{総務がi窃い g 取り扱いにくい

h. 1むの実験動物とよヒべ、データの議総が少ない 手ミl校野jヰ却を利用していない

J その他(

3 
実験動物としてどのようなミニブタがいたら、実験・研究に利用したいですか。

※その選択Il支を選んだ潔白もご、記入ください。

3-1 大きさ

a. lOkg税jtc b. 20kgえとi誌 c. 50kg未li首 d. 70kg未;前 E lOOkg以上
h 特にこだ、わらない

<理113>

3之色

a. 主 b 手'I t主 c 伶1にこだわらない

<滋113>

3-3. 遺伝子. (複数問答訂J)

a. SLA型が織っている

b. 高等慾モデル(主主体的に

C. GFPなど遺伝子中日換え動物

d. 1ロ!一巡;伝子を有する(クローン)

e.特にこだわらない

f.その他(

<草p.出>

3-4.微生物iI封筒i
i※資産レベルのSPF:オーエスキー病、豚赤痢、マイコフのフズマIlit淡、萎縮性災炎、 トキソプラズマ病がフリー i
a 長ffifE'レベルのSPFのみ

Cゐ特にこだわらないb紘一一村山i!J

<lillWI> 

3-5.その他(複数回答可)

a.大きさや7診が織っている b ヰーが大きい c. tt笈がj品販 d. ?!緊毛

巴 その他(時的に

<理[¥EEI>

4 実験動物としてフタを使ったことがある入にお尋ねします。

4-1 ブタを使用した理由は何ですか。

4-2 ブタを扱っていて凶ったことは何ですか。(複数回答TIJ)

a.飼育色:淫 b 取り扱い(採血、月来初むなど) C. fjJ;寺会f本iI司 d 悩絡 e. ~9 になし
f その他(具体的に

D 実験動物としてのブタの開発に隠して、姿ffl.がありましたらお教えください。

図1 アンケ…ト用紙(シンポジウム・セミナー参加者向け)

2 



? 

3 

i'{{幾測について、当てはまるものにOを付けてください。

尚、差し支えなければi'tf幾関名をお教えくださいc

大学・製薬会社 試験機関-医療センター・実験動物的iill.その他(

投機関名(

'5A，験用豚に関するアンケート

2.1.攻夜ブタを使った試験.liJf究等を行っていますか。あるいは、過去に使用していたことがありますか。 また、年に何~Ij使用
していますか。※カッコ内もOを付けてくださいの

a.現在使用している(家畜ブタ・ミニブタ)年一一一一一一頭→①へ
b. 過去に使用していた(家高ブタ・ミニブタ)年 頭→舎へ

CD現在使用していると答えた方

試験・研究内容は何ですかc

※近いものにOを付けた後、試験 'liJf'先テーマをご記入ください。

生総・逃{云・育Hi'薬草][・病JA・総綴・栄養・飼育・安全性評filfi.再生i盗療 医療技術訓練・

その他

(テーマ

ミ号逃去に使用していたと答えた1]

ヨーF当時の試験・研究内?さは{りですかc

-再生医療・医療技術訓練・

ミ会問2現在使用していない迎r1Jは何ですか。(複数問答可)

a ブタを使用するには不適切な実数 b. 他の動物混でイt用できる実験

C. 剣育施設・設備がない d. ffilJ干す、実験の技術がない 巴 ブタが入手できない f.伽絡が向い g 取り扱

いにくい h 他の実験動物とよとべ、データのお桜が少ない 1.実験動物を手IJJ存していない

j その1m( 

2.2 ブタをf'l!l召した型11It1は何ですかc

2.3. ブタを使用して限ったことは何ですか。(後数問答TIJ)

a 総有管理][ b.取り扱い(採1l1l、麻酔など C. 供給{料jlJ d. fil日格 e 特になし

f その他(

2-4 ブタを使lTlした感惣をお教えください。

b. 20kg未満 c. 50kg未満 d. 70kg以上 h.特にこだわらない

3.2. i立
a. I~l b 有 色 C 誌にこだわらない

<翌日r13>

3.3 遺伝子(複数回答可)

a. SLA恕がおijっている

b 病態モデル(J主体的に

C. GFPなど近伝子組燃え動物 d 附 ~ill伝子を有する(クローン)
e. w.¥'にこだ‘わらない

f その他(

<理由>

呂.

b. *後レベルのSPF+その他にiIi日誌iが必要だと窓、われる微生物

C. 特にこだわらない i 
<JA出>

3司5 その他(複数回名~TIJ)
a ブ立ささや?診がおijっている b. 11が大きい C 性質がi尉11立 d 無毛

E データが織っている f 文献数が多い

g. その他 /兵体的に

<理[13>

4 実験動物としてのブタの開発に関しまして、要望がありましたらお教えください。

図2 アンケート用紙(実験沼豚を用いた研究を行っている研究者等向け)

3 
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結果および考察

1.アンケートの由収結果

シンポジウム・セミナー参加者95人(回収率

43.4%)及び研究者等15人(回収率39.5%)から

回答が得られた。

2. アンケート調査の詳紹

(1)勤務先について(図 3)

設問 1 あなたの勤務先あるいは学校についてお教えくだ

さし、。

民間・医薬品関連
32人

毘3 勤務先について(問答者数110人)

回答のあった110人の内訳は、「大学Jが40人
(36.4%)で最も多く、次いで f民間・医薬品関

連」が32人 (29.1%)、「国公立研究機関Jが18

人 (16.4%)だった。

実験用豚の利用者は、多岐にわたることが克

込まれた。

(2 )ブタの使用経験、使用意向の有無と不使用

の理由について(関4、表 1) 

4 

設問2-1現在ブタを使った試験・研究を行っていますか。

あるいは、今後行う予定はありますか。

なし 51人

国4 ブタの使用経験、使用意向の有無

(閤答者数110人)

設問2-2 ブタを使用しない理由は何ですか。(複数問答可)

表 1 不使用の理由(罰答者48人)

理由 人数

l ブタを使用するには不適切な実験 4 
他の動物種で代用できる実験 12 
餌育施設・設備かない 18 
飼育・実験の技術がない 9 

ブタが、入手できない 4 
価格が高い

取り扱いにくい

他の実験動物と比べ、データの蓄積が少ない 7 

実験動物を利用していない 10 
その他 10 

110人中、 56人 (50.9%)の人が、試験・研究

にブタの使用経験又はその意向があると回答し

た(図4)。
ブタを使用しないと回答した51人中、 48人か

らその理由について問答が得られた(表1)0 餌

育施設・設備がない18人 (37.5%)、飼育・実験

の技術がない9人 (18.8%)、ブタが入手できな

い4人 (8.3%)、価格が高いl人 (2.1%)、取り扱

いにくい1人 (2.1%)など、使用希望はあると

考えられるが、イ可らかの問題をあげる人は22人

(43.1%)あった。

今後、日本でも実験用豚がEUのように安全性

試験の分野で使用される (Svendsen2006)よ

うになるには、使用しない理由にあげられた問

題の解決が、ブタを普及していくための糸口に

なると推察された。



(3)実験用豚に求められる特性について(大き

さ) (留 5、6)

設問3-1 実験動物としてどのようなブタがいたら、実験.~Jf 

究に利用したいで、すか。大きさ(複数回答可)

18入

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

01Cikg程度

密5 実験用廓に求められる特性について一大きさ

(回答者数56人)
*ブタの使用経験、使用意向のある人

設問3-1 実験動物としてどのようなブタがいたら、実験・研

究に利用したいですか。大きさ(複数臨答可)

人
n

u

k

d

n

U

 

3

2

2

 

15 

10 
28人

5 

O 
10kg程度 20匂未満 50kg未満 特に 不明

70kg未満こだわらない
100kg未満

図6 実験用鯨に求められる特性について一大きさ

(由答者数51人)

*ブタをイ愛用しない人

ブタの大きさについて、ブタの使用経験また

はその意向がある29人 (51.8%)、使用しないと

囲答した35入 (68.6%)が ilOkg程度jか i20kg

未満」を選択した。

極小ミニ豚の大きさに近い 110kg程度Jか

i20kg未溝jを選択した人が、使用経験又はそ

の意向がある人で、約半数を占めたことから、こ

のサイズのブタに大きなニーズがあることがわ

かった。また、使用しないと自答した人は、よ

り小さい ilOkg程度Jのブタを選択する傾向に

あったことから、今後より小さい実験用践の需

要が増す可能性があると推察された。

実験用豚に関するアンケート

ilOkg程度jか i20kg未満jを選択した理出

としては、“取扱いやすい"、“使用薬剤量が少量

で済む"、“既存の飼育設備が使用できる"等が

挙がった。

選択理由に“取扱いやすい"が挙がったこと

から、使用者は、ハンドリングのしやすさが重

視される頻囲の薬剤の投与や採血等を伴う実験

でブタの使用意向があること、中にはブタに不

慣れな人もいると推察された。よって実験用豚

の普及には、使用者に対する保定や採血等の技

術支援も必要であると考えられた。

また“使用薬剤量が少量でで、i済斉む

青設f備霜が{使吏用でで、きる"が挙がったことは、小さ

い実験用豚を利用し動物実験のコストダウンを

求めていると推察された。

当センターでは、現在極小ミニ豚の体の大き

さに関係するQTL解析等を行っている(塩谷ら

2009;塩谷ら2010;塩谷ら2011a;塩谷ら2011b)0 今

後、この研究から得られた成果を用いて、より

小さい実験用豚の育種を自指したい。

(4)試験・研究内容について(図 7)

設問2-1 試験・研究内容は何ですか。(複数問答可)

川
同

人
「
|

2

0

 
10人

9人

8 
8人

6 
6人

4 

2 

O 

図7 試験・研究内容について(回答者数28人)

*ブタの俊沼経験、使用意向がある

*大きさについて f10kg程度」か f20kg未満jを

選択した人

ブタの使用経験またはその意向があり、大き

さについて ilOkg程度」か i20kg未満」を選択

した28人の試験・研究内容は、「薬理Jが11入、

「安全性評価jが9人で、今後日本でも医薬品な

どの安全性試験の分野におけるブタの利用の有

用性が確認された。

5 
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(5)実験用豚に求められる特性について

設問3-2 実験動物としてどのようなブタがいたら、実験・研

究に利用したいですか。色(複数回答可)

40人

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

36人

2人

特にこだわらない 有色

1人

不明

図8 実験用蘇に求められる特性について一毛色

(回答者数64人)

*大きさについて r10kg程度Jか r20kg未満jを

選択した人

設問3-3 実験動物としてどのようなブタがいたら、実験・研

究に利用したいですか。 遺伝子(複数自答可)

表2 実験動物に求められる特性についてー遺伝子

(回答者数64人)

*大きさについて r10kg穏度Jr20kg未満jを選択

した人

理由 人数

SLA型カ官、揃っている 10 

病態モデル 8 

GFPなど遺伝子組換え動物 3 

間一遺伝子を有する(ク口一ン) 7 

特にこだわらない 26 

そのイ也 3 

不明 13 

設問3-4 実験動物としてどのようなブタがいたら、実験・研

究に利用したいで、すか。微生物制御(複数回答司)

40人

35 

30 

25 

20 

151 

10 

5 

134人

O E言語霊レベルの畜庭レベルの特にこだわらない

SPFのみ SPF+口

菌9 実験用勝に求められる特性についてー微生

物制御(回答者数64人)

*大きさについて rlOkg程度Jか r20kg未満jを

選択した人

6 

設問3-5 実験動物としてどのようなブタがいたら、実験・研

究に利用したいですか。その他(複数顕答可)

45件38人 39人

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

11人

O大吉さや形が性質が湿綴 祭毛
撮っている

図10 実験用豚に求められる特性についてーそ

の他(回答者数64入)

*大きさについて rlOkg程度」か r20kg未満Jを

選択した人

大きさについて 110kg程度jか 120kg未満」

を選択した64人に、 a)毛色(閣8)、b)遺伝子

(表2)、c)微生物制御(図9)、d)その他の特

性(園10) に分けて質問した。

a)毛色について、 36人 (56.3%)が「特にこ

だわらないJを選択した一方で、 23人 (35.9%)

が「白色ム2人 (3.1%)が「有色Jを選択した。

f白色jを選択した理由には、“ブタの健康状

態や皮膚の状態が観察しやすい"等が挙がったo

f白色jを選択した人が多かったことから、毛色

を「自色」にコントロールすることで、極小ミ

ニ豚の汎用性がより高まると推察された。

極小ミニ豚の毛色については、白色にコント

ロールする方法を開発している(塩谷ら2010)
ことから、今後、この方法を用いて、効率よく

白色の極小ミニ豚を作出する計画である O

b)遺伝子については、 26人 (40.6%)の人が

「特にこだわらないjを選ま尺した。

方、「陪SLA型が揃つているJム、「問一遺伝子

を有する(クロ一ン)川」等の遺f伝云子型の揃つた

フブ守夕を選択した人は“再現性が高い"¥、“移植実

験に用いる"等を理由に挙げ、，1病態モデjルレ」を

選択した人は具f体本例として

症"等の生活習慣病を挙げた。

「特にこだわらない」を選択する人の割合が高

かったが、高い再現性が求められる安全性試験

や移植実験等では、遺伝子型が捕ったブタが必

要とされていることがわかった。



センターの極小ミニ豚は全頭SLA型タイピ

ングを行い、特定のハプロタイプをもっ実験用

蕗の作出が可能であり(塩谷2011;消原崎2011)、

また、体細胞クローン技術を用いて、遺伝子型

の揃った極小ミニ豚を近交退化のないまま供給

ることも可能である(荷車、崎ら2003;河原糖ら

2011; Kawarasakiら2009)0よって、実験用豚使

用者の希望に添った遺伝子を持つ謎小ミニ豚の

を行うことで、今後当センターで開発した

極小ミニ豚と他の実験用ミニブタの差別化が可

能になると考えられた。

また、ブタの疾患モデルは、近年、体細胞ク

ローン技術を用いて作出されており、中でも生

活習'1賞病モデ、jレ豚はブタの実験動物としての有

用性が増加すると期待されている (Umeyama

ら2009)0当センターでは極小ミニ豚の体細胞

クローン技術に加え、遺伝子改変技術を用いて

GFP遺伝子導入体細胞金華践を作製してきた

(河原崎ら2009;河原崎ら2010)ことから、これ

らの技術を応用し、今後疾患モデル豚の作出に

ついても検討していきたい。

c)微生物制御について、34人 (53.1%)が「畜

産レベルのSPFのみ」、 11人 (17.2%)が「音産

レベルのSPFとその地に制御が必要だと思われ

る微生物があるJを選択した。その他に制簡が

必要だと思われる微生物としては、下RRSウイ

jレス"等の豚の{云染病や、“E型肝炎ウイルス"、

“サルモネラ"等の人獣共通感染症が挙がった。

このようにア割近い人がSPF豚を選択してい

るのに対し、約 2舗の人が f特にこだわらないJ
を選択していることは、使用者に対して供給者

からコンベンショナルのブタの微生物制御状況

に関する情報提供が不足している可能性がある

と推察された。

センターは、開場以来SPF環境を維持して

おり、極小ミニ勝もSPF;I犬態である O 加えて、体

細胞クローン技術を応用し、極小ミニ豚の微生

物コントロールをしながら系統を維持増殖する

ことが可能である(大津ら2010)0今後も、優れ

た性質を持つブタを外部から導入しつつ、 SPF

環境を維持しながら実験用豚を計罰的に繁殖さ

せていく計画である O

一方、人獣共通感染症のE型肝炎は豚からヒ

トへ倍播する直接証拠は報告されていないが、

7 

実験用豚に関するアンケート調査

多くの研究者が豚ーヒト伝播の可能性を指捕し

ている (Takahashiら2003;恒光2004)0養豚

従事者に肝炎発症者が多いという事実は現在ま

で確認されていない(恒光2004)が、採血や手

術、解剖などで血液が付着する恐れのある実験

では、 E型肝炎フリーなブタの使用を勧めてい

る研究者もある (Tanakaら2004)0今後、塩小

ミニ豚使用者が安心して実験・研究を行えるよ

う疾病に関する情報収集につとめ、 E型肝炎ウ

イルスを含め必要とされる人獣共通感染症等の

検査を検討するべきと考えられた。

d)その他の特性について、 38人 (59ι%)の

人が「大きさや形が揃っている」、39人 (60.9%)

の人が「性質がj晶順jを選千尺した。

実験動物を用いて研究を行う上で、大きさや

形が操っていることは、餌育管理や薬効評価を

鑑みても必要不可欠な事項であるが、実験用豚

については囲内の生産業者が限られており、小

規模な生産集団であることから、大きさや形を

揃えることが困難であったと推察される O

当センターでは、原語豚を体細胞クローン技

術で生産し、遺伝的な背景を揃えた揖豚・コ

マーシャル豚を生産していく計画である(河原

崎2011;河原崎ら2011)ことから、遺伝的なばら

つきによる大きさや形の違いは少なくなると考

えられる O また、ブタの体の大きさは給餌量に

大きく影響を受けることから、極小ミニ肱の給

を記した飼養管理マニュアルを作成する計

顕である(大津ら2011)0以上の 2点を検討する

ことで、今後大きさや形のばらつきを改善した

極小ミニ豚の生産を行っていきたい。

一般的に子i生質」には、遺伝要因と環境要因

の二つが重要と考えられている O ブタはストレ

スを受けると唾液中にIL-18、IgA、コルチゾール

等のストレスマーカーを分泌することがわかっ

てきた (Munetaら2010;Munetaら2011)0今後、

極小ミニ豚のストレス感受性の違いや飼養環境

から受けるストレスについて分析を行い、性質

の温順な極小ミニ啄を生産する方法を検討して

いきたい。
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(6 )ブタの取扱いについてo (図11)

設問4-4 実験動物としてブタを使ったことがある人にお尋

ねします。ブタを扱っていて盟ったことはなんです

が。(複数回答可)

8人

7 
7人

6 

5 

4 

3 

2 

盟11 ブタの取扱いについて(回答者数28人)

*ブタの使用経験、使用意向がある

*大きさについて r10kg程度」か r20kg未満jを

選択した人

ブタの使用経験又はその意向があり、大きさ

について日Okg程度jか i20kg未満」を選択し

た28人に、ブタを扱っていて困ったことについ

て質問したところ、「供給体制」を選択した人が

8人 (28.6%)で最も多かった。

センターでは、過去の産歴において繁殖性

が非常に優れた極小ミニ豚を体細胞クローン技

術で原種豚として作出し、種豚・コマーシャル

豚を生産すること(河原崎2011:珂涼崎ら2011)、

および実験用豚使用者と連携を密にし、計画的

な繁殖を行うことにより、利用者のニーズに応

えられる供給体制を整えたいと考えている O

以上により、研究者の極小ミニ豚に対する

ニーズが高いことが明らかとなった。さらに遺

伝子解析や体細胞クローン技術を活用し、毛色

の自色へのコントロールや遺伝的なばらつきの

改善等で付加価値を高めるとともに、飼養管理

技術の確立による安定供給体制を構築すること

で汎用性を高め、実験用豚の利用促進を囲って

いきたい。
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