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化学物質の擾乱と動物実験の発展
企画調整主幹付

宮原

誠

衛生試験所と動物実験とは切り離せない密接な関係が試験所設立の時からありました。当時の医薬品の源流は天然
の植物の花、葉、根、実などにあることが多く、これを長い間の経験に基づいて薬として使用してきた歴史があります。
近代医学を成り立たせるためにはその薬としての効力を科学的に保証する必要がありました。一方、化学工業の発達
により、人工的に作られた化合物が医薬品や食品の着色料などとして世の中に出回るようになり、衛生上の問題を引
き起こし始めました。これらの化合物を禁止したり、用いる量を制限したりするためにはこれらの毒性を科学的事実
として明らかにする必要がありました。その手段として動物実験が世界的に行われるようになり、東京衛生試験所で
も実施されるようになりました。司薬場の時代には、民間の薬局の独自処方に問題がないか調べたり、資源探査の目
的で、種々の植物成分やカエルなどの分泌物などの薬効の有無を調べたり、あるいは衛生試験所時代の主要業務であっ
た食中毒原因の究明、いわゆる地方病の解明、医薬品や食品の安全性や有効性の確認などその活動の根幹を支えたも
のは動物試験でした。各時代の毒性試験を取り上げて、その活動を辿りました。

ジギタリス製剤の薬効

の経過した古い製品は効力が弱くなることが知られてい

18 世紀末にヨーロッパで近代的医学研究からジギタリ

ました。その上、飲み始めはその効果が緩慢で、1 〜２

スの薬効が発見され、使用が広まりました。1823 年シー

日後に効果を現すので、用いたジギタリスが良品か不良

ボルトが来日した時に持参した治療薬「十八道薬剤」の

品かすぐには分かりません。一方、エキス剤は連用によ

一つとしても知られています。さらに幕末には横浜に輸

る蓄積性が問題とされ、嘔吐や食欲不振などの症状を示

入されていたとの記録が残されています。ジギタリスは

すジギタリス中毒になることも知られていました。

心臓に作用して、その働きを強める薬として用いられて

ジギタリスのように薬としての効果を示す量と副作用

いました。当時は、ジギタリスの葉を乾燥させた製剤と

の現れる量とが近接している薬剤を薬として用いるため

ジギタリスから成分を抽出したエキス剤がありました。
ジギタリスの乾燥葉の有効性は産地、収穫の時期、煎じ
方法の優劣などによって異なるだけでなく、収穫後時間

ジギタリス

東京都立薬用植物園のカタログより

ジ ギ タ リ ス は そ の 葉 が 薬 用 で、 主 要 な 成 分 は ジ ギ ト キ シ ン

明治後期の東京衛生試験所

digitoxin, ジゴキシン digoxin などの強心配糖体。ヨーロッパ南部

国立衛生試験所百年史より

が原産地で、古くから知られ、利尿剤、催吐剤などとして知られ

田原所長の時代には庁舎の建て替えが行われ、設備が充実して来

ていたようです。1785 年にこの植物の葉は心臓に作用するもので

ました。しかし、生物関係の施設や設備は一向に見当たりません。

あることが見いだされ、薬として用いられるようになったといい

タール色素などの使用許可についての照会があった場合、その安全

ます。その後乱用されたようで、この薬を使っている患者の 25%

性の確認は文献調査が中心であったとも考えられています。

はジギタリス中毒の症状を示したという話もあります。

1

国立医薬品食品衛生研究所

小史

第9号

国立衛生試験所百年史より

明治中期の庁舎

この図は明治後期になって、描かれた物で、1886 年、隣にあった牛痘種継種所が移転した直後の姿を示しています。動物を飼育する設
備は見当たりません。築山や池が敷地内にあるので、蛙やゾウリムシを飼えても、犬やマウスを常時飼育することは難しく、実験すると
きは、一時的に動物を物置小屋などに持ち込むか、あるいは他の研究施設で試験を実施したのだろうと考えられます。

にはその有効成分の量を知ることが大切です。飲む量が

ギタリス溶液の量を変えながら蛙に注射し、毒性の現れ

多すぎれば、心臓に負担がかかり、最悪心臓停止となり、

るまでの時間、蛙の体重、注射した溶液量の３つの要素

少なければ当然病気には効かないことになります。

が規定の範囲になることを確かめました。このような様

患者が飲む薬効成分の量はその薬剤の重さで決めるの

子見の実験（予試験）で決めた量を 10 匹の蛙に注射し、

で、これを安全に用いるためには，重量あたりの有効量

その結果から力価を計算しました。これを一つのジギタ

( 力価 ) を知る必要があります。力価に影響する類似植物

リス製剤について 5 回から 10 回繰り返し、最終的に力

片や偽和物（増量のために本物に混ぜるにせの物質）の
混入を顕微鏡観察などで鑑定することも重要ですが、直
接的にジギタリスの力価を調べることが必要です。
ジギタリスの検査
ジギタリスの力価は 10 分以上 30 分以内にトノサマ
カエルの心臓を停止させるのに必要な最低限の 10% ジ
ギタリス葉抽出溶液の量を測定し、力価を算定しました。
試験に使うジギタリス液は乾燥したジギタリスの葉を
1g 秤取り、これに暖めた 10mL のエタノールに浸して
15 分抽出します．これを全部で 3 回繰り返し、得られ
ジギタリス検定用恒温装置

た３つの抽出液を合わせて、一つにし、その抽出液のエ

溝口龍三
29-48

衛生試験所彙報 20 号
(1923)

17 〜 20℃で飼育し、25-30 ｇになった蛙を試験前数時間 17℃

タノールを蒸発させて，エキスをつくります。これをお

の室温で体温を整えました。続いて上図の左の箱形の装置内に蛙を

湯に溶かして 10mL にして、10％ジギタリス溶液とし

おいて、ジギタリスを投与し，力価を検定しました。この装置は図

ました。この溶液をトノサマカエルの脇下にあるリンパ

の右側のタンクから 20℃の水が流され、左の箱の中の温度を一定

嚢に注射し、その心臓の動きを観察しました。予め、ジ

に保つように設計されています。
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ウィキペディアより

当時は日本全国に生息していました。雑食性の蛙で飼育しやすい
生き物で、学校の教材としても馴染みがあると思います。日本では
環境省により、レッドリストの準絶滅危惧種に指定されています。

ゾウリムシ

ウィキペディアより

枯草菌を餌にしているので、どこでも飼育できる単細胞動物。

価を決定しました。

最も原始的な生き物であっても、鞭毛で動き回るので、毒性を

この実験のためには、種類，雌雄，及び大きさのそろっ

見分け易かったと思います。鞭毛が動かないことや増えなくなる

たカエルを多数用意する必要があります。報告書に記載

ことではなく、本体が動かなくなった状態になると毒性があった

されている蛙の数は 8 月 2 日から 15 日の間に 860 匹で

としました。

した。当時、水田沼沢があればどこの地方でも、大きさ
の揃ったトノサマカエルを大量に入手できたと報告され

代わりました。しかし，これら新しい化学物質の安全性

ています。さらに、ジギタリスによって、このカエルに

が確認される前に，その使用により死者がでるなど当時

現れる毒性が他の蛙に比べてハッキリとしていることも

の衛生上の問題となりました。このように人工色素で着

選ばれた理由として重要でした。

色された食品は人間に害があるらしいことはわかってい

しかし、もとが野生生物であるのでその栄養状態の良

ましたが、どんな臓器がどんな害を被るのか、十分に知

い雄の蛙を選別したり、あるいは蛙は変温動物なので、

られていないために、どのような実験を計画すれば毒性

その体温を一定にしないと毒性の現れ方が異なるなど、

を調べることができるのか、当時の担当者は頭を悩ませ

当時の研究者には、何かと苦労があったに違いありませ

たことでしょう。
当時すでに発表されていた論文によるとゾウリムシ、

ん。実際にどのように蛙を用意したかわかりませんが、
春に目の前の泉水でオタマジャクシを捕まえて、地下室

細菌類、蛙、魚類、南京ネズミ（マウス）
、アフリカ豚（モ

で飼育して、夏に実験を行ったのかもしれません。

ルモット）
、にわとり、家兎、犬、猫、摘出臓器（腸管、
筋肉、内臓など）などおよそ容易に扱えそうな生物なら

検査したジギタリスは当時板橋にあった内務省植物園

何でも、実験材料にしたようです。

で採取された標準のジギタリス葉や当時の日本薬局方に
準拠した市販製品でした。効力が安定しない原因は保存

しかし、用いた生物によっては有毒でしたが、他の生

している間にジギタリス葉中の水分が有効成分を分解し

物では無毒であったりして、その結果は必ずしも同じで

てしまうためと結論してます。

はなく、その毒性をヒトに当てはめて規制するための科
学的根拠とするにはあまりにも心許ないものでした。

その後、近年まで、日本薬局方にも収載されていまし

タール色素の化学試験

たが、不整脈などの重篤な副作用が知られるようになり、

このように結果が一致しない原因として、第一に製品

最近の日本薬局方に収載されなくなりました。

が均一なものでないことが考えられました。当時の化学

タール食用色素 ( アゾ色素 ) の毒性
西洋化と共に我が国に導入されたものはジギタリスだ

合成技術は今と異なり格段に低く、化学反応に用いられ

けではありませんでした。化学工業の急速な発展に伴い、

た触媒のヒ素化合物や未反応原料などの除去が不十分で

様々な人工色素が発明され、食品の染色に使用されるよ

あったり、合成反応が均一でなく複数の生成物が混ざっ

うになり，毒性が問題となっていた無機系色素に取って

ていたりするなど、不純物が多いことが知られておりま
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り返して、最小の毒性量を決めました。溶解度が不十分
な色素については問題が生じました。それぞれのタール
色素の溶解度には限界があり、毒性が表れるのに必要な
量のタール色素をネズミに投与できるようにするには工
夫が必要でした。0.8% 生理食塩水に溶ける最大の量を溶
かしても 0.05% しか溶解できない場合もありました。薄
かったら、たくさん注射すればよいのですが、１回にネ
ズミに無理なく注射できる溶液量（通常ネズミの体重の
20 分の１程度）には限界があります。しかたないので、
ネズミの背中の数カ所に分けて体重の 5 分の１の量を注
射し、注射針の穴から溶液が漏れないようにコロジオン
で蓋をしたといいます。
1 週間、ネズミの生存曲線（化学物質を与えた時刻か

有害着色料取締り規則

らの経過時間を横軸にそのとき生存している動物の数を

国会図書館デジタルライブラリーより

縦軸に画いたグラフ）をかいて、毒性を判断しました。

食品だけでなく、衣類、おもちゃ、化粧品などに無機性の着色料
を中心に危険な色素を使用することを禁じています。規制化合物の

急性毒性（投与後 0-1 日で死亡）
、亜急性毒性（投与後

種類を除けば、現在の法規制とほぼ同じだったといえるでしょう。

２- ４日で死亡）と判断し投与後５日より長く生存する

ただ、規制するのは食品監視員ではなく警察の仕事でした。

ものは中毒性なしと判断しました。
現在の毒性試験の様にタール色素をえさに混ぜ合わせ

した。これらの不純物は製品に一定の割合で混入してい

て飼育して、長期的（１〜 2 年 ) に観察してその毒性を

るとは限らないので、個々の製品ごとに異なった毒性を

見つける試験を行うことは困難でした。当時の動物を飼

示すことが懸念されました。そこで当時の衛生試験所は、

育する設備が貧弱なこともありましたが，病気で死んだ

生物試験を行うまえに、十分な化学的な試験を行い、こ

のか毒性で死んだのか区別する方法など長期に動物を飼

の問題をできうる限り小さくしました。もちろん 2 番目

うための技術や知識が確立されていなかったと考えられ

の大きな問題は動物種の違いによる感受性の差でした。

ます。

結果をヒトに当てはめて、毒性を考えることができる動

化学構造と毒性との相関
30 以上の色素の毒性を調べた結果、その化学構造と

物実験は何なのかという永遠の課題を当時も抱えていた
ようです。

毒性の強さとの関係が推定されました。たとえば、塩基

衛生試験所のタール色素の毒性試験

性の色素は酸性の色素に比べて毒性が強いとか、ニトロ

衛生試験所の久保田らは、試験に用いる生物として、

基とかアミノ基にその毒性の原因があり、水酸基には毒

滴虫（ゾウリムシ）を試験所の池から採取し、これをわ

性を弱める働きがあるとか考えたようでした。今で言う

らの抽出液中で培養し、プレパラートガラスの上に１滴

構造 - 活性相関です。また、その物理・化学的な性質で

取り，これに色素溶液を滴下し、その動きが止まること

ある粘土や白土に対する吸着性がその構造に依存するこ

を顕微鏡で観察し、毒性の指標として実験しました。

とも明らかにしました。
毒性の強い色素と弱い色素に分類され、オーラミン、

さらに、ほ乳動物としてハツカネズミを毒性試験に用
いることにしました。動物実験するとき，どのような経

メチルグリーン、ピクリン酸など多くの色素は食用に使

路（投与経路）で動物に化学物質を与えるかは重要です。

用することが問題視されました。このような実験結果に

本来なら、えさに混ぜて色素を食べさせる必要があるの

より、その地域での使用を禁止するかどうかを決める権

ですが、実際に動物がどれだけのタール色素を食べたか

限は当時の各地方の行政庁がもっており、地域により対

正確に知ることは困難なので、皮下注射を背中にして色

応がばらばらだったのは、ふぐの場合と同じだったと考

素を動物の体内に取り込ませました。

えられます。
20 世紀初期の毒性実験は長足の進歩を遂げており、

その取り込ませる最大量はタール色素を最も濃くでき
る溶液で、これを 2 〜４匹に投与し、毒性が見られると、

合成色素のように比較的毒性の低い化合物についても衛

その半分の量を別の 2 〜４匹のネズミに投与し、毒性の

生試験所はその毒性を調べる方法を確かなものにして

有無を観察します。これを毒性が見られなくなるまで繰

いったことがわかります。
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忽然と体内から消えたように見えるのです。動物を外見
的に観察しても、毒性の症状を見つけることができない
のです。
生化学的な検査の結果、兎に四塩化炭素を投与すると
その尿中に蛋白、赤血球などが見いだされ、腎臓などの
内臓に障害が起きていることが推定されました。このよ
うな生理的な変化は餌の種類や動物の体調の変化でも観
察されることも多いので、推理小説の探偵が虫眼鏡で犯
人の痕跡を探し求めるように、顕微鏡を用いて臓器組織
の検査をする試験が始められました。
四塩化炭素を与えた動物の生存数を一定時間後に調べ
て（生存曲線）、毒性を判断するのではなく、動物の内
臓機能の変化を毒性の症状とし、その原因となっている

消火弾

臓器組織細胞の異常を病理学的な変化として顕微鏡下で

ウィキペディア /Mabel

捉えたのです。

我が国でも家庭用の消火器として、一時使用されましたが、消

兎、犬、猫などに四塩化炭素を与え、26 時間後に、

火したあと砕けたガラス容器の破片を後片付けするのが大変だっ

臓器を摘出し、凍固し、これから顕微鏡用に薄い切片を

たに違いありません。

作って、スダン III、ヘマトキシリン、及びヘマトキシリ
ン−エオシン二重染色して、組織の病変を探しました。

四塩化炭素の毒性―慢性毒性試験
化学物質によっては動物に与えてもすぐには毒性を示

いずれの動物でも、その肝、腎、心臓に脂肪変成を起こ

さないが、長期に観察すると確かに毒性を示す場合があ

していました。その程度は猫＞兎＞犬の順番で、四塩化

ります。徐々に重要な臓器を破壊して体の機能を奪う物

炭素に対する毒性に動物の種類によって感受性が異なる

質です。ウイルヒョウが提唱した細胞病理説を思い起こ

( 種差 ) があることも明らかにしました。

します。このような物質として、衛生試験所が取り組ん

現在では、四塩化炭素は動物体内に取り込まれるとそ

だものに、四塩化炭素があります。この化合物は、アル

の肝臓で分解され，より反応性の高い物質に変化し，肝

カリや酸性溶液と加熱しても分解しないという化学的な

臓細胞などを破壊し，毒性を示します。このため，四塩

性質から、” 安定な化合物なので、体内に取り入れられ

化炭素を分解する力の大きな動物ほど毒性が強く現れる

ても分解しない ” との説に基づき、当時この化学物質は

と考えられます。

駆虫薬として、市販されていました。何万人が服用して

また、久保田らの観察は後世の他の研究者によっても

も問題がないとされる一方、猿などの実験動物では内臓

確かめられており、現在の知識と遜色が無いことは当時

に障害が起きるとの報告がされており、当時の衛生試験

（1926 年頃）の我が国の病理学の水準の高さを示してい
ます。この年、
山極勝三郎は兎の耳にコールタールを塗っ

所が実験に乗り出したようです。
南京ネズミ（ハツカネズミ）を用いて急性毒性試験を

て、世界で初めて化学発がんを起こすことに成功し、ノー

しましたが、動物に与えた四塩化炭素の量と生存数との

ベル賞候補者になったことと考え合わせると、我が国の

関係性（反応−用量関係）が成り立ちません。さらに詳

基礎医学分野の水準は当時世界のトップレベルにあった

しく調べる必要がありました。

ことは間違いないでしょう。
その後、四塩化炭素は、薬として用いられなくなり、

四塩化炭素の吸収排泄と病理学検査
そこで、体に取り込まれた化合物がどこにどれくらい

火災の消火剤などとして使用されることもありました

の時間留まるかを調べ、長く滞留するところで障害が起

が、現在では、特定化学物質として、厳しく規制されて

こっているのだろうと推定したようです。当時の研究者

います。

は胃ゾンデ（胃の中に薬物を直接流し込むためのパイプ）

青酸カリの毒性

で兎に四塩化炭素を与えました。４時間くらいは胃や腸

時代は下り、第二次世界大戦の戦時体制下で、厚生省

に存在を確かめましたが、20 時間後にはどこにあるか

の試験研究組織は縮小されましたが、独立して存続した

分からなくなってしまいました。化学分析を駆使して探

国立衛生試験所においても、戦災のため多くの実験室が

しました。呼気中、血液中にも、尿中にも出てきません。

使用不能となっていました。世相は混乱の極みで、様々
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した。このような世相を背景に、当時の衛生試験所で、
青酸カリの動物実験が行われました。
青酸カリの毒性試験
マウスに青酸カリを飲料水に混ぜて飲ませ、その致死
量やその症状を詳しく観察しました。また、中毒患者の
病理組織標本についての所見と実験動物のそれとを詳し
く比較して、青酸カリ独特の病理組織的な変化を見出し
たと伝えられています。このことは、病理学的な標本作
成するのに十分な技術を当時十分にもっていたことを示
すばかりではなく、標本の診断能力も大学などに匹敵す
るものであったと思われます。
放射線照射食品の米国における安全性試験
さらに時代は下り 1950 年代に入り、原子力の時代に
なりました。その中、アメリカ政府の原子力平和利用の
一環として、放射線の殺菌効果を利用し、常温で食品を
保存できるようにしようと、放射線照射された数種類の
食品の安全性が研究されていました。初期のアメリカの

帝国銀行椎名町支店

ウィキペディアより

研究では、照射したベーコンなどの食品を実験動物に与

東京池袋の近くの銀行が襲われ、行員が青酸化合物で毒殺された

えると短期間で動物は死亡しましたが、その原因が不明

事件の現場。

でした。そのため米国 FDA はいったん許可した照射食品
な犯罪が多発していました。その中の一つに帝銀事件が

の許可を取り下げてしまいました。照射した砂糖水を与

ありました。

えたショウジョウバエに突然変異が頻繁に現れることな

1948 年 1 月 23 日午後 4 時 10 分頃、警視庁目白警

どから、放射線によって毒性物質が食品中にできるのだ

察署長崎神社前交番で立ち番をしていた警察官は 16 才

という説と実験に使った動物の症状から照射食品中の栄

くらいの少女により、帝国銀行椎名町支店で若い女の人

養成分が破壊されて障害が起きるという説が対立し、議

が倒れているとの届出を受け、その通用門に駆けつけて

論になっていました。

みると、20 才くらいの女性が崩れかかり、苦しんでい

もともと、照射食品は兵士の食料とするために陸軍が

ました。事情を尋ねると、“ 今、東京都の衛生課員だと

主体となって研究しましたが、毒性実験は民間の動物実

いう人が ” この付近に赤痢が出たから、予防薬を飲みな

験施設に委託されて、３回も動物実験が行われました。

さい “ と言うので、飲んだところ、みんなが苦しくなり、

いずれも死亡動物が多くて照射食品の毒性を評価する
ことが困難だったようです。

倒れたのです。” と言いました．果たして、警察官は支
店の中をみて、肝をつぶしたと言います。10 数人が倒れ、

我が国においても、食品の保存に放射線を利用しよう
と当時の科学技術庁が提唱し、原子力研究所、予防衛生

3，4 人はうめいているのを発見したからです。
この事件に使われた凶器である毒物について大きな問

研究所、国立衛生試験所などが参加する照射食品研究協

題が生じたのです。警視庁の捜査の結果、行員が薬を飲

議会が設立されて、放射線照射食品の研究が進められる

むのに使った茶碗から、青酸カリを検出したとしました

ことになりました。食品添加物や発がん物質の毒性試験

が、公判で鑑識課員はこれを否定しさらに、吐瀉物から

に多くの実績のあった当所がその毒性試験を行うことに

青酸を検出したが、ナトリウムやカリウムイオンを検出

なりました。

しなかったと証言したようです。しかも、東京大学と慶

最初に実験が行われたのはジャガイモでした．これを

応大学の医学部で検視の結果、一方の鑑定では胃内容物

普通に保存すると発芽して、その部分に毒性を持つよう

に青酸と共にナトリウムやカリウムを検出したが、他方

になり、食用に適さなくなります。これを防ぐために、

の鑑定では青酸を検出したが、ナトリウムやカリウムを

ジャガイモにガンマ線を照射し，発芽を押さえようと計

検出できなかったといいます。このようなことから凶器

画が立てられました。

の薬物は工業用青酸カリウム・ナトリウムではなく軍事

照射ジャガイモの毒性試験
固形飼料に照射されたジャガイモを混ぜて、これを

用アセトンシアンヒドリンではないかとの疑問が生じま
6
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めに、これを滅菌する必要があります。通常は、熱をか
けて、雑菌を除去しますが、この研究の結果、放射線に
よる飼料の滅菌も可能となりました。水分をわずかに含
む飼料に滅菌に必要な量の放射線を照射すると、放射線
はその水の一部を分解し、強力な酸化剤をその中に生成
し、飼料の栄養価などを下げてしまいます。これを防ぐ
ために、抗酸化剤などを飼料に添加し、放射線を照射し，
滅菌して放射線滅菌飼料とすることができました。これ
も、この研究から派生的に生まれた成果と考えることが
できます。

照射ジャガイモ工場

士幌にて撮影 2008 年

これには後日談があります。今まで述べてきたような

ジャガイモの産地の北海道士幌にあって，現在でも生産を続けて

事実に基づいて，オーストラリア政府はペットの餌に高

います。放射線の線源はコバルト 60 のガンマ線を用いています。

線量放射線を照射して殺菌することを勧めました。とこ
ろが，照射された SPF（ spesiﬁc pathogen free 無菌性の )

ラットに食べさせ、体重変化、子宮、肝臓など臓器の重

餌を与えられたペットの猫がつぎつぎと後ろ足に進行性

量などでその影響を評価することにしました。どの臓器

運動失調を起こし，最悪の場合死亡する事態が発生しま

に毒性が表れるか分からないので、主な臓器すべてを調

した。

べたのでしょう。さらに、様々な臓器の現れる異常な変

これを受けて，原因究明の動物実験が行われ，実験開

化を捉える目的で、顕微鏡観察するために臓器の薄片 ( プ

始から半年後にその症状のピークがあらわれました。毒

レパラート ) を大量に作成する技術と組織が整えられま

性症状から神経細胞に障害が起きていると考えられ，病

した。動物の飼育期間が終了してから、プレパラート作

理検査をしたところ，ワーラー変性（神経細胞繊維が神

成、それらを顕微鏡による検査などに数年を要したよう

経細胞体との連絡が取れなくなり，物理的に繊維が切断

です。

される現象）を起こしていることが分かりました。結果，
脊髄が損傷し，運動失調になったと考えられています。

その結果、照射ジャガイモ（300Gy 以上の吸収線量
を与えたもの）を食べさせた雌のラットの生育が悪く

脳内の抗酸化状態や肝臓中の活性酸素を分解する酵素

体重が順調に増加しないばかりでなく、子宮重量が非

（SOD) の量が多いことから，放射線により生じた食品中

照射ジャガイモを与えたラットよりも軽いことが分か

のフリーラジカルが毒性に関係していると考えられてい

り、臓器毒性があると判断されました。300Gy より低い

ます。
神経毒性とは別の毒性とは言え，低線量放射線を照射

150Gy 以下の線量で照射されたジャガイモは安全である

された食品の毒性を見逃さなかった当時の衛試の技術力

と判断されました。
米国での動物実験ではその試験期間中に死亡動物が多

の高さをこのことは改めて示すと共に未知の毒性を捉え

く、試験結果を評価できなかったのに比して、当時の我

ることの難しさを物語っています。なお，2009 年，オー

が国の動物飼育技術は高く、照射ジャガイモの安全性を

ストラリア政府はキャットフードに放射線を照射して，

評価できました。この動物実験は近代的な飼育設備が整

殺菌しないように勧告しました。

えられ、獣医を中心に試験所の職員は自ら実験動物を飼

サリドマイド
妊娠中に体の中に取り込んだ化学物質により，その母

育し管理するため、正月や五月の連休など一般の人々が
休む日にも出勤し、黙々と動物の世話をしていました。

親に毒性が現れるのでは無く、その子に毒性があらわれ

このような努力の結果、米国ではうまくいかなかった動

ることがあります。そのような物質の一つにドイツで発

物実験を成功に導いたものと考えることができます。

明された睡眠薬サリドマイドがありました。副作用が少

このような照射ジャガイモの安全性試験の結果にもと

ないとの評判があり、妊婦のつわりを緩和するとの効能

づき、その生産工場が北海道士幌に建設されました。こ

も認められたため、多くの妊娠中の女性がこの薬を使用

の工場では現在でも年間数千トンの照射ジャガイモが生

したと言われます。しかし、ドイツの医者レンツはこの

産され、全国に出荷されています。

薬の服用者の子供に奇形児が多いのに気づき、レンツ報
告を発表して、この薬（サリドマイド）が原因と警告を

さらに、照射飼料が開発され、使用されるようになり

発しました。なお，当時ドイツでは医薬品開発について、

ました。動物実験に使う飼料は動物の健康を維持するた
7
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何らの規制も無く、またこれの毒性等を調べるのに必要

べる発熱試験を行うために，多数のウサギを飼育してい

な研究所もなかったと伝えられています。

ました。このため、ウサギの取り扱いに必要な設備や飼

この警告を読んだ米国 FDA の担当官はサリドマイドの

育技術が整っていたためだったといいます。

アメリカ国内での発売承認を引き延ばしておりました。

ウサギの場合、受精すると排卵から 7 日目に受精卵は

このため、ドイツでは多くのサリドマイド性奇形児が誕

子宮に着床し、妊娠が成立します。この実験では、胎児

生したのに、アメリカでのその数はごく少数であったと

期初期の妊娠 8 日目から 8 日間連続して、サリドマイド

言われています。

を動物に与えました。妊娠 29 日目に胎児を取り出し、

不幸にして我が国でもドイツと同様の事態が発生しま

全部で 453 頭の骨格標本を検査しました。通常の試験よ

した。

りも、とても多くの労力を必要とする実験です。

催奇形性試験

結果、8 日間、50 〜 600mg/kg のサリドマイドを与

催奇形性試験ではウサギなど妊娠動物に化学物質を与

えられた妊娠ウサギの 73-96% の胎児の骨格に異常が見

え、胎児の骨格、内臓の異常などを調べます。

いだされ、サリドマイドが哺乳動物（ウサギ）の胎児に

化学物質が胎児に与える影響を調べるとき、その胎

奇形を引き起こすこと（催奇形性）が確かめられました。

児の発達段階が重要で、早期の段階での投与は流産 / 死

その後我が国でもサリドマイドの販売は禁止されまし

産、晩期では全く影響が無い場合があり、慎重に計画を

たが、近年抗がん剤としての薬効が発見され、妊婦が服

立てる必要があります。化学物質を与える時期だけでな

用しないように厳重な管理の下に、再び薬として使用さ

く、その分量を決めるための予備的な実験も必要になり、

れるようになりました。

本格的な試験が始まるまでには、多くの試行錯誤が必要

生物安全性試験研究センターの設置

だったようです。実質的には生殖毒性（交尾回数、受精

それまでの国立衛生試験所は化学的な分析や検査が中

率、流産率、一腹の胎児数などの異常などを調べる試験）

心で、動物試験は、ビタミン、インスリンなど薬物の力

も調べることになったようです。

価試験や注射用蒸留水などの発熱試験などが主なもので

ウサギは他の動物と異なり、交尾刺激排卵といって、

した。これらは鶏やウサギなど限られた実験動物を飼育

交尾後に排卵が起きるので、生殖毒性を調べるのに好都

して、発熱などのごく限られた生物への影響を調べるも

合で、妊娠日を交尾の日と決めることができます。

ので、動物実験といっても、化学分析の延長線上の意味

しかし、池田らはそのような理由で、ウサギを使った

を持っていました。

のではないようです。当時，投与された患者に発熱を起

当時の国立衛生試験所には、これらの実験に必要な小

こす物質が注射用蒸留水の中に含まれていないことを調

規模な動物実験設備は存在しましたが、妊婦が取り込ん
だ化学物質が胎盤を通じて、母親の体内にいる胎児に及

ハムスター

ぼす様々な現象を毒性と捉える設備，技術や知識が十分
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とは言えませんでした。
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催奇形に必要なサリドマイドの最低量 (mg/kg）
PMDA

サリドマイドの非臨床における総括評価書より

サリドマイドの毒性に対する感受性は動物によって大きく異なっ
ていて、マウスなどの実験結果に基づいてその安全性を判断するこ
とが難しい物質であることが今では判明しています。
なお、本文で紹介した池田らの実験では、ウサギに奇形を起こす
最低量 0.5mg/kg の数百倍から数千倍のサリドマイドが投与されて

安全性生物試験研究センター
同センターのパンフレットより

1978 年東京・世田谷用賀に建設され、当時としては最先端の

いますが、当時の催眠薬としての臨床

動物飼育設備を備えたものでした。

量を基準に実験計画を考えたためと思われます。
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サリドマイドや放射線照射食品の毒性試験は生体に現
れるあらゆる異常な変化を毒性という視点から捉えよう
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