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第７回国際動物実験代替法会議（WC7）での広報報告 
                  JSAAEブース担当：吉山友二、杉林堅次、大森 崇 

 

日時：2009年8月31日（月）～9月3日（木） 

会場：Rome Cavalieri Hotel & Congress Centre, Rome, Italy 

 

 

 

 

広報内容 

2007年8月に東京で開催されました第6回国際動物実験代替法会議は、34カ国および1地域

（台湾）より1,036人（国外440人、国内596人）の参加者を得て、大成功に終わりました。そ

の成功が評価された故に、国際的な課題を解決するための貢献が学会に期待されています。 

今回の第 7回国際動物実験代替法会議は、8月 30日から 9月 3日にイタリアローマの Rome 

Cavalieri Hotelで開催されましたが、日本動物実験代替法学会からも、広報担当理事を含む理

事３名が中心となり、ブース展示による広報を展開しました。実際には、JASSE/JaCVMという名

前で、日本動物実験代替法学会とJaCVAMがひとつのブースを共用して利用しました。日本動物

実験代替法学会ホームページや第6回国際動物実験代替法会議の様子の英語版、マンダム助成金

および JaCVAMのポスターなどを展示しました。ブース内の日本動物実験代替法学会の机には
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AATEX、日本動物実験代替法学会第22回大会（大阪）のお知らせ、NEDOのパンフレットを置き、

大変好評でした。また、国際交流委員長からのアドバイスもあり、日本のチャレンジコンテスト

を強調して紹介したところ、「高校生に対するeducationを行っていることは良いこと」と国際

的にも高く評価されました。日本動物実験代替法学会のブースには、前回の東京大会に参加した

方々を含む多くの参加者が訪れ、日本動物実験代替法学会および JaCVAMの活動が世界的に認
知されており、今後の日本動物実験代替法学会が果たすべき国際貢献の重要性は大きいと思われ

ます。 
海外の参加者から寄せられたご意見やご要望の一例をお示しします。１）日本動物実験代替法

学会による国際的な研究助成金についての問い合わせ（マンダム助成はアジアを中心とした全世

界を対象に募集しており、昨年までに日本以外では中国と韓国からの応募実績があります）、２）

日本にける vitro申請の現況、３）第7回国際動物実験代替法会議における他の日本のブースは
あるか、４）第6回国際動物実験代替法会議に対する称賛、５）日本動物実験代替法学会のAATEX
について、６）今度、動物実験代替法関係の会合を企画しているが、日本に参加を呼びかけるに

はどうすればよいか、７）その他 
 
今回の国際動物実験代替法会議における広報の大きな成果は、東京で開催された第6回国際動

物実験代替法会議の遺産である国際交流について、国際の場において良好かつ新しい交流関係を

構築し継続することの重要性をお互いに認識したことと思われます。今回の国際的な広報につき

ましては、目的も明確ではなかったのでややあいまいなコンセプトのブースとなってしまったこ

とも反省点の一つです。しかし、これがなかなかよかったようで、立ち寄りやすい場所になった

ようです。また、（英語に疲れた）日本人にとってもよい場になったようです。いろいろな方が

立ち寄ってくださり、楽しくにぎやかなブースとなりました。 
次回は少しコンセプトを明確にしながら、このようなブースを引き続き持つことの意義は大で

あると思います。 
 
なお、日本動物実験代替法学会海外渡航助成にてたいへん興味深いご発表を頂きました４名の

先生（石塚典子先生、加藤雅一先生、小森喜久夫先生、寒水孝司先生からも、第7回国際動物実

験代替法会議の参加報告記を頂戴しましたので掲載させて頂きます。 

 
末筆となりましおたが、今回のブースをご提供頂きました株式会社資生堂並びに広報に派遣し

ていただいた日本動物実験代替法学会にこの場を借りてお礼申し上げます。 
 
以上、日本動物実験代替法学会広報団の公式報告とします。 
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EXHIBITORS FINAL REPORT 

 
JSAEE – SPACE C2 (Sqm 6) 
 
Congress Venue: Rome Cavalieri Hotel & Congress Centre 
Via A. Cadlolo, 101 – 00135 Rome, Italy 

 
Delivery Information 
Remember to mark on your package labels: “WC7 2009”, your company name and 
your booth number(s). 
Goods for the stand must be delivered not before than August 28 
 
Services on request 
Porterage: on request. Cost: Euro 70,00 per per person, per hour (+ VAT 20%) 
 
Services or furniture requested 
Pre-fitted stand with blue carpet, 2 tables, 3 chairs, 1 paper basket, spotlights, 
multiple socket. Name board included (JSAAE / JaCVAM) 
Power supply requested: 1 kw 
4 day-WI FI Internet   
 
WC7 Organizing Secretariat – AIM Group Exhibition Manager during the congress 
Ilaria Cereda  mobile ph.: (0039) 335 7862205 
 

 

 

Dates & Hours of the Exhibition 
Set up**:     Sunday August 30  h 08.00 – 20.00 
Exhibition:      Monday August 31   h 09.00 - 18.00 

Tuesday September 1  h 09.00 - 18.00 
Wednesday September 2  h 09.00 - 18.00 
Thursday September 3  h 09.00 - 13.00 

Dismantling:     Saturday, September 3  h 13.00 – 22.00 
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VII World Congress on Alternatives & Animal Use in the Life Sciences参加報告 
桐生大学 石塚典子 

 

↑会場の様子 
国内大会に比べて、科学的・技術的な話題よりも哲学的な話や法規・制度に関する演題が多かっ

たように感じました。スクリーンの右上に経過時間と残り時間を示すスケールが表示されていた

のが印象的です。 
JSAAE・JaCVAMの共同ブースの様子→ 
WC6 の様子や学会ホームページの英語版、
JaCVAMのポスターなどが展示されました。 
チャレンジコンテストついて、「高校生に対

する educationを行っていることは良いこと」
と評価して下さった方がいらしたそうで、企画

委員としてはとても嬉しいです。また、インド

の方がマンダム助成に興味を示して下さり、マ

ンダム助成の趣旨を鑑みて大変意義のあるこ

とと感じます。（マンダム助成はアジアを中心とした全世界を対象に募集しており、昨年までに

日本以外では中国と韓国からの応募実績があります。） 
←コングレスディナーの会場 
イタリアはとにかくどこも建物が立派でした。 
 
この度、渡航助成を受けWC7へ参加させていただいたこ

とを大変ありがたく思っております。 

たくさんの刺激を受け勉強になったと同時に課題も見つ

かりました。これを糧にこれからも頑張っていきたいと思

います。 
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7th World Congress on Alternatives & Animal Use in the Life Sciences（WC7）に参加

して 

株式会社ジャパン･ティッシュ･エンジニアリング研究開発部 加藤 雅一 

 

8月30日から9月3日にイタリアローマで開催された表題の会議に参加してきました。本会議

は、約600題の演題（ポスター）数で、6セッションが同時進行する形式で行われた規模の大き

な会議でした。本年は、EU加盟国内での動物実験を行った化粧品の販売が禁止された年であり、

化粧品等の安全性に係る代替法についての議論が活発に行われました。 

筆者は、日本で動物実験代替材料を提供するメー

カーとして、ヒト正常培養角膜上皮モデルの開発と

眼刺激性試験への適用について報告しました。欧米

の培養角膜メーカーの方々や大学研究機関の方々

が来訪され、培養角膜モデルの組織学的特徴やその

特徴が眼刺激性予測にどのような影響を与えるか

について、活発な質問応答をさせていていただきま

した。製品開発の際の参考になるコメントも多く、

日本での学会発表とは違う得がたい経験をするこ

とができました。 

筆者が注目したヒト培養皮膚モデルを用いたin vitro皮膚刺激性試験法の開発はOECDテスト

ガイドライン化の最終局面にあり、培養角膜モデルを用いたin vitro眼刺激性試験法について

は、今年末よりバリデーション研究が開始されるとの報告がありました。弱眼刺激性物質の評価

は、未だ承認された方法がなく、培養角膜モデルin vitro眼刺激性試験法バリデーションへの

期待が高いようです。 

また、様々な代替法が開発されていく中で、バリデーション研究の進め方の議論が始まってい

ます。これまでは、代替法の開発、プレバリデーション、バリデーション、ピアレビュー、OECD

ガイドライン作成までに長期間を要している上、日欧米でそれぞれバリデーション研究が行われ

ており、効率化、および国際協調が求められています。そのため、国際的にバリデーション研究

を推進する機関として、International cooperation on Alternative Test Methods (ICATM)が

設置されました。今後は、大規模バリデーションを、ICATAMで実施されていくことになり、日

本からも積極的に関与していくそうです。 

帰国後は、学会会場で収集できた情報を自社の研究に反映し、動物実験代替法の開発に役立つ

製品開発を進めていきたいと思います。最後になりましたが、日本動物実験代替法学会の助成金

を受けることができましたこと、大変感謝しております。この場を借りまして、関係者の方々に

深く御礼申し上げます。 
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7th World Congress on alternatives and animal use in the life sciences 渡航手記 
大阪大学臨床医工学融合研究教育センター 寒水孝司 

 
日本動物実験代替法学会の海外渡航助成を受け，2009年 8月 30日から 9月 3日まで，イタ

リア・ローマで開催された「7th World Congress on alternatives and animal use in the life 
sciences」に参加し，ポスター発表を行いました．会議の会場は 
Rome Cavalieri Hotelで，ローマの街を見下ろすMonte Marioの
丘（ローマの中心から北西の位置）に建ち，リゾート気分が漂う，

高級ホテルの代表格といった感じでした（写真 1: 会場のホテル）．
学会が斡旋するその他 17 のホテルと会場は，どれも歩ける距離で
はなく，移動には学会が用意する朝夕 1，2 本のシャトルバス，公
共交通機関，またはタクシーを利用することになります．私は，外

国ではなるべく公共交通機関を利用して現地の人の生活に触れる

のが好きなので，もっぱら市バスを利用しました．ただし，会場前

にはバス停がなく，会場から丘を少し下ったところにあるバス停を

利用するため（周囲は閑静な住宅街ですが）なぜだか毎日ちょっと

した山登り気分でした（写真 2: 会場から最寄りのバス停まで）． 
さて，いよいよ本題の会議のことです．本会議に参加するのは 3

回目（最初が 2005年にドイツ・ベルリンで開催されたWC5）でし
たが，改めて本会議の 3Rsに対する熱意を感じることができました．
私の発表内容は，これまでに参加したバリデーション研究の計画と

解析で直面した統計学的諸問題にどのように取り組んできたかと

いうものです．統計学的な話が中心のため，本分野の方々が興味を

もつだろうかと（いつも通り）心配していました．ところが，予想

以上にポスターの前に立ち止まる方が多く，またポスターの下に設

置したメッセージカード入れに 5 名の方の名刺が入っていました
（写真 3: ポスター発表）．本分野で活動する生物統計家の人数は
おそらく世界中でも両手で数えられる程度ですが，本会議を通じて，

生物統計学に対する期待を改めて感じることができ，本分野に貢献

しようという気持ちがますます強くなりました．さらに，他分野の

研究者とお話しする機会がたくさんあり，とても有意義な時間を過

ごすことができました． 
末筆ではございますが，学会から海外渡航助成を受け，無事発表を終えることができました

ことを，この場を借りて深く御礼申し上げます．また，私の研究発表に協力していただいたすべ

ての皆様に心より感謝いたします．引き続き，微力ながら，学会の発展に貢献できればと存じま

す．（ローマの夏は熱かった！） 
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WC7に参加して 
 
小森 喜久夫（東大生研） 
 
 本会の海外渡航助成を受けて、2009年8月30日～9月3日までローマで開催されたVII World 
Congress on Alternatives & Animal Use in the Life Science (WC7)に参加しました。大会期間
中のローマは晴天に恵まれ、同時期の日本の気温と同じ、もしくはそれ以上の猛暑の日々でした。

大会の合間に市内観光をしたら、久々に真っ黒に日焼けをしてしまったほどです。 
 会場となったカヴァリエリヒルトンホテルは、イタリアの中でも指折りのリゾートホテルであ

り、ローマ市街を一望できる丘の上の広大な敷地内にありました。会場内はメインフロアとガー

デンフロアの２つの階からなり、口頭およびポスター発表会場や、企業および各種団体の展示会

場が設けられていました。各フロアにはセルフサービスのドリンクコーナーがあり、参加者がグ

ラスを片手に、意見交換や談笑をしたり、ポスター会場や展示会場を見学したりしている光景が

散見されました。展示会場の一画には日本動物実験代替法学会のブースもあり、前回の東京大会

に参加した方々を含む多くの参加者が訪れていました。一部の方々が閲覧用として置いてあった

AATEX 誌を持っていってしまう、というハプニングにも見舞われたようですが、裏を返せば、
日本動物実験代替法学会およびJaCVAMの活動が世界的に認知されているからなのかもしれま
せん。 
 発表においては、口頭発表会場にはそれなりの傍聴者がおり、会場によっては盛況でありまし

たが、ポスター会場には見学者がまばらで、寂しい状況でした。プログラム上ではポスター発表

の時間はお昼に設定されているものの、発表の要領は必ずしも明記されておらず、またランチョ

ンセミナーも並行して行われていたため、寂しい状況につながってしまったのかもしれません。

発表内容については、相変わらず 3Rの概念や皮膚系に関するものが多く、主催者の意向や現在
の社会の流れが明確に打ち出されているように感じました。一方、細胞を固定化するための基板

作製技術や流体デバイス、電気化学的手法を利用した細胞応答の非侵襲検出など、動物実験代替

法研究分野ではあまり見かけない研究もわずかに報告されておりました。個人的な意見として、

これらの技術と細胞培養技術を融合した新たな動物実験代替法研究が今後より一層増えてくる

ことを期待したいところです。 
 ち な み に 私 は 、 「 What is the minimum size of hepatic tissue to obtain 
physiological-relevant responses?」という題目でポスター発表をしました。本研究の目的は、
従来の 96 ウェルプレートを用いた毒性試験と同質の応答が得られる最小ミニ肝組織を作製し、
その大きさや薬物などに対する応答を解明することです（ここでは具体的な内容を省略させてい

ただきます）。本研究から得られる知見や方法論は、有用な小型の細胞アレイやデバイスの開発

に役立つとともに、in vitro試験で使用する動物数の削減にもつながります。ポスターを見た参
加者から好評を得ることができ、そのうちの数名から、PDF 化したポスターのファイルを電子
メールで送って欲しいと頼まれました。このとき、本研究が今後の代替法研究で重要になってく
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るものと認識しました。現在は肝細胞系に着目していますが、今後は他の臓器由来の細胞にもチ

ャレンジする予定です。 
 前回の東京大会と比べて今回のローマ大会では、新規のバイオデバイスやバイオアッセイ技術

の開発などに関する発表件数が少なく、個人的に物足りなさを感じました。しかし、今大会を「お

祭り」と捉えれば、それなりに面白い大会でした。大会期間中には、全参加者を対象にしたウェ

ルカムパーティー、ガーデンパーティー、ディナーパーティーの３つのパーティーが企画されて

おり、世界各国の方々とともに大いに盛り上がりました。特に、ホテルの別邸で行われたディナ

ーパーティーは、テレビで見かけるような数百人規模の豪華な結婚式を彷彿するものでありまし

た。数百人の参加者が大広間に着席したときの光景に度肝を抜かれたことは言うまでもありませ

ん。 
 最後に本大会参加に際し「日本動物実験代替法学会海外渡航助成」により援助していただいた

日本動物実験代替法学会および関係者の方々に厚く御礼申し上げます。 


