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【特集】 

 

毒性学そして佐々木研究所 

 

Contribution of the Sasaki Institute to education of toxicologsts 
 

津田 洋幸 

名古屋市立大学大学院医学研究科 生体機能分子医学講座 分子毒性学分野 

Hiroyuki TSUDA 
Department of Molecular Toxicology, 

Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences 
 

要旨：日本の毒性学の専門教育は主として医学部，薬学部，獣医学部等において行われて

いて，毒性学専門学部あるいは博士過程での一貫した教育過程はない．しかし，毒性学専

門家の認定資格の取得には，広範な毒性学の体系的な学習と実践が必要である．その毒性

学専門家の人材育成において佐々木研究所は大きな役割を果たしてきた．研究所は３部門

からなり，とくに病理部では化学発がん，血液，神経，内分泌臓器，肝等の発がん機序の

研究と毒性学の人材が豊富で，がんのみに偏らない豊富な知見の蓄積がある．研究所の研

修生は，研究はもとよりバランスのとれた毒性評価の実力を身につけて大学，企業等の幅

広い分野で貢献している．佐々木研究所の毒性学専門家の育成への熱意と貢献は計り知れ

ない． 

キーワード：毒性学，毒性学専門家，毒性学専門教育・訓練，佐々木研究所，リスク評価・

管理・コミュニケーション 

 

Abstract:  Toxicologists who can evaluate toxicology data and plan regulatory 
management systems are insufficient in number in Japan.  This is mainly due to lack 
of programs dedicated to toxicology in the education system.  For example, except for 
my department (the Department of Molecular Toxicology at the Nagoya City University 
Graduate School of Medical Sciences), there are no graduate courses for the toxicologist. 
Education for toxicologists is mainly carried out in graduate courses in medical, 
veterinary, and pharmaceutical schools along with research work not directly relevant 
to toxicology.  These courses do not include lectures or research devoted to toxicology as 
the primary subject matter.  The Sasaki Institute, where the Department of Pathology 
is located, has an experienced, enthusiastic staff who have expertise in toxicology in 
general and in one or more specific fields of study encompassed by this discipline.  This 
institute has contributed greatly to the training of graduate and postgraduate students 
aiming for a seat on the board of toxicologists. 
Key words:  toxicology, professional toxicologists, professional education and training 
in toxicology, Sasaki Institute, risk assessment/management/communication 
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私は平成 15 年より名古屋市立大学において毒性学分野を担当することになり，発がん物質の

ヒトとの関わりをリスク評価の観点からも研究する事になった．医学部では日本ではじめての

毒性学分野専門大学院となる． 

医薬品，農薬，食品添加物等の化学物質の安全性評価は，要求されている試験の結果に基づ

き実施されてきているが，客観的なデータに基づいたリスク評価を推進することが一層重要と

なりつつある．たとえば近年問題となった内分泌かく乱物質ではリスク評価データの不足が原

因で「非客観的・情動的」情報が社会に拡散された．逆に，アスベストでは，ヒトにおける発

がん物質である事が「客観的」に明白である（「Asbestos, IARC Monographs on the Evaluation 
of Carcinogenic Risks to Humans Volume 14」, 1977; IARC Working Group on the 
Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, 1973; IARC Working Group on the Evaluation 
of Carcinogenic Risks to Humans, 1987; IARC Working Group on the Evaluation of 
Carcinogenic Risks to Humans, 1988）にも関わらずリスクマネージメントの不備とリスクコ
ミュニケーション欠如（に近い）が加わって深刻な結果がもたらされるに至ってしまった．科

学的なリスク評価を実施し，適切な行政施策の立案と一般へのリスクコミュニケーションを行

うことの出来る毒性学専門家の不足が主因である． 

その主な理由は大学が毒性学を独立した学問領域としてとらえてこなかったこと，また行政，

産業界ともに科学的リスク評価の重要性の認識が甘く，毒性学専門家の登用に積極的ではなか

ったこともあげられる．専門家としての資格は，薬学系の会員の多い日本トキシコロジー学会

と，医学部や獣医学部の病理学を専攻する会員からなる日本毒性病理学会による認定制度が設

けられているが，それらの資格をもってポジションが得られる訳ではない．産業界は「有害リ

スク=マイナス要因」と考え正面から取り組まなかった傾向があったことも要因である．毒性学

の専門家の育成においては，我が国では毒性学専門学部あるいは博士過程での一貫した教育過

程はなく，各学部の卒業後に進む修士あるいは博士過程において，テーマ研究と併行して毒性

学の学習も行っているのが現状である． 

一方，米国では，1970 年代より毒性学の博士課程が確立され，現在ではおよそ 100 以上の大

学において毒性学のプログラムが展開され，国家予算を投じて積極的な毒性学者の育成を行っ

ている．ヨーロッパにおいても同様である．認定毒性学専門家に対する行政，産業界の信頼は

高く，地位も保障されている．今後，我が国においても，医学，獣医学，薬学，農学，化学，

栄養学等の専門領域の枠を越えた学際的かつ実践的な毒性学大学院における専門家の育成プロ

グラムを確立することが望まれる． 

佐々木研究所が毒性学専門家の育成において果たしてきた役割は大きい．病理部ではがんの

みに偏らず血液，神経，内分泌臓器，肝，消化器，呼吸器等の毒性学において日本でトップレ

ベルの有能な人材によって，多くの毒性学専門家の育成に長い間大きな貢献をしてきた．研究

所への「入学生」は大学の研究室の大学院生や企業からの研修研究員で，「卒業生」達は，発が

んのみに偏らないバランスのとれた毒性評価の実力が充分に涵養されていて，大学における研

究，企業の製品開発と安全性評価，登録の幅広い分野で活躍している．佐々木研究所の果たし

てきた毒性学専門家育成への貢献は計り知れない． 

また，前川 昭彦 先生（佐々木研究所 研究所長）は日本毒性病理学会の第二代理事長として

設立後三年目の大事な時期に会の基礎固めと発展に大いにご尽力頂いた．また，日本で初めて

の毒性病理組織学の教科書を編纂もされ，会員の教育面においても心血を注がれた．佐々木研

究所 病理部 部長の中江 大 先生は日本毒性病理学会の理事および評議員としてご活躍頂い
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ている．高橋 正一 先生（佐々木研究所 病理部 主任研究員）は形態学に加え遺伝子学的解析

を担当されており諸学会で大いに活躍された．吉田 緑 先生（佐々木研究所 病理部 主任研究

員）は食品安全委員会において私と一緒の専門部会（農薬）であるが，コメントは科学的に詳

細にして正確，毒性評価専門部会の中心的役割を担っておられる．皆様が今後も研究所で培わ

れた発がん研究における鋭い探究心と毒性学における深い洞察を生かし，研究，リスク評価，

人材育成に一層の活躍される事を期待しております． 
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