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わが国では、標準化の重要性は以前から十分認識されており、特に機械工業においてはきわめ

て精巧な規格が制定されてきています。中にはわが国独自で制定した規格もあり、経済の国際化

が進むにつれて、世界的規模で規格の国際共通化のニーズが高まるにつれ、国際化の視点での

見直しを行う必要が高まって参りました。このため当会では通商産業省（現経済産業省）の委託を

受けて、機械工業に係わる国内規格の国際規格との整合化事業に取り組んで参りました。 

近年、国際標準にも新しい動きが起こり、製品を中心とした規格に加え、品質や環境などをはじ

めとするマネジメントに係わる規格が制定されるようになってきております。当会においてもこの動き

に対応し、機械安全、環境保全など機械工業におけるマネジメントにかかわる規格や、機械工業

横断的な規格についての取り組みを強化しているところであります。 

具体的には、国内規格と世界標準との整合を目指した諸活動、機械安全規格整備とリスクアセ

スメント実施のガイド作成、各専門分野の機関・団体の協力における機種別・課題別標準化の推進

などであります。これらの事業成果は、日本発の国際規格への提案や国際規格と整合した日本工

業規格（JIS）、団体規格の早期制定などとなって実を結ぶものであります。 

こうした背景に鑑み、当会では機械工業の標準化推進のテーマの一つとして株式会社三菱総

合研究所に「バイオ・メディカル計量及びその検査機械システムにおけるトレーサビリティの確保と

標準物質の整備－その実態と課題－」を調査委託しました。本報告書は、この研究成果であり、関

係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。 

 
平成１６年３月 

社団法人 日本機械工業連合会 

 会 長  相 川 賢 太 郎 
 



 

 

は し が き 

 

近年、様々な分野で国際的な同質性を求める標準化が進み、あらゆる産業活動等の基盤となる

計量分野においても、各国計量標準の相互認証等の作業が進められている。この計量標準は、近

代科学発展の原動力となった物理・化学に由来する SI 体系に関するものが中心である。一方、生

物学に由来する分野は、この SI(単位系)には収まらない点が多く、また遺伝子工学の出現により

急速に産業界での利用が進展したため、標準化が遅れており、定量的な議論を行うために必要と

される基礎的な環境整備に向けた活動が多方面で展開されているといった状況にある。同時に、

産業界における生物工学利用の急速な進展により、我々の日常の生活において、生物分野の定

量が重要な意味を持つ場面が拡大している。生物工学における計量技術やそれに伴う標準物質

等の整備は、産業の基盤技術の育成という面と、我々の生活安全性向上の両面において、確実か

つ急速にその重要性を増していることは間違い無い。 

また医療分野においても、近年、検査等における計測の信頼性向上にむけた国際的な活動が

本格化しようとしてしており、EU では法規制が、技術の整備を超えてすすめられてしまうといった

状況も現出している。 

こうした状況に基き、欧米ではバイオ・医療分野における計量標準に対する重要性の認知が進

み、具体的に国際的な整備活動となって現れつつあるのに対して、日本ではその重要性に対する

認知が遅れ標準整備も遅れている。今後の我が国の産業の発展や、生活の安全性等、質の維

持・向上のためには、こうした状況の早急な改善が急務である。 

本調査研究では、現況の正確な調査分析を行い、この結果に基き、具体的な標準整備方針や、

その推進体制のあり方の検討を行った。 

本調査を実施するにあたり、経済産業省のご指導と日本小型自動車振興会並びに社団法人日

本機械工業連合会のご高配に深謝するとともに、調査にご協力いただいた独立行政法人、公益法

人及び、企業の研究者の方々、並びに熱心な議論と貴重なご意見を頂いたバイオ・メディカル計

量調査研究委員会（委員長 河合忠彦 国際臨床病理センター所長）の委員各位に、心より感謝

申し上げる次第である。 
 
平成 1６年 3 月 

株 式 会 社  三 菱 総 合 研 究 所 

 取締役社長 谷 野  剛 
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総論 
第Ⅰ部 調査研究の概要 
1. 調査研究の目的 

近年、バイオテクノロジーの研究開発が盛んになり、その産業の基盤としてバイオツール（測

定装置、試薬、分析チップ等）の重要性が増大し、農産物、医薬品などバイオ分野の産物の商

取引が国際化してきており、バイオ分野の計測結果について、正確でかつ、比較可能な状態に

することが、国際社会から要求されている。このため、国際度量衡委員会物質量詰問委員会

（CCQM）がイニシアチブをとり、国際的なトレーサビリティを確保することにより、客観的・科学

的に評価できる体制を実現しようとしている。現在、この分野の活動の中心は、米国及び英国

であり、近い将来、国際的なトレーサビリティの取れている計測・解析機器のみが市場に受け入

れられることとなる可能性がある。また、我が国のバイオ分野で流通している計測・解析機器の

多くは、米国製又は米国が特許を保有しているものが多く、バイオ分野へ投入した研究開発費

の多くは米国に流れて行ってしまうということにもなりかねない。 
  一方、医療計量や医療検査システムの分野においても、欧州 IVD EC 指令、品質テシスムの

履行・改善（ISO17025）、コスト削減（検査の効率化、検査回数の削減等）の国際的流れの中

で、測定手法や測定データに対して、測定機器、測定方法、検査機関、国家のそれぞれの間に

おいて、比較同等性とトレーサビリティの要求が増大してきている。しかしながら、現状において

は、測定体系によって異なる数値が得られ、相互に十分な信頼性を持って比較することができ

ないのが現実である。このような課題に対して、国際度量衡局（BIPM）と国際臨床化学連合

（IFCC）の下で、医療計量トレーサビリティ合同委員会（JCTLM）が設置され、国際的に認めら

れた高品位の標準物質を元に各機械システムを正確に校正する方法を導入することによって、

正確かつ相互比較可能な計測システムを実現するための検討が開始された。 
  以上のような背景を踏まえ、本調査事業の目的は、バイオメジャ及び医療計量の分野におい

て、国際的な動向を把握した上で、我が国で国家計量標準に位置づけるべきものや今後開発

すべき国家計量標準を見い出すとともに、それらの位置づけや開発の意義を明確にするととも

に我が国の施策としてどういう方向でいくべきかを明確にすることである。また、施策を推進して

いく上で障害となる課題及び必要なシステムや体制を明らかにする。 

第Ⅱ部 バイオ分野の計量 

1. 定義・用語の整理 

1.1 計量基本用語関連 
(1) 計量標準 

ある単位又はある量の一つ又は複数の値を参照として供給するために、定義し、実現し、保

存し、再現することを意図した実用器、計器、標準物質または測定システム。（ISO 発行の国際

計量基本用語集 VIM より） 

 国家標準： 国家的な決定によって認められた標準であり、当該量の他の標準に値付

けするための基礎として国内で用いられるもの。 

 一次標準： 高の計測性能を持ち、同一量の他の標準への参照なしにその値が受容

されるように指定され、又は広く認められた標準。 

(2) 標準物質 
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機器の校正、測定方法の評価、又は物質に値を付与するため、単一又は複数の特性値が

十分に均一で良く確定された物質又は材料。英語名称は refernce material で RM と表記され

る。 

• 

• 
• 
• 

認証標準物質 CRM：certifiled refernce material 

特性値の表現に用いられている単位の正確な現示へのトレーサビリティが確立されかつ表

記された信頼の水準での不確かさが各認証値に付されているという手続きによって、その一つ

または複数の特性値が認証されている、認証書つきの標準物質 

全ての認証標準物質は「国際計量基本用語集（VIM）」にある「計量標準」の定義の枠内に入

る。 

ある標準物質および、認証標準物質は、それらが確定した化学構造に関連付けられないか

又は他の理由により、厳密に定義された物理化学的測定方法では決定できない特性をもって

いる。そのような物質には世界保健機構（WHO）によって国際単位が付与されているワクチン

のような、ある種の生物学的な物質が含まれている。 

米国 NIST では CRM という言葉を用いずに、Standard Refernce Material：SRM という呼称

を用いている。 

(3) バイオ分野の計量 

生物（ヒトを含む）そのもの計測、及び生物から抽出したものの計測。医療分野は除く。 

計量の単位としても、計量標準の基本となる SI ではなく、ビタミン等は生理学的効力（活性）

に立脚する IU（国際単位：International Unit）が用いられる場合が多い。CCQM 等国際会議の

場でも IU と SI の関係は議論になっており、今後整合性を取る活動が進められると思われる。 

1.2 国際活動、組織名称 
(1) CCQM 

メートル条約に基く国際度量衡委員会（CIPM）によって創設された物質量諮問委員会。物質

量（amount of substance）は化学でよく使われるモルを意味する。 

(2) CODEX 委員会 

1962 年に FAO（国連食料農業機構）と WHO(世界保健機構)の合同規格計画の下で食品規

格、ガイドライン、関連文書の作成を行う委員会として設立された。 

2. 背景 

2.1 バイオ計量標準整備に向けた国際的な動向 
(1) CCQM BAWG 

CCQM では 2001 年 4 月にバイオ計量標準について議論する BioAnalysis Working Group 
(BAWG)を設置し、その中で以下の活動が行われている。 

バイオテクノロジーの定量測定の開発プログラムの開始 

バイオテクノロジーの測定に於ける SI とレーサビリティの確立 

関連国際機関との連携・協力による、計量標準の啓発と普及 
(2) JCTFA 

2003 年 11 月に食品分析の分野における計量標準の確立を目指して CCQM と CODEX の

協同委員会となる JCTFA が開催され、以下の項目に関する測定や評価をグローバルな基準
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で実行するためのトレーサビリティと国際整合性が議論されている。 

消費者の関心の高い、遺伝子組み替え食品（GMO） • 
• 
• 

• 
• 
• 

安全性の重要課題である残留農薬や肥料 
健康上の関心事である食品添加物やサプリメント 

2.2 国家計量標準とトレーサビリティの重要性 
(1) GMP 

日本では、1974 年に厚生省薬務局長通知として医薬品に関するＧＭＰが作成され。当時は

自主管理項目であったが､１９９４年省令が改正され、「製造所のＧＭＰ体制が整っていること」

が「製造業の許可を取得するための必要要件」となっている。 

GMP には以下の 3 つの柱がある。 

管理体制の整備 
文書による規定の作成 
実施結果記録の作成 

このなかで文書による規定作成として、作業担当者が知識、技能として修得していた製造順

などを誰もが理解できる文章に表し、ルール化します。製造工程を科学的に検証（バリデーショ

ン）し、作業の標準化を図るとある。 

(2) GMO 表示規制 

GM食品の安全性の国際基準作成にむけてFAO（国連食料農業機関）とWHO（世界保健機

関）の合意の下、食品規格委員会（CODEX）が設立されたが、輸出側の米国、カナダと輸入側

の EU とで調整がつかず、2000 年 11 月に表示基準の国際統一を断念。各国は独自の基準を

採用し、輸入品は輸入国の基準で表示される。以下に各国の GMO の混入割合の限度は値を

列挙する。 

GMO 混入率の標準物質が欧米で開発されている。日本の食総研からもプラスミドを標準と

する斬新な標準物質が開発され国際的に注目されている。 

2.3 各国のバイオ計量標準整備動向 

近年米国やカナダでは、ダイエットサプリメント（エフェドラ）による事故が頻発したことを景気

として、従来は医薬品としての扱いをうけてこなかった、様々なサプリメント（補助食品）、自然健

康食品（ｎatural ｈealth productt）、栄養補助食品（nuturition supplement）等に対する、成分

表示の正確性や、安全性に対する関心が高まり、この分野にもカナダでは GMP 規制が導入さ

れ米国でも導入される見込みである。このため FDA(米国)、CFIA（カナダ）といった規制行政官

庁が NMI と協力して、標準の開発に力をいれている。 

3. 計量標準の開発に関わるニーズ 

3.1 具体的な整備が進んでいる例 

米国では栄養表示・教育法が 1990 年に成立し施行され、加工食品に対す栄養素の食品表

示義務が法制化されている。この規制の実施と食品業界の成分分析の共通基盤として、

AOAC（産業界､大学等のボランティア組織で FDA や NIH と協力して化学分析方法を検討す

る）は食品を脂肪、蛋白質、淡水化物の含有比率により 9 つに分類し、それぞれに１，２種類の

認証標準物質整備が要望され、これに応じて NIST は整備を進めている。 
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3.2 既存の計量標準のうち国家計量標準に位置づけるべきもの 

近年、食品の安全に関わる問題が相次いだため、原因を特定する検査薬の国内市場が拡

大している。またアレルギー物質を含む食品の表示が義務付けられ（2002 年）、厚生労働省の

通知により ELIZA 法（酵素抗体法）による検査キットが指定されている。 

3.3 今後開発すべき計量標準、研究分野 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

DNA 定量 

蛋白立体構造 

ペプチド 

糖鎖工学 

3.4 その他のニーズ、意見 

バイオ分野では、計量における、標準物質、トレーサビリティーといった概念が計量のエンド

ユーザー側にはまだ十分に浸透していないこともあり、標準物質の整備というキーワードでは、

国内の必要性を把握し難い状況にある。 

4. 日本の課題と今後のバイオ計量標準整備の方向性 

4.1 日本のバイオ計量標準整備の意義 

日本がバイオ計量標準への取り組みを放棄することは、この分野の研究基盤整備を放棄す

ることにつながる。科学技術立国として生きてゆく以外の選択肢が無い日本にとって、今世紀

大の成長分野である、本分野の研究基盤整備を放棄することは考えられない。 

4.2 日本の問題点 
バイオ計量標準整備の遅れ 
標準の分散 
計量標準の専門家と計測現場の交流機会が少ない 

4.3 日本の強み 
醗酵醸造の伝統を生かした、遺伝子組換体の大量生産技術 

GMO 作物の特異的 DNA 配列を用いた標準プラスミドによる混入率検出手法 

糖鎖工学 

4.4 日本が優先して取り組むべき課題  

課題の根本解決には、国内で使われている既存の海外の標準窓口機関を創設し、海外の

標準供給との窓口と、国内の標準開発を隣接させ、需要や課題等の情報交流の拠点とする必

要がある。英国 LGC は独自の標準開発を進めるのと並行して NIST や IRMM 等の標準を扱う

大手民間企業を買収して欧州全域に対する化学生物分野の標準供給機関となっている。 
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AIST・NITE

NMIJ

標準供給　　
新組織

窓口一本化

NIST

IRMM

アジア産業界

他・・・

国内規制官庁

国内産業界

標準情報、要望等

AIST・NITE

NMIJ

標準供給　　
新組織

窓口一本化

NIST

IRMM

アジア産業界

他・・・

国内規制官庁

国内産業界

標準情報、要望等

 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

国内、アジアに対する海外からの標準の供給（大量仕入による価格低減） 

海外の標準のコピー販売 

計測技術の相談窓口、普及 （NMIJ との協力） 

バイオ計量に関する公的な研究所との交流 

バイオ計量に関する民間組織との交流 

研究業務とは異なる標準の供給体制 
こうした状況の実現により NMIJ は国内、ひいてはアジアのバイオ計量のニーズの集約が可

能となる。その中で標準整備戦略・計画を長期的展望に基いて立案することが可能となる。

個々の標準整備においては NIST 等と協力して、必要に応じてカナダのように役割分担をしな

がら進めることが望ましいと思われる。 

 

第Ⅲ部 医療分野の計量 

1. 定義・用語の整理 
(1) 医療分野の計量 

生物（ヒトを含む）そのもの計測、及び生物から抽出したものの計測のうち、IVD を中心とした

医療に関するものを対象とする。 

(2) JCTLM 

2002 年 6 月に CIPM（国際度量衡委員会）、IFCC（国際臨床化学連合）、WHO(世界保健機

関)、ILAC（国際試験所認定協力機構）の共催で「Symposium on Traceability in Laboratory 
Medicine」が開催され、この会議で,臨床検査医学のトレーサビリティに関する合同委員会

(JCTLM：Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine)の発足が合意された。

JCTLM では以下の活動をが進められている。 

認証標準物質（CRM：Certified Reference Material）の整備 
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• 
• 

基準測定操作法（RMP：Reference Measurement Procedure）の整備 

基準測定検査室（RML：Reference Measurement Laboratories）の設置 
RML が CRM、RMP を運用し、各国、地域で相互に標準化の確立を行う。 

(3) IVD 

IVD （in vitro diagnostic=体外診断薬）は、体内の状況を知る為に、血液や尿などを測定対

象として、身体への侵襲がなく、簡単・迅速な疾病の有無、病状、また、経過の把握に役立ち、

診断や診療方針の選択に有効な情報を提供し、タイミングのよい治療や経過観察に重要な役

割を果たすものである。また、一般の健康診断や人間ドックでも疾病の早期発見や予防に貢献

し、医療経済全体の縮小化にも寄与する。このような体外診断薬は、現代医療には欠かすこと

のできない先端技術となっている。 

2. 背景 

2.1 医療計量標準整備に向けた国際的な動向 

欧 州 に て IVD 指 令 が 発 行 さ れ 、 体 外 診 断 に 関 す る 値 は 基 準 測 定 法 （ Reference 
Measurement Procedure）または、高次の標準物質（Reference Material）によるトレーサビリ

ティの確保が求められている。これらの基準測定法と標準物質を選定し、機能するように方針

をさだめるのが JCTLM の大きな目標となっている。 

2.2 国家計量標準およびトレーサビリティの意義 

EU－IVD 指令は、現在の科学で不可能なことを要求しているとする批判も多く、当事者には

混乱の元となっている一面もあるが、EU 社会で正しい計測、計量標準整備が も急がれる分

野が体外診断であることの宣言であり、それを促進するための政治的方策であると捉えられる。

我が国においても、より正確な体外診断の重要性は EU と同様であり、我々自身の健康と、経

済効果のためにもこの分野の標準化が促進される必要がある。 

2.3 規制と医療計量標準の動向 

EU では体外診断に使用される装置、用具、検査試薬等に対して、その性能と特性をより高

次の参照分析法あるいは標準物質によって保証すること、およびそれらの情報を使用者に提

供することを義務付けることとした。既存 IVD 製品も 2005 年 12 月以降は CE マークが必須と

なる。 

現実には IVD に対して国家計量標準は整備されているものは少なく、整備されているものの

うち約半数程度は米国 NIST からの供給である。 

2.4 各国の医療計量標準整備動向 

英国 LGC 標準供給部門が新たに吸収合併した旧東ドイツの Mikromol（ベルリンのバイオビ

ジネスパークに拠点を置く）は医薬品不純物質と代謝物の合成、標準物質の販売で世界 大

手であり、規制当局と医薬品、バイオテクノロジ－業界を結ぶ LGC の役割が強化されている。

医薬品不純物質は規制当局の注目を集めている。標準物質は薬品開発の重要な段階である

不純物の特定と定量で必要となり、品質管理において重要である。 

米国 FDA は人工皮膚や内臓等の移植の安全性、安定性、効率性の評価方法を必要として

おり、NIST ではこのためのプロジェクトを立ち上げている。移植することが特定の患者によい結

果をもたらすかどうかを判断するための測定方法や SRM（マーカー）は供給可能だと考えてい

る。 
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2.5 IVD の市場動 

国内の IVD、医薬品市場は横ばい傾向の中、糖尿病患者の増加による需要増、モノクロー

ナル抗体を利用した IVD、治療薬の需要が増えている。 

3. 医療計量標準整備の必要性 

3.1 医療計量標準を整備する意義、必要性 

体外診断を始めとする医療の計測においては、疾病を見逃せば、患者の生命にかかわり、

健康体を疾病と間違えれば、高額な医療費用の無駄に繋がる。何れにしても現代社会への損

失は大きく、診断の｢不確かさ｣の低減は、現実的な利益に直結している。 

NIST ではコレステロールの標準物質の整備により、診断の誤判定率が 1949 年の 18.5％か

ら 2000 年には 3％に低減したことにより年間約$100M（1 億円強）の経済効果がもたらされたと

している。 

日本人、アジア人独自体質に対応した計測技術の標準整備の必要性も高い。 

3.2 日本から提案できる標準物質 

JCCLS の酵素の標準物質はヒト由来の組換体であり、動物由来である IRRM に比べると優

れている。ヨーロッパは IRRM で許容するとしているが、日本では反対している。ヒト由来のもの

を一定の品質で一定量を生産する組換技術は日本にしかない。日本の標準は従来は凍結タイ

プだけであったが、ロット 4 から乾燥凍結品に変えて、国際的にも取扱いしやすくした。将来的

には、JCCLS のものが使われるようになるはずである。 

3.3 国家計量標準として開発されるべきもの 

電解質、代謝物の無機物質の多くは NIST からの供給が大半を占め、近年は欧州の IRMM
からも同分野の供給が始まっている。 

他の分野は一部の例外を除いて殆ど認証標準物質は整備されていない。重要性の高い腫

瘍マーカー（PSA 等）や、糖尿病（HbAlc：グリコヘモグロビン）、肝炎に関するものの整備が国

内外で進められつつある。IVD として対象となる物質数は各種の蛋白成分、それに対する核酸、

酵素等に及ぶ為、物質の種類としては数百におよぶ膨大な量となっており、重要性と技術の進

展のバランスを考慮した CRM 開発が必要となっている。Ⅳ部に示す JCTLM の標準物質のリ

ストには約 800 項目が挙げられているが、間もなく国際標準となるαリストには 40 項目程度し

かない。他の項目も体外診断自体は実施されているので、機器製造事業者や試薬の供給元毎

の標準となっていると考えられる。 

4. 日本の課題と今後の医療計量標準整備の方向性 

4.1 日本の問題点  
• 

• 

• 
• 

標準物質の絶対量が圧倒的に少ない。米国 NIST の 1300 種類に対して、NMIJ は数種類

しかない。医療計量標準物質については HECTEF に依存しているが国産の標準の数は少

ない。 

日本における IVD 試薬等の流通拠点である HECTEF が法人格を取得できておらず、組織

としての経営基盤が脆弱である。 

従来 HECTEF と NMIJ、AIST との交流がなかった。 

NMIJ に医療分野の計量の状況、標準物質の必要性の情報が集まらない。 
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4.2 医療計量標準整備戦略の優先順位 

体外診断、治療薬共に全般的な市場は横ばいを続ける中、成長分野である糖尿病関連と、

モノクローナル抗体の分野の国家計量標準体系を優先的に整備することが効果的である。 

4.3 標準整備推進体制 

AIST
HECTEF

NMIJ

新組織

統合
NIST

IRMM

分析化学界
の標準物質

アジア医療機関

他・・・

国内規制官庁

日本医療機関、医療機器産業界

化学物質評
価研究機構
の標準物質

情報、要望　　
値付け依頼

値付け、標準物質の供給

AIST
HECTEF

NMIJ

新組織

統合
NIST

IRMM

分析化学界
の標準物質

アジア医療機関

他・・・

国内規制官庁

日本医療機関、医療機器産業界

化学物質評
価研究機構
の標準物質

情報、要望　　
値付け依頼

値付け、標準物質の供給

まず医療計量分野ではトレーサビリティ確保の必要性の認知を高めてゆくことが重要である

が、トレーサビリティの先としても、NIST や IRMM ではなく国内の AIST、NMIJ へとシフトしてゆ

くことが重要である。AIST、NMIJ の標準供給体制の構築と並行して進めながら、医療計量分

野との情報交流を促すことは「鶏と卵」の関係でもあり、発展するきっかけを掴むのが難しい面

があるが、第Ⅱ部のバイオ計量と同様に NIST、IRMM 等の国内の窓口を AIST 内部、またはこ

れと密接な関係を持つところに集約することを提案する。 

現在、IVD の分野では HECTEF が創設され、軌道に乗りつつあるが、法人格を持たない組

織基盤の脆弱性等が危惧されている。こうした問題解決と、計量体系の確立、さらに医療分野

と NMIJ の交流を促し、長期的な標準物質研究、計量技術研究の活性化に、国際標準物質の

窓口を AIST 内部に一本化することが効果的であると考えられる。 
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第Ⅰ部 調査研究の概要 

1. 目的及び体制 

1.1 調査の目的 

近年、バイオテクノロジーの研究開発が盛んになり、その産業の基盤としてバイオツール（測定

装置、試薬、分析チップ等）の重要性が増大し、農産物、医薬品などバイオ分野の産物の商取引

が国際化してきており、バイオ分野の計測結果について、正確でかつ、比較可能な状態にすること

が、国際社会から要求されている。このため、国際度量衡委員会物質量諮問委員会（CCQM）がイ

ニシアチブをとり、国際的なトレーサビリティを確保することにより、客観的・科学的に評価できる体

制を実現しようとしている。現在、この分野の活動の中心は、米国及び英国であり、近い将来、国際

的なトレーサビリティの取れている計測・解析機器のみが市場に受け入れられることとなる可能性が

ある。また、我が国のバイオ分野で流通している計測・解析機器の多くは、米国製又は米国が特許

を保有しているものが多く、バイオ分野へ投入した研究開発費の多くは米国に流れて行ってしまう

ということにもなりかねない。 
 また、医療計量や医療検査システムの分野においても、欧州 IVD EC 指令、品質テシスムの履

行・改善（ISO17025）、コスト削減（検査の効率化、検査回数の削減等）の国際的流れの中で、測

定手法や測定データに対して、測定機器、測定方法、検査機関、国家のそれぞれの間において、

比較同等性とトレーサビリティの要求が増大してきている。しかしながら、現状においては、測定体

系によって異なる数値が得られ、相互に十分な信頼性を持って比較することができないのが現実

である。このような課題に対して、国際度量衡局（BIPM）と国際臨床化学連合（IFCC）の下で、医

療計量トレーサビリティ合同委員会（JCTLM）が設置され、国際的に認められた高品位の標準 
物質を元に各機械システムを正確に校正する方法を導入することによって、正確かつ相互比較可

能な計測システムを実現するための検討が開始された。 
 以上のような背景を踏まえ、本調査事業の目的は、バイオメジャ及び医療計量の分野において、

国際的な動向を把握した上で、我が国で国家計量標準に位置づけるべきものや今後開発すべき

国家計量標準を見い出すとともに、それらの位置づけや開発の意義を明確にするとともに我が国

の施策としてどういう方向でいくべきかを明確にすることである。また、施策を推進していく上で障害

となる課題及び必要なシステムや体制を明らかにする。 

1.2 調査研究体制 

本調査研究は、社団法人日本機械工業連合会の委託を受けて、株式会社三菱総合研究所が、

学識経験者及び専門家で構成されるバイオ・メディカル計量調査研究委員会を組織し、調査研究

の方針、調査結果の整理・分析・評価の方法についての検討、標準化戦略の具体論についての

議論を行い、当初の目的を達成するべく調査研究を推進したものである。 

 （社）日本機械工業連合会 

（株）三菱総合研究所 

 （株）三菱総合研究所 

委託 

バイオ・メディカル 
計量調査研究委員会 
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(順不動、敬称略）
委員長 河合　忠 国際臨床病理センター 所長

委員 桑　克彦 筑波大学 臨床医学系助教授

小出　博文 協和メデックス（株） 新規事業部　部長

堀　友繁 （財）バイオインダストリー協会 技術企画部長

原田　勝仁 （社）日本分析機器工業会 環境技術委員会副委員長
技術委員会委員

福島　繁 （株）島津製作所 基盤技術研究所(東京)
主任研究員

安井　明美 （独）食品総合研究所 分析科学部長

千葉　光一 （独）産業技術総合研究所 計測標準研究部門　副部門長

茂里　康 （独）産業技術総合研究所 関西センター人間系特別研究体

事務局 首藤俊夫 （株）三菱総合研究所 安全技術研究部

土屋正春 （株）三菱総合研究所 安全技術研究部

山田秀幸 （株）三菱総合研究所 安全技術研究部

バイオ・メディカル計量調査研究委員会
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2. 調査スケジュール 

2.1 調査研究項目 

産学官の学識経験者による「バイオ・メディカル計量調査研究委員会」を設置し、以下の項目に

ついて調査研究を行う。 

(1) 測定手法と標準物資の整備状況に関する調査 

バイオ・メディカル計量検査機械システムに用いられる測定手法や標準物質の整備状況に関し

て、以下の側面から調査を行う。 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

バイオ・メディカル計量検査機械システムのトレーサビリティを確保するための体制と、使用

する標準物質の維持・供給体制 
バイオ・メディカル計量検査機械システムにおいて、データの互換性が可能となるシステム

機器を開発するために必要とされる基礎的な技術情報 
計測・解析データの精度向上に必要となる計測・解析方法とその校正方法、並びに現状に

おける課題 
計測解析データの精度向上、互換性確保により実現可能と考えられる課題 
我が国の産業界として今後国際的に有意な立場を築くことが可能と考えられる分野と、それ

を実現するための標準物質整備・供給体制 

(2) 認定システムの整備に関する調査 

我が国の薬事法改正により開始される診断薬の第三者認定システムの影響が、国内システム機

器関係者にも及び可能性が高く、認定システムの整備に関して、以下の側面から調査を行う。 

第三者認定システムの概要及びその整備に必要な標準物質の種類や認証機関の機能 
認定制度を機能させるためのトレーサビリティ確保の方法 
BIPM（国際度量衡局）と IFCC（国際臨床化学連合）の元で設置された（JCTLM（医療計

量トレーサビリティ合同委員会）の方向性と課題、検討体制、スケジュール、審議状況 
CCQM（国際度量衡委員会物質量諮問委員会）の動向と、米国、EU の対応方針 
ヨーロッパ会議で決定された「体外診断用医療システム機器に関する指令」の概要と、我が

国の産業界へ予測される影響 
米国 FDA（米国食品・医薬品局）の薬品・医療機器のプロセス・バリデーションの状況と我

が国の産業界へ予測される影響 
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2.2 事業のタイムスケジュール 

半期別・月別 上　半　期 下　半　期

項　目
15
／
4 5 6 7 8 9 10 11 12

16
／
1 2 3

(1) 測定手法と標準物資の整
備状況に関する調査

(2) 認定システムの整備に関す
る調査

（3）報告書の作成・公表

（4）委　員　会 ○ ○ ○ ○
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第Ⅱ部 バイオ分野の計量 

1. 定義・用語の整理 
本分野は比較的新しく、また急速に発展しているので、用語等も一般的には浸透していないも

のや、定義が曖昧なまま使用されているもの、また従来のバイオ分野ではない一般的な計量標準

の概念がそのまま適用することが難しい場合が少なくない。本調査研究における論旨の展開を明

確化するために、下記の用語について改めて定義、紹介、整理する。 

参考 URL：http://www.rminfo.nite.go.jp/refer/refer1.htm 

 

1.1 計量基本用語関連 

1.1.1 計量標準 

ISO 発行の国際計量基本用語集 VIM（International vocabulary of basic and general 
terms in metrology ）6.1 には計量標準 （＝測定標準：measument standard）について以下

のようにある。 

ある単位又はある量の一つ又は複数の値を参照として供給するために、定義し、実現し、

保存し、再現することを意図した実用器、計器、標準物質または測定システム。 

英語の Standard は「仕様」等文章（仏語の norme）と、この計量標準（測定標準：仏語の

talon）の２つの意味をもつ。計量標準の意味で用いる場合にも measurment という修飾語は簡潔

化のために省略されることがある。 

(1) 国際標準 

国際的な合意によって認められた標準であり、当該量の他の標準に値付けするための基礎とし

て国際的に用いられるもの。 

(2) 国家標準 

国家的な決定によって認められた標準であり、当該量の他の標準に値付けするための基礎とし

て国内で用いられるもの。 

(3) 一次標準 

高の計測性能を持ち、同一量の他の標準への参照なしにその値が受容されるように指定され、

又は広く認められた標準。 

(4) 二次標準 

同一量の一次標準と比較されて値が決定された標準 

(5) 参照標準 reference standard 

一般に、ある場所又はある組織内で利用できる 高の計量性能を持ち、そこで行われる測定の

基になる標準。 
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(6) 実用標準 working standard 

実量器、計器または標準物質を、日常的に校正又は検査するために用いられる標準。 

(7) NMI 

国家計量標準を維持管理、開発する組織は計量研究所（National Metrology Institute：

NMI）と呼ばれる。日本の NMI は産業技術総合研究所（産総研：AIST）の計量標準総合センタ

ー（NMIJ）で､米国では NIST がこれに相当する。 

1.1.2 計測の不確かさ 

計測データの信頼性を表す新しい尺度である。従来は同じ目的で「誤差」や「精度」といった言

葉が使われてきたが、技術分野や国によってこれらの使われ方がばらばらだったため、国際度量

衡委員会のイニシアティブにより、計測データの信頼性を評価・表現する方法の統一に向けた取り

組みが行われた。その成果として、1993 年に、計測に関わる主要な７国際機関からの共同出版の

形で"Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement（計測における不確かさの表

現ガイド：GUM）"が作成された。 

従来の誤差が真値からの差という概念であるのに対して、真値は分らない為、真値が存在する

確率分布で表記するといった概念であり、「不確かさ：uncertainty」がこの国際基準のルールに沿

った計測データの信頼性表現方法となっている。 

化学分析における使用例 • 
サンプル溶液の希釈はピペットとメスフラスコを用いて行われることが多いが、同じ条件下で

実験をくりかえしても測定量は異なる値となる。不確かさとは測定量を合理的に結びつける

値のばらつきを示し、測定結果に付随するパラメータである。不確かさの定量的尺度は標

準偏差となる。 

1.1.3 トレーサビリティ 

計測のトレーサビリティとは、「不確かさがすべて表記された、切れ目のない比較の連鎖を通じて、

通常は国家標準又は国際標準である決められた標準に関連づけられ得る測定結果または標準の

値の性質」であり、国家計量標準の供給、すなわち国家標準による標準器の校正や標準物質の値

付けが必須の条件となる。 

計測のトレーサビリティの起源は、旧ソ連が人工衛星を世界で始めて打ち上げたスプートニック

ショックであると言われている。当時米国は「宇宙開発競争でソ連を追い越す」という信念の元、綿

密な宇宙開発計画を立て直ちに実行に入ったが、この計画の中に「計測器と科学データの信頼性

確保」が入っていた。計測器の信頼性に関しては「全ての計測器を NBS(現在のNIST)トレーサブ

ルとする。」とあり、データの信頼性に関しては分野ごとにデータ評価、データ頒布を行うデータセ

ンターを設立することであった。当初の目的、目標、分野は発展的に変化しているが、信念は今も

変わっていない。 
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以下の図 1-1にトレーサビリティのイメージを示す。 

Primary Method

Reference Method

１次標準
Primary Standard 

終ユーザー

Validation

（標準物質）

（校正（測定）方法）SI 単位SI 単位

作業標準
Working Standard

Reference Method
２次標準

Secondary Standard Validation

Routine Analysis

Validation

サンプル

NMIJNMIJ
値付け

値付け

値付け

値付け

図 1-1 トレーサビリティのイメージ 
参考文献： 
西村正美 バイオ分野での戦略的な計量標準の整備について バイオサイエンスとインダストリー 

vol.61 No.8(03)  P565 

1.1.4 標準物質 

機器の校正、測定方法の評価、又は物質に値を付与するため、単一又は複数の特性値が十分

に均一で良く確定された物質又は材料。英語名称は refernce material で RM と表記される。 

(1) 認証標準物質 CRM：certifiled refernce material   

特性値の表現に用いられている単位の正確な現示へのトレーサビリティが確立され、かつ表記

された信頼の水準での不確かさが各認証値に付されているという手続きによって、その一つまたは

複数の特性値が認証されている、認証書つきの標準物質。 

 認証標準物質は、通常バッチ（一定の数量）で作成される。その特性値は、バッチ全

体を代表する試料の測定によって、表記された不確かさの限界内で決定される。 

 標準物質の認証された特性は、その物質が特別に作られた装置に組み入れられてい

るとき、便利でかつ信頼できる形で現示される場合がある。例えば、三重点セル中に

入れる三重点既知の物質、透過フィルター用の光学密度既知の硝子、顕微鏡スライド

上に載せた均等の粒径をもった球状粒子等がある。そのような装置は認証標準物質と

みなしてよい。 

 ある標準物質および、認証標準物質は、それらが確定した化学構造に関連付けられ

ないか又は他の理由により、厳密に定義された物理化学的測定方法では決定できな

い特性をもっている。そのような物質には世界保健機構（WHO）によって国際単位が

付与されているワクチンのような、ある種の生物学的な物質が含まれている。 

 全ての認証標準物質は「国際計量基本用語集（VIM）」にある「計量標準」の定義の
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枠内に入る。 

(以上 ISO guide 30 1992 より) 

米国 NIST では CRM という言葉を用いずに、Standard Refernce Material：SRM という呼

称を用いている。 

長さや質量といった単位に対しては、計測対象の物質には関わりなく１つの標準を用意すること

ができるが、標準物質が示す特性値の性質により、計測対象となる物質毎に標準物質を用意する

ことが必要となる場合が多い。整備対象は膨大な種類がありえることになる。世界で も標準整備

が進んでいると思われる米国 NIST では 1400 種類の SRM を用意している。この数字も、社会で

計測される物質種類の膨大な数に対して、ごく一部の重要性の高い物を精選して整備していると

言える。 

(2) 標準物質による計測の例 

標準物質 1.00ppm 溶液のある化学分析チャートの高さが 1.00 スペース cm であることを事前に

確かめる。次に濃度が分らない溶液を同様に分析し、その分析チャートの高さが 0.50 スペース cm
であれば、その濃度は 0.50ppm であることが分り、その溶液中に含まれる物質量が算出される。 

1.1.5 バイオ分野の計量 

生物（ヒトを含む）そのものの計測、及び生物から抽出した物質の計測を意味する（医療分野は

除く）。これを本調査ではバイオ計量、又はバイオ計測と呼ぶ。バイオ計量では計量対象が非常に

微量であり、測定対象存在の有無の判定を目的とする場合や、測定対象を増幅させた結果を測定

するため、非常に大きな不確かさを含み、オーダーレベルの数値の幅が信頼性の議論の対象とな

っている場合が少なくない。また生体に対する測定では不確かさを定義できない場合が多い。 

計量の単位としても、計量標準の基本となる SI ではなく、ビタミン等は生理学的効力（活性）に

立脚する IU（国際単位：International Unit）が用いられる場合が多い。CCQM 等国際会議の

場でも IU と SI の関係は議論になっており、今後整合性を取る活動が進められると思われる。 

1.1.6 バイオ計量標準 

下記に示すような理由により、元来の計量標準の概念がそのままは適用できなかったり､急速に

成長拡大する分野であり厳密な定義の適用が難しい面がある。バイオ・メディカル調査研究委員会

では、次のような認識が示され、これに基いて、本調査研究を進めた。 

バイオ計量標準は、上記「バイオ分野の計測」のトレーサビリティ連鎖を構成する各計

測段階の測定操作手順とキャリブレータ（ISO-17511 では標準物質をキャリブレータと呼ん

でいる。1 次標準＝primary calibrator）をさす。このうち、国家計量標準はトレーサビリ

ティ連鎖のうち製造業者の基準測定操作手順より上位に位置する測定操作手順およびキャ

リブレータ（標準物質）をいう。（本定義は、本調査範囲、計量標準の周辺領域にまで拡大す

るため、1.1 の（２）に示した国家計量標準の定義を拡大していることを付記する。） 

バイオの分野では計測結果の単位が DNA の量であったり、特定の蛋白質の量であるなど、SI
には結びつかない場合が少なくない。またバイオ計量標準の多くは、蛋白質など生物由来の物質
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である。認証標準物質は高い安定性と均一性が要求されるが、この生物由来物質の場合はこれら

の条件を満たすことが難しい場合が少なくない。認証標準物質としての条件は満足していなくても、

産業界で実質的な標準として利用されるものも少なくない。 

1.1.7 検量線法 

バイオ計量では一般的によく使われる計測方法であり、溶液中の物質濃度を決定する際、既知

濃度の標準溶液の濃度―吸光度関係から未知濃度を決定する方法。分光光度計を用いた比色

分析や、原子吸光光度法等で用いる。一般には濃度と吸光度に線形関係が見られる範囲で用い

られる。 

基本的には、求める濃度より濃い溶液と薄い溶液を準備し、未知濃度の推定が外挿にならない

ように注意する。線形性に依存するが、一般には 3～5 点の標準溶液を用いる。熟知された方法で、

原点を通る線形性が確かめられている場合には 1 点検量を行う場合もある。横軸に濃度、縦軸に

吸光度をとり、 小二乗法により係数を決定して、未知濃度の検体の濃度を算出する。 

1.1.8 標準物質関連 ISO 規格 

標準物質関連 ISO 規格は現在のところ Guide30 から 35 を意味し、各 NMI の標準物質の整

備においても参照されている。日本の JIS 規格にも取り入れられている。 

Guide 30： 標準｢標準物質に関連して用いられる用語及び定義 JIS Q 0030 • 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Guide 31： 標準物質の認証書の内容     JIS Q 0031 
Guide 32： 化学分析における認証標準物質を用いた校正  JIS Q 0032 
Guide 33： 認証標準物質の使い方    JIS Q 0033 
Guide 34： 標準物質の生産のための品質システム指針  JIS Q 0034 
Guide 35： 標準物質の認証－通則と統計学的原則  JIS Q 0035 

Guide30 の初版(1981 年)は、REMCO（ISO の標準物質委員会：Reffernce material 
committee）、EEC(欧州経済共同体、OIML(国際法定計量機関)、IUPAC(国際純正・応用化学

連合)、IFCC(国際臨床化学連合)および WHO との 共同作業により作成されており、そのなかで、

大部分は WHO の D.A.Lowe 博士と BAM の R.Neider 教授によって作成されたとされている。 

1.1.4 に示した標準物質、認証標準物質もこの Guide30 で定義されている。 

Guide32 では、ISO17025 にそった試験所の品質保証や審査に対する一般勧告が記載されて

いる。 

化学分析における厚生手順の選択 
CRMｓの選択 
内部 RMｓの使用 
一般的な準備、付属書 

等からなる。 
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1.2 国際活動、組織名称 

1.2.1 CIPM 等 

革命後間もないフランスが「全世界共通の新しい単位系」としてメートル法を創造し、これが欧州

に浸透して、1875 年のパリでメートル条約として「世界共通の計量単位制度」の確立と普及をめざ

して締結された。日本は 1886 年に加盟し 1891 年に度量衡法が制定されている。 

(1) CGPM 

国際度量衡総会、英語名称：Committee structure of the Metre Convention。メートル条約

に基く組織の 高機関で 4 年ごとに開催されている。 

(2) CIPM 

国際度量衡委員会、英語名称：International Committee for Weight and Measures。

CGPM の決定事項に関する代執行機関であり、事実上の理事機関。18 名の異なる国籍の委員で

構成され､日本は 1907 年以降、委員会の 1 席を占める。委員会は毎年開催。 

CIPM の取り組み内容は、正確な計測、かつ、計測結果の世界での互換性を確保するため、国

家計量標準を整備し、以下を推進する。 

各国の国家計量標準の同等性の確立 • 
• 各国での校正証明書を相互に認証 

以上により、政府又は他機関の、国際貿易、商取引、規制による広範囲な合意の技術基盤を保

証する。 

(3) BIPM 

国際度量衡局、 仏名：Bureau International des Poids et Mesures 。CIPM の直接監督

下に置かれ、この機関の事務局であると同時に標準に関する国際的な研究機関の幾つかを直接

担当している研究所でもある。パリセーヌ川沿に位置し、ここに国際キログラム原器が保管されてい

る。常勤職員数約 70 名。（www.bipm.fr） 

1.2.2 CCQM 

国際度量衡委員会（CIPM）によって創設された物質量諮問委員会であり、CCQM とは、仏語

の Comite Consultatif pour la Quantite de Matiere の頭字（英語では Consultative 
Commitee on amount of substance）。 

物質量（amount of substance）は化学でよく使われるモルを意味する。メートル条約に基づく

国際単位系（SI：Le Systeme International d'Unites）の中でも基本単位と呼ばれるものは 7 個

（m, kg, s, A, K, cd, mol）しかない。この中で、モルは、IUPAC（国際純正・応用化学連合：

International Union of Pure and Applied Chemist）と IUPAP（国際純正・応用物理連合）お

よび ISO からの要請に応えて、1971 年の第 14 回国際度量衡総会（CGPM）において審議され

SI 単位の仲間入りをした。通常、その単位に関連した諮問委員会が直ぐに設置されるが、国際度

量衡委員会（CIPM）は 1990 年頃まで特別な行動をとらなかった。しかし、近年、化学測定の信頼
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性を求める強力な商業的及び公共的圧力が加わり、化学計測の国際的整合性と長期的有用性が、

国際貿易や環境保全に関わる法規制に関連して要求されるようになり、化学計測関連の諮問委員

会を創設することになった。これが CCQM である。 

CCQM の主な役割は、次の通り。 

定量的化学測定の精確さとSI国際単位へのトレーサビリティに関わる問題について CIPM
に助言すること。 

• 

• 
• 

高水準でのトレーサビリティを確立するための各国計量研究所の活動を調整すること。 
不確かさの概念及び測定値に不確かさを付与することについての理解を奨励し、地域また

は国際水準での他機関の主導権を考慮しつつトレーサビリティの確立を促進すること。 
 

メ ー ト ル 条 約
(Convention du Mètre)

1875年(明治8年)条約締結

加盟：５１か国
日本の加盟：1886年(明治19年)

国際度量衡総会(CGPM)

国際度量衡委員会(CIPM)

各加盟国代表

委員18名
日本：田中委員(産総研NMIJ)

決議決議

勧告勧告

４年毎

毎　年

国際度量衡局
(BIPM)

事務局

諮
問
委
員
会

電磁気　　　　　　　　　　　　　　(CCEM 1927～)
測光・放射測定　　　　　　　　　(CCPR 1933～)
測　温　　　　　　　　　　　　　　　　(CCT 1937～)
長　さ　　　　　　　　　　　　　　　　(CCL 1952～)
時間・周波数　　　　　　　　　　　(CCTF 1956～)
放射線　　　　　　　　　　　　　　　(CCRI 1958～)
単　位　　　　　　　　　　　　　　　　(CCU 1964～)
質量関連量　　　　　　　　　　　　(CCM 1964～)

音響・超音波・振動　　　　　　(CCAUV 1998～)
物質量　　　　　　　　　　　　　　(CCQM 1993～)

図 1-2 国際度量衡委員会の組織 

1.2.3 CODEX 委員会 

コーデックス委員会（FAO/WHO 合同国際食品規格委員会：CAC）は Joint FAO/WHO 
Codex Alimentarius Commission の略で、ラテン語で Codex は法典、規律、Code の語源、

Alimentarius は栄養、食物、あわせて、「食品基準」の意味を意味する。1962 年に FAO（国連食

料農業機構 Food and Agriculture Organization of the United Nations）と WHO(世界保健機

構 World Health Organization)の合同規格計画の下で食品規格、ガイドライン、関連文書の作成

を行う委員会として設立された。日本は 1966 年に加盟、2003 年現在で 169 カ国が加盟している

（www.codexalimentarius.net）。その主な目的を以下に列挙する。 

消費者の健康保護。特に開発途上国は食品の独自基準を定めるのが困難 • 
• 
• 

世界共通の基準を設定することにより公正な食品の貿易の保証 
国際的な政府、非政府組織による食品規格の冠する全ての活動の調整の促進 

CAC の作成する国際食品規格集（Codex 基準）には食品添加物や、残留農薬の規格/基準・表

 11

http://www.codexalimentarius.net/


 

示方法の他に、食品を製造・加工するときの遵守すべき衛生規範やガイドライン、勧告等も含まれ

る。 

CAC 委員会の概要を以下の図 1-3に示す。バイオテクノロジ-応用食品部会が日本で 2000 以

降毎年開催され、GMO が主な議題と成っている。 

CODEX委員会

執行委員会 事務局

特別部会 食品規格部会 地域調整部会全般課題規格部会

バイオテクノロジー
食品（日本）

動物試料　　　　　　
(デンマーク）

果実・野菜ジュース
（ブラジル）

加工果実・野菜　
(米国）

油脂（英国）

生鮮果実・野菜　
（メキシコ）

ココア製品・チョコ
レート（スイス）

魚類・水産加工品
（ノルウエー）

乳・乳製品　　　
（ニュージーランド）

食肉衛生　　　
（ニュージーランド）

残留農薬(オランダ）

食品輸出検査証明
システム（豪州）

残留動物用医薬品
（米国）

栄養・特殊用途　
食品（独）

食品表示（カナダ）

分析・サンプリング
（ハンガリー)

一般原則（フランス）

食品添加物・汚染
物質（オランダ）

食品衛生（米国）

アジア(マレーシア）

欧州（スロバキア）

近東（エジプト）

アフリカ（ウガンダ）

中南米(ドミニカ）

北米・南西太平洋
（カナダ）

以下休会中

ナチュラルミネラルウ
オーター（スイス）

糖類（英国）

穀類・豆類（米国）

植物蛋白（カナダ）

CODEX委員会

執行委員会 事務局

特別部会 食品規格部会 地域調整部会全般課題規格部会

バイオテクノロジー
食品（日本）

動物試料　　　　　　
(デンマーク）

果実・野菜ジュース
（ブラジル）

加工果実・野菜　
(米国）

油脂（英国）

生鮮果実・野菜　
（メキシコ）

ココア製品・チョコ
レート（スイス）

魚類・水産加工品
（ノルウエー）

乳・乳製品　　　
（ニュージーランド）

食肉衛生　　　
（ニュージーランド）

残留農薬(オランダ）

食品輸出検査証明
システム（豪州）

残留動物用医薬品
（米国）

栄養・特殊用途　
食品（独）

食品表示（カナダ）

分析・サンプリング
（ハンガリー)

一般原則（フランス）

食品添加物・汚染
物質（オランダ）

食品衛生（米国）

アジア(マレーシア）

欧州（スロバキア）

近東（エジプト）

アフリカ（ウガンダ）

中南米(ドミニカ）

北米・南西太平洋
（カナダ）

以下休会中

ナチュラルミネラルウ
オーター（スイス）

糖類（英国）

穀類・豆類（米国）

植物蛋白（カナダ）

図 1-3 CAS 委員会概要図 

参照 URL：http://www.fsic.co.jp/ 

この他直接の下部組織ではないが 

FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議 JECFA • 
• 
• 

FAO/WHO/IAEA 合同食品照射専門家会議 JECFI 
FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議 JMPR 

が科学技術面で協力している。 

1.2.4 日米欧の計量標準機関と関連行政機関一覧 

各国の国家計量標準機関と、計量標準の主な利用者の一つであると想定される規制行政担当

官庁、実施機関、研究機関等を以下に列挙する。 
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(1) 日本 
経済産業省 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

 計量標準総合センターNMIJ 産総研（AIST）の計量標準部門 
http://www.nmij.jp/ 

農林水産省： 農作物に関する規制 
 食品総合研究所 GMO の標準 

厚生労働省： 食品、医薬品に関する規制 
 国立感染研： ワクチン、血清の出荷前検査 WHO に対応 
 食品薬品安全センター： 食品検査、標準供給 

(2) 米国 
Depertment of Commerce：商務省 
 NIST：National Institute of Standards and Technology  

http://www.nist.gov  NMI 
USDA （Depertment of Agriculture）： 農務省 www.usda.gov 
 GIPSA：農務省の下部組織 農産物の流通促進、GMO 混入率測定 Grain 

Inspection, Packing stockyard Administration  www.usda.gov/gipsa 
Depertment of Health and Human Service：保険社会福祉省（厚生省） HHS  
www.hhs.gov/ 
 CDC(Center of Disease Control and Prevention）： 

疾病管理・予防センター www.cdc.gov 
 FDA(Food and Drag Agency ）：  食品医薬品局  www.fda.gov 

日本の厚労省の食品医薬品関係の規制行政相当の担当官庁 
 NIH(National Institute of Health）  

Office of dietary supplements を設立している。 
 AOAC(Association of Analyticay Communities）  産業界､大学等のボランティア

組織で FDA や NIH と協力して化学分析方法を検討 www.aoac.org 

(3) カナダ 
Industry Canada （Ministry of Industry）   ：産業省 http://www.ic.gc.ca/ 
 NRC（National Research Council） ：AIST 相当 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/ 
 INMS（Institute for National Measurement Standard）： NMI  

http://inms-ienm.nrc-cnrc.gc.ca 
Health Canada（：The Canadian federal government department of health）： 
健康省 http://www.hc-sc.gc.ca/ 
 CFIC（Canadian Food Inspection Agency） ：米国 FDA のパートナー 

Agriculture Canada：農務省 
Enviroment Canada：環境省 

(4) 英国 
DTI（Department of Trade & Industry） ：貿易産業省www.dti.co.uk 
 LGC（Laboratory Government Chemist）：NMI  www.lgc.co.uk 
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化学、生物関係の NMI。 現在は民営化されている。 下記 NPL に併設 
 NP（National Physics Laboratory）： NMI  www.npl.gov.uk 

計量研究所（National Measurement Lab） バイオ関係も一部担当 
Department of Health： http://www.dh.gov.uk/ • 
 NIBSC（National Institute Biological Standards ans Control）： 

www/nibsc.ac.uk  
 DEFRA（Department of Environment  Food and Rural Affairs）：  

www.defra.gov.uk 
 FSD（Food Standard Agency）： 食品基準局 www.food.gov.uk 
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2. 背景 

2.1 バイオ計量標準整備に向けた国際的な動向 

2.1.1 CCQM・BAWG 

CCQM（物質量諮問委員会）では 2001 年 4 月にバイオ計量標準について議論する

BioAnalysis Working Group (BAWG)を設置した。 

(1) CCQM の WG 
機関比較  Key comparison • 

• 
• 
• 
• 
• 

ガス分析  Gas Analysis 
電気化学分析 Electrochemical Analysis 
無機分析  Inorganic Analysis 
有機分析  Organic Analysis 
バイオ分析  Bio Analysis 
表面分析  Surfaec Analysis • 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

BAWG は研究開発が盛んなバイオ関連分野において、その成果の一般的な利用に先立ち、バ

イオ産業のインフラとなる計量標準を整備し、客観的・科学的な安全性評価指針を確立して、バイ

オ産業の支援とパブリックアクセプタンスを向上させることを目的とした活動を行っている 

(2) 会議開催経緯 
2000 年 4 月 CCQM でタスクグループ発足 

11 月 LGC でタスクグループ会合 
2001 年 4 月 CCQM で BAWG 発足 
   7 月 BAWG ワシントン 
2002 年 4 月 BAWG パリ 
2003 年 3 月 BAWG ThinkShop 開催 
   4 月 BAWG パリ 
         11 月 BAWG 日本 

 

(3) 議論のテーマ 

主な論点を以下に列挙する。 

バイオテクノロジーの定量測定の開発プログラムの開始 
バイオテクノロジーの測定に於ける SI とレーサビリティの確立 
関連国際機関との連携・協力による、計量標準の啓発と普及 

直近のテーマとして以下の標準の確立を対象とした活動が行われることが決定している。 
DNA の測定 
蛋白室の測定 
代謝系の動的測定 
細胞・組織の測定 
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(4) 活動内容 

パイロット研究として PCR 法を用いた DNA 定量化研究の実施が 2001 年に決定している。

NIST/LGC の提案方法に従って、日,米、英、加、豪州、ニュージーランド、中、EU,南ア、IFCC
栄研化学、タカラバイオが参加している。実施内容についての検討、議論が続いている。具体的な

活動内容を以下に示す。 

パイロットスタディ（DNA） • 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

 DNA 定量（合成プラスミドの定量：PCR 法） 
 DNA Profiling 測定（MALDI-MS、ESI-MS 
 DNA 一次定量（IDMS） 

パイロットスタディの拡張 
 蛍光分析法の研究（独：BAM）、分光器、蛍光色素の不確かさの検討 
 蛋白質の分光測定法（英国：NPL）、分光測定法（CD）の問題点の検討 
 ペプチド・蛋白質 

ThinkShop の開催：次世代テーマの探索  参加者 1４カ国 29 名 

(5) DNA 定量のパイロットプロジェクトの概要 
試料：200 塩基の合成 DNA(自然界には存在しない特別配列) 
測定法： NMIJ  PCR 法、TaqMan 法、QP(QuickProbe)法＊ 

栄研化学  LAMP 法＊、SyberGreen 法 
タカラバイオ PCR 法、ICAN 法 ＊     ＊は日本で開発 

現在 NIST と LGC により DNA 定量に関わるパイロットスタディの計画やサンプル供給が進めら

れているが、両者は各国が実際に試験する前に相当の準備試験を重ねている模様であり、基本的

に主催国は事前に十分な準備を実施することが可能な有利な立場にある。日本も他国の提案に

協調し参加するとともに、積極的に提案者になることが重要であり、運営予算の確保が必要。 

LAMP：栄研化学 www.eiken.co.jp 
Loop-mediated Isothermal Amplification 一定温度（65℃付近）で増幅から検出まで

を 1 ステップで実行可能。増幅効率が高く 15 分で 9 乗から 10 乗が可能。また高い特異性

をもつため増幅産物の有無で目的配列の有無を判定できる。簡易、迅速、正確、安価な手

法 
ICAN：タカラバイオ http://www.takara-bio.co.jp/ 
キメラプライマー、鎖置換活性と鋳型交換活性を有する DNA ポリメラーゼ、RnaseH を用

いて等温で遺伝子増幅できる高効率等温遺伝子増幅法。キメラプライマーが鋳型と結合し

た後、DNA ポリメラーゼにより相補鎖が合成される。その後、RNaseH がキメラプライマー

由来の RNA 部分を切断し、切断部分から鎖置換反応と鋳型交換反応を伴った伸長反応

が起こる。この反応が繰り返し起こることにより遺伝子が増幅される。 
リアルタイム PCR 
従来の PCR 法は、サーマルサイクラーという機器で PCR を行ない、目的 DNA を増幅した

後、増幅産物を電気泳動で解析するという手順を取るのに対し、リアルタイム PCR 法では、

サーマルサイクラーと分光蛍光光度計を一体化した機器を用いて、PCR での増幅産物の

生成過程をリアルタイムで検出し、解析する。増幅産物の生成の過程を連続してみることが

できるため、より正確な定量が可能となる。また電気泳動を行う必要がないため、解析時間
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の大幅な短縮が可能となる。 

2.1.2 JCTFA 

2003 年 11 月に食品分析の分野における計量標準の確立を目指して CCQM と CODEX の協

同委員会となる Joint Committee on Traceability of Food Analysis：JCTFA が開催された。

そこでは以下の項目に関する測定や評価をグローバルな基準で実行するためのトレーサビリティと

国際整合性が議論されている。 

消費者の関心の高い、遺伝子組み替え食品（GMO） • 
• 
• 

• 

• 

安全性の重要課題である残留農薬や肥料 
健康上の関心事である食品添加物やサプリメント 

GMO においては、日本の食総研の日野氏らの開発による、プラスミド標準が提示され、各国に

よる評価が行われようとしている。また、食品関係の SI トレーサブルの問題点の確認や、個々の不

確かさの適用方法に対するすり合わせが行われつつある。 

2.1.3 CODEX の内容 

(1) WTO との関係 

WTO（世界貿易機関：World Trade Organization）の前身のGATT（関税に関する一般協

定）では次の２つの協定が合意されている。 
貿易の技術的障害に関する一般協定（Agreement on Technical Barriers to Trade：

TBT 協定） 
衛生および食物検疫措置の適用に関する協定（Agreement on the Application of 
Sanitaly and Phytosanitaly Measures：SPS 協定） 
貿易に関する障壁を 小限にするため、原則として各国の食品衛生規制を国際基準に合

わせることなどを規定している。関連する国際基準がある場合はそれを採用しなければなら

ない。 

WTO 協定は国内法に優先するため、加盟国は国内法令や行政手続きを各協定に整合化させ

なければならない。本来 CODEX 委員会 CAC）勧告には強制力はないが、SPS 協定により、

WTO 加盟国は CAC 勧告に基いて、自国の措置を作成し、各国政府が実行して規制することにな

る。 

(2) 問題点 

CAC の国際基準は多くの国が受入可能な基準である必要があるため、下方平準化する傾向が

ある。逆に高く設定しようとすれば今度は WTO に悲関税障壁として提訴される恐れがでてくる。過

去には成長ホルモンを使用した牛肉を輸入禁止とした EU が、被害総額の$1 億 6000 万相当の

報復関税を掛けられた例もある。 

SPS 協定には「同等性の原則」があり、また CAC の会議には食品産業や化学産業などの多国

籍企業が政府代表団の一員やオブザーバーとして多く出席し、これらの影響力が強い。 
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(3) 近況、日本の体制 

現在 CODEX 委員会副議長には吉倉廣国立感染症研究所長が就任している。厚生労働省

の主な担当者は医薬食品局食品安全部企画情報課の三浦公嗣食品国際企画調整官。 

厚生労働省の指導のもと社団法人日本食品衛生協会がコーデックス推進事業を担当して

おり、内外の情勢とその対応を考察し、国内体制の整備を図っている。 
参考 URL http://www.n-shokuei.jp/kaisai/index29.html 

a) 食品添加物・汚染物質部会 

2004 年 3 月 22 日～26 日にかけて第 36 回食品添加物・汚染物質部会（CCFAC）がオランダ・

ロッテルダムで開催されており、日本食品添加物協会常務理事の鈴木宏侑氏らが参加している。 

財団法人日本食品分析センターでは 04 年 3 月 8 日～12 日に第 25 回分析及びサンプリング

手法部会が開催されている。（担当多摩研究所衛生化学部副部長杉本敏明氏） 

03 年 4 月 28 日～5 月 2 日に第 31 回食品表示部会が開催されており、遺伝子組換食品表示

や健康強調表示（ヘルスクレーム）、栄養表示等が議論されている。（サントリー健康科学研究所部

長の大田裕見氏等） 

b) バイオテクノロジー応用食品部 

バイオテクノロジー応用食品（主に遺伝子組換作物）について、国際的な基準や指針あるいは

勧告を策定することを目的としている。活動の概要を以下に示す。 

第一回 2000 年 3 月 33 カ国 • 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

 WG1：リスクアナリシスの広範な一般原則等に関するワーキング（議長：日本） 
 WG2：分析法のガイドライン作成のためのワーキング（議長：ドイツ） 

第二回 2001 年 3 月 37 カ国 
第三回 2002 年 3 月 36 カ国 
遺伝子組換食品の検証検知法のリストは、分析・サンプリング部会（CCMAS）で検討される

ことが決定 
第四回 2003 年 3 月 34 カ国 
 モダンバイオテクノロジー応用食品のリスク分析に関する原則案 
 組換 DNA 植物由来食品の安全性評価の実施に関するガイドライン案 

「アレルギー誘発性評価に関する添付資料案」を含む 
 組換 DNA 微生物利用食品の安全性評価の実施に関するガイドライン案 

「アレルギー誘発性評価に関する添付資料案」を含む 

c) バイオテクノロジー専門家会議 

応用食品特別部会で提起された質問事項等についての科学的議論と、報告書作成を目的とし

ている。活動概要を以下に示す。 

第一回 2000 年 3 月：ジュネーブ バイオテクノロジー応用食品の安全性、実質的同等性の

概念、アレルギー誘発性などの質問事項等 
第二回 2001 年１月 ローマ：アレルギー誘発性”の評価について 
第三回 200１年９月 ジュネーブ：組換え微生物由来食品の安全性評価について 
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参考 URL http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/codex/codex.html#gaiyo1 

2.1.4 CIPM と他の国際機関の関係 

食品安全規格を中心として、バイオ計量標準に関連する国際機関を以下に列挙する。 

CCQM：国際度量衡委員会(CIPM)のモル量に関する諮問委員会、計量方法、計量標準

について BAWG で検討。 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

CODEX：FAO と.WHO 合同食品規格作成。食品安全規格、製造・加工規格の作成。多

国籍企業の強い影響がある。 
JCTFA（Joint Committee on Traceability of Food Analysis）：CCQMとCODEXの協

同委員会、食品安全の技術的な検討 
WTO：SPS 協定により CODEX 規格の加盟国に対する強制力の付与 
ISO（国際標準化機構）：規格文書、作成管理組織。 標準､不確かさ、トレーサビリティ、標

準物質等、試験所認定制度等の定義、検討 
各国際機関の関係を以下の図 2-1に示す。 
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図 2-1 CIPM と他の国際機関の関係 

2.2 国家計量標準とトレーサビリティの重要性 

円滑な商取引を促進する方策または、道具として、整備が進められてきた計量標準であるが、バ

イオ計量に関して、国際的に認知される国家計量標準の整備と、それにトレーサブルな計測の普

及の重要性は、次の 3 点に集約できる。 

基礎科学、産業競争力増進============  主に産業界からのニーズ（研究） 
輸出の促進=======================  主に産業界からのニーズ（流通） 
国民生活の質の向上：安全性の向上======  主に規制官庁、社会からのニーズ 
 計量技術に裏付けられた安全な国内基準の構築 
 安全性に劣る輸入品の排除 
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 合理的なリスク提言の道具 
 

社会 産業

研究

計量標準 基盤

基盤

基盤

計測手法

社会 産業

研究

計量標準 基盤

基盤

基盤

計測手法

図 2-2 トレーサブルな計測の重要性 
 他の諸外国でも、計量標準整備に対する必要性は、産業界からの基盤技術整備に対する要求と

国民生活の質の向上の 3 点に基くものであるが、日本の状況に照らして検討してみる。 

(1) 基礎科学 

正確な計測技術は、科学技術の重要な要素の 1 つであることは間違いないが、一通りの整備が

進み、日常的にはその存在が意識されない分野から、定性的な評価による研究開発が主体で、定

量的評価の重要性への認識が低い分野まで様々であり、生物分野、特に日本の状況は後者に属

すると考えられる。 

欧米先進国の先進的な企業等は、将来的な重要性の進展を先取りし、この分野への先行投資

に積極的であり、英米では計量研究所と産業界が一体となって技術開発を積極的にすすめている

状況が存在している。 

一方、日本では 

トレーサブルな計量の重要性の認識が全般的に低い • 
• 
• 

比較的同質な企業が国内市場を中心として競争する産業構造 
NMIJ の生物分野への取り組みが始まったばかり 

等の状況から、NMIJ が中心となって産業界が協力して、バイオ分野の計量の整備を進めてい

く状況とはなっていない。NMIJ 自身の研究開発力を高め、産業界とのパイロットスタディを進めて

ゆく必要がある。 

NIST の民間との協力体制は、計算機・半導体等の分野で、日本が通産省を中心として、産業

界が協力して技術開発を推進してきた体制を真似たとされている。当時は日本の市場規模が小さ

く、米国市場に切り込むしかないという切迫感が支配していたと思われる。現在は日本市場も世界

第 2 位に成長したが、世界の単一市場化が急速に進むなか、国内で守りに入る企業は淘汰されて

ゆくことが強く意識される必要がある。 
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また、バイオの分野は世界的な巨大企業がひしめく一方、ベンチャー産業による研究開発も盛

んに行われている。米国 NIST、英国 LGC 共に組織目標に中小企業支援が謳われている。近年

市場が急成長している健康自然食品の分野は、大半が家内工業のような小規模事業者であり、こ

の分野の認証標準物質の開発にも重点が置かれている。 

NIST 全体の事業項目には「標準の開発・整備」以外に「ベンチャー支援」と「中小企業支

援」が挙げられている。年間総予算約$8 億のうち、「ベンチャー支援」に$2 億弱、「中小企

業支援」」に＄1 億強が投じられ、非常に大きな位置付けとなっている。 

• 

• LGC：貿易産業省から与えられた研究予算のうち、10％は中小企業への研究協力委託に

用いる義務がある。産業界のどこと協力すればよいか普段から注意しており、公的機関、私

企業に拘わらず、何処のラボがどようようなサンプルを分析し、どのような結果を出している

かにも注目している。 

これらの中小企業やベンチャー企業支援は、日本の高度成長期の通産省の産業育成政策を参

考に始められており、日本の工業力への対抗措置の一つとされている。 

(2) 輸出促進 

貿易上の規制に関する計量のニーズは、現れやすく、GMO 混入率の計測例が代表的である。

日本では一次産業に関する強力な輸出品が乏しく、この方向からの必要性はこれまで顕在化して

いないが、近年農林水産省は主にアジア諸国向けに、高級マグロやコメ、果実、木材などの輸出

拡大を支援する方針を打ち出している。海外の貿易制度を調査し、必要以上に厳しい防疫体制を

実施している国や、コメや果実について日本産ブランドを偽って表示している事例の是正等を求め

る。こうした活動に標準品による科学的な裏付けは重要になると考えられる。現状では、2002 年の

農林水産物の輸入額が 7 兆 2085 億円なのに対し、輸出額は約 20 分の 1 の 3509 億円であるが、

「所得水準が向上している東アジアを中心に食の安全に対する意識は高まっており、質の高い日

本産農産品の需要は今後、伸びる余地は大きい」と期待されている。 

また日本の強みである計測・解析機器の分野でも、取引の国際化に伴い、国際的なトレーサビリ

ティが求められる傾向が強まってきており、近い将来トレーサブルではない機器は市場から排除さ

れる可能性もある。 

輸入国としての規制については次の(3)に示す。 

(3) 国民生活の安全性の維持、発展 

従来、バイオ計量標準整備の立ち遅れが、生活環境の危険性と関連して意識されることは殆ど

なく。現状では国際的に見ても、生活環境にはかなり高い安全性が確保されていると思われる。し

かし、近年の貿易自由化促進と、国際規格統一化の流れの中で、日本の安全性を損なうことなく

発展させるために、計量標準環境の整備が重要になる。2.1 に示したように、貿易自由化促進の流

れのなかで、国際食品規格等は加盟国全ての参加を実現するために下方平準化する傾向がある。

これは、今後の国際規格策定の動向によっては、日本が独自に厳しい規格を運用することが出来

なくなる可能性を示している。 

食品、医薬品等のバイオに関する分野では、欧米人と日本を含むアジア人とでは異なる体質の

傾向が示されるものも少なくない。さらに、アジア人の中でも重大な相違があることも想定しうる。こう

した場合に備えて常に日本は国際的に通用する方法によって、安全性等に関する独自の判断基
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準をもち、かつアジアのリーダーとなる必要がある。こうした努力を怠れば、日本やアジア全体の安

全性がなし崩し的に低下する可能性を含んでいる。この国際的に説得力のある説明には、計量標

準にトレーサブルな計測データによる説明が不可欠となる。 

EU 統合により、規格や基準が域内全体で達成可能な水準に下方平準化されることをに対抗し

て、域内の先進国が、計量を含めた様々な分野で、高い技術水準の普及と、それを必要とする、

第三者認証取得の義務付け、標準整備等の活動を推進している。EU 域内で起きていることは、グ

ローバル化の名のもとに、世界に波及する。これに先手を打つべく標準整備供給等の活動が日本

にも必要となってきている。 

対抗するには、トレーサブル
なデータ利用が必須

貿易自由化促進

国際規格統一

下方平準化傾向

国内の安全水準の維持

放置した場合の
自然な流れ

対抗するには、トレーサブル
なデータ利用が必須

貿易自由化促進

国際規格統一

下方平準化傾向

国内の安全水準の維持

放置した場合の
自然な流れ

図 2-3 国際規格の下方平準化への対抗策 

近の BSE や鳥インフルエンザ等の問題の頻発により、海外からの生物に関連するリスクが身

近に感じられるようになった。こうしたリスクを排除する規制は、なんらかの非関税障壁にとなる場合

が多い。日本が自らの判断でこうしたリスクに対抗する防波堤を築くには、その必要性、有効性をト

レーサブルな計測によるデータの裏付に基いて主張することが不可欠になる。 

2.2.2 GMP 

製造管理、および、品質管理規則は GMP（Good Manufacturing Practice）として安心して

使うことができる品質のよい製品供給を保証するために、製造時の管理、遵守事項を定めたもので

ある。 

GMP を行政で初めて取り上げたのは米国であり、1962 年（昭和 37 年）に「食品、薬品、化粧品

法」の中に「薬品の製造規範（GMP）に関する事項が取り入れられた。その後、世界保健機構

（WHO）で GMP が作成され、1969 年（昭和 44 年）の総会で加盟国各国が GMP を採用し、国際

貿易において GMP に基づく証明制度を採用、実施するよう勧告された。 

これを受けて日本では、1974 年（昭和 49 年）に厚生省薬務局長通知として医薬品に関する

GMP が作成され、1980 年（昭和 55 年）に厚生省令として公布された。当時は遵守事項としての

自主管理項目であった､1994 年（平成 6 年）、省令が改正され、「製造所の GMP 体制が整ってい

ること」が「製造業の許可を取得するための必要要件」となった。 
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GMP には以下の 3 つの柱がある。 

管理体制の整備 • 
• 
• 

• 

• 

• 

文書による規定の作成 
実施結果記録の作成 

このなかで文書による規定作成として、作業担当者が知識、技能として修得していた製造順など

を誰もが理解できる文章に表し、ルール化し、製造工程を科学的に検証（バリデーション）し、作業

の標準化を図るとある。 

この科学的な検証作業の要求が、計測については一般的に明示的な強制力ではないが、可能

な限り高次の標準にトレーサブルな方法で計測を行うことの動機付けとなっている。また現状の方

法が科学的客観性や再現性に問題があり、かつそうした曖昧さが、国民生活の安全性や、商取引

の透明性当の阻害に繋がる恐れが顕在化してきた場合欧米では、その計測に関連する規制当局

等の行政当局は計測方法や、標準開発含めた相談、依頼を NMI に持ち込むようになっている。 

こうした NMI に対する働きかけは、計測に関する現状の技術的限界を明示し、計量科学技術の

高峰を示す機関が NMI であるとのコンセンサスが浸透していることが背景にある。 

また、欧米では、組織および個人の責任範囲が明確に定義され、その範疇の中に閉じこもる傾

向が強い。こうした行動様式は、規制官庁の研究部署等に計測のユーザであるとの意識が強く、

計測方法や標準については NMI に全面的に依存するという傾向にも強く影響していると考えられ

る。一方、日本では、個人レベルでも役割分担が曖昧で、本来の役割ではなくとも、個人的に興味

と能力があれば積極的に取り組み、器用にこなしてしまう傾向がある。食品の問題であれば食品の

研究所が単独で標準開発まで達成してしまうといったことが日本では違和感無く進めれらている。 

日本型の対応は各現場が柔軟に対応するという意味で利点も少なくないが、バイオ技術のよう

に応用範囲が急速に広がる分野では、計量を含む同種の基礎技術が、多くの分野で共通に利用

されることが多い。この為、分野毎の個別の対応では、効率が悪くなる。日本は基本的にバイオ分

野では英米立ち遅れている面が多く、限られた資金、人的資源を 大限効率的に運用する必要

がある。計量は専門家に任せて、各自の専門領域に集中する姿勢が必要であると言える。 

2.2.3 GMO の表示規制 

(1) 主な GM 作物 
これまでに製品化されている主な GM 作物を挙げる。 

ラウンドアップレディ（大豆）： 米国 Monsanto 社： 1996 年 
世界的に使われている除草剤グリホサート（商品名ラウンドアップ）への耐性遺伝子組み込

み。同様な遺伝子を組み込んだ菜種もある。 
Bｔトウモロコシ 
害虫（アワノメイガ）を駆除する殺虫性蛋白遺伝子の組み込み。他の昆虫も駆除されるため

環境破壊の恐れがある。トウモロコシは花粉が風で飛ぶ為、世界的な遺伝子汚染が進んで

いる。 
スターリンク（トウモロコシ）：仏アベンティス社 （現 Bayer CropScience 社 独） 
熱に強く消化されにくい殺虫性蛋白遺伝子の組み込み。人体にアレルギーを起こす可能
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性があり米国では飼料用としてのみ認可、日本では飼料用も無認可。日本で 2000 年にケ

ーキの材料コーンミルクへの混入問題が発生。 
フレーバーセーバー： カルジーン社： 1994 年 • 

• 
• 
• 

傷みの元になる細胞壁分解酵素の増加抑制遺伝子の組み込み。同様なエンドレスサマー

もある。 

(2) 各国の表示規制 

GM 食品の安全性の国際基準作成が、食品規格委員会（CODEX）で検討されたが、輸出側の

米国、カナダと輸入側の EU とで調整がつかず、2000 年 11 月に表示基準の国際統一を断念。各

国は独自の基準を採用し、輸入品は輸入国の基準で表示されている。以下に各国の GMO の混

入割合の限度は値を列挙する。 

日本：5％以下 
EU：0.9％未満 
韓国：3％以下 

欧州では、1998 年に英国で害虫抵抗性のレクチン遺伝子を組み込んだジャガイモがマウスに

障害を発症した例をきっかけに GM 食品の安全性議論が高まり、警戒感が強い。また BSE 問題で

は当初人体への影響がないとされていた判断が覆ったことも、安全評価一般に対する不信感の元

と成っている。以下に各国の GMO に対する規制の状況をまとめる 

参考 URL：http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/hinnpyou-idennsikumikae.pdf 
http://www.fsic.co.jp/bio/index13.html 

a) 日本 

日本では農林水産省のJAS法（農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律：JAS

規格「日本農林規格」と食品表示「品質表示基準」を規定）と、厚生労働省の食品衛生法とによっ

て、遺伝子組換食品の表示が義務付けられている。 

1998年から農林水産省による試案の検討が始まり、2001年4月からJAS法に基く品質表示基

準が定められている。対象は組み込まれたDNAやタンパク質が分解されずに 終製品に残って

いるもので、大豆、トウモロコシ、ジャガイモ、菜種、綿実の加工食品30品目が対象品目となってい

る。厚生労働省でも、食品衛生の観点から独自の検討が始まったが、農林水産省案と同調してい

る。以下に表示区分を示す。 
別の蛋白質が生じて、栄養成分の組成が変化したもの。 • 

• 

「〇〇遺伝子組換」と遺伝子組換の性質を明記して表示。 
例：高オレイン大豆など栄養価が高いものなど 
栄養成分などの組成は変らないが、遺伝子や蛋白質は残っていて、判別できるもので、原

料中の重量割合が上位 3 位以内でかつ、全重量の 5％以上含まれる場合。 
例：豆腐、豆腐加工食品など 
 使用している場合は「遺伝子組換」と表示。 
 混入の可能性がある場合は「不分別」の表示 
 不使用の場合表示なしか、「遺伝子組換でない」と任意表示 

意図しない混入割合の限度は 5％以下 
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栄養成分などの組成は変らず、遺伝子や蛋白が残っておらず、判別不可能なもの • 

• 

• 

表示しない。 
例：醤油、大豆油など 

通常、大豆やトウモロコシなどでは、分別生産流通管理は行われておらず、コストを下げるため

に各生産地からのものを一箇所に集積して、大量輸送を行っている。従って、特定の「遺伝子組換

でない」ものを分別するためには、農家から集荷所、荷積み拠点、港湾荷役施設、港、コンテナ、

サイロ、倉庫など、すべてのチェックポイントで専用のルートを確立しなくてはならない。非組換のも

のが、きちんと分別されているかどうか、その根拠となるのは分別生産流通管理システムであり、こ

れを書類などによって証明するために、各流通段階において管理方法などが明記された流通マニ

ュアルが定められている。この流通マニュアルに則って分別して初めて、「不使用」と表示すること

ができる。 

農林水産省では 2001 年に約 5600 の商品に対して PCR 法により表示調査を実施し、11 商品

から組換遺伝子を検出した。このうち精度の高い定量 DNA 分析技術が確立している 5 商品に対

して定量分析を実施し、1 商品が 5％を上回っている結果がでたため、適切な分別生産流通管理

の徹底が指導されるとともに、製造業者による同ロットの製品が自主回収された。 

定量分析技術が確立していない 6 商品に対しては分別生産流通管理実施状況の確認が行わ

れた。 

b) 米国 

米国では、食品医薬品局(FDA)が、国内に流通する食品（肉を除く）の表示について規制を行

っているが、遺伝子組換食品を含め、原則として、従来の食品と比較して著しい成分変化がある場

合やアレルギーの誘発などの健康リスクが増加する場合を除いて、表示の義務付けは必要無いと

している。このため遺伝子組換食品の表示についての特別な法律は制定されていない。ただし、

栄養成分が変わっている場合については、表示をすることが義務付けられている。 

c) カナダ 

カナダでは食品・医薬品法（Food and Drugs Act、Food and Drugs regulation）で食品の表

示は決められているが、米国と同様、栄養成分等が変わっていて従来のものと明らかに異なる場

合に限り表示が義務付けられる。遺伝子組換食品の表示は、消費者にとっての危険が想定された

り、アレルゲンが含まれるような場合には表示が義務付けられる。 

カナダ食品流通評議会とカナダ一般規格委員会（CGSB）は遺伝子組換食品の表示制度につ

いて検討している。 

d) EU 
2003 年 7 月に、遺伝子組換食品や飼料の表示やトレーサビリティ（産地、流通）に関する

規制案を採択し、遺伝子組換体から生成された全ての食品や飼料に表示が義務付けられ

た。 
意図せざる混入については、混入が 0.9％以下であれば、遺伝子組換に関する表示は必

要ない。また、未承認の遺伝子組換原料であっても、科学的なリスク評価により安全性が確

認されていれば、0.5％までの意図せざる混入が認められる。 
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また、1998 年以来、遺伝子組換農作物の作付や輸入について、新規の承認を停止してい

るが、今回の新規制の成立によって、このモラトリアムが解除され、2004 年には新たな遺伝

子組換食品の認可が進められる。「遺伝子組換農作物」「有機農産物」「一般農作物」がそ

れぞれ共存できるような適切な管理措置については、ＥＵ加盟国がそれぞれ策定することと

なる。 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

e) 韓国 

農作物では 2001 年より遺伝子組換食品（大豆、大豆もやし、トウモロコシ）と加工食品 26 品目

の表示制度を実施している。使用している場合は「遺伝子組換〇〇」等の義務表示、遺伝子組換

でない場合は「遺伝子組換〇〇ではない」という任意表示としている。 

なお、遺伝子組換でないという表示は分別流通の証明書が必要で、3％以内の意図せざる混入

は認められる。 

(3) GMO 検出方法 

以下様な方法が実用化されている。 

ラテラルフロー法  定性検査 
PCR 法   定性検査 
エライザ法（酵素抗体法） 定量検査 
ELIZA(Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay)抗体を酵素で標識し、抗原物質を検

出する方法。酵素反応によって発色する基質を加え、その発色程度から抗原の有無、量を

決定する。 
定量 PCR   定量検査 

日本の食品総合研究所の日野博士らが開発した GMO の DNA から特異性の高いターゲット領

域を選びだし、この配列を標準物質として希釈誤差を完全に排除する手法を開発している。日本

発の世界標準として広まることが期待される。 

(4) 日本の指定検査機関 

厚生労働大臣指定の安全性審査済みの組換 DNA 技術応用食品の検査機関リストを以下に示

す。安全性未審査の検査法は定性的なラテラルフロー法、PCR 法の検査となり、ともろこし、パパ

イヤ、ジャガイモと対象とした検査が行われている。米国では民間試験場により検査が実施されて

おり、FDA から定期的に NIST の認証標準物質による精度検査が実施されている。 

参照 URL http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/kensa/kensa-list.html 

a) 大豆 定量 ELISA 
（社）青森県薬剤師会衛生検査センター   
（財）食品環境検査協会 
（財）日本穀物検定協会中央研究所 
（財）日本食品分析センター 
（社）日本油料検定協会総合分析センター 
（社）日本油料検定協会分析技術センター 
（財）日本冷凍食品検査協会 
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（財）マイコトキシン検査協会 • 
• 

• 
• 

• 
• 

（財）三重食品分析開発センター 

b) 大豆 定量 PCR 
（財）食品環境検査協会 
（財）日本食品分析センター 

c) トウモロコシ 定量 PCR 
（財）食品環境検査協会 
（財）日本食品分析センター 

(5) 世界の遺伝子組換作物の栽培状況 
参照 URL：http://www.s.affrc.go.jp/docs/genome/kaihatu_jyoukyou/kumikae.htm 

世界の組換作物栽培面積（対前年比）  
 

１９９６年： 
１９９７年： 
１９９８年： 
１９９９年： 
２０００年： 
２００１年： 
２００２年： 

１７０万 hr 
１，１００万 hr 
２，７８０万 hr 
３，９９０万 hr 
４，４２０万 hr 
５，２６０万 hr 
５，８７０万 hr

 
（５４７％） 
（１５３％） 
（ ４４％） 
（ １１％） 
（ １９％） 
（ １２％）

 
 

各国の組換作物栽培面積（百万 hr）  
 

   ２００２年   ２００１年   対前年 

 
米国 
アルゼンチン 
カナダ 
中国 
南アフリカ 
オーストラリア 
（以下省略） 

３９．０（６６％） 
１３．５（２３％） 
 ３．５（ ６％） 
 ２．１（ ４％） 

 ０．３（＜１％） 
 ０．１（＜１％） 

３５．７（６８％） 
１１．８（２２％） 
 ３．２（ ６％） 
 １．５（ ３％） 

 ０．２（＜１％） 
 ０．２（＜１％） 

 ３．３（ ９％） 
 １．７（１４％） 
 ０．３（ ９％） 
 ０．６（４０％） 

０．１（５０％） 
�０．１（ － ） 

） 

 
計 ５８．７（１００％） ５２．６（１００％） ６．１（１２％） 

 

米国の組換作物の作付け割合はトウモロコシでは 40%、大豆は 81％、綿では 73％に達し、世

界的な組換作物の割合は、全世界の穀物作付け面積の 20%に達している。 
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世界で栽培されている主要なの組換作物（２００２年）  
 

 作付け面積 全 GMO 中のシェア 

 
除草剤耐性ダイズ 
害虫抵抗性（Ｂｔ）トウモロコシ 
除草剤耐性ナタネ 
除草剤抵抗性トウモロコシ 
害虫抵抗性（Ｂｔ）ワタ 
除草剤耐性ワタ 
害虫抵抗性（Ｂｔ）・除草剤耐性ワタ 
害虫抵抗性（Ｂｔ）・除草剤耐性トウモロコシ 

３６．５百万ｈｒ 
７．７百万ｈｒ 
３．０百万ｈｒ 
２．５百万ｈｒ 
２．４百万ｈｒ 
２．２百万ｈｒ 
２．２百万ｈｒ 
２．２百万ｈｒ

６２％ 
１３％ 

５％ 
４％ 
４％ 
４％ 
４％ 
４％ 

 
計 ５８．７百万ｈｒ １００％ 

 
(ISAAA Briefs:PREVIEW Global Status of Commercialized Transgenic Crops:2002 から)  

 

2.2.4 食品添加物 

1947 年の食品衛生法制定時に、つぎのように定義されている。 

「食品添加物とは、食品の製造過程において、または食品の加工もしくは保存の目的で食品に

添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」 

参考 URL：http://www.jfic.gr.jp/topics/syokuhin/1.html 

(1) 主な食品添加物の例 
製造、加工に必要なもの • 

• 

• 

• 

• 

豆腐の凝固剤、ラーメンのかんすい、炭酸飲料の炭酸ガス、マーガリンの乳化剤、ビスケッ

トやケーキの膨張剤など、特定の加工食品を作るために必要不可欠な食品添加物。 
保存性の向上と食中毒を予防するもの 
細菌やかびなどの増殖を抑えて腐敗、変敗を防ぐ保存料と防かび剤。油脂を含む食品が

空気中の酸素によって酸化されるのを防ぐ酸化防止剤の２種類がある。 
品質を向上させるもの 
油と水を乳化させたり、でんぷんの老化を防ぐなどの目的で用いられる乳化剤。食品の粘

度を調整し、舌ざわりをよくしたり、ゲルを形成する（ゼリー状に固化する）などして食感を改

良するために用いられる、増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料がある。 
風味、外観をよくするもの 
原材料の、原産地や栽培条件、気候などによって生じる、味、香り、色、つやなどのバラツ

キを一定レベルに保つために添加される、着色料、漂白料、発色剤、光沢剤、甘味料、調

味料、香料など。 
栄養成分を補充、強化するもの 
食品の製造工程で失われてしまった微量栄養素を補充したり、健康を保つために必要な
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栄養素を強化する目的で添加される、ビタミン、ミネラル、アミノ酸等。 

(2) 安全確認 

食品添加物の安全性は、実験動物を用いてさまざまな毒性試験を行って確認される。食品添加

物のように、少量ずつ長期間にわたって摂取されるような物質の場合は、以下のものがある。 
一般毒性の反復投与試験 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

実験動物に繰り返し与えて生じる毒性を調べる。（28 日、90 日、1 年間） 
発がん性試験 
実験動物にほぼ一生涯わたって与え、発がん性の有無を調べる 
繁殖試験 
実験動物に 2 世代にわたって与え、生殖機能や新生児の生育におよぼす影響を調べる 
催奇形性試験 

実験動物の妊娠中の母体に与え、胎児の発生、生育におよぼす影響を調べる 
抗原性試験 
実験動物でアレルギーの有無を調べる。 
変異原性試験 

細胞の遺伝子や染色体への影響を調べる。 

(3) 使用基準 

実験動物を使って、毎日一定の量の食品添加物を食べさせ、一生食べつづけても「有害な影響

が見られない 大の用量」を無毒性量（NOAEL＝No Observed Adverse Effect Lebel）を定め、

この 1/100 に対して、体重 1 キログラムあたりの 1 日摂取許容量（ADI＝Acceptable Daily 

Intake）が求めらる。この値を元に以下のような添加物の使用基準が定められ、通常これらが必要

に応じて組み合わされて定められている。 

使用できる食品の種類の制限 
食品に対する使用量や使用濃度の制限 
使用目的についての制限 
使用方法についての制限 

(4) 国際評価 

1955 年に、国連食糧農業機関（FAO）と世界保健機関（WHO）が協力して、FAO/WHO 合同

食品添加物専門家委員会（JECFA＝FAO/WHO Joint Expert Committee Food Additives）

が設けられ、各国の専門家が毎年 1 回以上 JECFA に集まって、世界的に広く使われている食品

添加物の安全性を評価している。世界各国から提出された毒性試験のデータを審議して、安全性

を評価し、成分規格の設定や１日摂取許容量を定める作業を行っている。 

JECFA で安全性の評価が終了した食品添加物の数は、約 900（1999 年現在）である。日本で

使用が認められている食品添加物 829 のうち、JECFA で評価が終了しているのは約 300 である。 

各国の安全評価の状況を以下に示す。 

日本 829（指定 340、既存 489） 2003 年現在 
米国 1740 
EU360 （EU 諸国では各国毎に個別の上乗せ基準が存在する） 
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日本では食品添加物は、、合成、天然の区別なく、原則：厚生労働大臣が安全性と有効性を確

認して指定した（指定添加物）もののみ使用できるが、1995 年の食品衛生法改正により、長年の使

用実績が認められた 489 品目の天然添加物は、指定制度の対象外として、継続して使用可能とな

っている。（既存添加物）。 

食品添加物についての定義は、各国ともほぼ共通しているが、国によって食べ物の種類や量、

食習慣が異なるため、食品添加物の許可品目や対象食品、使用基準などに相違があり、日本でも、

毎年、規制の違いによる輸入食品の違反が摘発されている。逆に日本から米国に輸出している加

工食品からも、米国政府によって年に数百件の違反品が摘発され、そのリストが厚生労働省に通

報されてくる。 

こうした問題を解決するために、FAO と WHO の合同規格委員会 CODEX（1.10 参照）で国際

規格・基準作成が進められており、日本でも、国際的に安全性が確認され、かつ汎用されている添

加物については、指定の方向で検討されている。 

2.2.5 健康食品 

(1) 機能性食品 

バイオ技術の活用により、食品の保健機能の解明が急速に進展しているが、国内では効果、効

能は薬事法で規制される医薬品にだけ認められるため、一般的には食品に効果、効能を表示

（health claim）すると薬事法違反となる。 

日本では長らくサプリメント類は食品として位置付けられ、現在でも多くのものは食品であるが、

1991 年に栄養改善法（現健康増進法）により特定保健用食品が「特定の保健目的で摂取するも

のに対し、その目的が期待できる表示」が可能となった。これ以降、後述する米国の法整備（1994
年）による市場開放要求や、CODEX の栄養強調表示の使用に関するガイドライ（1997 年）採択が

あり、2001 年に「保健機能食品制度」で医薬品と食品の間に一定の法的要件を満たした一部のサ

プリメントが「保健機能食品」として分類され、ある程度の効果表現も認められるようになった。これ

は次の 2 種類に分類される。 

栄養機能食品 • 
厚生労働大臣が定める特定の栄養成分（栄養所要量に示される 25 群のうちビタミン 12 種

類とミネラル 2種類）が基準量含まれていれば、販売企業の判断で「保健機能食品（栄養機

能食品）」と称して販売できる。 
（規格基準型） 
ビタミン：A、

• 

D、E、BI、B2、ナイアシン、B6、葉酸、B12、ビオチン、パテントン酸、C 
ミネラル:カルシウム、鉄 
特定保健用食品 
以前は認められていなかったカプセルや錠剤も緩和され、「血圧を保つことを助ける食品」

といった表示が可能となった。その表示内容は、厚生労働省に個別機能の有効性、安全性、

科学的根拠に関する審査を受ける個別認証型となっている。 

従来法的に定義されていなかった多くの健康食品について、その役割や規制のあり方を議論す

る検討会が 2003 年 4 月に厚生労働省で発足している。2004 年 4 月の厚生労働省「日本人の栄

養所要量」6 次改定時に 13 種類のミネラルが規制緩和される予定。 
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日本のサプリメント利用経験者は 2001 年度約 41％（国立健康栄養研究所）とされており、国内

市場規模は約 7000 億円で増加傾向にある。薬事法の規制により、米国産のサプリメントの多くは

国内では未承認となるが、実際には非合法の個人輸入等で入ってきているものも少なくないと思わ

れる。（３）に示すように、北米では死亡事故の多発で発売禁止にとなったエフェドラの危険性を示

す情報が米国ではあふれているが、日本の非合法ユーザーにはまだ情報が行き渡っていない危

険性も考えられる。 

(2) 国内の機能性食品開発競争 

近年日本では機能性食品の開発競争が激化している。その主なものを列挙する。以下トクホは

特定保健用食品を意味する。 

歯の再石灰化 トクホガム • 

• 

• 

• 

• 

キャドバリージャパンの「リカルデント」、ロッテ「キシリトール」、江崎グリコ「ポスカム」の 3 者が

それぞれ独自の計測方法で自社商品が一番優れていることを主張している。国際的に標準

化された計測方法はまだ無い。また海外の大学による評価もあるが、食生活が異なることの

影響もありえるため、消費者には分り難い状態となっている。 
2003 年にロッテはグリコの比較広告に対して損害賠償を提訴。 
日本のガム市場は年間 1200 億円 
体脂肪対策、コレステロール対策 トクホ健康油、マヨネーズ 

花王「健康エコナ」、日清イリオ「ヘルシーリセッタ」「ヘルシーコレステ」、味の素「健康サラ 
ラ」、キューピーマヨネーズ、味の素マヨネーズ、花王｢エコナマヨネーズ｣ 
花王「健康エコナ」は年間 300 億の大ヒット商品 
抗癌、キノコ機能性食品 

癌の代替療法の１つとそてキノコ機能性食品が人気を集め、500 億円を超える国内市場を

形成している。食欲増進、血色が良くなる、抗癌剤の副作用軽減等の効果を実感している

人が多い。キノコ多糖類の抗癌医薬品の製造を行っている 3 社がキノコ機能性食品市場に

出揃っている。 
「ソニフィラン」（科研製薬）のスエヒロタケ菌糸体を培養している台糖 
「クレスチン」（三共）のカワラタケ菌糸体を培養製造している呉羽化学 
「レンチナン」（大鵬薬品工業、山之内製薬）をシイタケ子実体から抽出している味の素 
抗ピロリ菌 乳酸菌 

花粉症対策に有効という TV 番組をきっかけにヨーグルト市場は急拡大し、有効性の高い菌

株名を商品に表示するという販売戦略を各社が採用している。明治乳業の LG21 は年間

270 億円事業に成長している。ヨーグルト全体の国内市場は 3000 億円 
体脂肪対策 トクホ茶飲料 

花王「ヘルシア緑茶」が 4 ヶ月で売上 60 億円の大ヒット商品となっている。お茶飲料市場は

3000 億円。 
カテキン：お茶に多く含まれるポリフェノール成分。8 種類の主たる物質の総称。抗酸化作用

が強く、発癌抑制、血中コレステロールの低下、高血圧・心臓病予防、殺菌等の効果があ

る。 
茶カテキンについては米国国立癌研究所が癌の予防効果を調べる介入試験を進めており

三井農林が素材を提供している。 
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この他にもオリゴ糖、ビール酵母、機能性ペプチド、アミノ酸等がある。 • 

• 

• 

(3) 海外状況 

a) 米国 

米国では世界で も医療技術が進歩しているが、医療費用は非常に高額である。また国民皆

健康保険制度が整備されておらず、民間保健料は高額なため、国民の2割から3割は無保健状態

にあると言われている。一方、糖尿病、高血圧、肝臓病、癌等の生活習慣病に十分な成果があげ

られていない 新医学に対する不信感もあり、国民一般の栄養補助食品、サプリメント等による予

防意識、健康管理、代替医療（alternative medicen）への関心が非常に高くなっている。 

また、脂肪やたんぱく質が過剰な反面、ビタミン、ミネラルは不足傾向にあるという状態は、「栄

養過剰による栄養失調」と揶揄されている。こうした背景のもと、米国ではサプリメントが多用され、

毎日摂取する人は約6000万人、時々摂取する人を合わせると1億6000万人に達するとされる。米

国会計検査院報告によれば、1999年のダイエタリ-サプリメントの販売額は$147億（1.6兆円）、

2000年$167億、機能性食品の販売額は1995年$113億（約1.2兆円）、1999年$162億（約1.8兆

円）で10％成長を続け、2010年には$490億（5.3兆円）が予想されているが、一時の熱狂的ブーム

は沈静化しつつあるとの見方もある。 

こうした健康食品関連はFDAの食品安全・栄養センター（CFSAN）が担当している。 
ダイエタリーサプリメント（Dietary Supplement） 
米国の栄養表示教育法や栄養補助食品健康・教育法に基き、一般食品と医薬品との間に

位置付けされた食品の名称。単に痩せること目的とするものだけではない。明確に健康に

役立つことが実証されたものに限られており、錠剤やカプセルなど医薬品のような形状をし

ている。中身にはビタミン、ミネラル、アミノ酸、植物由来成分（生薬など）が使用されてい

る。 
栄養表示教育法（NLEA：Nutirition Labeling and Education Act） 
参考 URL http://www.fda.gov/opacom/backgrounders/foodlabel/newlabel.html 
1990 年に成立し、1994 年から完全実施されている。この法律により米国は栄養成分強調

表示と健康強調表示の制度を世界に先駆けて導入。ダイエタリーサプリメントを含む食品あ

るいはその成分と疾病あるいは健康との関係を表示できるようになった。同時にその名称が

示すように、消費者に対して科学的に検証された情報を提供することが掲げられている点

が注目される。 
健康強調表示とは食品と健康に関する関係を暗に記述するような表示までの全を含むが、

これらの関連性については「明確な科学的動意（Significant Scientific Agreement：
SSA）」が求められ、FDA の許可が必要とされる。 
これまでに認められている 12 種類の関係を以下に示す。 
 カルシウムと     骨粗鬆症 
 食事死亡と     癌 
 ナトリウムと     高血圧症 
 飽和脂肪酸、コレステロールと   冠状動脈心臓疾患 
 食物繊維を含む果物、穀類、野菜と   癌 
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 特に水溶性食物繊維を含む果物、穀類、野菜と 冠状動脈心臓疾患 
 果物、野菜と     癌 
 葉酸と      神経管欠損症 
 糖アルコールと     う蝕（虫歯） 
 オーツ麦及びサイリウム種子の水溶性食物繊維と 冠状動脈心臓疾患 
 大豆蛋白と     冠状動脈心臓疾患 
 植物性ステロール及びスタノールエステルと  冠状動脈心臓疾患 

 
栄養補助食品健康・教育法（DSHEA：Dietary Supplement Health and Education 
ACT） 

• 

• 
• 

• 

参考 URL：http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/dietsupp.html 
1994 年に法制化され、1999 年に完全実施。同法ではダイエタリーサプリメントの定義とし

て、その成分と条件を示している。構成する成分は以下のとおり。 
 ビタミン類 
 ミネラル 
 ハーブ類及び他の植物 
 アミノ酸類 
 食事として摂取されているもの、濃縮されたもの、代謝物、構成成分、抽出されたもの 

条件は以下のとおり。 
 食事を保管することをもくてきとした食品（タバコは除く） 
 カプセル、錠剤、液状、粉末、ソフトジェルといった形態で、通常の食品あるいは食事

としての摂取を想定するものであったはならない 
 カプセル、錠剤、液状、粉末、ソフトジェルといった形態であっても、通常の食品あるい

は食事としての摂取を想定するものであったはならない 
 ダイエタリーサプリメントである旨の表示 

この法律では科学的根拠に基き、一定の栄養効果の表示については FDA の届出のみで

市販前の許可を不要としている。 
FDA 近代化法（Food and Drugs Administration Mordarnization） 1997 年 
法律上の定義 
飲食に供するものの法律上の定義は、医薬品 drug／食品 food／ダイエタリーサプリメント

の 3 種であり、健康食品（Health Food）や機能性食品（Functional Food）と言った定義

はない。 
表示制度 
強調表示（Claim）には「健康強調表示」（Health Claim）と「構造・機能強調表示」

（Structure/Function Claim）がある。 
 健康強調表示：特定の物質と特定の疾病の関係を表示 

FDA の許可を必要とし、専門家の間で十分な科学的合意 SSA が必要。許可体制は

FDA 内の科学者 5 名、事務方 5 名の 10 名である。 
当初、SSA に合致しない表示は一切認めない方針であったが、憲法上の表現の自由

を侵すとしたピアソン訴訟判決を踏まえ、SSA に合致しなくても限定的な表示をつける

ことにより許可、具体的な案が提示され、外部意見を交え検討中である。 
 構造・機能強調表示 
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FDA への届け出のみで、許可を必要としない。製造業者は真実で誤解の無い証拠を

持つことが義務付けられるが、FDA にはそれを確かめる権限はない。 
表示監視 • 

• 

• 

• 

安全性についての表示監視が 優先されるが、人員不足によりダイエタリーサプリ専門の

監視員はいない。近年公正取引委員会（Federal Trade Comission FTC）と協力し、不

正表示に対する監視を強化している。 
食品、ダイエタリーサプリの表示の監視は FDA 所管であり、広告の監視は FTC が所管し

ている。FDA は FTC と連携して広告の監視を進めている。（医薬品は両方 FDA 所管） 
エフェドラ（Ephedra、麻黄） 
ハーブ系の薬品で、中国名が麻黄（mahuang マファング、マファン）、日本名は麻黄（マ

オウ）。中国に自生するマオウ科植物の地上茎を乾燥したもので、漢方では、鎮咳、解熱、

発汗剤として使われる。 
米国では、体重の減量に効果があるとされ、筋肉質の体を作りたいボディビルダーやスポ

ーツ選手人気があり、他にも気分の高揚目的など多様な目的から、数百万人ないし一千万

人に使用されているとされる。一方心臓発作や脳卒中を起こす危険性が以前から指摘され

ていた。日本では非合法であるが、個人輸入が横行し。インターネット上、多くのサイトが見

つかる。 
エフェドラ入り栄養補助食品の服用者の死亡例は 1993 年に始まり、155 件に上り、副作用

の訴えも 1 万 6500 件以上が確認されている。これを大量に服用していた大リーグ投手が

2003 年 2 月に急死したことから社会問題となり、米厚生省と FDA は 2003 年 12 月にエフ

ェドラを含む栄養補助食品（サプリメント）の販売を全面的に禁止した。米国政府がダイエッ

ト用の栄養補助食品を販売禁止とするのは初めての事例である。 

上記法整備の効果、影響として次の 2 点が特筆される。 

粗悪品を市場から排除する効果 
メーカーは商品に表示する効果の裏付けとして科学的データが必要となり、各製品情報は

一般ユーザーでも詳細に調べることができる。 
ユーザー自身も製品の科学的根拠を確かめ、自分にとっての質の高い製品を購入する自

己責任能力が求められる。 

NIST によれば、米国のダイエタリサプリメントおよび、機能性食品(functional food)の産業規

模は 700 億ドル（約 8 兆円）に達し、2010 年までに 5000 億ドル（約 60 兆円）に達すると予想され

ている。FDAによればこの業界には1566の製造業が参加し大企業も参画しているが、多くが中小

企業であることも特徴として挙げられる。、 

死亡事故が発生したエフェドラは発売禁止となり、認証標準物質もいちはやく整備され、他の成

分に関しても厳密な検査と認証標準物質の開発が進められている。 

冒頭に示したように米国では代替療法が盛んになっており、1990 年代より代替療法を給付対象

とした保険が開始され、NIH（国立衛生研究所）の代替医療への研究予算は 1993 年$350 万、

1998 年$2,000 万、1997 年$1,200 万、1999 年$5,000 万、2002 年＄2 億ドルと増加している。 

参考 URL： 
http://www.pref.kyoto.jp/trade/ny_office200307/jpn/other_report/2001/supplement.htm 
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b) 欧州 

欧州ではこの分野で以下に示すような言葉が用いられるが、共通の法律上の定義はまだ無い。 

補助食品（food supplements） • 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

強化食品（fortified foods） 
機能性食品（functional foods） 
健康・機能強調表示（health/functional claims） 

また、こういった制度に前向きな国（英国、スウェーデン、ベルギー、フィンランド、オランダ、フラ

ンス）と保守的な国（デンマーク、ノルウェー）があり共同歩調はとれず、欧州委員会の栄養表示・

健康強調表示に関する理事会規則案も 2003 年 7 月に提示され検討されている。この中では米国

の限定的強調表示のような段階的な制度では意味がないとされ、2005 年の施行予定である。 

また、食品強調表示の科学的根拠の評価法（Process for the Assessment of Scientific 
Support for Claims of Food：PASSCLAM）が欧州15カ国の産学、研究機関により2001年から

2005 年までのプロジェクトで食品機能の科学的実証方法の基準を提案すると予想される。 

c) 英国 

1994 年に農漁業食糧庁（現食品基準庁 FSD：Food Standard Agency）の主導で、機能性食

品の調査研究が始まり、1997 年に消費者団体、行政機関、業界団体よりなる JHCI（Joint 
Health Claims Inisiative 合同健康強調表示推進機構）が設立され、1998 年に Code of 
Practic on Health Claims on Foods Products（食品の健康強調表示に関する実施要項）が提

示され、健康強調表示を次の 2 つに分けている。 

一般健康強調表示（Generic Health Claim） 
科学的、文献的根拠又は国や国際公的保健機関の韓国により既に確立し受け入れられて

いる知識に基く健康強調表示である。 
新規健康強調表示（Inovative Health Claim） 
一般健康強調表示以外で科学的に実証されたもの。 

科学的に実証する際の条件として以下が示されている。 
可能な限り適切な手法によるヒト試験に基く有効性の実証 
バイオマーカーの使用は、高い相関が証明される場合は認められる 
有効性の根拠の統合性（Totality of evidence） 

参考 URL：http://www.jhci.org.uk/exec.htm 

d) CODEX 

CODEX でも 1990 年代初めから健康強調表示に関する議論が開始されているが、各国の準備

体制がまちまちでまとまらず、「栄養強調表示の使用に関する指針」（Guidelines for Use of 
Nutrition Claims）の検討が進められ、1997 年に栄養成分表示、比較強調表示、栄養素機能表

示が先行して採択された。これは日本の保健機能食品制度の創設（2001 年）による栄養素強調機

能表示の制度化に繋がっている。現在 CODEX における健康強調表示問題は「食品表記規格部

会」と「栄養・特殊用途食品規格部会」でそれぞれ討議されている。 

食品表記規格部会：健康強調表示の定義とその適用条件 • 
• 栄養・特殊用途食品規格部会：表示内容の科学的根拠の確立 
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参考：日経バイオ年間 2004 P959～P977 
参考 URL：http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/s0226-9a.html 

(4) 北米での標準整備動向 

近年米国やカナダでは、ダイエットサプリメント（エフェドラ）による事故が頻発したことを契機とし

て、従来は医薬品としての扱いをうけてこなかった、様々なサプリメント（補助食品）、自然健康食品

（natural health productt）、栄養補助食品（nuturition supplement）等に対する、成分表示の

正確性や、安全性に対する関心が高まり、この分野にもカナダでは GMP 規制が導入され米国で

も導入される見込みである。このため FDA(米国)、CFIA（カナダ）といった規制行政官庁が NMI
と協力して、認証標準物質の開発に力をいれている。 

カナダの NMI である INMS は米国の NIST に比べれば小規模な研究組織であり、カナダは多

くの標準供給を NIST に依存している面が見られるが、ダイエットサプリメントに関しては NIST に

先行して研究を進め、現在では FDA と CFIA を始めとする米国とカナダの標準開発要求に対して

協同で優先順位を検討し、NIST と INMS で標準の開発を役割分担をして進めている。 

新たな標準の開発業務は数年の地道な作業を要する作業であり、NIST といえども協力研究機

関の存在は貴重である模様である。カナダは米国の FDA や AOAC の協力は直ぐに得られたが、

国内で、標準物質の必要性はなかなか認められず、産業界とアカデミック分野を数年掛で INMS
の担当者が説得した。 

この分野は現在は中小規模の事業者が多いが、現在米国で(2003 年度)で＄700 億（約 8 兆

円）の市場があり、2010 年には＄5000 億（約 60 兆）に成長すると予想されている。こうした産業の

育成と、国民の安全性向上の両方の意味で標準開発は重要視されている。 

NIST では安全性の必要性や、市場の大きさを考慮して次のダイエットサプリメントの標準

（SRM）の開発をすすめている。 

Ephedra   麻黄 • 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

St. John’s Wort 
Saw Palmetto 
Ginkgo Bioba 銀杏、脳内の血行を促進する。 
Green Tea 

 

INMS ではエフェドラの成分抽出を終え、朝鮮人参のサンプルを確保済み。朝鮮人参はカナダ

で大規模に生産されている作物でもある。 

Ephedra   麻黄 
Gnseng  朝鮮人参 

2.2.6 食品表示 

米国では栄養表示・教育法（NLEA：Nutrition Labelling and Education Act of）が 1990 年

に成立し施行され、加工食品に対す栄養素の食品表示義務が法制化されている。これによって規

制当局 FDA,、業界双方の要望に基き AOAC (産業界､大学等のボランティア組織)が食品を分類

し、代表的な食品項目に対して、NISTによる標準の整備を要求している。FDA自身もNISTに対
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して、標準整備依頼や、計測方法の相談を行っている。 

FDA は各社の成分表示の精度を調査し、成分分析を実施している民間試験所の評価も実施し

ている。 

以下の図 2-4に AOAC が食物を分類した三角形を示す。 

１

２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９

１００％脂肪

１００％蛋白１００％炭水化物

０％蛋白

０％脂肪

０％炭水化物

１

２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９

１

２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９

１００％脂肪

１００％蛋白１００％炭水化物

０％蛋白

０％脂肪

０％炭水化物

 

図 2-4 AOAC の三角形 （NIST プレゼン資料より） 
 

分類 1：コレステロール、水溶性脂肪、脂溶性ビタミン：SRM1563(2003SRM として登録、

ココナッツオイル溶液) 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

分類 2：ベーキングチョコレート 
分類 3：ピーナッツバター 
分類 4：一様肉、SRM1546(2002) 
分類 5：ベビーフード複合体。SRM2383（2002） 
分類 6：アイスクリーム、SRM1544、特殊調整粉乳、SRM1846、SRM1548a（未定） 
分類 7:冷凍ほうれん草、SRM2385(2012 予定) 
4,8,9 連結：魚組織、SRM1946(2003) 

2.3 各国のバイオ計量標準整備動向 

2.3.1 英国 

生物・化学分野の NMI である LGC は元々は政府の化学研究機関だが、現在は民営化されて

いる。売上等の経営状況を以下に列挙する。 

 2002 年の売上 ￡5000 万 （約￥100 億） 海外売上比率約 25％ 
このうち公共セクタ向け以外の売上は 35％ 

 標準物質の売上は￡2100 万 とドイツ、英国、仏の順。この 3 国で 8 割弱。 
次がインドとスウェーデン 
分野としては医薬品関係が 3 割で一番多い、ATCC が 2 割 

 当期利益 ￡550 万 
 配当  ￡5.996/1 株 
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LGC の標準供給部署は 2001 年に Promchem というドイツの民間企業を買収したものが中核と

なっている。この他旧東ドイツの Mikromol（医薬品不純物質と代謝物の合成、標準物質の販売で

世界 大手）も吸収している。標準供給サービスユーザーは大半が EU 域内となっている。LGC 
Promchem は標準物質の 大手供給業者で、LGC 全体の売上の大きな部分を占め、安定した

利益を生み出している。http://www.lgcpromochem.com/DownloadPDFs.aspx 

今年度、植物医薬標準物質のマーケティングでクロマデックス社と流通契約を締結した。ハーブ

系医薬品の製造業者に対して品質標準の改善が求められていることから、この分野の製品につい

ては今後大きな成長が期待できる。更に、法医学標準物質の大手供給業者であるセリリアント社と

LGC プロモケムの関係も、同社製品の販売促進、特に LGC の科学捜査検査室で同社製品の利

用が拡大したことによって更に強化されている。 

新薬発見・研究開発用バイオマテリアルの大手供給業者である ATCC と LGC プロモケムの関

係も一段と強化されている。ATCC の欧州での売上高は、LGC プロモケムとの総代理店契約締結

以降、300%増という大幅な伸びを見せている。 

LGC の標準リストは以下の項目に分けてて分類されている。 

 医薬：Pharmaceutical reference substances and impurities 2003/04   
米国薬局方（USP）、英国薬局方、欧州薬局方（EP）の標準品 

 植物化学：Phytochemical reference standards 
 ポリ臭化難燃性標準物質： 

Polybrominated flame retardant standards from CIL 
 臨床、法医学、食品添加物 

Reference materials for clinical, forensic and toxicological analysis 
 食品、産業材料、労働衛生： 

Reference materials for food, industry and occ. Hygiene 
 物理特性標準物質：Reference materials for physical properties 
 ATCC 
 環境汚染物質：Environmental contaminant standards 
 高純度溶液：High purity solvents 

LGC の標準は全て ISO のガイド 30～35 に準拠しており、認証標準物質となっている。LGC が

整備したものより、NIST,IRMM の標準の代理販売を行っているものが多い。 

LGC の研究動向、NIBSC との分担 

 GMO     LGC 
 バイオサプリメント（ビタミン、自然食品 LGC 
 加工食品中の GM   LGC 
 遺伝子検査、SNP   LGC 
 PCR ベースの疾病検査。ＨＩＶ等  NIBSC 
 癌、細胞腫瘍マーカー   NIBSC 

警察の捜査に関することや、防衛上の問題は閉鎖的で、LGC は研究開発には関与していない。

また、上記の研究分野で GMO、加工食品中の GMO が規制に関係している。食物の GMO に関

しては規制があり、動物試料には規制がないが、加工食品であるハムから大豆の GM が検出され
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問題となっている。規制官庁は DEFRA である。 

DNA 分析の分野では、方法論を確立しようとしている段階である。同位体希釈法を用いている。

NIST は純粋なタンパク標準の研究をに力点を置いているのに対して、LGC はペプチド標準の研

究に力を入れている。（実験室では食総研日野氏が開発した GMO の特異領域 DNA のプラスミド

による混入率定量手法の追試験が行われていた。） 

以下に 近の計測サービス、研究動向を列挙する。 

BSE の試験業務（DEFRA）が増えており、2003 年は 20 万件実施済み。現在試験設備を

増設中。2002 年末には 1 日に 高 1550 件の脳サンプルに対するプリオン検査を実施し、

24 時間以内に結果を報告している。この検査室は ISO17025 と ISO9000 の認定を

UKAS から受けている。 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

犯罪捜査検査室は今年から通年可動を開始している。今年の処理件数は 1600 件である。 
質量分析装置による家畜用残留薬物検査も、東南アジアや南アフリカからの鶏肉製品の検

査サービス（食料安全管理局）が 増加し、LC-MS-MS 分析装置を追加購入している。 
家畜用残留薬物検査むけ LC-MS-MS 法は今年度 LGC が開発してものであり、グルホシ

ネート（ラウンドアップ）残留物と代謝物を判定する LC-MS-MS も開発されている。 
LC-MS 技術を用いて、 
 海洋生物由来の生物毒素 
 菌類毒素 
 着色料 
 乳化剤 
 ビタミン D 

といった複雑な化合物の判定法を開発し、葉酸摂取量判定用の DNA マーカ、遺伝子組

換食品の新しい検出法（DNA ベース、質量分析ベース）の開発も進めている。 
LGC は分析試験室を持たない企業に対する分析サービスも提供している。 
LGC は引き続き質量分析分野の投資を進め、高解像度マルチコレクタ型 ICP 質量分析装

置を購入した。この 先端の分析装置は微量の物質を高精度で測定できるもので、国の化

学分析測定検査室として LGC が請け負っている測定規準の国際比較研究でその威力を

発揮する。こうした比較調査は、グローバルな化学測定体系の確立を目指す国際度量衡

局（BIPM）を通じて手配されている。これらの研究で使用される計器類は、LGC の認証標

準物質の精度を高める役割も果たしている。 
これまで、極微量元素有機分析に応用されてきた質量分析は、バイオメジャメント、特にハ

イ・スループットの遺伝子測定とプロテオミクスに欠かせない技術となってきている。LGC 独

自の同位体希釈質量分析法を利用した DNA の高精度定量も実を結びつつあり、 近に

なって公表されている。 
先端検査室では、次の 10 年間でイギリスで飼育される羊の病気を根絶するというナショ

ナル・スクレイピー・プログラムに基づいて、環境食糧省向けにゲノタイピング・サービスを提

供している。 先端のロボットを利用した自動化によってプロセスの合理化が図られ、年間

サンプル処理能力は 500,000 件に増加している 
両親の遺伝子解析サービスを提供する子供援助局との契約も延長されている。 
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2.3.2 米国 

分析化学 div は RM 供給に実績がある。IVD では 20 年ほど前から FDA と協力して代謝物（心

臓病に関するもの、コレステロール等）の標準を整備、供給している。バイオ div では DNA 量測定

を主に担当している 少し先をみた研究が中心となる。以下の図 2-5に NIST のバイオ関連研究

の概要マップを示す。 

 

図 2-5 NIST のバイオ関連研究マップ 

(1) 概要 

NISTの年間総予算は$810Ｍ（$8億強）、標準の開発$450M（連邦議会から$325M、他は民

間企業からの委託研究、他省庁の委託、標準販売）、CSTL（Chemical Sicence & Technology 

Lab）の予算は$67.2Mである。 

NISTの全SRM1400種類の約2／3が化学 （2002年）、2002年の販売件数（UNIT）31000件

のうち24000件が化学（2002年）である。 

(2) 司法省 

Biotech Div.は司法省からの人間の DNA 判定（DNA を用いた人間個人の特定）の標準整備

依頼により設立され活動が始まった。バイオ部門の$12M の予算のうち、$2.5M は他の省庁の予

算でその内$1M が司法省であり、一番大きな割合を占めている。 

(3) 穀物 GMO 

農作物は湿度管理が重要であり、世界に米国の農作物を流通させるために、USDA の機関で

ある GIPSA が水分量の測定を行っており、これに関する相談もあり協力している。これには$20M
の投資が必要とされている。 

GMO 穀物の検出・定量化方法の開発を行っている。GMO 穀物の検出・定量化方法の開発を

行っている。ここでは蛋白質量の測定や DNA 測定と言った２つの方法がとられている。USDA か

らの相談は米国産業と市民のためになり、科学者が興味を持てる分野であるが予算は充分ではな

い。プロジェクトテーマの選択は注意深く行う必要がある。 

DNA

RNA

＊Protein

Metabolite Cell tissue

Organic

Bio tech div.の古くからのテーマ

Bio tech div.の第2のテーマ

分析化学 div. のテーマ

これからの発展領域

DNA

RNA

＊Protein

Metabolite Cell tissue

Organic

Bio tech div.の古くからのテーマ

Bio tech div.の第2のテーマ

分析化学 div. のテーマ

これからの発展領域



 

(4) 国際活動 

国際活動は科学者の国際的な協力の場として非常に大切だと認識し、なるべく参加したいと考

えてているが、NIST として特別な予算が組まれているわけではなく、通常予算の中での活動なの

で､資金は限られている。よいプロジェクト（＝米国にとって利益が大きく、科学者の関心が高く、予

算が得られる）には積極的に参加してゆきたい 

(5) 食品 
主な対象 栄養素（栄養素表示法 1994 による定義） • 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

 栄養素（栄養素表示法 1994 による定義） 
 汚染物質、混入物質 
 GMO 
 ダイエットサプリ 

SRM 開発では FDA､NIH、AOAC や民間研究機関と協力している。 
SRM の需要は食品会社が自社の分析精度を確認するために購入する場合が多い。 
FDA 等は規制当局で産業界と接触しにくいが、NIST は FDA とも産業界とも交流しやす

い位置付けにある。 
NIST の SRM 利用の法的な義務付けは殆どないが、FDA 等は SRM を用いた抜き打ち

テストを実施している。なにか問題が発生したときにNISTＴのSRMをもちることが一番よい

という認識は広まっている 
代替サプリの販売では NIST の SRM を用いた校正が義務付けられている。 
NIST でも整備できていない標準の方が多く、大半は未整備といえるが、開発については 3
年後にどれほど使われるかを検討する。 
FDA や NIH は IVD 等に関して標準整備の優先順位の依頼はしてこない。 

(6) その他、全般 
NIST の業務の優先順位を決める要素は、米国産業の強化（生産性向上等）と生活の質の

向上への貢献である。 
産業界の同業者組合等との定期的な会合は年 1 回程度持っている（自動車業界、排ガス

問題等）。この他産業界の人々は NIST も様々な相談をしに来る。 
(今回宿泊先の NIST 至近のホテルでも滞在時に NIH、NIDA 薬害協会の共催による会

合が連日開催されていた) 
行政上の必要性により他省庁の予算を得て SRM を開発することもある。年間 30 項目程度。

個別の開発項目について法律で定められることもある。 
（司法省、国防省、国土安全省等が多いと思われる。） 

2.3.3 カナダ 

カナダの NMI である INMS は国立研究所の複合体である NRC に所属し、日本の NMIJ と

AIST の関係とよく似ている。NRC の主な施設は首都オタワ郊外に筑波とよく似たリサーチパーク

を形成している。 

NRC：National Research Council http://www.nrc-cnrc.gc.ca/ 約 3500 人 
INMS ： Institute for National Measurement Standard 
http://inms-ienm.nrc-cnrc.gc.ca/ 化学部署約 30 名 

• 
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従来は海水、海産物等、海洋関係の標準整備中心であった。現在２つのグループがある。 

(1) Natural health product (自然健康食品、ダイエット薬品や漢方薬、朝鮮人参等)  
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

ダイエットサプリの事故を景気にエフェドラの標準を開発している。現在は発売は禁止され

ている。米国でも同様の動きをしており、米国 NIST と分担してこの分野の標準を開発して

いる。カナダの規制官庁 CFIA 以外に FDA,NIH、AOAC 等、米国関係機関と幅広く協力

している。 
国内で標準の重要性の理解を求めるのに数年の労力を取られた。 
中小企業が多い自然食品業界に対する GMP の導入に、当初反対が強かった。予算の分

散を恐れる学会からの抵抗があった。 
独自開発した手法によるの分析装置 High-Field Asymmetric Waveform Ion Mobility 
Spectrometry. FAIMS はこの研究で重要な位置を占めた。（異なる方法での定量結果と

比較検証ができる） 

(2) バイオテクノロジー関係の標準、主に GMO 作物 
モンサントの依頼でカナダの重要な輸出品である菜種（ラウンドアップレディーカノーラ）の

粉末標準を開発している。モンサントは IRMM だけに標準供給を頼ることを避けたのでは

ないかと思われる。 
現在、2 年前から 25 万ドルのファンドを CBS(Canadian Biotechnology Strategy)から受

けている。NRC だけでは能力不足なので、そのうち 15 万ドルは CFIA 等外部の機関に支

出している。CFIA も規制相手であるモンサントとの関係上、NRC が間に入るような形を好

んでいる。 
CFIA は約 3000 人規模の組織で、2 つのラボがあり、１つは試験方法 method の開発や、

試料に含まれているタンパクの分析能力などに優れている。別のラボでは凍結乾燥などプ

ロセスの開発能力に優れている。 
CBSは特定の省庁には属さないホリゾンタルな組織であり、1000万ドルのファンドを供給し

ている。CBS は NRC を含む政府機関の科学的な横のつながり（健康省、環境省、CFIA、

産業省、農業等）を支援することを目的としている。CBS は長期的な戦略策定を支援するこ

とを目的としている。 
菜種の標準として数パターン（1、2、3、5％等：欧州は 1％以下の混入率を基準としている）

の GM 含有率の粉末を作成しようとしている。今後数ヶ月で完成する見通しである。この標

準開発には技術的困難があった。菜種は多量の油分を含有するため、ペーストになってし

まい、均一な粉末とするのが難しかった。この微粒子化する方法も試験方法の一部となる。

極低温による凍結粉砕と、溶媒抽出を込み合わせることにより均一な粉末にすることに成功

した。粉末化しても DNA が破壊されていないことを PCR 法で確認している。 

(3) その他 
医療関連は NIST に依存しており、カナダには製薬事業者がいない。 
「カナダの必要性」と「世界に貢献できる標準の整備」が活動方針。 
BAWG 等は世界動向を把握し、自らの方針決定のために重要な情報元となっている 
CRM の価格には R&D 費用は含まず、純粋な製造配布コストだけである。分析サービスで

は利益があるのでこれは研究開発にまわしている。 
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3. 計量標準の開発に関わるニーズ 

3.1 具体的な整備が進んでいる例 

(1) 機能性食品、サプリメント 

従来の食品と医薬品の中間に位置する、機能性食品やダイエッタリーサプリメントに関する認証

標準物質の開発が進められている。特に市場拡大が進み、エフェドラによる死亡事故等が社会問

題化している北米では、次の物に対する認証標準物質の開発が米国 NIST とカナダ INMS
（NRC）の協力・役割分担のもと進められている。この活動には両国の規制官庁である FDA、

CFIA、産業界、学会の団体 AOAC 等の団体も協力している。 

Ephedra   麻黄 • 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

St. John’s Wort 
Saw Palmetto 
Ginkｇo Bioba 銀杏、脳内の血行を促進する。 
Green Tea 

INMS ではエフェドラの成分抽出を終え、朝鮮人参のサンプルを確保済み。朝鮮人参はカナ

ダで大規模に生産されている作物でもある。 
Ephedra   麻黄 
Gnseng  朝鮮人参 

(2) 米国の食品標準物質 

米国では栄養表示・教育法（NLEA：Nutrition Labelling and Education Act of）が 1990 年

に成立し施行され、加工食品に対す栄養素の食品表示義務が法制化されている。この規制の実

施と食品業界の成分分析の共通基盤として、AOAC（産業界､大学等のボランティア組織で FDA
や NIH と協力して化学分析方法を検討する）は食品を脂肪、蛋白質、淡水化物の含有比率により

9 つに分類し（2.2.6 の図 2-4参照）、それぞれに１，２種類の認証標準物質整備を NIST に要望し

ている。これに応じて NIST では従来からの認証標準物質（SRM）に加え次のような開発を進めて

いる。 

分類１：コレステロール、水溶性脂肪、ココナッツオイルビタミン,SRM1563(2003SRM とし

て登録) 
分類２：ベーキングチョコレート 
分類 3：ピーナッツバター 
分類４：一様肉、SRM1546(2002) 
分類５：ベビーフード複合体。SRM2383（2002） 
分類６：アイスクリーム、SRM1544、特殊調整粉乳、SRM1846、SRM1548a（未定） 
分類７:冷凍ほうれん草、SRM2385(2012 予定) 
4,8,9 連結：魚組織、SRM1946(2003) 

(3) 国内の機能性食品 

日本でも栄養改善法（現健康増進法）等の法整備により、栄養機能食品、特定保健用食品が定

義され、これに基いて以下に代表されるような機能性食品の商品化が進められている。これらの

｢機能｣を定義、証明するための計測方法や標準物質の不備により、類似製品の比較表示広告に
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起因する訴訟問題等が歯の再石灰化ガム等で発生している。 

歯の再石灰化 トクホガム • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

体脂肪対策、コレステロール対策 トクホ健康油、マヨネーズ 
抗癌、キノコ機能性食品 
抗ピロリ菌 乳酸菌 
体脂肪対策 トクホ茶飲料 
オリゴ糖 
ビール酵母 
機能性ペプチド、アミノ酸等 

(4) GMO 

GMO の混入率を確定する計測方法の研究と、標準物質の開発が進められている。主な認証標

準物質は GMO に対する拒否感がつよく、もっとも厳しい混入率の制限を課す EU の IRMM から

供給されているが、輸出元である米国、カナダでも認証標準物質の開発、供給が行われ、民間試

験期間による出荷前検査が実施されている。 

既存の認証標準物質が GM と nonGM を一定の割合で混合した、作物自体の混合粉末である

のに対し、日本の食品総合研究所の日野氏らを中心として、GM の特異領域 DNA のプラスミドを

標準物質とする測定法が開発され、注目を集めている。 

3.2 既存の計量標準のうち国家計量標準に位置づけるべきもの 

(1) 食品検査 

近年、食品の安全に関わる問題が相次いだため、原因を特定する検査薬の国内市場が拡大し

ている。またアレルギー物質を含む食品の表示が義務付けられ（2002 年）、厚生労働省の通知に

より ELIZA 法（酵素抗体法）による検査キットが指定されている。以下の原材料が義務表示の対象

となっている。 

卵 
牛乳 
小麦 
落花生 
蕎麦 

この他にも、食品検査の公定法は戦後初期の段階で定められたままにまり、 近の検査技術と

齟齬をきたしているものも少なくない。例えば、「〇〇が検出されないこと」と定められ、公定法が制

定された当時の検査技術では妥当であった基準も、現在の検査技術では微小量が検出できてし

まうため、「検出されない」条件を満たすことが非現実的になっている場合や、定量評価が不十分

な場合などが少なくない。 

食品検査分野は計量に関する問題が散在し、標準物質の整備、供給体制の課題が多いと思わ

れる。既存の規制関連組織と AIST、NMIJ が協力して、計量標準整備、計測方法の整理・見直し

を実施し、規制内容の再検討が必要であると考えられる。 
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(2) GMO 
上述した食品総合研究所のプラスミド標準は国家計量標準とすると共に、世界的な定量評価を呼

びかけて国際標準化を強力に推進してゆくべきであると思われる。 

3.3 今後開発すべき計量標準、研究分野 

(1) DNA 定量 

CCQM の BAWG でも世界的な定量評価が進められようとしており、日本からも独自の手法が提

示され、国際評価の俎上に乗ろうとしている。こうした活動が継続的に支援される必要がある。 

QP(QuickProbe)法 • 
• 
• 

• 
• 
• 

LAMP 法 
ICAN 法  

(2) 先端研究分野 

一般的にバイオテクノロジーに置いては、ポストゲノムとして蛋白の立体構造とその働きがの解

明が主な研究対象となっており、その基本構成要素であるペプチドや、また蛋白の機能に大きな

役割を果たす糖鎖の研究も注目を集めている。 

蛋白立体構造 
ペプチド 
糖鎖工学 ：日本の研究が比較的先行している。 

こうした分野における計測のニーズを先取りし、先端研究と同時に計測手法の研究を進めてゆく

ことが必要とされる。 

米国 NIST や英国 LGC でも、まだ具体的な利用法、目的が確定しない現段階から、産業界や

各種の研究機関と連携し、その定量法や、標準物質の可能性を探る活動を展開している。 

3.4 その他のニーズ、意見 

バイオ分野では、計量における、標準物質、トレーサビリティーといった概念が計量のエンドユー

ザー側にはまだ十分に浸透していないこともあり、標準物質の整備というキーワードでは、国内の

必要性を把握し難い状況にある。 

長さや質量、電気といった、古典的な計量の分野は、いわゆるバイオ計量よりも定義や概念が明

確で比較的理解し易いが、この分野でも、「国家計量標準」や、、トレーサビリティを確保する仕組

み（試験所認定制度）等の整備の価値や必要性に理解を得るには、関係者の多大な努力がなさ

れてきた。バイオ分野で分野の「計量」では「傾向の把握」といった水準のものもあり、標準物質やト

レーサビリティといった概念はあまり意識されていないと思われる。計量、計測の実態や課題等に

関する情報が NMIJ に集約される仕組みがまず必要になると考えられる。具体的な方法論につい

ては 4 章で記述する。 
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4. 日本の課題と今後のバイオ計量標準整備の方向性 
NMIJ では水道水、環境水等の水質基準監視に必要な各種金属溶液等について、標準物質

を生成供給しているが、生物由来物質の標準物質は整備されていない状況にある。 

4.1 日本のバイオ計量標準整備の意義 

日本がバイオ計量標準への取り組みを放棄することは、この分野の研究基盤整備を放棄するこ

とにつながる。科学技術立国として生きてゆく以外の選択肢が無い日本にとって、今世紀 大の成

長分野である、本分野の研究基盤整備を放棄することは考えられない。 

仮に、標準整備・供給努力を放棄し、欧米先進国の NMI に依存する形をとれば、基礎科学の

基盤を失うだけでなく、国際社会における基礎科学ただ乗りの批判は益々強まり、日本は先進国と

しての信頼を失うことは自明である。また、標準整備に関して、日本にとっての非関税障壁等の不

利益が発生しても、国際社会の場で日本の立場への理解が得られない状況が予想される。 

これまでの日本社会の成功は、科学的にシステム化された管理より、モラルと技能に優れた、質

の高い現場労働によって支えられてきた傾向が強い。これ自体は我々が誇りをもって継承すべき

点であるが、科学の急速な進歩への追随と、人、物、カネの流動性が限りなく高まろうとする国際社

会のグローバル化の 2 点から、上記長所に過度に依存することはリスクが高くなってきており、科学

的な管理の仕組みの構築が必要となってきている。 

これには計測結果である数字の共有化を可能にする、計測システムの標準化が不可欠であり、

計量標準物質および計測方法の標準化が不可欠である。 

4.2 日本の問題点 
バイオ計量標準整備の遅れ • 

• 

• 

• 

• 

NMIJ のバイオ計量標準整備は立ち上がったばかりで、殆どバイオ標準がない。 
NMIJ では水道水、環境水等の水質基準監視に必要な各種金属溶液等について、標準

物質を生成供給しているが、生物由来物質の標準物質は整備されていない状況にある。 
標準の分散 
バイオ計量標準が、各行政組織に関連する分野毎の財団等に分散しており横のつながり

がない。 
バイオ計量標準の重要性が浸透していない。 
バイオ計量分野で計量標準の必要性に対する主張が殆ど現れない。バイオの定量はオー

ダーレベルでラフなものであるとの意識が強く、計量結果に客観性、再現性を科学的に求

める意識が高くないと予想される。 
現場レベルの計測スキルが一般的に高く、標準によるシス手マティックな精度管理が行わ

れていなくても、破綻の無い精度による計測が維持されているため問題が顕在化しないで

済んでいる面もあると思われる。 
計量標準の専門家と計測現場の交流機会が少ない 
NMIJ のバイオ部隊は活動を始めたばかりなので、これからの要素が強いと考えられるが、

積極的に規制官庁の研究所等と交流を進め、さらに業界とも計量の技術的課題等に関す

る情報交換を密に進める必要がある。 
日本では GMP における、「科学的な検証作業」が、計量のトレーサビリティを可能な限り追
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求する姿勢に結びついていない。また ISO Guide30-35(JIS Q 0030-0035)で定義される

計量標準の位置付けも化学・生物分野では参照されていない。 

以下の図 4-1に日米のＮＭＩと規制当局、産業界の関係の現状の比較を示す。 

日本 米国　

経産省　

NMIJ

商務省

NIST

農務省

GIPSA

厚生省

NIH,FDA

司法省

国防省

農水省

食総研

厚生省

食品薬品安全
センター

・・・

穀物業界　

医薬品製造業界

　IVD、医療機器・・・

食品製造業界

穀物業界

医薬品製造業界

　IVD、医療機器・・・

食品製造業界

消
費
者

政治

規制行政

計測技術相談、
ニーズ把握、　
標準供給

日本 米国　

経産省　

NMIJ

商務省

NIST

農務省

GIPSA

厚生省

NIH,FDA

司法省

国防省

農水省

食総研

厚生省

食品薬品安全
センター

・・・

穀物業界　

医薬品製造業界

　IVD、医療機器・・・

食品製造業界

穀物業界

医薬品製造業界

　IVD、医療機器・・・

食品製造業界

消
費
者

政治

規制行政

計測技術相談、
ニーズ把握、　
標準供給

図 4-1 ＮＭＩと規制当局、産業界の日米比較 

欧州は EU の標準供給と国別の供給という二重構造存在するが、基本的には米国と同様に産

業界と NMI の協力体制、規制官庁と NMI の連携が構築されている。残念ながら、日本は元々地

下資源に乏しいという条件もあり、化学系の産業は機械系に比較すればやや弱く、化学系の計量、

標準物質供給体制はは機械系の計量に比べて欧米への立ち遅れがより目立っている。また生物

系は化学系の基盤の上に整備されるため、さらに遅れが目立つ状況となっている。 

4.3 日本の強み 
醗酵醸造の伝統を生かした、遺伝子組換体の大量生産技術 • 

• 
• 
• 

GMO 作物の特異的 DNA 配列を用いた標準プラスミドによる混入率検出手法 
糖鎖工学 
計量現場の計測作業技能は一般的に高いと予想される。 

計量標準を整備する場合には要求水準が高くなり、現実可能な水準に対する理解を求める

のに詳細な説明が必要とされることが予想される。 

4.4 日本が優先して取り組むべき課題 

(1) 組織体制の課題 

以下の図 4-2に日米のＮＭＩと規制当局、産業界の関係の理想状況を示す。 
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日本 米国　

経産省　

NMIJ
商務省

NIST

農務省

GIPSA

厚生省

NIH,FDA

司法省

国防省

農水省

食総研

厚生省

食品薬品安全
センター

・・・
医薬品製造業界

　IVD、医療機器・・・

食品製造業界

穀物業界

医薬品製造業界

　IVD、医療機器・・・

食品製造業界

消
費
者

政治

規制行政

計測技術相談、
ニーズ把握、　
標準供給
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・・・
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穀物業界

医薬品製造業界

　IVD、医療機器・・・

食品製造業界

消
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者

政治

規制行政
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ニーズ把握、　
標準供給

穀物業界　

図 4-2 NMIJ のあるべき姿 

計量技術は一般に１つの技術が、幅広い範囲で活用されるため、利用分野横断的に整備され

る必要がある。質量の計量技術を農業と機械工業で別々に維持することは二重投資以外の何者

でもない。残念ながら、日本では生物分野の計量標準整備の国家レベルの対応が遅れてきたため、

各利用分野毎の対応となっており、ようやく活動を開始した NMIJ が求心力をもてない状況となっ

ている。 

また分野別の公的な研究機関は、規制行政機関との結びつきが強い。標準物質のユーザであ

る産業界は規制を受ける対象でもあるため、両者の間にも純粋な技術論に基く交流が成され難

い。 

図 4-1に示した状況から図 4-2の状況に発展させる方策のヒントとして英国LGCの標準供給体

制を図 4-3に示す。 
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図 4-3 英国 LGC の標準供給 

NIST がほぼ全ての分野で独自の標準整備、供給を行っているのに対して、LGC は独自の標

準の整備と並行して、NIST や IRMM が供給する標準を扱う民間企業と吸収あるいは業務提携を

結ぶことにより、化学、生物分野の標準百貨店としての地位を固めている。これは研究機関にとっ

て、利益を得る業務分野の確保とともに、行政機関を含め、あらゆる業界のニーズや利用動向の

情報を収集する協力なツールと成っている。 

日本国内には欧州 Promchem 等に相当するような、標準供給を扱う協力な企業は存在せず、エンドユ

ーザーの個別の購入か、あるいは、商社等が仲介する場合が多いと思われる。従って国内に対して

NIST 等の有力な海外の標準供給を配布する組織の立上げを提案する。AIST、NITE 等と協力して、

NMIJ と密接な関係にある、組織とし、アジアに対する供給サービスをめざすものとする。この概要を 

図 4-4に示し、組織の主な機能を以下に示す。 

国内、アジアに対する海外からの標準の供給（大量仕入による価格低減） • 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

海外の標準のコピー販売 
計測技術の相談窓口、普及 （NMIJ との協力 

 
本組織の運営により、4.2 に示した問題は以下のように解決可能になると思われる。 

バイオ計量に関する公的な研究所との交流 
各分野のバイオ計量の実態を把握し、NMIJ の計量技術の適用、および NMIJ で高める

べき技術、整備すべき標準等の検討材料を得られるようになる。規制行政機関や研究機関

にとっても、純粋な計量手法とその標準に関する計量関連技術は NMIJ に任せて、より各

分野に特化した課題に専念できるようになる。 
バイオ計量に関する民間組織との交流 
科学的に必要十分な不確かさによる計量技術の普及にむけて、規制行政と民間企業の間

に入り、計量技術の橋渡しを行う。。NMIJ は規制行政機関に対する従属関係はないため、

産業界と純粋な技術論による交流が可能となる。 
標準の研究開発とは別に、出来上がった標準の供給体制としては研究業務とは異なる日

常業業務を遂行するのにふさわしい組織形態の実現。 
国内の計量に関する全ての標準供給、相談窓口を NMIJ に集約し、アジアに対するサー

ビ支援に拡大してゆく。 
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また本組織の運営にあたっては以下の点も重要であると考えられる。 

英国の LGC や NIBSC に MBA を取得した人材が「事業開発」部署の長に配置されいる

点の模倣も検討する価値があると思われる。標準開発の方向性を検討するために、技術の

みに囚われず。組織の M&A や、幅広く周囲の情報を収集し長期的な視野に立てる役職

が必要である。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

国内の官民関連機関と情報交換を進める立場には、バイオベンチャーの経営者のような、

技術に通じてかつ経営感覚をもった人材の登用も有効であると思われる。 

こうした状況の実現により NMIJ は国内、ひいてはアジアのバイオ計量のニーズの集約が可能

となる。その中で標準整備戦略・計画を長期的展望に基いて立案することが可能となる。また、

個々の標準整備においてはNIST等と協力して、必要に応じてカナダのように役割分担をしながら

進めることが望ましいと思われる。 
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図 4-4 国内標準供給の一元化 

(2) 個別分野、その他 
北米同様、いわゆるサプリメント類は日本でも急激な増加傾向にあるので、この分野の標準

は将来必要になる可能性が高いと予想される。 
GMO 混入率検出方法は、日本全体の関係者で協力し、まず国家標準とし、さらに世界標

準に育ててゆくべきである。 
各種バイオ関係の計測に関しては 小の不確かさで計測する技術を蓄積し、それを社会

に還元する活動を展開する必要がある。 
「不確かさ」の概念を、社会のリスク管理に関係づけて普及活動を進める。 
一般的に難解な印象の強い「不確かさ」の概念であるが、近年話題に上ることが多くなって

きたリスク管理と密接に関係するものであり、これをうまく利用して社会への浸透を計るべき

である。GMO の判定や、BSE の判定においれも 100％の安全はありえ無い。また不確か
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さを小さくしようとすれば、指数的にコスト、時間、労力がかかる。GMO 混入率低減にコスト

をかけるのか、それとも残留農薬の低減が優先されるべきなのか、限られたリソースによって

我々の生活リスクの不確かさを 小化する 適化問題を考えるとき、トレーサブルな計測環

境の整備が不可欠になり、まさに基盤の整備となる。 
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第Ⅲ部 医療分野の計量 

1. 定義・用語の整理 
本分野は比較的新しく、また急速に発展しているので、用語等も一般的には浸透していないも

のや、定義が曖昧なまま使用されているものが少なくない。本調査研究における論旨の展開を明

確化するために、下記の文言について改めて定義、紹介、整理する。 

(1) 医療分野の計量 

生物（ヒトを含む）そのもの計測、及び生物から抽出したものの計測のうち、IVD を中心とした医

療に関するものを対象とする。 

(2) 医療計量標準 

体外診断を中心とする医療分野の計量においては、元来の計量標準の概念がそのままは適用

し難い面がある。バイオ・メディカル調査研究委員会では、次のような認識が示され、これに基いて、

本調査研究を進めた。 

上記「バイオ分野の計測」のトレーサビリティ連鎖を構成する各計測段階の測定操作手

順とキャリブレータ（ISO では計量標準物質をキャリブレータと呼んでいる。1 次標準＝

primary calibrator）をさす。このうち、国家計量標準はトレーサビリティ連鎖のうち製

造業者の基準測定操作手順より上位に位置する測定操作手順およびキャリブレータ（標準

物質）をいう。 

体外診断における生体由来物質に対する測定では不確かさを定義できない場合が多い。また

腫瘍マーカ等による計測結果は単独で絶対的な判定をすることはできず､継続的な計測結果の推

移から、癌の進行状況や、治療効果を観察するという性質を持ち、標準も明確ではない。 

一方、SI への臨床検査分野でトレーサビリティがとられている血液中のコレステロールの測定に

ついて示す。ガスクロ等でコレステロールを測定する場合、コレステロールが一定濃度含まれた標

準物質を指標として実際の人のコレステロールの測定が行われている。この標準物質が計量標準

の一例である。このコレステロールの計量の一次測定法（他の標準物質を用いることなく値付けで

きる測定法）として凝固点降下法により不純物の濃度を測定し値付けしたコレステロールを標準物

質（一次標準）として作成・供給している。さらにこの一次標準を指標に、実際の測定現場で使用

する二次標準が作成、供給され、さらに二次標準を基準として、人血清中のコレステロールが実際

に計測されている。一方、この 1 次標準を作成している機関は他国の類似の機関と比較試験を行

い、各国の一次標準について国際的に整合性のとれた値付けが行われるようにしている。この一

次標準が国家計量標準である。 
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図 1-1 コレステロールの標準物質 

凝固点降下法：溶媒に不揮発性物質を溶かすと溶媒の凝固点が降下する。凝固点降下量は溶

媒のモル凝固点降下係数を介して、媒質の重量モル濃度に比例する。したがって凝固点降下量

を求めれば、媒質の量が特定できる。 

参考文献：西村正美 バイオ分野での戦略的な計量標準の整備について バイオサイエンスとイン

ダストリー vol.61 No.8(03)  P565 

(3) JCTLM 

臨床検査医学におけるトレーサビリティー合同委員会 

2002 年 6 月に BIPM において、CIPM（国際度量衡委員会）、IFCC（国際臨床化学連合）、

WHO( 世 界 保 健 機 関 ) 、 ILAC （ 国 際 試 験 所 認 定 協 力 機 構 ） の 共 催 で 「 Symposium on 
Traceability in Laboratory Medicine」が開催され、この会議で,臨床検査医学のトレーサビリテ

ィに関する合同委員会(JCTLM：Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine)
の発足が合意された。JCTLM では以下の活動をが進められている。 

認証標準物質（CRM：Certified Reference Material）の整備 • 
• 
• 
• 

基準測定操作法（RMP：Reference Measurement Procedure）の整備 
基準測定検査室（RML：Reference Measurement Laboratories）の設置 
RML が CRM、RMP を運用し、各国、地域で相互に標準化の確立を行う 

参考文献 桑克彦 臨床検査の国際化の現状と将来 臨床病理レビュ-特集第 126 号 P148-150 

(4) IVD 

体外診断薬（In vitro dianostic） 
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 ｄiagnostc：診断に用いる、診断薬 • 
•  in ｖitro：試験管内の、体外 ⇔ in vivo：生体内、 in sillico：計算シミュレーション、デ

ータベース（半導体）   

体外診断薬は、体内の状況を知る為に、血液や尿などを測定対象として、身体への侵襲がなく、

簡単・迅速な疾病の有無、病状、また、経過の把握に役立ち、診断や診療方針の選択に有効な情

報を提供し、タイミングのよい治療や経過観察に重要な役割を果たすものである。また、一般の健

康診断や人間ドックでも疾病の早期発見や予防に貢献し、医療経済全体の縮小化にも寄与する。

このような体外診断薬は、現代医療には欠かすことのできない先端技術となっている。 
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2. 背景 

2.1 医療計量標準整備に向けた国際的な動向 

2.1.1 JCTLM の活動状況 

JCTLM の概要を表 2-1に示す。主たる目的はトレーサビリティをとる標準物質の設定である。

発起機関は 4 つの国際的および政府間の推進母体として、BIPM/CIPM、IFCC、WHO、ILAC
であり、これに参加各国の協力で推進する。 

BIPM：国際度量衡局、Bureau international des poids et measures • 
• 
• 
• 

• 

CIPM：国際度量衡委員会、Comite international des poids et measures 
WHO：世界保健機関：World Health Organization 
IFCC：国際臨床化学連合、International Federation of Clinical Chemistry and 
laboratory medicine 
ILAC：国際試験所認定機構、International Laboratory Accreditation Cooperation 

表 2-1 JCTLM 医学検査のトレーサビリティに関する合同委員会 
目的 ・ トレーサビリティの概念を促進する 

・ 基準測定検査室と国立計量研究機関の連携を図る 
・ SI 単位に対するトレーサビリティをとる 
・ トレーサビリティが求められる測定項目に優先順位をつける 
・ 信頼される認証標準物質を明らかにする 
・ 関連情報を広める 
・ 科学的で専門的な知識を整理する 

発起機関 ・ 国際度量衡局国際度量衡委員会（BIPM/CIPM） 
・ 国際臨床化学連合（IFCC） 
・ 世界保健機構（WHO） 
・ 国際試験所認定機構（ILAC） 

協力機関 ・ 政府機関（米国/FDA、ヨーロッパ連合、日本/経済通産省、厚生労働省） 
・ 認証標準物質頒布団体（NIST、IRMM、HECTEF など） 
・ 基準測定検査室（CDC、DGKS など） 
・ 技能試験（PT）および QA 団体（CAP、EQAS など） 
・ 文書規格団体（NCCLS、JCCLS、ISO） 
・ 米、欧、日 IVD メーカー団体（ADVAMED、EDMA、JARC） 

活動 ・ WG1 : 標準物質と基準測定操作法の策定 
・ WG2 : 基準測定検査室の設定 

参考文献  
桑克彦 JCTLM の活動 日本臨床検査伊標準協議会会誌 18(3):150-158 2003 

(1) 背景 

JCTLM はその活動を通して、患者のための保健医療（healthcare）の質の向上、繰り返し検査

の減少と保健医療の効率性の向上によるコストの削減、IVD 企業のためのコスト削減、地域標準

の統一化による重複した規格の除去、測定と検査のグローバルな承認を通じた貿易の技術的障壁

の除去などを図ることを目的とする。 

また、欧州にて IVD 指令が発行され、体外診断に関する値は基準測定法（Reference 
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Measurement Procedure）または、高次の標準物質（Reference Material）によるトレーサビリテ

ィの確保が求められている。これらの基準測定法と標準物質を選定し、機能するように方針をさだ

めるのが JCTLM の大きな目標となっている。 

(2) 取り組み状況 

具体的に標準化を推進する方法は、原則的には認証標準物質および基準測定操作法が存在

し、それらを使用して基準測定検査室が測定した測定値を介して、各国・各地域の RML が相互に

標準化の確立を行うことである。 

認証標準物質（CRM：Certified Reference Material）の整備 • 
• 
• 

• 

• 

基準測定操作法（RMP：Reference Measurement Procedure）の整備 
基準測定検査室（RML：Reference Measurement Laboratories）の設置 

そのために各国または地域レベルで保有している各種 CRM、RMP をリストアップし国際的な標

準を策定して行くと同時にRMLを介したネットワークによる測定結果から標準化を確認する作業を

行うこととして、二つの Working Group（WG）が設立されている。それらは CRM と RMP をレビュ

ーしてリストアップする WG1、RML を機能させる WG2 である。また、WG2 の中でサブワーキング

グループとして WG2A は酵素を、 WG2B は HbA1c を WG2C はコレステロールを担当している。 

WG1：CRM、RMP のレビュー、リストアップ、選定、選定基準の明確化フェーズ１：電解質、

代謝物、ホルモン、凝固因子、たんぱく質、ドラッグ、酵素、核酸フェーズ２：血液型、

血中ガス、血液中金属元素、ビタミン、感染症 
WG2：RML を機能させる。 
国際的な精度管理比較ネットワークシステムの構築、参加基準の設定 
 WG2A：酵素 
 WG2B：HbAlc 
 WG2C1：コレステロール 

HbA1c は通常時の血糖レベルの判定に使われる。HbA1c は血糖と違い、食事の影響を受けな

いためいつでも検査ができる。グリコヘモグロビンなどとも呼ばれ、赤血球の中に含まれるヘモグロ

ビン（血色素）にブドウ糖が結合したもの。過去約 120 日間の平均的な血糖状態が分かる。基準値

は 4.3～5.8%で、6.5%以上だと糖尿病と判定される 

WG1 での測定項目を表 2-2に示す。これは各項目群をレビューチーム（review team : RT）に

分け、具体的に CRM の認証書を点検して、 終的に推奨する CRM を選定するものである。この

うち日本からの CRM については、一次血清標準物質について Na、K、Cl、総コレステロールなど

が選定されている。 
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表 2-2 測定項目の選定 
項目分類 測定項目 

電解質 Na、K、Cl、イオン化 Ca など 
酵素 AST、ALT、AMY、CK、GGT、LD など 
代謝物と基質 CHO、CRE、GLU、UN、UA、TG など 
蛋白 ALB、Tn-I、PSA など 
核酸  
薬物 ジゴキシン、Li、コカインなど 
ホルモン コルチゾール、エストロゲン、テストステロンなど 
凝固因子  
ビタミン  
金属 Ca、Mg など 
血液ガス pH、pO2、pCO2 
血液型  
感染症  

 
推奨されている CRM は NIST（National Institute of Standards and Technology：米国連

邦標準技術局）、IRMM（Institute for Reference Materials and Measurements：国際連合

標準研究所）そして WHO 標準品である。実際にはほとんどの測定項目には標準物質が存在して

いない状況である。 
ISO/TC212 のなかでは、体外診断薬のうち約 700 種を RMP および RM の存在状態によりカ

テゴリ別に分類を行っている。 
カテゴリー1 RMP、RM とも整備済み • 

• 
• 
• 

カテゴリー2 RMP は整備済み、RM は未整備 
カテゴリー3 RMP は未整備、RM は整備済み 
カテゴリー4 RMP、RM とも未整備 

RMP､RM ともに整備されているカテゴリ 1 は約 40 種に過ぎない。ともに整備されていないカテ

ゴリ 4 は半数以上の約 450 種にもなっているが、これらは現在も使用されているもので、メーカ側が

独自に開発作成しているものである。これらをカテゴリ 1 に引き上げていこうとする試みはまだ本格

化していない。数が多いことに加え、実用上は、高水準な試薬でなくても一定の効果が認められて

おり、ユーザからの標準の必要性の要望はそれほど高くない面もある考えられる。 

WG1 の作業状況を以下の表 2-3に示す。 

表 2-3 WG1 の作業状況 α,推奨する/β,保留/γ,推奨しない 

項目 ノミネート α β γ
電解質 36 25
酵素 22 9 2 8

代謝物
基質

64 48 12 4

蛋白質 100 27 17 37
核酸 6 5 1
薬物 84

ホルモン
凝固因子 28 24 4
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2.1.2 国内対応状況 

標準物質に関する国際標準化は、JCTLM を中心に進められることから、JCTML に対応する

機能を有した組織を国内で準備することとし、JCCLS 認証委員会の下に TLM 小委員会（委員

長：桑 克彦、事務局：日本臨床検査薬協会・技術委員会）を設置して対応している。 

JCTLM の WG1 の項目において、日本からノミネートした標準物質のうち、電解質測定の実試

料標準物質の３成分（Na、K、Cl）、酵素測定の４成分（CK、LD、GGT、AMY）、代謝物測定の実

試料標準物質の 1 成分（CHO）、蛋白質測定の実施量標準物質の 1 成分（HbA1c）が推奨 CRM
になっている。これらの物質は日本において国内標準として用られいている。これら以外の標準物

質については、海外の標準物質（NIST、IRMM 等）が輸入され、利用されている。 

具体的に見ていくと、血清中の電解質、代謝物・基質、酵素といったものに関しては標準品が整

備されつつある。しかし、あくまでも、検査現場での標準品としてであって、上位基準へのトレーサ

ビリティが確保されたものにはなっていない。 

一般的に、分子量の小さな無機化合物は整備が整っており、DNA や糖タンパクといった有機化

合物の標準物質はほとんどない状態である。一部のタンパク質、糖タンパク、ホルモンなどは国内

でも、標準品の開発、供給体制の確立がなされていないのが現状である。 

(1) 国内関係機関 

国内での医療分野の標準化に関係する各機関の関係を図 2-1に示した。国際的な標準を扱う

各機関は、日本政府機関や、日本臨床検査医学会や日本臨床化学会等の学会、日本臨床検査

薬協会等の企業関連の機関や日本臨床検査標準協議会が国際的な標準化機関とつながりを持

ち国際標準との関係を保っている。日本臨床検査薬協会は、臨床検査薬企業の業界団体であり、

業界の統一見解を行政へ反映させる役割を果たす。臨床検査標準物質販売の窓口ともなってい

る。日本臨床検査標準協議会）は研究機関、政府の標準化機関などの専門家が集う会議の場で

あり、臨床検査標準物質の認証を行っている。医療技術振興会は標準物質に対して ISO 準拠の

方法で値付けを行い、あわせて一部の国内標準物質を供給している。 
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国際標準機関(ISO,WHO,CEN,IRMM,NIST,etc)

厚生労働省 医薬局
医薬品医療機器審査センター

経済産業省 産業技術総合研究所
計量標準総合センター

厚生労働省 医薬局
医薬品医療機器審査センター

経済産業省 産業技術総合研究所
計量標準総合センター

企業
(JACR等)

JCCLS
研究団体
(JSLM,JSCC等)

HECTEF
SRセンター

標準物質
R&Dセンター

一般ユーザー検査室 IVD製造業者

 

図 2-1 国内の臨床検査薬標準化かかわる各種機関の関係 
（http://www.bipm.fr/cc/JCTLM/Allowed/Workshop/SPEAKER-KAWAI.pdfより引用） 
 

JSLM（Japanese Society of Laboratory Medicine：日本臨床検査医学会） • 
• 
• 

• 

• 

JSCC（Japan Society of Clinical Chemistry：日本臨床化学会） 
JACR（Japan Association of Clinical Reagent Industries：日本臨床検査薬協会） 臨

床検査薬企業の業界団体 
JCCLS（Japanese Committee for Clinical Laboratory Standardｓ：日本臨床検査標

準協議会） 研究機関、政府の標準化機関などの専門家が集う会議の場、臨床検査標準

物質の認証 
HECTEF（Health Care Technology Foundation：福祉・医療技術振興会） ISO 準拠

による値付け。一部国内標準物質を供給。1995 年設立 

(2) 国内での標準供給 

国内での標準物質の供給の大まかな流れを図 2-2に示す。 

現在では、臨床検査に関する標準物質は JCCLS が総括的に取り扱う仕組みになっている。

JSCC や日本臨床検査医学会などにより作成された規格案に基づき、HECTEF または JACR に

より作成された標準物質を JCCLS 認証委員会が認証し、製造業者および臨床検査質に供給され

ている。しかし、こういった手順で供給されているものは生化学的検査のごく一部しかない。 

酵素に関しては、JSCC が提案した常用基準法を元に測定を行う必要があったため、RML を認

定し、JACRの作成した標準物質候補品の認証をJCCLSが行うこととなっている。RMLの共同実

験で候補品を測定した結果から、値付けを行い、認定書を作成し、JCCLS 認証委員会で標準物
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質として認証されると、JCCLS からの認証品として市販される。この流れが、今後国内で作られて

いる標準物質に関しても、認証される過程への規範となると考えられている。 

一方、血漿タンパクにおいては、IRMM の標準物質である BCR470 を JCCLS が追認すること

により JCCLS 認証品として国内に供給する流れとなっている。実際今後も、すでに国際的に標準

物質として市販されているものについてはこのような形で認証品とするか、もしくは現状のまま添付

されている認証値を伝達する作業に利用するようになる。 

これらの国内標準物質が海外とも互換性を持つために、値付けを行う際には ISO 準拠の方法で

行い、国内標準物質としてコレステロールなどは、HECTEF から NIST の標準に基づく二次標準

の供給といった体制がとられている。 

 

酵素
JCCLS幹事会

JCCLS認証委員会

RML認定小委員会

酵素標準物質認証作業を分担するRML

(  )標準物質認証作業を分担するRML

候
補
品

測
定
・
値
付
け

JCCLS認証品

国内標準物質

供給

BCR470
(IRMM標準物質）

JCCLS認証品

追認および登録

血漿タンパク

JCCLS専門委員会

供給

国内標準物質

JSCC
(日本臨床化学会)

JSLM
(日本臨床検査医学会)

規格案

作成

認定書

検
証

認証

HECTEF
(福祉・医療技術振興会)

JACR
(日本臨床検査薬協会)臨床検査

製薬会社

値付け

作成

標準物質

認証

供
給

国内標準物質

酵素
JCCLS幹事会

JCCLS認証委員会

RML認定小委員会

酵素標準物質認証作業を分担するRML酵素標準物質認証作業を分担するRML

(  )標準物質認証作業を分担するRML(  )標準物質認証作業を分担するRML

候
補
品

測
定
・
値
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JCCLS認証品

国内標準物質
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血漿タンパク
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(日本臨床化学会)
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(福祉・医療技術振興会)
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(日本臨床検査薬協会)臨床検査

製薬会社
臨床検査
製薬会社

値付け

作成

標準物質

認証

供
給

国内標準物質

図 2-2 国内の標準物質供給の流れ 
厚生労働省 平成 13 年度体外診断用医薬品標準化調査班 調査報告書 P.10～P.15 参考 

2.1.3 JCTLM と他の国際機関の関係 

(1) JCTLM と他の国際機関の関係 

JCTLM に関係する各国際機関と、産業界の関係を図 2-3に示す。国内ではまだ実現していな

いが、欧米では臨床検査室に対しても ISO 規格に基く、第三者認定が常識化しており、その分野

の国際機関である ILAC も JCTLM 設立に関係している。WHO はワクチン等の生物由来物質の
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標準供給を実務の大半は英国の NIBSC が担当）を担っている。 

 

CIPM　国際度量衡委員会

計量分野

IFCC　国際臨床化学連合

医療分野

国際標準
規格

ISO

ILAC　国際試験所認定機構

〇臨床化学分野の計量標　
〇トレーサビリティ確保　　　
〇標準物質整備

ジョイントミーティング　JCTLM

臨床検査室

標準物質
供給機関

WＨＯ　世界保健機関

標
準
供
給

試
験
所
認
定

機器、試薬

医療、IVD産業

CIPM　国際度量衡委員会

計量分野

IFCC　国際臨床化学連合

医療分野

国際標準
規格

ISO

ILAC　国際試験所認定機構

〇臨床化学分野の計量標　
〇トレーサビリティ確保　　　
〇標準物質整備

ジョイントミーティング　JCTLM

臨床検査室

標準物質
供給機関

WＨＯ　世界保健機関

標
準
供
給

試
験
所
認
定

機器、試薬

医療、IVD産業

図 2-3 JCTLM と各機関の関係 

(2) ISO 規格 

ISO/TC212（臨床検査と体外診断システム専門委員会）において、生体試料中の物質濃度成

分および酵素成分についての校正物質および管理物質の表示値のつけ方とそのトレーサビリティ

のとり方について国際規格が準備されている。ISO/TC212 の内容について表 2-4に示す。 
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表 2-4 ISO/TC212 臨床検査と体外診断システムでの国際規格の作業概要 
ISO No.

WG1：Quality management in the clinical laboratory
（よい検査室を運営･管理するために）

15189 臨床検査室の質と適合能力に対する特定要求事項
15190 臨床検査室の安全に対する要求事項
22869 ISO15189に対する指導
22870 Point-of-care testing (POCT)

WG2：Reference systems
（よい測定体系を確立するために）

15193 基準測定手順の提示
15194 標準物質の提示
15195 基準測定検査室に対する要求事項
17511 校正物質と管理物質の表示地の計量学的トレーサビリティ
18153 校正物質と管理物質の酵素活性表示地の計量学的トレーサビリティ

WG3：In vitro diagnostic ptoducts
（よいIVD製品を提供するために）

15196 医学的ニーズに基づく検査手順に対する分析性能目標の決定
15197 糖尿病管理における自己検査のための血統モニターシステムに対する要求事項
15198 ユーザー精度管理のための推奨手順の製造業者による確認
17593 経口抗凝血薬治療の自己検査のための体外モニターシステムに対する要求事項
19001 生物学における体外診断用染色試薬に添付する製造業者による情報

作業項目

 
（臨床病理レビュー特集第 126 号 「９.臨床検査の国際化の現状と将来 ―ISO/TC212 と

JCTLM P147 より） 

トレーサビリティに関する概念を図 2-4に示す。ここでは、日常的に用いられる試料から SI 単位

に示された標準まで測定方法と標準物質が正確さを伝達していく仕組みとなっている。 

すべての化学物質について、絶対的な SI と同等の標準物質を整備することは非常に困難であ

る。実際には酵素に関しては一次基準測定操作法、そのほかの物質に関しては一次標準物質を

基準として、トレーサブルな状態になっているものが上位標準物質である。国内では、海外の上位

標準物質にトレーサブルな二次標準物質を国内標準物質として関係企業や検査室に供給してい

るものが大多数である。 
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製造業者実用校正物質

製造業者製品校正物質

SI単位

一次基準測定操作法

二次基準測定操作法

製造業者推奨測定操作法

製造業者社内基準測定操作法

検査室日常測定操作法

一次校正物質

二次校正物質

日常試料

度量衡協議会

国際度量衡局
国立計量研究所

国際度量衡局
国立計量研究所

国立計量研究所
認定基準測定検査室

国立計量研究所
認定／製造業者基準測定検査室

製造業者基準検査室

製造業者検査室

製造業者基準検査室

製造業者基準検査室

製造業者検査室

一般ユーザー検査室

一般ユーザー検査室

 

図 2-4 トレーサビリティの概念図 
（厚生労働省 平成 14 年度体外診断用医薬品標準化調査班 調査報告書） p.46 より） 

2.1.4 体外診断薬の概要 

現在日本で も関心の高い疾病である「がん」、「糖尿病」、「Ｃ型肝炎」における体外診断薬と

診断や治療との関係を示す。 

(1) 腫瘍マーカ 

体外診断薬を使って行う、がん細胞の目印となる腫瘍マーカ検査は、画像診断などと合わせた

補助診断として活躍している。血液中などに出たがん細胞がつくり出す特有の物質やその代謝産

物などで、現在測定に使っているのはおよそ 30 種類ある。日本は腫瘍マーカには、がん細胞が存

在する臓器が特定できる臓器特異性の高いものと、がん細胞がどこかに存在する事を示すものが

あり、単独のマーカ、あるいはマーカを組み合わせることによって、どの臓器のがんか、どんな性質

のがん細胞が存在するかなどを総合的に診断できる。見落としがちな隠れたがんも、血清中の腫

瘍マーカの異常値により発見に結びつけることができる。また、がんになりやすい人のスクリーニン

グや、 近話題の前立腺がんの経過観察（PSA＝前立腺特異抗原）などにも腫瘍マーカ検査が

使われている。 

(2) 糖尿病 

「糖尿病」は、近年 40 才以上では、約 10 人に 1 人が罹患していると言われ、国民病とまでいわ

れる生活習慣病である。糖尿病は、それ自体が死因となることはないが、自覚症状がなく進行する

場合が多く、定期的な血糖値の測定により早期発見することが重要である。また、糖尿病の場合に、
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血糖値のコントロールを怠ると、網膜症、腎症、神経障害などの重大な二次疾患を起こしたり、また

動脈硬化が進んで脳卒中や狭心症、心筋梗塞などの危険な疾患を引き起こしたりする。このことか

ら、早期発見とともに血糖値の制御は大変重要であり、体外診断薬は早期発見と血糖値の上手な

制御のための検査に用いられている。 

(3) 感染症 

「C型肝炎」は現在200万～250万人の患者がいると推測されており、高齢化社会を迎えた日本

では社会的問題となっている。2002 年から 40 歳以上の健康診断に血液検査による HCV（C 型肝

炎ウイルス）抗体検査が含まれるようになった。HCV は潜伏期間が長く、自覚症状がほとんどない

のが特徴だが、この検査によって感染に気づいていないキャリアも発見されやすい体制が整ってき

たといえる。（この検査は老人保健法、政府管掌健康保険による住民健診プログラムに含まれてい

る）。 

Ｃ型肝炎は主に HCV に感染した血液が体内に入ることによって引き起こされる。以前は、体外

診断薬によるＨＣＶ抗体検査が確立されておらず、HCV が混入した血液製剤が輸血に用いられ、

多くの人が感染しているが、近年では献血されたすべての血液は、HCV 抗体検査をしているので

感染の可能性は大幅に低減した。 

HCV に感染すると肝臓の細胞が徐々に破壊されていき、多くの場合慢性肝炎へ移行し、20～

30 年後には肝硬変、肝臓がんになるリスクが非常に高くなる。そのため、ＨＣＶ抗体検査を実施し

ていない血液を輸血された可能性が大きい 1992 年以前の輸血経験者については、現在特に症

状がなくても、体外診断薬による第一段階のスクリーニング検査（例えば HCV 抗体検査）で感染を

発見することが急務となっている。検査結果が陽性の場合、より確実な治療方針の情報を得るため

にウイルス量を反映する遺伝子増幅法や HCV 抗原検査などの体外診断薬検査が薦められてい

る。 

以前は非 A 非 B 型という認識でしかなかったが、1989 年に結果が簡単にわかる HCV 抗体検

査試薬が市販されるようになり、今日では早い段階からＣ型肝炎の診断が可能になり、治療を開始

することができるようになった。抗体検査のほかにも、肝細胞が破壊された時に放出される酵素

（ALT、AST）を測定したり、肝炎の活動度を肝生検により判定したり、さらに、遺伝子型検査やウイ

ルス量を反映する遺伝子増幅法や HCV 抗原検査を行ない、治療薬インターフェロンの効果予

測・経過観察なども行われている。  

このように、病院や診療所で大きな役割を果たしている高度な医療技術である体外診断薬は、

日々進歩している。採血や採尿そのものは簡単で短時間で済むため受診者の Quality of 
Life(QOL)が 大限に尊重される。また、患者の重症化を防止し、治療期間や入院日数も減ること

から、医療の効率化にも貢献している。  

参照 URL http://www.accjmedtech.com/technology/07.html 

2.2 国家計量標準およびトレーサビリティの意義 

EU－IVD 指令で、体外診断にトレーサビリティーが求められ、注目が集まっているが、体外診

断に限らず、本来あらゆる計測、計量にはトレーサビリティが確保されるべきものである。数値化さ

れた表現は即座に真偽の判定対象となりえるため、一般的な常識、感覚として“数値化”という行為

とその結果の“数字”には、悪意が介在しない限り、客観的に正しい絶対的な意味を持つ表現とし
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て受け止められる。度量衡の統一とは、こうした人間の自然な感覚に、実際の計測行為を整合させ

るための活動であると言える。 

医療を含む生命工学全般における計測は、まだ歴史も浅く、計測結果の数値には目安程度の

意味しかないものがあり、不確かさやトレーサビリティへの関心は低い。一方、あらゆる計測には不

確かさがあることは計測の前提条件ではあるが、体外診断を始めとする医療の計測においては、

疾病を見逃せば、患者の生命にかかわり、健康体を疾病と間違えれば、高額な医療費用の無駄に

繋がる。何れにしても現代社会への損失は大きく、診断の｢不確かさ｣の低減は、現実的な利益に

直結している。 

EU－IVD 指令は、現在の科学で不可能なことを要求しているとする批判も多く、当事者には混

乱の元となっている一面もあるが、EU社会で正しい計測、計量標準整備が も急がれる分野が体

外診断であることの宣言であり、それを促進するための政治的方策であると捉えられる。我が国に

おいても、より正確な体外診断の重要性は EU と同様であり、我々自身の健康と、経済効果のため

にもこの分野の標準化が促進される必要がある。 

2.3 規制と医療計量標準の動向 

2.3.1 EU-IVD 指令 

(1) IVD 指令 

EU では“IVD-directive98/79/EC 体外診断薬、医療用具に関する欧州議会および閣僚理事

会指令”がを決定され、体外診断に使用される装置、用具、検査試薬等に対して、その性能と特性

をより高次の参照分析法あるいは標準物質によって保証すること、およびそれらの情報を使用者に

提供することを義務付けることとした。 

IVD 製品の 初の CE マーク表示が 2000 年 6 月より開始 • 
• 
• 

2003 年 12 月以降は新規 IVD 製品は CE マークが必須 
既存 IVD 製品も 2005 年 12 月以降は CE マークが必須 

現実には IVD に対して国家計量標準は整備されているものは少なく、整備されているもののう

ち約半数程度は米国 NIST からの供給である。NIST では、なぜこのような実現不可能な

Directive を制定したのか理解に苦しむとしている。この指令のために NIST の臨床検査関連の

SRM の売上が伸びており年間＄400 万（約５億円）に達している。 

(2) EU への輸出 

現在、IVD 関連の EU への輸出には、EU 域内に代理人を置き、代理人が要求事項への適合

（トレーサビリティの確認を含む）に対する第三者認証を取得するか、あるいはリスクの低いものはこ

の代理人が、要求事項に適合する自己宣言を行う必要がある。こうして EU のデータベースに登録

されることにより CE マークを用いることができるようになる。 

EU のデータベースに登録しても、現状では EU 各国の国内法も生きているため、CE マークを

取得以上の条件が加わる可能性もある。国内法で CE マークで十分とされていればこの限りではな

い。いずれにしても手続きは煩雑になる。他の分野でも CE マークが要求される直後には、このよう

な EU 指令と国内法が共存して二重規制となる期間が発生することが多い。 
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電子機器分野等、CE マーク(EU 指令への適合を示す)の導入が早く進んだ分野では、国内法

と一本化されているが、導入当初はやはり二重規制で混乱した。 

2.3.2 日本薬事法の IVD 取り扱いの変更 

(1) 改正薬事法における IVD 試薬の扱い 

平成 14 年 7 月に成立し、平成１７から試行される改正薬事法において、従来、医薬品の一部と

して扱われていた体外診断薬は、IVD 機器の一部として扱われることとなっている。従来より欧州

委員会をはじめ、独、英等の欧州先進各国より、改正の要望が度重なり寄せられており、本改正に

より、欧米の法体系との整合が計られている。 

(2) 臨床検査室認証 

従来より浸透している試験所認定の国際規格 ISOI7025 と一般的な品質管理規格 ISO9000 の

内容を統合し、臨床検査室の認証規格とした ISO15189 にもとずいた認証業務が、外資系の認証

機関により始められ、広まりつつある。 

2.3.3 米国の医療検査の状況 

(1) 臨床検査室の第三者認証 

米国では EU-IVD 指令に相当するような IVD に対するトレーサビリティ要求はないが、欧州市

場の 6 割を占める供給者であることから、NIST に対する計量標準物質の整備要求が高まっており、

関連する SRM の売上が急上昇している。逆に NIST 側は IVD 指令を実現不可能な指令として

冷静に見ている。 

一方、米国では法的な規制ではないが、臨床検査室が第三者認証を得ることがビジネス上の常

識となっており、その認証取得において、NIST の SRM が整備されているものについてはこれを

利用することが事実上必須の条件となっている。 

(2) サプリメント規制 

サプリメントは食品と医薬品の中間に位置するが、本報告書ではⅡ部の 2.2.5 の健康食品に示

した。 

2.3.4 医薬品標準 

(1) 日本の医薬品標準 

医薬品の承認は国または地方庁により行われ、各製品毎に個別に審査され、承認される。承認

段階ではその品質規格に標準品（=標準物質）が規定されることがあっても、それは 1 企業内の社

内標準に留まる。 

承認後一定期間をへて、汎用または重要医薬品としての評価が定着すれば、日本薬局方等の

公定規格書において品質規格の公開が求められることになり、標準品はこの段階で社内標準から

公的標準品に位置付けが変化する。また、それが厚生労働大臣が定める規格書であれば、国立

衛生研または国立感染研等から公的標準品を供給する責任が生じる。さらにそれらの標準品が酵
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素、ホルモン、血液、免疫系に関わる生物学的標準品であり、WHO から供給される国際標準品

（IS）が供給されている場合には IS とのトレーサビリティを取る必要がある。 

IS を含め生物学的製剤の品質評価に必要な標準品は国立感染研究所より供給されている。 

日本薬局方で規定される標準品は日局標準品と呼ばれ、現在国立医薬品食品衛生研究所又

は（財）日本公定書協会より製造・供給されている。 

医薬品の品質規格を規定する上で必要になる標準品の大部分は、原液または製剤中の有効成

分の含量評価のためのものである。医薬品分析への液体クロマトグラフ法やガスクロマトグラフ法の

相対分析法が広範に導入されるにともない、標準品の必要性が急速に拡大している。 

日米欧の３薬局方（JP、USP、EP）の間の国際協調が 90 年代初等から始まり、標準品の国際

統一または相互供給体制の確立といったことも、調整課題として挙げられている。 

(2) 生物学的製剤の検定 

欧州では生物由来医薬品 biological medicine（ワクチンや血液製剤等）の製造ロット毎に EU
のガイドラインに基く品質試験の国家検定(batch release )が必要とされる。これを実施する機関

が Official Medicines Control Lab. OMCL であり、NIBSC は英国の OMCL である。この証明

は EU 内で相互承認される。各国の OMCL の調整は欧州医薬品品質局 EDQM が行う。OMCL
間での試験結果の比較・確認（PTS：Proficiency Testing Study）が行われ、この試験結果の集

計を元に全体の基準の設定が行われる。日本でも国立感染症研究所で同様の製造ロット毎の検

定試験が実施されている 

(3) その他（英国保健省が米国血漿収集会社を買収） 
英国保健省は 12 月 17 日、国民医療サービス（NHS; National Health Service）の患者の利益

のための非英国の血漿の供給を長い期間に亘って確保するために、米国における 大の独立血

漿収集業者である Life Resources Incorporated を買収した。この交渉は、、現在の世界規模で

の血漿の不足によって、NHS の患者に対しての免疫グロブリンや凝固因子のような生命維持の血

漿分画製剤の供給が減少することのない保証を与えることになる。 
参考 
URLhttp://www.info.doh.gov.uk/doh/IntPress.nsf/page/2002-0524?OpenDocument） 

2.4 各国の医療計量標準整備動向 

以下に各国の動向調査結果を示す。尚カナダでは製薬産業が形成されていないため医療関連

は NIST に全面的に依存している。 

2.4.1 英国 

(1) NIBSC 

National Institute Biological Standards and Control の略称 http://www.nibsc.ac.uk/ 

英国厚生省（健康省 Department of Health）の管轄であり、医薬品の製品出荷前の品質管理

と、それに必要な標準供給を行っている。また新しい製品、分野に対応する研究を行っている。治

療薬の品質を保つことが主目的である。職員数は約 300 人である。 
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欧州では生物由来医薬品 biological medicine（ワクチンや血液製剤等）の製造ロット毎に EU
のガイドラインに基く品質試験の国家検定(batch release )が必要とされる。これを実施する機関

が Official Medicines Control Lab. OMCL であり、NIBSC は英国の OMCL である。この証明

は EU 内で相互承認される。各国の OMCL の調整は欧州医薬品品質局 EDQM が行う。OMCL
間での試験結果の比較・確認（PTS：Proficiency Testing Study）が行われ、この試験結果の集

計を元に全体の基準の設定が行われる。（日本でも国立感染症研究所で同様の製造ロット毎の検

定試験が実施されている） 

英国では特許切れ医薬品（いわゆるゾロ薬）も、オリジナルと効力を比較対照する必要があり、こ

の確認も NIBSC で行っている。 

NIBSC は WHO の指定研究機関であり、WHO 認定の標準物質の開発、配布の殆どは

NIBSC で行われている。RM は基本的に無料で利用者は配送費用のみを負担する。 

図 2-5に NIBSC の位置付けを示す。 

 

図 2-5 NIBSC の位置付け 
図 2-5中の各組織の役割を以下に列挙する。 
• Biological medicine (生物学的薬品) ：ウイルス、遺伝子治療、血液製剤、診断薬等 
• Dept. of Health（英国健康省） 
• UKBTS：血液製剤 安全性評価、政策実施、製品供給   

UK Blood Transfusion＆Tissue Transplantation Guidelines 輸血、組織移植 
• HPA：HealthProtectionAgency 感染症 安全性評価評価、政策実施、ワクチン供給  

2003 年 4 月 1 日に設立された新しいイングランドとウエールズの国家行政組織 
伝染病、有害化学物質、放射線障害の低減 これらの専門家の技術の集積 2700 人 
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DSTL：Defense Science and Technology Lab. 国防省 ワクチン供給  • 
• 

• 

• 

EMEA：欧州医薬品検査庁 European Medicines Evaluation Agency 製品免許、監

視 
MHRA 英国薬品検査庁 Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
製品免許、監視     
NHS  National Health Service  UK 公衆衛生予防 国民保険    

(2) LGC 

組織の概要は第Ⅱ部の２.３.１を参照。LGC の研究動向と NIBSC との分担を以下に示す。 

 GMO     LGC 
 バイオサプリメント（ビタミン、自然食品 LGC 
 加工食品中のＧＭ   LGC 
 遺伝子検査 ＳＮＰ   LGC 
 ＰＣＲベースの疾病検査。ＨＩＶ等  NIBSC 
 癌 細胞腫瘍マーカー   NIBSC 

DNA 分析の分野では、方法論を確立しようとしている段階。同位体希釈法を用いている。NIST
は純粋なタンパク標準の研究をおこなっており、LGC はペプチド標準の研究に力を入れている。 

LGC の標準リストはの分類を以下に示す。。 

 医薬：Pharmaceutical reference substances and impurities 2003/04   
米国薬局方（USP）、英国薬局方、欧州薬局方（EP）の標準品 
LGC は欧州全域で USP の医薬品標準物質と ATCC のバイオマテリアルを供給する

契約を結んでいる。 
 ATCC（世界 大のカルチャーコレクション） 
 臨床、法医学、食品添加物 

Reference materials for clinical, forensic and toxicological analysis 
NIST,IRMM の SRMｓ、CRMｓの代理販売が多い。 

 その他の項目はⅡ部 2.3.1 参照 

以下、 近の活動動向を列挙する。 

標準供給部門が新たに吸収合併した旧東ドイツのMikromol（ベルリンのバイオビジネスパ

ークに拠点を置く）は医薬品不純物質と代謝物の合成、標準物質の販売で世界 大手で

あり、規制当局と医薬品、バイオテクノロジ－業界を結ぶ LGC の役割が強化されている。

医薬品不純物質は規制当局の注目を集めている。標準物質は薬品開発の重要な段階で

ある不純物の特定と定量で必要となり、品質管理において重要である。 

• 

• 

• 

遺伝子配列の解析を迅速に行うことのできる画期的な質量分析法を利用した新しい医療

関連遺伝子診断サービスの開発を積極的に推進している。疾病遺伝子の多くは塩基配列

が 1 ヶ所だけ違うことによって起こるが、臨床検査室でこうした違いを特定することは極めて

困難である。LGC では、質量分析法と DNA 解析分野の優れた技術力を活かし、現在数

週間かかっている検査期間を数日に短縮することのできる新しい手法の検証を進めてい

る。 
今年、ダンディ大学とのコラボレーションにより、CYP2D6 について多数の国際ライセンス
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契約を締結した。CYP2D6 は、投薬された特定の薬物の代謝不良を示すことのできるイン

ジケータである。薬理遺伝学は、今後数年間で急激な成長が見込まれる分野であり。また、

医療臨床試験研究を補完する遺伝子解析の需要も拡大している。 
今年、医薬品管理庁（MCA）検査室の整備を完了した。MCA は医薬品・ヘルスケア製品

管理庁（MHRA）に統合されている。検査室は、2002 年 9 月に正式にオープンしたもので、

現在は本格稼動している。 先端の設備を備え、各分野の研究者が配備された検査室は、

包括的なルーチン分析から、 近需要が拡大している複雑な検査まで様々な活動を行っ

ている。こうした検査の多くは、諸外国の規制当局と共同で実施されている。LC-MS-MS、

ICP-MS、NMR、フーリエ変換 MS といった特殊な技術が要求される非ルーチン作業は、

テディントンとランコーンに設置されている他の LGC 検査室で実施されています。MHRA
検査室は、LGC が高い評価を受けている医薬品の生理化学・生物学分析の技術を更に高

める重要な役割を果たすことになる。 

• 

• 

• 

• 

インドのバンガロールとムンバイにオフィスを持つLGC子会社は、主に需要の拡大している

医薬品業界向けに標準物質の販売を行っています。欧州での医薬品サービス拡大を目的

とした投資と並行して、バンガロールで医薬品プロセス化学に特化した技術センターの開

設を進めている。高い評価を受けているインドの医薬化学者の技術を世界各地の顧客に

提供する予定。 
近、商品包装や薬品デザインに化学品を使用する際に、製品の整合性を図ることが規

制当局から医薬品会社に対して要求されている。これを受けて、薬効に影響を及ぼす浸出

物や溶出物の特定と定量といった新しいサービスを開始している。 
ランコーン検査室の GMP 試験設備が米食品医薬品庁（FDA）の監査に合格した。これに

よって、大手医薬品会社が新薬承認を受け、米国で製品を販売できるようになった。 

2.4.2 米国 

(1) NIST と FDA の連携 

FDA は人工皮膚や内臓等の移植の安全性、安定性、効率性の評価方法を必要としており、

NIST ではこのためのプロジェクトを立ち上げている。移植することが特定の患者によい結果をもた

らすかどうかを判断するための測定方法や SRM（マーカー）は供給可能だと考えている。 

FDA に対して NIST は RM、RMP を提供する役目をもっている。FDA に測定結果データが送

られてくるので、FDA はデータを持っているが、そのデータの評価するための独立した機関、方法

をもっていないため Validation ができない。そこで NIST がその検証を担当することになる。 

また、細胞や器官に関する分野で必要とされる標準についてのワークショップ（細胞の他の細胞

への変化、増殖 propagate に関するもの）を FDA と NIST 協同で開催。異なる細胞間（例えば癌

細胞と正常細胞）の情報伝達に関するものである。がん細胞などは急速に増殖するが、この研究

はがん細胞の識別に役立つ可能性が高い。 

FDA の多くの機関はワシントン周辺の、NIST から約 5 マイルの場所にあり、科学者もそこにい

るため、交流は容易である。 
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(2) 先端研究 

プロテオミクスは発展中であり、研究者達と病気の標識となるたんぱく質の標準について検討中。

サイズ、チャージ、折りたたみ 3 次元構造、ハイトロジスなどの特徴がポイントであり、利用する側が

これらの特徴を明らかにできればまた、必要とされる特長を明確化できれば、標準化は可能である

と考えられる。使っている人が、どのような特徴を重要と考えているのかを把握しようとしている。 

遺伝子発現活動については企業コンソーシアムによる協力体制をつくり、約 100 の異なる DNA､

RNA 分子が発現しているクローンを用意して研究している。 

ペプチド標準は、将来、病原菌への感染に特異な蛋白の検出に利用される可能性があるが、現

状では基礎研究である。 

(3) その他 

NIST のコレステロールの国家参照システム National Refernce System）への貢献を以下に

示す。 

 1967：純粋なコレステロールの精製 SRM911 
 1980：血清中のコレステロール定義方法 
 1981：血清中の 初のコレステロール標準物質 SRM909 
 1988：医学判断上の血清中コレステロールの新しい組合わせ標準物質（New Suite 

of Cholesterol in Serum SRMs at Medical Decision Points） 
 1997：臨床分析の互換の為の新鮮な冷凍血清標準物質の開発。（New Suite of 

Fresh Frozen Serum SRMs desighned to address clinical analyzer 
Cholesterol in Serum SRMs at Medical Decision Points） 
Total-HDL、LDL Cholesterol、Triglyceride Values 
 HDL：high density lipoprotein Cholesterol 善玉コレステロール 
 LDL：low density lipoprotein Cholesterol 悪玉コレステロール 
 Triglyceride：中性脂肪、血清脂質の 1 種：TG 

1949 年当時はコレステロール計測値による誤った判定の割合は２７％で、その半分は誤って陰

性と判定され、治療が施されず死に至り、半分は誤って陽性と判定され医療費の無駄に繋がって

いる。1969 年には 18.5％、2000 年には、3％にまで改善されており、1968 年当時に比較して、

＄100M の治療費削減につながってきた。 

コレステロールの計測値の評価は医療の介入時期の適切な判断においても重要な課題である。

ボストンの有名な医療機関であるメイヨークリニック（Mayo Clinic）の 2 万人以上の患者の評価例

がある。 

ここ数年タンパクが臨床で重要視されている。プロテオメックスでは LGC、PTB（BAM ではな

い）と協同研究をおこなっており、NIST が主導している。この研究は商務省の予算で進められて

いる。米国臨床医療協会の科学者と協力はしているが、彼等は化学的な分析研究は行わない。評

価の援助や研究素材（血液）等は提供してくれる。 

IVD-指令では EU の政治家により科学的な根拠や、標準の整備状況を考慮せずに、1 次標準

へのトレーサビリティが義務付けられ混乱状態にある。既存の NIST の標準への需要が高まり、臨
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床検査関係の SRM 売上が年間$４M に達している。IVD 指令は非関税障壁にもなりかねないた

め欧州市場の 6 割を占める米国の利益を守ることに NIST は貢献する必要がある。 

IVD の SRM の必要性についてＩＶＤ産業、医師、臨床検査技師の意見を聴取して以下の標準、

計測手順を開発中である。 

 Troponin-I：  心筋梗塞 
 C-Reactive Protein： 心臓麻痺、心臓発作 
 Glycated Hemoglobin： 糖尿病 
 Homocysteine：  心臓疾患 
 T3,T4 and TSH： 甲状腺機能 
 Speciated Iron： hemochromatosis 
 PSA：   前立腺癌 
 Cadmium & Mercury： 有害金属 
 Folates 葉酸：  神経管損傷 

NIST の活動（血液、尿の SRM に関する）の先導要因を以下に示す。 

 医療診断の利益を完全に実現するには標準化が不可欠である。 
 EU-IVD 指令 
 米国の他省庁との密接な連携（FDA、CDC、NCI：国立がんセンター、他） 

トロポニン I（Troponin-I：心臓発作）はトロポニン T やトロポニン C などの異性体との関連が複雑

であり。この問題について NIST は次の活動を行っている。 

 トロポニン I の検査を校正するために 良な物質を決めるために、世界中から 12 の異

なる製造業の、20 の検査キットを含む、２つのラウンドロビンテストを実施済み。 
 人間の心臓組織からの抽出したトロポニン I、T、C 混合物を SRM2921 としている。

NIST で濃度を認定している。 
 血液中のトロポニン I の SRM の開発と参照方法（method）の開発 

BIPM の情報は NMI にしか参照されないが、JCTLM の発信する情報は医学関係に幅広く注

目されるので情報発信源としてより有効と認識されている。 

2.5 IVD の市場動向 

(1) 臨床検査薬市場 

臨薬協加盟126社の IVDに関する平成14年度売上金額を集計した資料を表 2-5及び表 2-6
に、試薬のアジア市場を表 2-7に示す。 
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表 2-5 体外診断用医薬品の 2002 年度国産品売上高と輸入品売上高 

尿糞便 血液学 生化学 免疫学 微生物 病理学 RI その他 計

7371 9980 77005 70317 8196 137 8148 1525 182679

43 54.1 82.5 60.6 36.7 19.1 66.3 37 64.2

9755 8463 16377 45631 14152 582 4145 2595 101700

57 45.9 17.5 39.4 63.3 80.9 33.7 63 35.8

17126 18443 93382 115948 22348 719 12293 4120 284379

100 100 100 100 100 100 100 100 100
国産+輸入計

売上高（百万円）、下段は構成比（％）

国産品

輸入品

 
 

表 2-6 体外診断用医薬品の分類輸出額 

尿糞便 血液学 生化学 免疫学 微生物 病理学 RI その他 計

570 407 53916 9527 164 0 481 1 65066

618 278 40412 10823 243 0 491 2 52867

108.4 68.3 75 113.6 148.2 0 102.1 200 81.3
2002年度

年度
輸出額（百万円）：上段、対前年比（％）：下段

2001年度

 

表 2-7 試薬のアジア市場 

マーケットサイズ 国名

1000億円以上 日本

500～1000億円

250～500億円 中国、インド

200～500億円 韓国、台湾

200億円以下 その他の国  
 
以下に中国市場の動向を列挙する。（McEvoy and Farmer のマイケル・ファーマの講演資料

から引用） 
中国の 1 年間の変化は、他のアジア諸国の 10 年間の変化に匹敵（The Economist） • 

• 

• 
• 

WTO 加盟がもたらす変化は以下のとおり 
 試薬に対する関税を、予想を上回るレベルまで削減 
 流通に関する自由化 
 トップ 10IVD 企業は、既に生産拠点を中国に設置 
 10 社の半数以上が、2 年以内には自社流通網を確立 

試薬に対するオープン嗜好が日本と似ている 
生化学自動分析装置の現状 
 日本製（オープン）：約 1300 台 日立、オリンパス、島津、東芝 
 イタリア製（オープン）：約 1000 台 
 その他（オープン）：約 2000 台 大型臨床検査機器メーカー製 
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 クローズドシステム：約 500 台弱 大型臨床検査機器メーカー製 
2002 年には、800〜900 台の生化学自動分析装置を購入 • 

• 
• 

生化学テスト数（2002 年）：約 20 億テスト 
日本からの輸送費や出張費が、アメリカ、ヨーロッパに比べて低い 

(2) コレステロール・テスト市場 

米国では、毎年 2 億 2 千万人件を超えるコレステロール・テストが行われており、米国市場は

2002 年までに 2 億 8,800 万件に達すると予想されている。コレステロールを下げる薬の市場は

2005 年までに 210 億ドルになると予想されている。1999 年、米国人の 70％以上がコレステロール

のテストを受け、その内 30％が高コレステロールと診断されている。（（株）エムディ−アイ・ジャパン 

「欧米医療デバイス・マーケット情報データ」から引用） 

(3) 血液ガス／電解質アナライザー市場 

欧州における血液ガス及び電解質テストの件数は、1999 年 172 件から 2002 年 180 件とほぼ

線形にのびており、2005 年には 189 件と予想されている。 

米国においては、POC 血液ガス／電解質テスト製品の市場分野は も競合が激しい。現在病

院のベッドサイドで使われている血液凝固テスト製品の市場はかなり確立されており、飽和状態で

ある。米国における売上規模は、1999 年$4,600 から$ 7,800 とのびており、2005 年には$13,800
と予想されている。（（株）エムディ−アイ・ジャパン 「欧米医療デバイス・マーケット情報データ」から

引用） 

(4) 乳癌薬理遺伝子及び予後のテスト市場 

米国の薬理遺伝子及び予後のテスト製品市場は、主にこれらのテストの明瞭な基準や数値評価

が無いので、比較的小さい。この分野のテストは、今後数年間で 7.7％という相当な比率で増大し、

2006 年には売上が 1 億 2,900 万ドルに達すると予想されている。（（株）エムディ−アイ・ジャパン 

「欧米医療デバイス・マーケット情報データ」から引用） 

(5) 癌マーカー市場 
米国の病院ベース及び独立医療ラボでは、1999 年に 3,950 万件の癌診断マーカー・テストが

行われ、製品の販売では、2 億 2,840 万ドルと推定される。癌マーカーの売上の約 77.2％は PSA
テストと関連している。乳頭腫ウィルス・テストは、癌マーカー市場の も速い成長分野である。

2005 年までにこの米国市場は、約 2 億 7,400 万ドルに成長することが予想されている。（（株）エム

ディ−アイ・ジャパン 「欧米医療デバイス・マーケット情報データ」から引用） 
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3. 医療計量標準整備の必要性 

3.1 医療計量標準を整備する意義、必要性 

3.1.1 計量標準の本質的な必要性 

(1) 診断精度の向上 

体外診断を始めとする医療の計測においては、疾病を見逃せば、患者の生命にかかわり、健康

体を疾病と間違えれば、高額な医療費用の無駄に繋がる。何れにしても現代社会への損失は大き

く、診断の｢不確かさ｣の低減は、現実的な利益に直結している。 

NIST ではコレステロールの標準物質の整備により、診断の誤判定率が 1949 年の 18.5％から

2000 年には 3％に低減したことにより年間約$100M（1 億円強）の経済効果がもたらされたとして

いる。 

(2) 検査の共通化 

現状では体外診断結果の数値には絶対的な意味が得られないものが多く、腫瘍マーカーのよう

に同じ検査機関での継続した検査値から定性的な傾向を読み取れるだけのものもある。検査が標

準化され、検査結果の数値が万国共通の絶対的な意味をもつことになれば、異なる医療機関によ

る、同じ目的の検査の無駄を排除することが可能になる。これは医療機関の適正な競争の推進基

盤にもなると考えられる。 

3.1.2 計量標準開発を日本独自で行うことの意義 

(1) 基盤技術の維持・発展 

他の分野と同様、計測技術は科学技術の基盤としての意味を持つ。特に進歩の変化が著しく、

定量評価方法が確立していない点の多いバイオ、医療の分野では、先端技術の進展と並行して

計測技術も進歩するため、車輪の両輪の一方として計測技術も研究、整備が進められる必要があ

る。製薬や医療機器等、医療関連の産業の国際競争力の維持、発展には、計量技術の育成､そ

れに連なる計量標準の整備が必要であると思われる。 

米国ではNISTが先端研究分野を先導し民間企業の参加を募って研究を推進している。これは

NIST にとっては標準の必要性、可能性を先取りするメリットがあるが、企業側が積極的に参加して

いることは、競争すべき分野と、協同で進めるべき分野を切り分けていることを示していると考えら

れる。協同で進める部分は公開の場で国の支援を得ながら効率的に進め、その上で競争力を発

揮使用とする経営姿勢が感じられる。こうした NIST の活動は企業の研究開発を間接的に強化す

る場を提供していると見ることができる。 

(2) 医薬品開発の不利益の回避 

今後国際計量標準整備が進むなかで、欧米に完全に整備を依存した場合に、整備過程の具体

的内容に関する情報取得が遅れることにより、薬あるいは診断薬としての機能は優れているにもか

かわらず、評価データの値付けが認められないとして、欧米市場から拒絶されることが危惧される。

こうした状況はすでにγGTP の検査試薬の例に現れている。薬の開発は数年（治療薬で約 8 年、

 75



 

診断約で 2 年程度）かかるのが一般的であり、評価の見直しは商品開発サイクルにとって致命的な

負担となる。 

(3) 日本人、アジア人独自の標準整備の必要性 

人体を扱う医療分野では、計測値と疾病の相関関係が人種により大きく異なる場合がある。1 例

として、日本と米国を含めた 7 ヶ国の男性 1 万 2 千人を 10 年間追跡した研究では、同じコレステ

ロール値でも心筋梗塞の発生率は日米で数倍の差があることが証明されており、医師の治療指針

でもリスク評価をバイアスして適用している。 

また、コレステロール値のように長期的な発症リスクの評価に使われるデータも少なくない。現状

の医療標準の多くは欧米のものであり、計量標準物質自体は国際的に統一されたものとなりえるが、

それを定める研究課程で得られる知見は計測データの活用において重要なものである。こうした観

点より、日本独自の計量技術の研究、標準の開発・整備はアジア人に関する医療計量標準の研究

としても貴重であり、日本人、ひいてはアジア人の健康維持増進にとって重要な意味をもっている。 

3.2 日本から提案できる標準物質 

JCCLS の酵素の標準物質はヒト由来の組換体であり、動物由来である IRRM に比べると優れ

ている。ヨーロッパは IRRM で許容するとしているが、日本では反対している。ヒト由来のものを一

定の品質で一定量を生産する組換技術は日本にしかない。日本の標準は従来は凍結タイプだけ

であったが、ロット 4 から乾燥凍結品に変えて、国際的にも取扱いしやすくした。将来的には、

JCCLS のものが使われるようになるはずである。 

γGTP 検査の標準は日本は組換体の生成技術が発達しているため、人間組織から標準を生

成できるが、海外では作れないため、他の動物から生成している。日本の技術の高さは海外でも認

められているが、値付けの方法が認められないとして、日本の標準が受け入れられなかった例があ

る。 

オリエンタル酵母は遺伝子組み替えで生産した CRP を世界に供給しているが、CDC では、米

国の天然のものと、日本のオリエンタル酵母の遺伝子組み替えのものは、同じであるという評価が

出され、結論としては天然のものを使用するとされた。CDC は米国のための政府機関なので、米

国産業の利益を考慮したものと考えられる。ただし、現実には、米国企業も日本のオリエンタル酵

母の製品を購入している。 

この他、将来的には、日本の遺伝子組換技術によって、各種動物実験に変る評価技術を開発

できる可能性がある。 

3.3 国家計量標準として開発されるべきもの 

HECTEF、JCCLS、NMIJ の協力体制を確立し、JCCLS で認定した標準物質は国家計量標

準として位置付けてゆくように作業を進めるべきである。 

3.3.1 電解質、代謝物、ホルモン、核酸、凝固因子、タンパク質及びドラッグの分野 

電解質、代謝物の無機物質の多くは NIST からの供給が大半を占め、近年は欧州の IRMM か

らも同分野の供給が始まっている。 
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他の分野は一部の例外を除いて殆ど認証標準物質は整備されていない。重要性の高い腫瘍マ

ーカー（PSA 等）や、糖尿病（HbAlc：グリコヘモグロビン）、肝炎に関するものの整備が国内外で

進められつつある。IVD として対象となる物質数は各種の蛋白成分、それに対する核酸、酵素等

に及ぶ為、物質の種類としては数百におよぶ膨大な量となっており、重要性と技術の進展のバラン

スを考慮した CRM 開発が必要となっている。Ⅳ部に示す JCTLM の標準物質のリストには約 800
項目が挙げられているが、間もなく国際標準となるαリストには 40 項目程度しかない。他の項目も

体外診断自体は実施されているので、機器製造事業者や試薬の供給元毎の標準となっていると

考えられる。日本では次の開発対象として次のものが挙げられている。 

酵素 • 

• 
• 
• 
• 

 AST：アミノトランスファラーぜ 
 ALT：アスパラギン酸アミノ酸転移酵素 
 Cholinesterase：コリンエステラーゼ 

ペプチド C-peptide （糖尿病） 
DNA Hepatitis B virus (HBV)B 型肝炎ウイルス 
下垂体 GH 成長ホルモン 
Insulin 

また糖尿病の指標となる Glycated Hemoglobin の標準物質の開発も日米で進められている。 

日本で新たに開発した検査方法（HDL コレステロール検査に関する簡単な方法等）が、これま

で、海外の規格に抑えられてしまうことが多く、新しい検査方法についてだけでも、日本で標準物

質を開発できるように JCTLM 等で主張してゆく必要がある。 

JCTLM におけるリスト上でもまだ十分ではないと考えられる糖タンパクなどに関しては、国際的

な標準物質の整備状況を見据えて、より早急な開発を行うことが望ましいといえる。また、現在供給

されている標準物質についても、精度の向上を含めた国際的にも通用するトレーサビリティの明確

な供給体制のより早い確立が必要であると考えられる。 

3.3.2 血液型、血中ガス、血中金属元素、ビタミン、感染症 

感染症関連は WHO の指定研究機関である英国 NIBSC からの供給が大半であり、国内では

感染研を通じて配布されている。 

現在、検体検査のうち、免疫検査に関しては抗原抗体反応によるもので行われているが、ほぼ

すべての特許は欧米に抑えられている。また、免疫検査の標準物質に関しても WHO の標準物質

が各国機関（日本は薬品食品衛生研究所）に提供され、そこから国内標準として供給されているた

め、この分野での標準品開発に参加することは、効率的でないと考えられる。 

国立感染症研究所等の計量や標準に関する部署と AIST、NMIJ との連携を強化する必要が

ある。 

一部のビタミン類の単体は標準物質が供給されているが､ビタミン D など構造が複雑なものは整

備が進められつつある。またマルチビタミンの標準の要求も高く、NIST では脂溶性（ココナツオイ

ル：SRM1563）と水溶性（SRM968ｃ）のビタミンセットとして開発され供給が始まっている。 

JCTLM におけるリスト上でもまだ十分ではないと考えられる糖タンパクなどに関しては、国際的
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な標準物質の整備状況を見据えて、より早急な開発を行うことが望ましいといえる。また、現在供給

されている標準物質についても、精度の向上を含めた国際的にも通用するトレーサビリティの明確

な供給体制のより早い確立が必要であると考えられる。 

測定対象により、対応する試薬が１種類のものから、複数が乱立しているものまで様々である。

以下のものは 20 種類以上が販売されている。（免疫、内分泌に限定） 

(1) LH 
(2) TSH 
(3) IRI 
(4) HCG 
(5) IgG/AM 
(6) C3 
(7) C4 
(8) β2-M 
(9) ミオグロビン 
(10) CEA 
(11) AFP 
(12) PSA 
(13) ASO 
(14) ヘリコバクタ-抗体 
(15) 梅毒抗体 
(16) HBｃ 
(17) HBｓ 
(18) HCV 
(19) RF 
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4. 日本の課題と今後の医療計量標準整備の方向性 

4.1 日本の問題点 
標準物質の絶対量が圧倒的に少ない。米国 NIST の 1300 種類に対して、NMIJ は数種

類しかない。医療計量標準物質については HECTEF に依存しているが国産の標準の数

は少ない。 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

国家計量標準にトレーサブルな正確な計量の概念がゆきわたっていない。 
日本における IVD 試薬等の流通拠点である HECTEF が法人格を取得できておらず、組

織としての経営基盤が脆弱である。 
従来 HECTEF と NMIJ、AIST との交流がなかった。 
HECTEF は 2003 年 3 月にコレステロール校正機関として ISO17025 に基く ASNITE の

校正事業者認定を取得している。また、HECTEF の標準物質生産部門である SR センタ

ーはコレステロール測定の国家計量標準研究所として認定されている。 
NMIJ に医療分野の計量の状況、標準物質の必要性の情報が集まらない。 

4.2 医療計量標準整備戦略の優先順位 

体外診断、治療薬共に全般的な市場は横ばいを続ける中、成長分野である糖尿病関連と、モノ

クローナル抗体の分野の国家計量標準体系を優先的に整備することが効果的である。 

(1) 糖尿病関連 

糖尿病患者の増加により、体外診断、治療薬共に需要増が続いている。また急速な経済発展を

続ける東南アジア地域でも、患者の増加が見込まれてるる。国内の産業界にとって有望な市場確

保の意味も含め、本分野から国家計量標準にトレーサブルな計量体系を構築することが効果的で

あると思われる。 

(2) モノクローナル抗体 

モノクローナル抗体を利用した体外診断薬の市場規模は年間 3.5％程度の成長をとげ、売上の

合計は 880 億円程度に達しており、製品数も 1500 種類を超えている。治療薬の分野でも約 250
億円と倍増近い伸びを示し、各社の新製品開発が続き、医療現場にも浸透しつつある。この分野

の計量体系の確立に向けて、必要とされる国家計量標準を整備してゆくことが効果的であると思わ

れる。 

4.3 標準整備推進体制 

(1) 課題 
HECTEF と NMIJ との連携を強化し、HECTEF の組織としての脆弱性を補うと共に国家

計量標準とのトレーサビリティを取ってゆく必要がある。 
産総研と個別の企業との共同研究を、今後は増やしていく必要がある。将来は複数の企業

との協同研究体制も必要になる。 
DVD 規格はコンソーシアム（企業共同体）で作っているが、新規参加を拒むような閉鎖的

な運営は独禁法に抵触する。医薬業界は企業間の協同研究はあまり例がないので、先例

のある他分野のノウハウを吸収すると良い。 
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(2) 具体策 国際標準物質の窓口の一本化 

まず医療計量分野ではトレーサビリティ確保の必要性の認知を高めてゆくことが重要であるが、

トレーサビリティの先としても、NIST や IRMM ではなく国内の AIST、NMIJ へとシフトしてゆくこ

とが重要である。AIST、NMIJ の標準供給体制の構築と並行して進めながら、医療計量分野との

情報交流を促すことは「鶏と卵」の関係でもあり、発展するきっかけを掴むのが難しい面があるが、

第Ⅱ部のバイオ計量と同様に NIST、IRMM 等の国内の窓口を AIST 内部、またはこれと密接な

関係を持つところに集約することを提案する。この国内の標準供給体制を図 4-1に示す。 

現在、IVD の分野では HECTEF が創設され、軌道に乗りつつあるが、法人格を持たない組織

基盤の脆弱性等が危惧されている。こうした問題解決と、計量体系の確立、さらに医療分野と

NMIJ の交流を促し、長期的な標準物質研究、計量技術研究の活性化に、国際標準物質の窓口

を AIST 内部に一本化することが効果的であると考えられる。 

AIST
HECTEF

NMIJ

新組織

統合
NIST

IRMM

分析化学界
の標準物質

アジア医療機関

他・・・

国内規制官庁

日本医療機関、医療機器産業界

化学物質評
価研究機構
の標準物質

情報、要望　　
値付け依頼

値付け、標準物質の供給
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図 4-1 標準供給体制の将来像 
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Ⅳ. 付録 

1. 海外ヒアリング結果 
2004年2月に欧米各機関に対する訪問調査を行った。以下にその内容を示す。 

1.1 NIBSC 
面会者 

 Magnus Schoeman： Business Development Manager：PhD、MBA 
 Brian Rafferty： Senior Scientist、 Endocrinology Div 内分泌学：BSc、MSc、FIBiol 
 Adrian F. Bristow： Head、 Endocrinology Div.：BSc、PhD 
 Susan Thorpe： Principal Scientist  Division of Haematology 血液学：PｈD 

(1) NIBSC の概要 

National Institute Biological Standards and Control  http://www.nibsc.ac.uk/  

ロンドン北部郊外のPoｔtersBarの牧草地帯になかに、癌センターと隣接して位置する。  

英国厚生省（健康省Department of Health）の管轄、医薬品の製品出荷前の品質管理と、そ

れに必要な標準供給を行っている。また新しい製品、分野に対応する研究を行っている。治療薬

の品質を保つことが主目的である。人規模は約300人 

NIBSCの活動は基本的に英国政府予算によって賄われている。内訳は以下の通り 
英国政府予算： ￡9,895,000 （約 20 億円 1￡約￥200） • 

• 
• 
• 

標準物質の販売： ￡1,300,000 
外部プロジェクト： ￡1,940,000 
その他  ￡ 630,000 

欧州では生物学的医薬品biological medicine（ワクチンや血液製剤等）の製造ロット毎にEU

のガイドラインに基く品質試験の国家検定(batch release )が必要とされる。これを実施する機関

がOfficial Medicines Control Lab. OMCLであり、NIBSCは英国のOMCLである。この証明は

EU内で相互承認される。各国のOMCLの調整は欧州医薬品品質局EDQMが行う。OMCL間で

の試験結果の比較・確認（PTS：Proficiency Testing Study）が行われ、この試験結果の集計を

元に全体の基準の設定が行われる。（日本でも国立感染症研究所で同様の製造ロット毎の検定試

験が実施されている） 

英国ではいわゆるゾロ薬も、オリジナルと効力を比較対照する必要があり、この確認もNIBSCで

行っている。 

また、NIBSCはWHOの指定研究機関であり、WHO認定の標準物質の開発、配布の殆どは

NIBSCで行われている。RMは基本的に無料で利用者は配送費用のみを負担する。 

NIBSCの予算は全て英国政府から支出される。産業界からの資金提供はないが薬品等の無

償提供も多く受けている（日本企業もある）。政府の一部ではないが活動内容、結果を報告する義

務はある。RMの開発方針について政府からの指示はない。研究開発の方向性はWHOの指示に

よるところが大きい。 
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以下の図にNIBSCの位置付けを示す（NIBSC提供資料） 
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図 1-1 Landscape of NIBSC（NIBSC 提供） 
 

Biological medicine (生物学的薬品) ：ウイルス、遺伝子治療、血液製剤、診断薬等 • 
• 
• 

英国健康省（Dept. of Health） www.doh.gov.uk 
UKBTS：血液製剤 安全性評価、政策実施、製品供給   
UK Blood Transfusion＆Tissue Transplantation Guidelines 輸血、組織移植 
http://www.transfusionguidelines.org.uk/uk_guidelines/ukbts6_037.html 
HPA：HealthProtectionAgency 感染症 安全性評価評価、政策実施、ワクチン供給  • 
http://www.hpa.org.uk/ 
2003 年 4 月 1 日に設立された新しいイングランドとウエールズの国家行政組織 
伝染病、有害化学物質、放射線障害の低減 これらの専門家の技術の集積 
2700 人 
DSTL ： Defense Science and Technology Lab. 国 防 省  ワ ク チ ン 供 給 

http://www.dstl.gov.uk/  
• 

WHO 世界保健機関： 安全性評価 世界的公衆衛生保護 • 
• EC 政策決定 

EMEA：欧州医薬品検査庁 European Medicines Evaluation Agency 製品免許、監

視 www2.eudra.org/en_home.htm 
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MHRA 英国薬品検査庁 Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
製品免許、監視    http://www.mhra.gov.uk/ 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

NHS   National Health Service  UK 公 衆 衛 生 予 防  国 民 保 険   

http://www.nhs.uk/ 
NIBSC  品質保証（検査の標準化） 安全性評価（応用研究） 

a) バイオ医薬品の品質保証 

薬の問題点を把握することがまず重要であり、その後にRMの開発、標準化がある。 
  応用研究：極限での安全性と効能書の明確な理解の開発 
  標準化、検定方法の開発：RM の供給、方法、仕様の開発 
  製品検査：製品が仕様を満たすことの裏付け 

 影響：公衆衛生を保護する政策決定者 

 適切な規制実現に対する規制当局 
 適切に製品開発する製造業者 

b) NIBSC の顧客  
健康省 
HPA 
UKBTS 
生物薬剤産業 70 以上 
  DSTL 

c) NIBSC の能力 
 製品 ： ワクチン、血液製剤、生物療法、診断薬、バイオ RM 
 専門分野：ウイルス学、細菌学、血液学、免疫学、内分泌学、生物統計学、分子構造、 

細胞生物学＆イメージング、情報科学、生物貯蔵、製品ファイリング、品質 

d) RM の製造、配布の世界的なリーダー 
 生物 RM センター 
 WHO の標準試薬の 95％を担当 

JCTLMのRMリストの供給元欄にNIBSCではなくWHOと表示されているものも大半はNIBSC

から供給されている。WHO自体は研究所を持っていないので実際に製造、配布するのはNIBSC

である。日本から購入する場合の窓口はNIBSCになる。WHOに問い合わせてもNIBSCを紹介さ

れる。 

RMの元になる物質は製薬業者や外部の研究機関から提供される。これをもとにRMとして梱包

（アンプル）､配布を行う。値付けの正しさを確認する委員会はWHOにある。測定データは国際的

な他施設で（大学、製造事業者、国のControl lab.等）の計測結果によるものである。 

NIBSCの研究はRMの管理業務に関する「検討」が多く純粋に科学的な研究ではない傾向が

強い 
 550 個のカタログ項目 
 60 カ国以上に年間 6 万サンプル以上を配布 
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 世界 新の施設 
 カテゴリー3 の梱包 containment  
 凍結乾燥の開発能力 

特に以下の項目については指導的な役割を担っている。 

エイズ試薬の 1500 品目の貯蔵 • 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

クロイツエル-ヤコブ病の資源センター 
UK 幹細胞バンク（完成間近） 

e) 製品検査（安全性、有効性） 

公式の制御実験（OMCL：official medicines controｌ laboratoｒｙ） EU 法におけるバッチリリ

ースの責任（製造番号毎の検定）。日本もワクチン類等は国立感染症研究所で同様の国家検定が

義務付けられている。 

f) 協力機関  
英国政府機関 
英国、欧州の薬局 
製薬業界 
OMCL 欧州各国の医薬品検定機関（各国間で相互承認されている）  
NIBSC は英国の OMCL（Official Medicines Control Lab） 
英国、欧州の医薬品評価機関（規制機関） MHRA、EMEA 
欧州医薬品商標委員会 CPMP Committee for Proprietary Medicinal Products 
FDA：Center for Biologics Evaluation and Research 
WHO：Expert Committee on Biological Standards(ECBS) 
UKBTS 
臨床、医療研究機関： 大学、病院等 

g) その他 
JCTLM の RM リストの項目でもビタミンや基質は NIBSC の対象ではない。 
RM にも定義や測定方法がはっきりしているものと、機能がはっきりしてしていないものもあ

る。  
診断薬の製造事業者から標準の必要性、開発を働きかけられることもしばしばある。標準開

発の必要性については業界を広く見渡して決定する。実質的に決定するのは WHO にな

る。 
WHO は研究者のトレーニングプログラム（ワクチンのテストなど）を提供していて、これによ

って外部研究者が NIBSC にくることがある。 
英国保健省に対する NIBSC からの出向等は殆どない。現在欧州では行政の決定権は

EU に委ねられることが多く、そちらとの関係がより重要になっている。 

(2) 標準作成配布部署見学 

小規模な製薬会社のラインのような機器が整備され、新たな機器も逐次導入されているとのこと。

標準供給機関としては大規模で充実していると思われる。こうしたラインや事務で働く人々は、いわ

ゆる作業を実施する方たちという雰囲気である。 
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(3) その他 

a) 規制と検査 

薬で使用される生物由来物質は非常に複雑な材料であり、ジフテリア、百日咳、髄膜炎、小児

麻痺、インフルエンザ、肝炎、はしか、おたふくかぜ、および風疹などの病気に対してバクテリアや、

ウイルス性のワクチンなどがある。また、それらは凝固因子と免疫グロブリンなどの人の血液から得

られる製品を含む。昔から使われているこれらの製品に加えて、遺伝学や分子生物学といった

新のハイテクによって次々に生産されるバイオ新薬が増加している。 

これらの製品が確実に安全で、かつ有効に機能するように、それらの品質と生物活動を徹底的

に評価することが必要である。多くの生物製剤のために、各バッチ（製造番号毎の単位）が市場に

発売される前に調べられて、承認されるという法的な要件がある。そのような規制や検定試験は製

品自体に加えて製造ドキュメンテーションと実験室試験の検査に関わる。NIBSC は、英国の

Official Medicines Control Lab.として、何年もこの機能を担いつづけている。 

さらに、NIBSC は欧州市場で生物製剤の新薬をテストするヨーロッパの Official Medicines 
Control 研究所(OMCL)であり、これまでそのような仕事のための独立している認可を達成するい

くつかの OMCLs の 1 つである。正式の国家検定方法が適用されていないいくつかの生物製剤薬

については、それらの品質をチェックするためにまだモニターされている。また、患者の拒絶反応

や、正しい貯蔵状態か失敗など特定の問題が起こるとき、既に市場に発表された製品に対しても

NIBSC テストは実行される場合もある。 

b) 認定と認証の状況 

EU directiveとGuidelinesは、ヨーロッパの中のバイオ新薬のコントロールテストとバッチリリー

スが品質保証システムの下で実行されるべきであることを規定する 

異なった実験室の品質システムは国際規格基準BS EN ISO/IEC17025(ISO規格17025)に

向かって収束していく必要がある。この規格基準は実験室の管理面とテストデータの技術的な正

当性の保証をカバーしている。これは組織の管理を扱うだけであるISO9000シリーズ規格とは対照

的になっている。 

英国は、イギリスAccreditation Service(UKAS)によって認定与えられる。認定組織は、他国

の認定組織で検査と監査を受ける。またヨーロッパのAccreditation(EA)のメンバーである。 

そのような調和化はEUの中でISO規格17025の一定の適用を確実にする。 

認定された品質システムの下で作り出されるテストデータは追加試験の必要性にかかわりなく、

ますますEU圏の内外で認められる方向にある。 

1994年９月に、NIBSCは免疫と血液製剤をテストするコントロールとバッチリリースのための

UKAS認可を受けた。この認可は、24の製品領域をカバーしていて、94の異なった試験手順を含

んでいる。認定を受ける為の全てのスケジュールは要求に応じて利用可能である。 

現在、ISO規格17025に従い続けるのを確実にするために、性能をモニターして、品質システム

を見直すために適所に正式の仕組みを持っている。 
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認証は例年のUKASによる監視訪問と三年ごとの更新決定訪問によって維持されている。 

1995年12月に、Instituteの標準部は生物学標準に関連する幅広い活動全般に対して正式の

認証をBS -EN ISO9001に受けている。 

これは生物学的製剤のデザイン、定式化、準備、処理(凍結乾燥を含む)、ラベル、パッケージン

グ、適切なテスト、格納、および発信を含んでいる。 

研究所の生物製剤のバッチリリーステストや生物標準に関する活動に対して、国際的に認めら

れた適当な品質基準に照らして、独立した第三者による評価を受けることは、国際的に認められた

品質や遂行能力に対する基準や要求にこたえた生物標準や薬品試験、他のサービスを提供しつ

づけることに対する研究所としての約束に対する客観的な証明である。 

c) 生物学的標準 
生物学的標準は生物学的医薬品の合理的な評価の礎石である。 • 

• 
• 

本質的にはそれらは製品が測定される‘ものさし’である。 
生物学的標準は、生物研究活動毎に、多くの実験室の参加の元に行われる精密で協力的

な研究によって、合意が形成されて確定されてゆく。 

通常、国際的に較正される一次標準として、世界保健機関(WHO)の国際規格標準の階層があ

る。 

国際協調において、二次標準がこれらの一次標準によって校正されることが重要である。 

この領域でのNIBSCの活動は、主に国際標準とイギリスの標準を準備して、評価するのを目的

としている。NIBSCには、標準物質の公式化や、仕様に正確に基いてこれらの材料をアンプルに

入れたり、凍結乾燥することや、また協同研究の成果の評価に対する特定の専門的技術があり、

特に血液ウイルス学の分野、および髄膜炎菌感染症の分離判定に用いる実用参照試薬に対する

準備と、配布に対する需要の増加がみられる。NIBSCはヨーロッパのバイオ標準プログラムに貢

献している。また、世界中で高品質の参照試薬を研究者に提供するためにイギリスの医学研究審

議会、欧州連合、およびWHOによって共同で資金を供給されるエイズ試薬集積活動を担当して

いる。 

1.2 LGC、NPL 
面会者 

 Ｄｒ．Ｊｏｈｎ Marriott ： Director of Analytical Technology 
 Ms. Helen Parks ： Biotechnology Business Development Manager 

(ＢSc MBA) 
 Ms. Elizabeth Bewick：General Manager、 Reference Material   

Promochem  (BSc MBA) 
 Dr. Ben Fairman：Technology Development Manager (C Chem) 

以上 LGC 
 Ｄｒ．Ｋａｍａｌ Hossain : Director of Science & Technology (C Phys) 
 Ｄｒ. Jonathan Hanley： 
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 Dr. Marc J A Baily ： Biotechnology 
以上 NPL 

(1) LGC の概要  

元々は政府の化学研究機関だが、現在は民営化。しかし敷地は現在も国の機関であるＮＰＬ

（National Physical Lab www.npl.co.uk） と同じ場所にあり、日本語での民営化とは違和感が

ある。ロンドン南部郊外のテディントンに位置する、古い町並みの中にある。 

2002年の売上 ￡5000万 （約￥100億） 海外売上比率約25％ 

当期利益 ￡550万 

配当  ￡5.996/1株 

(2) LGC の標準供給 

LGCの標準供給部署は2001年にPromchemというドイツの民間企業を買収したものが中核と

なっている。LGC Reference Materialのマネージャーの名刺には、他の部署と異なり、

Promchemのロゴが明記されている。Promchemは25年の歴史をもち、欧州で知名度が高いため、

そのまま用いているとのこと。 

LGCのWebサイトによると、英国のほか、仏、独、スペイン、伊、スエーデン、ポーランド、インド

等の支店網が記載されているが、これらは、Promchemの販売営業ネットワークを、そのままLGC

が引き継いだものである。伊だけはLGCが買収してからの新設。 

標準供給分野は 
食物、環境 • 

• 
• 

• 

• 
• 

バイオ 
医薬品 

に大別される。NIST、IRMM、ATCC、欧州薬局方（EP）、米国薬局方（UP）の代理店業務も

行っている。 

この事業の成功の理由は 
EU 内部でも異なる各国輸出入の規制（Control Drugs）に詳しい。（独の規制が一番厳し

い） 
迅速な配布（独自にストックしているため） 
広い範囲の物質を 1 社であつかっている。 

利用者は欧州が大半であり、日本からの注文は少ない。韓国、クエート、タイ、フィリピンなど東

南アジアの需要は増えている。NIBSC とも今は商業上の交流はないが、将来的にはありえる。こ

の他、旧東独の mikromol も買収している。合成有機化合物等に強い。カルチャーコレクション分

野では米国 ATCC の代理店業務を行っている。日本には ATCC 独自の代理店がある。 

日本の医薬品業界への標準の供給には大いに関心がある。LGC の標準供給の 大顧客は製

薬業界である。 

英国では医薬品は製造番号毎に品質検査が法的に義務付けられている。EU 指令でも同等の

要求をしている。認可を与える組織は英国が MHRA、EU が EMEA となっている FDA でも同等
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の要求をして、検査を実施している。 

ゾロ薬（特許期間を過ぎた薬品を他社が製造したも：generic）であってもオリジナルとの同質性

を証明しなければならない。オリジナル品の製造元からは法的な義務に基いてサンプルが提出さ

れる。 

(3) LGC の研究動向 

重点領域としていかのものが挙げられる 
健康（Helthcare） • 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

食物、農業 
防衛 

これらの領域のRMの将来性を予想し、必要性と、技術的実現性を検討している。社会的な必

要性と、政府規制の動向、ビジネス上の必要性当幅広く検討している。ＲＭはＲＳ（standard）と呼

ぶこともある。 

以下の項目が重視されている。 

GMO    LGC 
バイオサプリメント（ビタミン、自然食品） LGC 
加工食品中の GM   LGC 
遺伝子検査 SNP   LGC 
PCR ベースの疾病検査。HIV 等 NIBSC 
癌 細胞腫瘍マーカー  NIBSC 

このうち GMO、バイオサプリ、加工食品 GMO、遺伝子検査までが LGC の担当で、疾病検査や

腫瘍マーカは NIBSC の担当となる。NIBSC とも計測方法の検討については協力している。また

JCTLM でも協力している。これらの分野で、測定方法が確立されていなかったり、信頼性（誤差）

に問題がある部分の改善を目指している。また RM があっても安定性に問題がある場合なども改

良、研究の対象となる。腫瘍マーカー等はこの意味で重要。 

DNA 分析の分野では、方法論を確立しようとしている段階。同位体希釈法を用いている。NIST
は純粋なタンパク標準の研究をおこなっており、LGC はペプチド標準の研究に力を入れている。 

警察の捜査に関することや、防衛上の問題は閉鎖的で、LGC は研究開発には関与していな

い。 

また、上記の分野で GMO、加工食品中の GMO が規制に関係している。食物の GMO に関し

ては規制があり、動物試料には規制がないが、加工食品であるハムから大豆の GM が検出され問

題となっている。規制官庁は DEFRA である。http://www.defra.gov.uk/  Department for 
Environment Food and Rural Affairs 

FSD  http://www.food.gov.uk/ Food Standard Agency 

FSD にはラボはないので実際の分析業務は外部へ委託している。GMO は LGC が担当。他の

分野は大学や、元は FSD の下部組織であったレサベットリサーチアソシエーションに依頼している。

DEFRA は独自のラボを持っている。 
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(4) LGC 民営化 

LGCもNPLと同様に元はDTIの管轄下にあったが、他省庁からの仕事が増えたので民営化し

て仕事を進めやすくした。DTIの仕事は現在1割程度（ただしDTIの仕事の絶対量は増えている）。

NPLは7割以上がNPLの仕事となっている。１９８5－89年サッチャーの時代の前期の民営化の時

代に民営化された。人員も民営化前は約240名だったが現在は約800名。 

元々は化学分析主体だったが、現在ではバイオ関係が8割を占めるようになっている。組織上も

7つの研究ブロックのうち、6つがバイオで、化学は1つのみ。 

一番大きな顧客は上記DEFRAであるが、DEFRAのラボとの競争、確執も存在する。（BSEの

問題などで） 

(5) 実験室見学 

実験室には 新の機器が並んでいるが、日本の産総研で使用されている機器はLGCと比較し

て遜色なく、若干AISTのほうが良いくらいとのことである。 

また、日本の食総研、日野博士が開発した標準プラスミドを用いた GMO 検手法出の試験もす

すめられていた。この作業は LGC 独自の判断ですすめているとのことである。LGC がこの手法の

有効性を肯定的に捕らえているのか、否定しようとしているのかは不明。 

(6) NPL 

同じ敷地内にあるLGCが近代的なビルなのに対してNPLは古色蒼然としたレンガの建物。 

2年前にAISTの方々らが見学した時と比べて、機材等が若干ふえているが大差はないとのこと。

新しい建物がほぼ完成しまもなく引っ越す予定。古い建物はこわして公園化するとのこと。 

CD（円2色性偏向）は米化学会推薦の化合物を用いてで行う予定で、日本のAIST、日本分光

（この分野の 大手企業）にも参加してほしいと依頼中とのこと。次回CCQM、BAWGでも発表予

定。 

NPL従来の研究テーマだけでは新規性がなく予算獲得が難しいため、化学系のHossain 博

士を中心にHanley氏等を入れて、バイオ分野に進出したという経緯。LGC民営化の後、国の研

究所のバイオ部門としての位置付けも確立させようとしていると思われる。 

1.3 NRC 
面会者 

 Dr.James W. McLaren： Director Chemical & Mechanical Standads 
 Dr.Ralph Strugeon：   GL Chemical Metrology 

(1) NRC、INMS の概要 
NRC：National Research Council http://www.nrc-cnrc.gc.ca/ 日本の AIST 相当の

国立研究所で人員は約 3500 人、オタワ郊外の広大なリサーチパークを形成 
• 

INMS：Institute for National Measurement Standard：NRC のⅠ研究機関である

NMI http://inms-ienm.nrc-cnrc.gc.ca/ 科学者、技能者、支援スタッフを入れて１３5 名 
• 

INMS の研究部署は 3 部よりなり、バイオ関係を含む、Chemical and Mechanical Standard
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部の規模は 43 名。その中の化学部署は 18 名。NIST のバイオと分析化学部は約 200 名なので、

この約 1／10 となる。NRC は産業省（Industry Canada）の所属。 

INMSの化学関係の標準（CRM）供給は25年以上の歴史があり、1976年から海洋環境関係を

中心として始められた。CRMの開発供給は難しく、プロジェクトを開始してから5年後の1981年に

初の海洋中の微量元素（鉛等）を分析し標準供給を開始した。これは世界的にも初めてのもの

で、ナノグラムレベルの微量な鉛等の成分分析は非常に難しいものであった。これらは当時海洋研

究者の間で必要とされていたが、標準が存在していなかったものである。現在は15種類（自然海水、

自然淡水、泥、等）の標準を供給している。これらは海洋の環境問題では非常に重要であり、この

分野ではNRCは非常に有名である。標準の購入元の2／3は外国。カナダ国内また、外国でも

NRCの標準を使う義務はないが多く使われている。 

Chemical and Mechanical Standard部長のMcLaren博士としては世界的に重要で、オリジ

ナルで、困難な課題に挑戦したいと考えている。しかし、NISTと重複することは避けたい。現在で

もNRCの化学関係のCRM供給は4分野で15種類のみである。海水、淡水、海水中生物、微量栄

養素（プランクトンの栄養源）等。NISTは800種類ものCRMを供給しているが海水関係に関しては

カナダに任せている。  

カナダにはバイオテクノロジー関係の強力なプログラムは存在していない。INMSのバイオ関係

部署は2年前に設立され優先的に人材､予算を獲得しており重要視されている。バイオ関係の標準

をどのように整備していくかについて明確なプランはまだ持っていないが、この分野はカナダでも

重要であると認識している、しかしながら人的、経済的資源の不足から整備が遅れている。 

(2) バイオ関連標準戦略 

現在2つのグループがある。 
National health product (健康食品、ダイエット薬品や漢方薬、朝鮮人参等) • 

• 

• 

• 
• 
• 

北米では処方箋が不要な健康補助食品やダイエット補助食品が多く流通している。 
主に GMO 作物の標準物質 

カナダは米国、アルゼンチン、ブラジルにつぐ世界第4位のGM作物生産大国。 

INMSの化学部署では全体で18名の人材しかおらず、NMIJと同様に分子生物学やDNA分

析の人材が不足している。また機器類は、質量分析器やGC、LC等はよいものが揃っているが

DNA分析関係は弱い。従って、以下のような他の政府機関と協力している。 
Canada Food Inspection Agency (CFIA)が も重要なパートナー。 3000 人程度の規

模（ラボ以外の行政機関全体含）このほか 
Health Canada  厚生省 
Agriculture     農業省 
Enviroment     環境省 
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(3) GMO 菜種の CRM 

この分野の標準開発では2年前から、政府関係機関また国外の標準機関（バイオへの展開を検

討しているところ）とも協議し、協力関係を検討した結果、カナダではGMOナタネ（ラウンドアップレ

ディカノーラ）の標準物質を供給することに決定した。IRMMではすでにGMO大豆（ラウンドアップ

レディ）の標準に取り組んでいた。菜種はカナダの重要な輸出品であり、大半がGMであるが欧州

にはGMは輸出が禁止されている。GMO菜種の標準開発は世界に貢献するものでもある。NRC

はNISTのSRM供給部署ともよい関係を長く持っており、GMO菜種の標準開発についてはNIST

にも事前に重複しないよう打診をして、菜種はカナダが担当する合意を得た。ヨーロッパのIRMM

にも事前の打診はしたが、こちらの態度はまだ未定（グレー）である。IRMMはすでに大豆やとうも

ろこし（mais）のCRM4種類（ラウンドアップレディ等）を開発している。IRMMの保留理由の1」つ

は非常に政治的なものであり、もう1つは国民のGMに対する嫌悪感が背景にある。基本的に

IRMMとは協力関係にあり、菜種の標準開発についてもNRCから情報を開示してEUでの標準と

して規制機関での使用が認められるように働きかけているが、IRMMの立場は微妙なものである。

IRMMはEUから多額の資金（数千万＄）を受けているため、自前の標準を供給することを期待さ

れている。それはIRMMにとって、世界標準を認めないことを意味し、IRMMの立場を複雑なもの

にしている。政治的決定は論理的でない場合が少なくない。 

菜種はカナダが 大の生産国であり、その大半がGMである。その 大手がモンサントである（ラ

ウンドアップレディーの開発元）、綿は米国が 大の生産国である。 

a) オタワセミナー 

NRCは、20０3年8月、オタワでGMOに関するIUPACのセミナーを組織した。シンポジウムを2」

つ開催し、1つは化学分析、もうひとつはGMOの分析に関するものである。 

欧州のGM作物規制は行政当局が技術的に不可能なことを要求しており、科学を理解せずに

作られている。このセミナーでは豪州、米国、欧州により、現状の技術で可能なことと、不可能なこ

との分類について話し合った。このセミナーには日本の食総研の日野博士も招待講演者として参

加してもらった。GMOに対するCRMが必要であるとの共通認識が得られた。 

この会議に先立ち、欧州にGM菜種を輸出したいモンサント社と接触、協議し、このIUPACの会

議のなかでモンサントはGMOナタネのCRM開発をNCRに依頼し、協力して開発するとプレス発

表し、契約した。ただしモンサントからの研究資金提供はない。非GM菜種の種子とGMの種、遺伝

子組換情報などCRM開発に必要なものの提供およびCRMに関する知的財産権の譲渡を受けて

いる。これによってIRMMが大豆などのGMOの混入を見分けるのに必要なCRMを開発している

のと同様な標準を菜種について開発することが可能となった。欧州に菜種を輸出するためには

GMOを見分ける試験方法とそこで用いられる標準の整備が不可欠である。IRMMも標準の開発

において、モンサント等企業から種子や遺伝子情報の提示は受けても資金提供はうけていない。

モンサントはオタワにも事務所がありNRCはここと連絡をとっている。モンサントは日本の日野博士
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等とも接触している。 

従来の菜種の研究は科学的な成分分析をしていたが、今後は遺伝子レベルが主流となる。 

b) モンサントの協力理由 

モンサントと協力できたことはNRCにとって非常に幸運であったと考えている。 

モンサントが当時、十分な体制の整っていないNRCに菜種CRMの供給を依頼した理由につい

て、Dr. McLaren自身疑問に思い、自ら考え周囲とも議論してきた。当時大豆、トウモロコシ等ラウ

ンドアップに関する標準はIRMMが全て担当していたが、モンサントは複数の機関を連携先候補

として検討したと考えられる。従来モンサントは大豆等の標準整備でIRMMと協力関係にあったが、

EU自体がGMOに反対している状況を考慮すると、リスク分散の考え方からもIRMMに頼りすぎる

のはよくないと商業的に判断したと思われる。 

NRCは環境関係の標準物質の供給ではすでに定評を得ていたこともモンサントがNCRを信頼

した理由である考えている。 

菜種の標準として数パターン（1、2、3、5％等：欧州は1％以下の混入率を基準としている）の

GM含有率の粉末を作成しようとしている。今後数ヶ月で完成する見通し。この標準開発には技術

的困難があった。菜種は多量の油分を含有するため、ペーストになってしまい、均一な粉末とする

のが難しかった。この微粒子化する方法も試験方法の一部となる。極低温による凍結粉砕と、溶媒

抽出を込み合わせることにより均一な粉末にすることに成功した。粉末化してもDNAが破壊されて

いないことをPCR法で確認している。 

大量の検査対象を試験するためにより効率的な方法も検討している。この一つとして現在、遺伝

子操作された特定の遺伝子を検出する手法も開発している。Ivent specific methodとConstruct 

specific DNA methodがあり、後者では一般的な情報しか分らないが、モンサントは組み込んだ

DNAの場所と内容に関する情報もNRCを信用して開示している。これをもとにIvent specific 

methodによる分析方法を開発中である。 

現在、2年前から25万ドルのファンドをCBS(Canadian Biotechnology Strategy)から受けて

いる。NRCだけでは能力不足なので、そのうち15万ドルはCFIA等外部の機関似支出している。

現在20万ドルのファンドをCBSに要求している。モンサントから資金を得る可能性もあるが、中立性

を保つため（EUに標準を受け入れてもらうためにも）にモンサントからは資金提供を受けないほう

がよいと考えている。。CFIAには2つのラボがあり、1つは試験方法methodの開発、試料に含まれ

ているタンパクの分析能力などに優れている。別のラボでは凍結乾燥などプロセスの開発能力に

優れている。GMO菜種はカナダでは規制対象となっていないが、規制対象であるなしにかかわら

ずCFIAは標準CRMの開発自体には関心がない。CFIAにはNRCから協力を働きかけた。モンサ

ントとの関係についてもCFIAが直接関与するより、NRCが間に入るような形を好んでいる。今は菜

種の標準研究を進めているが、次に取り組むとしたらモンサントはGMO小麦の標準供給を望むだ

ろう。しかし世界的にGMを避ける傾向が強い中で、カナダは小麦栽培にはGMは取り入れていな
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い。従ってGM小麦の標準開発にNRCが取り組む可能性は高くない。 

この標準の開発は技術的な面白さだけではなく、広がりをもったものであり、標準のことを知らな

い貿易省の人たちにも重要性を理解してもらい、CBSに影響をもつ省庁横断的なSteering 

committeeにも強く働きかけてもらった。基本的に研究の援助はしないCBSの資金援助をうけるこ

とができており、次年度の支援も得られると思う。 

CBS（http://www.biotech.gc.ca/）は特定の省庁には属さないホリゾンタルな組織であり、1000万

ドルのファンドを供給している。CBSはNRCを含む政府機関の科学的な横のつながり（健康省、環

境省、CFIA、産業省、農業等）を支援することを目的としている。CBSは長期的な戦略策定を支

援することを目的としている。 

カナダには科学技術に関する21省庁の総称としてSBDA（Sience-based Department & 

Agencies）という呼び名もあり連携が重視されている。 

INMSではロブスターの標準（粉末）も開発している、通常は筋肉のタンパク質で作成するが（技

術的に容易）、より様々な物質（ミネラル、カドミウム、金属等）が濃縮されて蓄積される「すい臓」か

ら作成している。一度に1000ロットぐらい作るが、均質で、安定したものを供給しなければならない。

これらの標準は、海産物に含まれる毒性成分を分析する研究所（食品の安全性を確認する研究所

CFIAや環境関係等）が購入している。自分たちの分析内容が正しいことを確認するために使われ

ている。計測方法を確立するときの指標として、また確立された方法による日常的な計測が正しく

行われていることの確認として使用される。この標準に関しても特に産業界やCFIAから依頼があ

ったわけではなく、環境問題にとって世界的に重要であると独自に判断した。CRMの開発ではカ

ナダ国内の市場は小さいので、世界的な需要を考慮している。 

CRMの価格にはR&D費用は含まず、純粋な製造配布コストだけである。分析サービスでは利

益があるのでこれを研究開発にまわしている。 

(4) 健康自然食品関係 

a) GMP good manufacturing practice 

カナダではHealth Canada（健康省）が健康補助食品関係の許可と検査を担当している。この

視察を受けると、製品に製品番号が付与され、Health Canadaの許可を得ていることを表示でき

る。これは2004年1月に健康食品にも薬と同じように製造事業者の品質管理体制を評価して免許

制にする仕組みとして始まった(GMP：good manufacturing practice 

tp://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/inspectorate/gmp_e.html)。製品番号、効果の既述、臨床の

裏付け、成分の表示の義務がある。これにより補助食品にも薬品と同じような成分分析が必要とな

った。また輸出品にも同様の免許制を課している（Good importing practice）。 

b) 並行した米国の同様な動き 

現在、米国でも同様なプログラムが行われている。健康食品関係の死亡事故が起こったため、

消費者の信頼を回復するため規制が必要な状況になっている。米国では NIH が Office of 
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Dietary Supplements（http://dietary-supplements.info.nih.gov/index.aspx）を設立している。

これはカナダで現在行われていることと同じことをやるための機関である。（この Web サイトに

04/2/9 付けで FDA がエフェドラベースのダイエットサプリを発売禁止にしたことが掲載されている） 

AOAC （Association of Analytical Communities：産業界、大学等のボランティア組織で FDA や

NIH と 協 力 し て 化 学 分 析 方 法 を 検 討 、 確 立 す る 。 一 種 の 利 害 関 係 者 の 集 ま り ）

http://www.aoac.org 

自然健康食品標準の具体的な例としてはダイエットのためのエフェドラ（麻黄）が挙げられる。こ

の 10 年で数件の死亡事故が起こったため、AOAC でタスクフォースを作り、どんなものが売られて

いるかの調査が行われ、FDA と NIH から NIST に標準作成の協力要請が出された。NIST は 5
つの CRM を供給する予定である。エフェドラが粉末にされ、NIST と NRC とクロマッテック(民間企

業)に配布された。これを複数の手法を用いて測定するプロジェクトが進行中である。現在測定結

果を統計的に分析している。 

CRM の 1 つはエフェドラベースのマッハ 1（ドライパウダー）、2 番目はそれを濃縮抽出したもの

3 番目はプロテインミルクシェイク（筋肉をつける大豆の粉）。エフェドラの原料は中国産であり、こ

れは生成法を変えると違法な麻薬となるため、中国もこの輸出の監視は厳しく行っている。これらは

米国の大手クロマテックが扱っている。  

NIST がパートナーとして NRC を選んだ理由は 3 点ある。 

公式の理由：NIST と良い協力関係にあり、盛んにデータ交換を行っている • 
• 
• 

カナダで Natural Health Program がすでに動き出している 
NRC 独自の設備(FAIMS 下記)を持っていることが挙げられる。 

各参加機関は独自に抽出し成分分析をおこなっており、様々な方法の組み合わせの比較がで

きる。計測方法も紫外線によるもの、マスクロ、など様々なものが試された。そのなかでもNRC独自

に開発された民間企業としてスピンオフしているものが、High-Field Asymmetric Waveform 

Ion Mobility Spectrometry.http://www.faims.com/what.htm FAIMSである。これはクロマト

グラフィの前処理で電極の間に噴霧し、イオン化してガスクロマトグラフィにかけるというものである。

常温常圧で、有る特定の電圧で測定対象が顕著に表れることに特徴がある。 

現在のデータの整理に4－6週間はかかる見込み。自然健康食品関係では 初のSRMとなる。

エフェドラのCRMを出すのには合計2年ほどかかることになる。問題の1つは原料の入手にあっ

た。 

次に CRM の対象とするのはスーパメドウ、朝鮮人参である。FDA、NIH は NIST にこの 5 年間

に 10 以上の CRM を供給することを要請している。これは難しい目標あり NRC の協力が必要な

状況である。カナダは供給すべき独自の CRM として AOAC のリストから朝鮮人参を選んだ。バン

クーバーの業者に依頼して 4 年ものの朝鮮人参（特徴的な成分が 4－5％含まれている）を入手し

ている。これから各成分を抽出してゆく。朝鮮人参には 3 種類あり 1 つは BC 州に広範囲に自生し

ている。朝鮮産、もう 1 つ別の産地のものを入手している。。まず BC 州産を分析し、半年後にアジ

ア系のものに着手する予定。ます乾燥重量 25ｋｇの人参を用意する。これからまず 5g にこわけした

ものが 2000 本、油で抽出しスプレードライしたもの 1ｇづつを 2000 本作成する。 
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人参に関しては NISTはカナダに任せるとの合意が得られている。3種のCRMを供給する予定

だが、NRCには専門家が少なく、2人の研究者（リサーチオフィサー）と1人のポスドク（ベトナム人）

が担当する予定である。 

将来的にはもう一人PhDを採用したい。また紫外線による分析装置、質量分析計などがこの分野

ではよく用いられるので、これを機会に導入したいと考えている。これらの予算どりを行っている。 

c) GMP 規制適用の背景 

Health Canadaで関係者を集め、GMP規制の表示のあり方、内容、規制運用方法等について

議論してきた。集まったのは企業、大学、政府研究機関、ユーザ等、様々な関係者。1999年からこ

うした会議をはじめ今年の1月に施行されている。非常に注意深く準備はすすめられてきた。 

米国でもGMPと同様の動きがある。カナダではホメオパシー（homeopacy 同毒療法、英国等

で始まった治療法で 体調不良の原因物質を少量ずつ摂取することにより病気が直るもので王室

等でも取り入れられている） 

は免許取得の必要がない例外とされており、原住民（インディアン）独自の治療法も対象外としてい

るが、米国は例外としない予定。 

 カナダでは自然健康食品（Natural Health Product）商品が多く流通するなか、健康省の支援

でこの分野の研究会が昨年の秋バンクーバーで組織されモントリオールで 先週から今日まで会

議が行われている。NRCもこのプロジェクト（GMP）を始めるとき、この分野の専門家、NRCが得ら

れる支援について検討した。こうした活動に対して当初業界から反対は強かった。対象となる業界

は5人から10人程度の家族経営の中小企業が多く、資金も研究組織もないところが多い。GMPを

実施するには外部のラボに依頼して分析してもらう必要があるが、そんなことはやってられないとい

う意見が大半であった。また大学アカデミック分野もNRCが参加すると、自分たちの研究資金が削

られることを懸念して反対した。現在では自分たちにも研究予算が回ってくることがわかり、NRCに

も参加が呼びかけられるようになった。 

GMP予算の元はCIHR（Canada Institute Health Research健康省の研究所 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/index.shtml）。この他に業界からの資金もある。産業界からの資金

が減ることも当初アカデミック分野は恐れた。 

幸い、AOAC、NIH、FDA、NIST等米国からの協力は直ぐ得られたが、上記のようにカナダ国

内での予算確保が難しかった。過去2年間は国内の関係者に対するCRMの必要性の説得が主な

仕事であった。始めはCRMはなにかという説明から始まった。 終的には国内でもCRMの重要

性が認識されるようになり、現在では協力してくれるようになっている。 

(5) その他 

a) IVD 

カナダでは製薬産業がないため、IVD 関係の標準整備は行っていない。必要なものは全て

NIST に依存している。糖尿病の血液検査だけは例外的にあつかっている。 
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b) BAWG 

BAWGでは世界の動向を把握してNISTの活動を補間することを考える。カナダとして限られた

リソースを有効に活用して戦略を立てるのに重要である。この分野で米国、英国が大国である 

(6) 全体を通した所感 

カナダは米国に地理的に近いこともあり、常に米国を意識して行動しているように感じた。NIST

と密接に連絡を取り、協力関係を保ちながら、重複しないよう標準物質の供給を行っている。CRM

の対象として選択する際は、カナダ産業界に役立ち、しかもグローバルにも需要が期待されるもの

を慎重に選択しているようである。20余名の人員構成で、しかもバイオテクノロジーに関しては大部

分他の政府機関の協力を仰がなければならい体制では、当然の選択と思われる。 

1.4 NIST Biotech Div. 
面会者 

 Dr.Vincent L. Viler：  Biotechnology Division Chief 

(1) NIST のバイオ関連研究概要 

Biotech Div. は標準の整備よりも、研究色が強い組織であり、Analytical Chem.（分析科学

部）は標準整備が中心である。NISTでもバイオ関連の活動の歴史は長くない。Biotech Div.は司

法省からの人間のDNA標準の判定標準の整備依頼により設立され活動が始まった。バイオ分野

の研究テーマとして以下が挙げられる。 
CCQM で行われている定量的 PCR を用いた DNA 計測方法の標準化は重要と捕らえて

いる。RealtimePCR で利用する Refernce Material の整備。これは GMO 穀物の検出に

用いる標準につながり、農業、健康分野（遺伝子組換）にとって重要 

• 

• 

• 

この他 DNA の酸化状態（内部損傷状況）をマススペクトロメトリー（MS）で測定する方法の

ベンチマークを通じて万人が納得する方法を検討中で１年以内に認証される見込み。これ

は直ぐに現状の IVDに使われるものではないが、将来 IVDにつながる可能性がある（人の

加齢状態の測定）。現段階では研究分野につかわれるものである。 
IVD 関係（分析化学 div.と明確な境界はないが大まかに分けるとすれば） 
 分析化学 div は IVD 関連の RM 供給に実績がある 

20 年ほど前から FDA と協力して代謝物（心臓病に関するもの、コレステロール等）の標準

を整備、供給している。 
 バイオ div では DNA 量測定を主に担当している 少し先をみた研究が中心となる。 

現在、人の DNA 量を測る標準を開発しようとしている。現状臨床では多用されていないが、

IVD でｇene typing を計るものがあり、将来は利用が増えると予測している。これは PCR の標

準とは異なり、DNA の破片（一部：fragment）が 1 つあれば DNA の全体量を測ることが可能

になる標準である。標準のユーザ側はＤＮＡを測定するのに重要なことは計測対象中(assay)
にどのくらいのDNA量が入っているのか、その絶対値を知ることとしている。ラウンドロビンテス

トで各ラボで吸収性、ピーク、塩基配列を計測する際に DNA の絶対量を把握することが重要

である。 
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図 1-2 バイオ関連テーマと NIST の対応関係のチャート図 
 

 
質量分析は今後の分析化学や、Proteomics 研究（今後大いに発展するであろう）において

重要な計測手法である。 
しかし、Nature や Science 誌にも掲載されているように、今年から来年にかけて、戦争のた

めに科学研究の予算は縮小傾向にある。プロジェクトの本数や、内容は絞られる方向にある。 

(2) Biotech Div の標準供給 

a) 標準ぺプチド 

2004春のSRM（Standard Reference Material：NISTの商標でCRMと同義）としての完成

を目指して8個のペプチドの標準を開発中。2次元のジェル（エレクトロプロセス）や他の方法で分

離したタンパクを対象としてベンチマークを現在実施中。 

b) プロテオミックス、疾病のマーカー等 

プロテオミクスは発展中であり、多くの研究者は病気のプローブを探している。プロテミクスを病

気の診断（癌組織等）に利用する場合、測定の標準がないことが問題となっている。これについて

研究者達と病気の標識となるたんぱく質の標準について検討中。サイズ、チャージ、折りたたみ3

次元構造、ハイトロジスなどの特徴がポイントであり、利用する側がこれらの特徴を明らかにできれ

ばまた、必要とされる特長を明確化できれば、標準化は可能であると考えられる。使っている人が、

どのような特徴を重要と考えているのかを把握しようとしている。 

こうした検討活動の場のあり方についてもまだ実現していないが検討している。その1つとして、

生体分子反応協会（バイオモレキュラリアクションアソシエイション）というバーチャルなウエッブ上の

チャットグループを立ち上げている。これは米国の製薬会社から資金提供を受けている。大規模な

予算ではない。製薬業界は今後の新薬開発において、この分野の標準が重要と考えている。 
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c) 遺伝子発現 

遺伝子発現活動については企業コンソーシアムによる協力体制をつくり、約 100 の異なる DNA､

RNA 分子が発現しているクローンを用意して研究している。これらの異なる RNA 分子は、将来、

感度測定、マイクロアレーのダイナミックレンジ、遺伝子発現の RTPCR、マイクロアレイ等のベンチ

マーク・標準として利用されるだろう。 

これに参加する企業は Web 上で参照可能であり、増えている。アジレント、アイソメトリックス、ア

ンビエント、カイエチレン等、臨床分野の利用者が多い。参加企業は増える一方で、脱退するとこ

ろはない。 

これらは SRM になるかどうかはわからない（may be） がいずれにせよ RM として利用される。

SRM として認められるには安定性や、万人が認める事の確認等様々な用件を満たさねばならない

が、利用者は標準が SRM であるかどうかは気にしない場合が多い。またこの分野の変化は早く、

より技術の将来動向や標準の必要性を見据えて研究に臨む必要がある。産業界は SRM として認

証や確認作業を待たずに標準として利用する場合も少なくない。 

また、化学物質の標準（Chemical Standard）は SRM として認められ易いが、バイオ物質

（Biological Standard）は不安定で認められない場合が少なくない。化学物質 SRM として認証さ

れるための用件、プロセスのコンセンサスを示した本がある。CCQM、JCTLM などの国際的な活

動でもバイオの標準を化学物質の標準と同じように標準を作っていく方法にたいして苦労している

が、NIST でも同様な苦労がある。 

d) FDA との協力 

人間の組織、細胞、機関の標準研究も行っている。FDA は人工皮膚や内臓等の移植の安全性、

安定性、効率性の評価方法を必要としており、NIST ではこのためのプロジェクトを立ち上げている。

移植することが特定の患者によい結果をもたらすかどうかを判断するための測定方法や SRM（マ

ーカー）は供給可能だと考えている。 

FDAに対してNISTはRM、RMPを提供する役目をもっている。計測結果データをFDAから提

供をうけてNISTで評価し計測方法を検証する。学術分野で様々な計測方法が考案され、FDAに

測定結果データが送られてくるので、FDAはデータを持っているが、そのデータの評価するための

独立した機関、方法をもっていないためValidationができない。そこでNISTがその検証を担当す

ることになる。こうした協力は、多くの場合FDAとNISTの上級管理職（Director）を通して作られた

協力体制ではなく、現場の科学者間で行われる。 FDAの科学者は学術分野の発見に常に接し

ている。これに伴う計量の必要性について、FDAとNISTの科学者の間では協議や対話が常に行

われている。 

また先週金曜日の午後、Dr.Vilkerは FDAに出向き、細胞や器官に関する分野で必要とされる

標準についてのワークショップ（細胞の他の細胞への変化、増殖propagateに関するもの）をFDA
と NIST 協同で開催した。このプロジェクトは 2 年前から始められている。これは異なる細胞間（例

えば癌細胞と正常細胞）の情報伝達に関するものである。がん細胞などは急速に増殖するが、この

研究はがん細胞の識別に役立つ可能性が高い。 
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FDA の多くの機関はワシントン周辺の、NIST から約 5 マイルの場所にあり、科学者もそこにい

るため、交流は容易である。FDA 自身に科学者は所属している。 

FDA との協力で予算は大きな問題である。FDA､NIST ともに予算不足に苦しんでいる。また科

学者間で NIST に協力を依頼してくる場合も予算のことは余り考えていない場合が多い。 

NIST の研究テーマ、協力相手選択の基準は以下のとおり 

米国市民の安全に関係する国の機関 • 
• 
• 

必要な作業に対して科学者自信の興味があるか 
予算の裏付けが得られるか 

 
分析化学も FDA からの予算を多く得ている。市場が急成長しているダイエットサプリ等に関して

メタボライト関係の研究予算を集めている。多くの補助食品の成分は検証されてないが市場に流通

している。 

e) 司法省 US. Department of Justice DOJ 

Biotech Div.は司法省からの人間の DNA 判定（DNA を用いた人間個人の特定）の標準整備

依頼により設立され活動が始まった。 

司法省からは、NISTに対して、この依頼とともに予算も用意してくれた。これで3人の研究者を

新たに雇いプロジェクトを立ち上げた。これは現在も続いており、司法省からの依頼は予算は恵ま

れている。バイオ部門の$12Mの予算のうち、$2.5Mは他の省庁の予算でその内$1Mが司法省で

あり、一番大きな割合を占めている。司法省はこれらの予算を12年間確保してくれたが、現在これ

らの予算は国土安全保障省に移管されているので、今後の動向は不透明である。U.S. 

Department of Homeland Security（DHS）米国土安全保障省 

f) 農務省 USDA 

農務省は様々な役割があるが。代表的なものの１つは規制につながるもの。もう一つは農業の

振興につながるものである。農作物は湿度管理が重要であり、世界に米国の農作物を流通させる

ために、USDAの機関であるGIPSAが水分量の測定を行っており、これに関する相談もあり協力

している。これには$20Mの投資が必要とされている。 

GMO穀物の検出・定量化方法の開発を行っている。ここでは蛋白質量の測定やDNA測定と言

った2 つの方法がとられている、USDAからの相談は米国産業と市民のためになり、科学者が興

味を持てる分野であるが予算は充分ではない。プロジェクトテーマの選択は注意深く行う必要があ

る。 

標準の研究は政治が重要な役割をもつことは米国も日本と同じであり、世界共通である。政治

上の必要性から標準は発展してきた。 

米国の消費者は食品の安全性に不安を抱いており。議会政治家にも対応が求められている。

FDAに予算を与えて食品中の化学成分の検証を求める声が大きくなりつつある。これによりNIST
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もFDAから多くの予算を得ている。一方GMOについては、米国市民の関心は低く。GMOの混入

率についても関心は低い。CCQMですすめられているDNA計測に対する関心も低い。農業生産

者はGMOに関心があるはずだが、現ブッシュ政権は国際協調を重視していない。これはNISTの

プロジェクトテーマの選択にも影響がおよんでいる。権力政治の影響は非常に大きい。 

(3) GMO 

GMO混入率の測定方法について農務省のGIPSAと協力しており、民間との協力体制がある。 

3、4年前のスターリンク混入問題で、民間企業がタコスへの混入を指摘した際、農務省USDA

は独自の測定ができず、反論できなかったため、NISTに協力を依頼してきた。このとき穀物大手4

社（モンサント、アベンティス、サジェンヌ、ノベルティス[現ベアクロプス]）がGMO遺伝子を検出す

る、リアルタイムPCRのプローブシーケンス（DNA配列）を提供する覚書に調印し、NISTで標準を

作成した。民間の66の研究機関に標準を送り正しいGMOの混入検査できることを確認して、検査

業務に認証を与えた。この認証は検査を実施する上で法的に必要とされるものではないが、検査

業務の受注が増える効果はある。 

GIPSA（Grain Inspection Packing stockyard Administration www.usda.gov/gipsa/ ：カ

ンサスシティ） 家畜、家禽、肉、穀類、油糧種子、および関連する農産物市場を円滑化し、公正で

競争的な商習慣を促進することにより、消費者と米国農業の総合的な利益を追求することを目的と

した農務省の組織。 

GIPSAではDr.Steave Tannerが中心人物だが多忙なので Dr. Dan Kendall に連絡をとる

ほうが良いかもしれない。  

連邦政府の研究機関で測定に対する必要性が生じるとNISTに依頼がくる。研究プロジェクトと

する場合にはNISTから、必要とする機関に対して予算の獲得を働きかける。外部の機関は基本

的にNISTの予算は自分たちの計測を支援するためにあるものだと考えている。現在バイオ技術

部では約$10Mの予算でUSDA、FDA、癌、環境等全ての分野に対応している。予算獲得活動は

政治色の強いプロセスであり、ビルカー博士としてはこのような活動はしたくないが、必要に迫られ

て行うこともある。上記スターリンクの問題でもGIPSAのヘッドとDr.ＶVilkerはUSDA副長官

（deputy?）に予算の必要性を説明した。ＵＳＤＡはBSE問題等、政治家の支配力が強く、世界中

が米国の小麦を買わなくなれば、大統領は予算の増額に踏み切ると思う。 

(4) CCQM、JCTLM 等の国際活動について 

これらの国際活動は科学者の国際的な協力の場として非常に大切だと認識し、なるべく参加し

たいと考えてているが、NISTとして特別な予算が組まれているわけではなく、通常予算の中での

活動なので､資金は限られている。よいプロジェクト（＝米国にとって利益が大きく、科学者の関心

が高く、予算が得られる）には積極的に参加してゆきたい。ビルカー博士の前任者（バイオ工学部

のトップ）であったHratch G Semerjian博士は、CSTLのを経て、現在NISTのActing Directoｒ

（現在Deputy）となっていることはCCQM活動の重要性を示している。 
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1.5 NIST Analytical Chemistry 
面会者 

 Dr. Willie E. May  ：Chief Analytical Chemistry Division 
 Dr.David Bunk   ：Organic Analytical Methods Group 
 Dr. Laurie Locascio：Molecular Spectrometry and Microfluidics Methods Group 
 Dr.Stephen Long  ：Spectrochemical Methods Group 

(1) NIST 概要 

a) 現状 
NIST の全職員数は約 3000 人（Scientist、Engineer、technician の合計） • 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

客員研究員は約 1600 名（2 週間程度の滞在から、十年以上滞在している人もいる） 
NIST の拠点はゲイサーズバーグ以外にコロラド州ボルダ－（極低温物理等）、Ｓ．カロライ

ナ州チャールストン（12 名全て Analytical Chemistry の所属 海洋関係）がある。 

b) NIST の歴史 
NIST は NBS として 1901 年に NIH と共に米国 初の国立研究所として大統領命令によ

り設立 
1988 年に NBS から NIST に改組 
NIST は標準を作り、社会に知らせる義務を負っている。 
NIST は前進の NBS 設立当初（1901）から化学分野をもち、この点で欧州の機関に先駆

けていた。当時鉄道の脱線事故が発生し、金属の成分分析に対する必要性から、ルーズ

ベルト大統領の指示があった。 

c) 2003 年予算 
NIST の年間総予算は$810Ｍ（$8 億強） 

 標準の開発$450M（連邦議会から$325M、他は民間企業からの委託研究、他省庁

の委託、標準販売） 

 Advanced Technology Program(ATP)  $185M 1988 年に NIST への改組から

開始 

 政府がベンチャーキャピタルの役割を果たすもの。日本の工業力への対抗措置の一

つ。NSF との違いは技術面だけでなく、ビジネス面での評価が重要視される点 

 Manufacturing Extension Partnership $107M 既存の製品製造分野の中小企

業支援 全米に 350 の Extension Partnership Center がある。設置場所は有力議

員の選挙区である場合が多い。 

 Baldrig National Quality Program $5M デミング賞のような表彰制度 議会予

算の$５M の他、民間財団から$50M。 

 Renovations $64M 施設の維持費用 新たなビルの建設費等は含まない。 
CSTL（Chemical Sicence & Technology Lab）の予算は$67.2M 
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 66％が連邦議会からの固定的研究費用、５％が競争的費用。他省庁からは 15% 

 30%を占める SRD は化学物性の数値データの整備を意味する。 

 ATP（上述）は ATP に必要なものに対する CSTL の支援活動 
CSTL では研究のための研究はなく、トレーサビリティの頂点に位置する標準に関する研

究が行われる。 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Analytical Chemistry Division の予算は$18M 

 60％が連邦議会予算。他省庁からは 16%、SRM 販売 16% 

 SRM が売れるとその売上は 100％ではないが 90％程度は CSTL の予算として使え

る。 

 7 ％を占める校正作業とは、2 年の有効期限が切れた標準ガス等をユーザが NIST
に送り返し、校正して送り返す作業等 

(2) ＣＳＴＬの標準整備と社会との関係 

a) 化学計量のトレーサブルに対する最近の主な重要性と要望 

 Quality of Life 臨床薬、環境政策、食品栄養素・成分 

 貿易 

 産業競争力 半導体産業等（SRM が製品管理を向上） 
例１：環境政策決定（排出権取引、廃棄物処分問題、水質・大気汚染）との関係 

  特に水銀の問題 

 環境保護庁 EPA：大気汚染、石炭火力発電の水銀輩出規制 

 学術研究会議 Natuinal Research Council NRC の海産物の卵巣の水銀と神経性

疾患児の関係への警告 

 FDA：海産物の水銀含有量１ppm 以下の販売規制（日本は２ppm） 
例２：心臓麻痺の対する生化学マーカ 

心電図に変る有効な免疫学的手法である血液中の Troponin の水準の判定値について、

試薬メーカにより判定値が大きく異なる問題 Ａ：19.9ng/ml B：6.7 C：0.85 
例３：ＥEU-IVD 指令 
EU の政治家により科学的な根拠や、標準の整備状況を考慮せずに、1 次標準へのトレー

サビリティが義務付けられ混乱状態にある。既存の NIST の標準への授業は高まっている。 

 IVD 製品の 初の CE マーク表示が 2000 年 6 月より開始 

 2003 年 12 月以降は新規 IVD 製品は CE マークが必須。 

 既存 IVD 製品も 2005 年 12 月以降は CE マークが必須 

b) NIST の化学標準 
NIST の全 SRM1400 種類の約 2／3 が化学 （2002 年） 
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2002 年の販売件数（UNIT）31000 件のうち 24000 件が化学  （2002 年） • 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

化学標準の分類 

 高純度な化学物質、有機溶液標準、無機溶液標準、混合ガス標準 

 複雑な物質標準：先端材料、生体（液体、組織）、食物・植物、地質､金属、化石燃料、

土壌・沈殿物・微粒子、セメント 

 分子分光標準、電気伝導標準、ｐH・イオン活性標準 
SRM や NTRMｓ（NIST トレーサブル標準）は NIST の登録商標である。 
計測の品質保証や技能評価プログラムは、他省庁関連機関でも参照され、炭疽菌騒動の

判定でも用いられた。 
標準物質には計測機器の校正のものもあるし、それを使ってユーザが自らの計測水準を確

かめるためのものもある。 
米国の環境、健康、産業研究によって選択された計測技能評価プログラム 

微量栄養素計測、海洋汚染微量有機物、水質試験、海洋哺乳類、粒状有機物質、生物化学

テロに対するバイオマーカ 
この他、呼気のアルコール成分量、ワイン中の鉛の定量方法に関するものなどがある。 

c) IVD 関連 
概要 

米国では医療に$1.1T($1.1兆、100兆円以上)がつかわれており、その10~15%の約$140B

（＄1400億、14兆円以上）が計測に関係している。非診断計測は約$40B 

ドイツでは（ドイツ健康レポートwww.gbe-bund.de） 重複した計測のコストが年間$1.5Bとされ

ている 

世界IVD市場規模約$20Bで、欧州市場の6割は米国からの供給 
臨床計測の国家参照システムに於ける NIST の役割 
 既存の SRMｓと定義測定法（definitive methods）の維持 
 新たな必要性に応じた、新たな、より高次の SRMｓと定義測定法の開発 
 計測サービスの同等性の確保に向けた他の NMIｓとの協力 
 世界的な参照試験所のネットワークへの酸化と IVD 産業界への参照試験計測サービ

スの提供 
以下の図 1-3参照 
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NIST CDC

Network Lab製造業界

病院、臨床検査質　（数千個所）

認証　　　
品質管理

認証、品質管理

分光学的参照計測法SRMs 　　　　　
計測サービス　

機器、試薬 認証、品質管理

SRMs 
定義測定法

NIST CDC

Network Lab製造業界

病院、臨床検査質　（数千個所）

認証　　　
品質管理

認証、品質管理

分光学的参照計測法SRMs 　　　　　
計測サービス　

機器、試薬 認証、品質管理

SRMs 
定義測定法

図 1-3 コレステロール計測の例 
注） A/K Reference Method：Able Kendol(分光的手法)  
 

整備が進んでいる IVD の SRM • 

• 

血液や尿の健康状態の指標の SRM、計測方法について、次のものには整備が進んで

いる。 
 分子量の小さな基本的な化学物質 
 ID/MS 質量分析器で定義可能な物質 

具体例 
 カルシウム  癌、血栓 
 クロライド CL 塩化物  肝機能 
 コレステロール 心臓疾患 
 クレアチン  肝機能 
 グルコース  糖尿病 
 リチウム  抗精神病 
 マグネシウム 心臓疾患 
 カリウム potassium 電解質バランス 
 ナトリウム sodium 電解質バランス 
 中性脂肪 triglyceride 心臓疾患 
 尿素 urea  肝機能 
 尿素 uric acid 痛風 
 ビタミン  栄養素 

これらのものは同位体希釈分析や質量分析により定量ができる。図 1-4参考 
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Addition of Known Mass of Isotope 
labeled Material to Known Mass of 

Serum(or other Matrix)

血清等の既知成分に対する同位体元
素標識の付加

Isolation of the analyte
from the matrix

基質から検体の分離

Further Separation from 
Potential Interference

潜在的干渉からの分離

Tests and 
Corrections for 

Blanks and 
Interference

空白と干渉の修正
と試験

Precise Isotope Ratio Measurement 
of the Labeled and Unlabeled Forms

同位体元素表示されているものと
されていないものの正確な同位体

比計測

Calibration of the Mass Spectrometer 
with Known Mixture of Primary 
Reference Material and Labeled 

Material

一次標準の材料と標識の材料の知ら
れている混合物との質量分光器の校正

Calculate Results and Provide Complete 
Uncertainty Statement

結果の算出　完全は不確かさの提示

 

図 1-4 同位体希釈分析・質量分析 
 

このほか、血液や尿の体外診断マーカーの SRM、計測方法の開発についてＩＶＤ産業、医

師、臨床検査技師の意見を聴取し、優先順位を検討し開発を進めている。 
• 

• 

• 

• 

次の新しいマーカーに関する参照システム（reference system）を開発中 
 高分子量（2 万ダルトン以上 ＞20000daltons） 
 分析の異質性（heterogeneity of analyte） 
 低濃度 
 終的な分析方法が未解決なもの 

具体的には以下のもの 
 Troponin-I：  心筋梗塞 
 C-Reactive Protein： 心臓麻痺、心臓発作 
 Glycated Hemoglobin： 糖尿病 
 Homocysteine：  心臓疾患 
 T3,T4 and TSH： 甲状腺機能 
 Speciated Iron： hemochromatosis 
 PSA：   前立腺癌 
 Cadmium & Mercury： 有害金属 
 Folates 葉酸：  神経管損傷 

NIST の活動（血液、尿の SRM に関する）を先導要因 
 医療診断の利益を完全に実現するには標準化が不可欠である。 
 EU-IVD 指令 
 米国の他省庁との密接な連携（FDA,CDC、NCI＝国立癌研究所、他） 
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トロポニン I（Troponin-I：心臓発作）はトロポニン T やトロポニン C などの異性体との関連が

複雑であり、異なる抗体検査に対する共通の検査形式が認知されていない。 
• 

• 

• 

• 

（different assay antibodies do not recognize the same form） 
この問題について NIST は次の活動を行っている 
 トロポニン I の検査を校正するために 良な物質を決めるために、世界中から 12 の異

なる製造業の、20 の検査キットを含む、２つのラウンドロビンテストを実施済み。 
この物質により 10 の因子までばらつきを低減 
（Use of this material reduced variation by factor 10） 

 人間の心臓組織からの抽出したトロポニン I、T、C 混合物を SRM2921 としている。

NIST で濃度を認定している。 
 血液中のトロポニン I の SRM の開発と参照方法（method）の開発 

NIST のコレステロールの国家参照システム National Refernce System）への貢献 
 1967：純粋なコレステロールの精製 SRM911 
 1980：血清中のコレステロール定義方法 
 1981：血清中の 初のコレステロール標準物質 SRM909 
 1988：医学判断上の血清中コレステロールの新しい組合わせ標準物質（New Suite 

of Cholesterol in Serum SRMs at Medical Decision Points） 
 １９９７：臨床分析の互換の為の新鮮な冷凍血清標準物質。（New Suite of Fresh 

Frozen Serum SRMs desighned to address clinical analyzer Cholesterol in 
Serum SRMs at Medical Decision Points） 
Total-HDL、LDL Cholesterol、Triglyceride Values 
 HDL：high density lipoprotein Cholesterol 善玉コレステロール 
 LDL：low density lipoprotein Cholesterol 悪玉コレステロール 
 Triglyceride：中性脂肪、血清脂質の 1 種：TG 

 
コレステロール計測精度の向上はこれまで$100M の治療費削減につながってきた。（図 
1-5参照）1949 年当時はコレステロール計測値による誤った判定の割合は 27％で、その半

分は誤って陰性と判定され、治療が施されず死に至り、半分は誤って陽性と判定され医療

費の無駄に繋がっている。1969 年には 18.5％、2000 年には、3％にまで改善されており、

1968 年当時に比較して、＄100M の治療費削減につながってきた。 
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誤った陰性判定 誤った陽性判定

1949 23.7%

1969 18.5%

11.1%1980

1986

1990-94

2000

6.4%

5.5-7.2%

3.0%

必要な治療が行われず 不必要な治療

誤った陰性判定 誤った陽性判定

1949 23.7%

1969 18.5%

11.1%1980

1986

1990-94

2000

6.4%

5.5-7.2%

3.0%

必要な治療が行われず 不必要な治療

   

図 1-5 コレステレール計測精度の進歩の推移 
   GAO,CAP 資料より NIST 作成 

• 

• 

コレステロールの計測値の評価は医療の介入時期の適切な判断においても重要な課題で

ある。ボストンの有名な医療機関であるメイヨークリニック（Mayo Clinic）の 2 万人以上の患

者の評価例がある。 
ここ数年タンパクが臨床で重要視されている。プロテオメックスでは LGC、PTB（

• 

• 

• 

BAM では

ない）と協同研究をおこなっており、NIST が主導している。この研究は商務省の予算で進

められている。米国臨床医療協会の科学者と協力はしているが、彼等は化学的な分析研

究は行わない。評価の援助や研究素材（血液）等は提供してくれる。 
代謝物の SRM は IVD メーカー以外に、病院や検査所でも精度管理確認のために使って

いる。 

d) 食料関係 
主な対象 
 栄養素（栄養素表示法 1994） 
 汚染物質、混入物質 
 バイオテック食物 GMO,バイオ工学を応用した食品製品 
 ダイエッタリーサプリメント 

NLEA 法（Nutrition Labelling and Education Act of 1990） public law101-535 
加工食品に対する表示義務 
総カロリー表示 
総脂肪分、飽和脂肪、コレステロール、ナトリウム、炭水化物（糖質）、食物繊維、蛋白質、ビ

タミン A、C、カルシウム、鉄分 
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AOAC の 9 分類三角形 • 

• 
• 
• 

• 

• 

 

１

２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９

１００％脂肪

１００％蛋白１００％炭水化物

０％蛋白

０％脂肪

０％炭水化物

１

２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９

１

２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９

１００％脂肪

１００％蛋白１００％炭水化物

０％蛋白

０％脂肪

０％炭水化物

 

図 1-6 AOAC の三角形 （NIST プレゼン資料より） 
 分類 1：コレステロール、水溶性脂肪、ココナッツオイルビタミン,SRM1563 
 分類 2：ベーキングチョコレート 
 分類 3：ピーナッツバター 
 分類 4：一様肉、SRM1546 
 分類 5：ベビーフード複合体。SRM2383 
 分類 6：アイスクリーム、SRM1544、特殊調整粉乳、SRM1846、SRM1548a 
 分類７:冷凍ほうれん草、SRM2385 
 4,8,9 連結：魚組織、SRM1946 

この AOAC の三角形は、純粋な栄養素成分を効率良く摂取するために抽出された、ダイエ

ッタリーサプリメントの分類にも使われている。 
FDA は NLEA 法の実施運用にあたり、新しい評価を必要としていた。 
AOAC は１～９の項目毎に 1～2 個の標準物質の整備を要求 
NFPL(National Food Process Association)の 20 の試験所を中心として（他の試験所を

加えて、試験所の品質保証を行っている。 
食品標準物質の効果 
 栄養表示法への適合 
 食品の貿易のときのトレーサビリティ要求 
 正確な表示情報の供給 

FDA 栄養表示の精度調査 
1996 年 FDA は民間試験所に 300 種類の食品を栄養素情報の精度を調査した。その結

果各栄養素について基準値から 20％以内に収まった試験所の割合 
 ビタミン A：約 50％ 
 鉄：約６５％ 
 ビタミン C：約 80％ 
 カルシウム：約 80％ 
 食物繊維：約 80％ 
 コレステロール：約 80％ 
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 ナトリウム：約９０％ 
 飽和脂肪：約９０％ 
 砂糖:：95％ 
 全脂肪:：95％ 
 全炭水化物:：95％ 

FDA、NIH の両者から SRM の開発予算を得ているが、研究者が直接 NIST に来て研究

を行うことはない。 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

SRM 開発では FDA、NIH、AOAC、民間研究機関と協力する。 
食品成分表示については SRM の使用が法律で義務付けられているわけではないが、実

際にはよく使われている。代替サプリの販売では NIST の SRM を用いた校正が義務付け

られている。他の法律でガス成分表示などではSRMの使用が義務付けられているものもあ

る。 
SRM の需要は食品会社が自社の分析精度を確認するために購入する場合が多い。

（Control と呼ばれる） 
1946 年にスペリオル湖の魚の PCB 汚染が問題となり、組織標準 SRM が作られた。 

e) ダイエッタリーサプリメント、機能食品 
この 10 年ほどダイエッタリーサプリメントに対する問題が浮上 
北米の産業規模として$70B の現状に対して 2010 年までに$500B の成長が見込まれてい

る。 
現状は多くが中小企業である。 
2000 以上の栄養補助食品があり、約 450 の原材料物質があり、1700 以上の 終製品が

ある。 
安全性評価、品質、効果に対する計量標準が必要とされている。計量のトレーサビリティの

要求が高まりつつある。 
 規制の円滑な実施や、準拠に必要 
 強調表示や正しい広告に必要 
 公衆衛生と安全を支援する 
 貿易上の快適な評価 

2000 年 1 月にグルコサミンやコンドロイチン等やダイエタリーサプリ 25 ブランドについて、

消費者側の研究所（consumer lab）を含めてブラインドテストを実施したところ、その半分

に表示された量の有効成分が含まれていなかった。 
NIH、FDA、AOAC との相談により優先順位を決定 
Ephedra はＳＲＭの開発終了。ＦＤＡやカナダのＮＲＣと協力 
現在 Ephedra の一般販売は禁止、研究目的のみ流通可能。 
Ephedra（麻黄）の標準物質はまだ SRM とは認められていない 
植物をそのまま吸った場合、成分を抽出した場合など様々な測定を実施中 
ephedrin alkaloids の濃縮ち値付けは NIST が LC-UV、LC/MS、GC/M 等の計測方法

を用いている。FDA 等の研究機関とも協力している。 
Aｓ（砒素）、Cｄ、Hg、Pb の計測には NIST は ICP-MS を用いている。FDA やカナダの

NRC と協力している。 
マルチビタミンの SRM も関心が高く開発中。分析的に難しい。 
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(3) Lab 見学 

a) Food Labeling and Nutritional Standards Liquid Chromatography A144 

Dr.David Bunk：Organic Analytical Methods Group 

b) Lab-onChip Ｂ159 

Dr. Laurie Locascio：Molecular Spectrometry and Microfluidics Methods Group 

チップ上で分析化学工場と同等の分析を実施。AISTの軽部氏も同様の研究。 

米国司法省の依頼で犯罪者のDNAプロファイルタイピング高速作成方法の開発HPLCで約40

分 

また、国土安全省からの依頼で、50種類の毒物を一度に蛍光処理を使った分析判定処理でき

るチップを開発中。 

医療分野ではNIHやメリーランド大学と協同研究 

c) ICP-MS Ｂ353 

Dr.Stephen Long：Spectrochemical Methods Group 

炎色反応と同様な原理で、物質を1万度程度に加熱しイオン化したときの分光化学分析。 

測定対象はNi、Ca等様々 

凍結乾燥、冷凍の血清標準を作成。EU-directive のために多く売れている。 

原油内部のＰｂ濃度を測定しているが、かなり難しい。 

(4) その他 

a) EU-Directive、IVD 
EU-IVD Directive のために NIST の臨床検査関係の SRM が年間$4M 売れている。 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

EU はこの Directive で事実上 NIST に依存している。なぜこのような実現不可能な

Directive が制定されたのか理解できない。場合によっては非関税障壁にもなりかねない

ため欧州市場の 6 割を占める米国の利益を守ることに NIST は貢献する必要がある。血清

の標準整備には NMIJ の役割も大きいであろう。 
米国がＥＵ-Directive 相当の法律を作る可能性についてはないことを望む。ルールは１つ

でよい。 
BIPMの情報はNMIにしか参照されないが、JCTLMの発信する情報は医学関係に幅広

く注目されるであろう。 

b) NIST SRM 
FDA 等は規制当局で産業界と接触しにくいが、NIST は FDA とも産業界とも交流しやす

い位置付けにある。 
NIST の SRM 利用の法的な義務付けは殆どないが、FDA 等は SRM を用いた抜き打ち

テストを実施している。なにか問題が発生したときに NIST の SRM をもちることが一番よい

という認識は広まっている 
NIST でも整備できていない標準の方が多く、大半は未整備といえるが、開発については 3
年後にどれほど使われるかを検討する。 
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FDA や NIH は IVD 等に関して標準整備の優先順位の依頼はしてこない。 • 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

IVD の関連の強化のために Dr.Dabid Bank に NIST に来てもらった。 
以前は NIST の科学者自身が SRM の必要性を検討していたが、近年はユーザ側に決め

てもらうようにしている。ただし 1 社の依頼を受ける場合は有料となる。 
NIST の業務の優先順位を決める要素は、米国産業の強化（生産性向上等）と生活の質の

向上への貢献である。 
産業界の同業者組合等との定期的な会合は年 1 回程度持っている（自動車業界、排ガス

問題等）。この他産業界の人々は NIST も様々な相談をしに来る。 
(宿泊先であるＮＩＳＴ至近のホテルでも滞在時に NIH、NIDA 薬害協会の共催による会合

が連日開催されていた) 
行政上の必要性により他省庁の予算を得て SRM を開発することもある。年間 30 項目程度。

個別の開発項目について法律で定められることもある。 
（司法省、国防省、国土安全省等が多いと思われる。） 
Dr.May はメリーランド大卒業後、NIST に就職、転職経験はない。基本的に研究者の定

着率はよい。標準に関する仕事は経験を必要する。 
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2. 国内ヒアリング結果 
2003 年 8 月から 2004 年 3 月にかけて、国内の企業、研究所等 14 回のヒアリングを行った。以

下にその内容を示す。 

各機関の位置付け。 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 医療分野の標準の認証に関しては、NATA（オーストラリア）が強い。 
• 
• 

A 機関：大学 
B 機関：製造業 試薬 
C 機関：製造業 機器 
D 機関：独立行政法人 
E 機関：検査サービス 
F 機関：製造業 機器 
G 機関：検査サービス 
H 機関：大学 
I 機関：製造業 機器 
J 機関：製造業 聞き 
K 機関：製造業 聞き 
L：財団 

2.1 A 機関 

(1) 医療分野の国際規格化状況 
ヨーロッパでは、EU 各国の規格化に関するバラツキを、いかに解消していくかが 大の課

題のようである。 
EU は 14 カ国のそれぞれが、ISO で 1 票ずつ持っているのに対し、米国、日本はそれぞ

れ 1 票しか持っていないため、対抗するための方策が必要である。 
米国は、NCCLS をグローバルスタンダードと称して、世界戦略的な意味合いを強くしてき

ているようである。米国独自の規格を広めると言うより、ISO と足並みを揃えて、NCCLS の

ドキュメントを世界的に売り込むことを目指しているようである。 
アジアに関しては、ISO を見てしまっているようだ。 
医療機器、診断薬の主たるメーカは、米国、ヨーロッパ、日本の三極であるが、アジアで

ISO が優先されると、日本のメーカはアジアの市場を取ることができなくなる。 
日本のメーカは、5 年～10 年の期間で安定的供給を図ろうと考える傾向があるが、米国、ヨ

ーロッパは、2 年間で結果を出すことを考える。 
そのような中で、国際規格に合わないモノは、国際市場で受け入れられなくなり、負けてし

まうだろう。 

(2) 医療分野の認証、単位系 

日本には、この分野の認証制度が無いため、現在、あわてて作ろうとしている。 
中国では、日本と違って国家が標準化戦略をコントロールしている。各地域毎にナショナル 
リファレンス ラボラトリ センターが設立されており、それを国が管理している。そのセンター

より下のレベルでは、どのようになっているかわからないが、中国が力をつけて日本に進出

してくるようになると、日本は対抗できないかもしれない。 
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オリンピックのドーピング検査に関しても、日本では資格を取ることができない。具体的には、

NATA に申請することになるが、使用する単位系の点から非常に厳しい状況である。 
NATA では、SI 単位が医療の現場で普及しているが、日本では、医療の現場で SI 単位を

使用していない。これは、米国とドイツも同様である。血圧の単位が mmHg であるなど。 
このため、SI 単位へのトレーサブルを要求すると、日本は対応できない。天秤はかりも SI
単位にトレーサブルではなく、国内で 3,000 とも 4,000 とも言われる臨床医療センターをどう

対応させていくかは、大きな問題である。 
イギリス、オーストラリアの医療分野は、100％SI 単位に対応している。また、ヨーロッパでは、

雑誌に投稿する際に、SI 単位の使用が義務づけられている。 
日本で SI 単位系に変更しようとしたら、日本医師会が音頭をとらない限りは無理だろう。 
文部科学省が国内で使用されている医療機器について、輸入の割合についてアンケート

調査を行っているようである。以前に、輸入枠を拡大することが国の政策とされた時、文部

省が率先して意識的に外国の製品を購入するよう方向付けした結果であり、今さらアンケー

ト調査をしてもどうしようもない。 

(3) 医療分野の標準、標準物質 
日本での医療関係の標準物質に関しては、化学物質評価研究機構（旧 化学品検査協

会）が、少しずつ進めてきている。http://www.cerij.or.jp/ceri_jp/index_j4.shtml 
国際的には、DIN、NATA、NIST。 
工業分野でも医療・生物分野でも、標準物質については、基準の作り方、トレーサビリティと

いう観点では、同様である。ただし、プレアナリティカルか、ポストアナリティカルであるかの

違いはある。 
経済省は、医療の標準に関しては力を入れてこなかった。また、厚労省でも、審査管理課

で許可を出しているが、その内容はルーズと言わざるを得ない。しかし、国際的に第三者認

証が必要となってくると、従来の方法は通用しなくなってきた。 
バイオ、医療ともに、基礎になる標準物質、基準分析法を、産総研なりで、きちんとしたシス

テムを作って欲しい。 
日本の医療機器市場は、売上では米国に続いて世界第 2 位であるが、日本のメーカは世

界でトップ 10 に入れないことが問題ではないか。 
日立製作所は、機器には強いが、試料には手を出していない。 
試薬の点では、シスメックスがトップ 10 に近づいてきている。かなり、東南アジアに進出して

いるようである。 
現状では、IRMM、NIST の標準物質を使わざるを得ない。品目の多さでは、IRMM であ

ろう。 
ISO TC212 臨床検査室を JIS 化しようとすると、厚労省はおよび腰になってしまう。 

(4) 医療分野の測定の認識 
日本の利用分野では、測定方法が違えば、同じ値が出なくてもしょうがないというのが、共

通認識である。 
人間ドックに関しては、生活習慣病に関する検査項目について、人間ドック学会等で、ほぼ

同じ判断基準値を得られるような方法を決めることができた。 
工業分野と違う点は、測定対象である身体は、常にゆらいでいるという点である。外的刺激

に対応できるように、ある幅の中で動いている。その幅から外れたら異常であると判断すべ
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ただし、一般的な医者は、計測までは手が回らないのが現状であり、専門家に任せる傾向

にある。 
測定方法の違いを、コンバージョンファクターで補正する事により、患者の手元に届くときに

は、比較可能な検査値とすれば良いのではないかという考え方もある。 
ただし、分析の専門家からすると、そのような考え方は許せないようである。測定方法が違う

モノを比較してしまうことが許せないのであろう。 

(5) その他 
JCTLM が設立されて、国際的協力関係が動き出してきており、日本も積極的に参加して

いる。 
日本で新たに開発した検査方法（HDL コレステロール検査に関する簡単な方法等）が、こ

れまで、海外の規格に抑えられてしまうことが多く、新しい検査方法についてだけでも、日

本で標準物質を開発できるようにするべきであろう。 
日本の大メーカは、大きな検査機器は手がけるが、小さな機器には手を出さない。日立、島

津など、1 台が 10 億円ぐらいするものには積極的だが、300 万円程度のモノには消極的で

ある。 
また、日本では危険を伴うモノ（ペースメーカ等）にも、 初から手を出さない。 
日本で臨床試験を行うことは、世界的にも一番難しい。米国では、本人の同意があり、倫理

的に問題がなければ、文句を言われることは無いが、日本では本人が了解していても回り

から文句をつけられる。 
そのため、日本のメーカが 先端の技術を開発しても国内で試験を行うことが難しいため、

外国で試験を行っているのが現状である。 

2.2 B 機関 

(1) 臨床検査関連状況 
食品のかび毒測定等への展開を測っているが、これらの分野でも標準物質が不可欠となっ

てきている。 
日本の臨床検査の水準は国際的に非常に高く、検査薬の国内市場は、これまでは安定し

た業界であり、検査体制は検査機器、検査試薬の供給ともに国内で完結し問題も生じてい

なかった。 
コレステロールの計測で、毎時 800 件の計測が一般的に普及しているのは日本のみであ

る。 
日本の医療計測器メーカー（日立、東芝、日本電子、島津、オリンパス）は世界市場をほぼ

独占している。 
日本は検査技師のレベルが高く、自分で考えて精度管理できる能力が高い。 
従来標準物質や、計測手法、値のつけ方等は日本国内で閉じた形で整備されてきたが、

国際学会に英語論文等で情報発信されてこなかったため、海外での臨床試験・再現性試

験や世界的な権威による認定が行われてこなかったため、近年の国際的な標準化では受

け入れられず、欧米の方法に置き換えられる方向にある。 
再来年には薬事法が改正され、従来の日本の標準、計測が否定され海外の標準にトレー

サブルな計測をしなければならなくなる。海外から標準を購入し、値付けの施設、方法、手
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順等も変わってくる。 
JCTLM の WG では一部日本のやり方が認められる場合もあるが、否定されるのた大勢で

ある。 
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• 
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• 
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• 
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• 

γGTP 検査では日本は組換体の生成技術が発達しているため、人間組織から標準を生

成できるが、海外では作れないため、他の動物から生成している。日本の技術の高さは海

外でも認められているが、値付けの方法が認められないとして、日本の標準も受け入れられ

なかった。ILCC 国際臨床化学会 
海外の標準を買うことになるとコスト、時間の損失になる。コストは変らない場合もあるが、特

許料の負担が大きい場合もある。またその特許を使った製品販売の輸出が認められず、海

外市場を失うことにもなる。 
既に確立している計測分野でも、方法が国際標準に置き換えられると、薬の臨床試験等が

１からやり直しになり、大きな損失になる。 
一般の医薬品の開発サイクルは薬 8～9 年、臨床検査薬は 2 年程度であるが、国際市場へ

の浸透期間を考えると 2 年の遅れは回復不能となり、標準や計測方法のやり直しは取り返

しがつかない。日本の医療分野の研究発展の阻害要因にもなる。 
今年の 12/7 以降は IVDD については CE マークがないと流通させることができなくなる。

CE マークは国際標準へのトレーサブル（値付け方法を含め）を要求している。既に流通し

ている製品については校正が必要となる。 

(2) 病院の精度管理 
日本では医師会、臨床検査医師協会が、各病院に検査サンプルを送り、測定値のばらつ

きを抑制する精度管理活動を行っている。両者は統合される方向にある。自治体が独自に

行っているところもある。 
日本の精度管理でばらつきの大きさが指摘された病院からは、その原因究明のため、即座

に試薬会社等にも連絡がくる。 
欧州では標準の整備は進んでいても、これを精度管理活動は始まったばかりの状態にあ

る。 
メキシコや韓国は欧州より先行して病院の精度管理を行っている。 

(3) 医療標準 
例えば蛋白質の量を測るとき、結晶化できるものは単純に重量測定するだけであるが、結

晶化できないものは、純物質として抽出できないため、別のものが混ざった量を計測する可

能性もあり、標準物質を使って反応性を確かめたりする必要がある。 
血中にある抗原の量を測定するには抗体をつくりこの量を計測する必要がある。 

(4) 日本からの発信 
今後日本から ISO の整備を発信できる分野として遺伝子がある。生化学分野では日本の

標準が先行しており、世界で使用されている。 
免疫分野では日本は立ち遅れており、抗体を作る特許を欧米に押さえられている。応用技

術では優れている面もあるが、これらは特許にはなりにくい。 

(5) 国内の標準供給体制  
JCCLS（日本臨床検査標準協議会）は大学、AIST 等の専門家の会議の場で、提出され

た資料から臨床検査標準物質としての認証を行っている。（計量の認証機関等の意味合い
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とは異なる）  
従来は JCCLS が厚労省に答申を行い、厚労省が認定して薬事法の細則改訂を行って来

た 
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• 

• 
• 
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• 
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• 

• 
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• 

• 

JACR（日本臨床検査薬協会）は臨床検査薬会社の業界団体であり、業界の統一見解を

行政に発信する機能がある。臨床検査標準物質販売の窓口を担っている。注文を受け、臨

床検査薬会社から仕入れて販売している。 
HECTEF(福祉・医療技術振興会)は川崎のサイエンスリサーチパークにラボを持ち ISO
準拠の方法で値付けを行っている。コレステロール等はＮＩＳＴの標準に基いた 2 次標準の

供給を行っている。HECTEF 自体も企業体であり、標準物質製造は臨床検査薬会社につ

くらせるている。 
以上 3 機関は厚労省系ではあるが、いわゆる研究機関ではない 
厚労省系の研究所としては感染研があるが標準とは直接関係はない。 
AIST は無機化学、工業計量標準はあつかっているが、バイオ・医療関係は従来扱ってい

なかった。欧米は NIST 等の１機関に集約されている。 
今後は AIST がバイオ・医療分野の標準供給の仕組みを整備しようとしている。 

(6) 問題点 
厚労省（担当者）が国際的な標準化の問題に無関心で経済省に丸投げである。現在は問

題は顕在化していないが、薬事法事態は厚労省の所管であり、今後担当者が変った場合

に現状が維持される保証はない。 
既存の国内の標準認証、供給体性（JACR 等）とは独立に AIST の標準整備を進めること

には無駄がある？。 
国で整備してほしい標準として、癌診断の標準（生体材料）が挙げられる。例えば、癌細胞

に反応して染色する物質を開発した場合、その機能を評価する標準が不可欠になる。日本

では病院が病理組織を企業に提供することは医療倫理上できない仕組みになっており、技

術の発展を阻害している。欧米では本人の同意を得て提供できる仕組みが確立している。 

(7) 海外の状況  

a) 欧米 
GHTF は各国の規制ルールの統一を目指している。実質上欧州の IVDD（ISO 準拠）と米

（FDA）の調整機関となている。基本的に ISO/TC212 と同じ文書を出している。日本はよく

遵 守 し て い る が 、 米 国 は あ ま り 守 っ て い な い 。 GHTF （ 国 際 整 合 会 議 

http://www.jira-net.or.jp/topics/04/news7.htm 
JCTLM は欧米対立の場であり、日本は狭間にたっている。 
JCTLMの欧米からのWG参加者は学会メンバーの学者が多いが、殆どが企業と繋がって

いる。大学を退官した後、企業の一員として発言する人も少なくない。 
一方日本からの参加者は AIST、学会、業界団体の人材が主流で、日本の企業にとって中

立的発言に留まる場合が多い。 
海外企業のサイズは日本より１けた大きい。ロシュ（スイス）の売上は 6000 億、以下アボット

（米）、Jhonson&Jhonson（米）、ファイザー（米）､バイエルが続いている。日本は 200 億程

度が平均で、協和は約 100 億。 
検査機器は日本製品が海外も席巻しており、ロシュも機械は日本製を使用している。 
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米国の規制情報は週刊の CLINICA という雑誌に詳しい。 • 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

単位系の統一は 終的な目標ではあるが、急務ではいない。標準が存在しない場合の値

付けの方法には SI 化ができない分野もある。 

b) アジア 
アジアはまだ精度管理や、標準の体制が整っておらず、AIST 標準等を供給できる余地が

ある。 
学会や日医協（医療機器メーカー団体）もアジアと交流を進めている。 
中国の医師には日本に留学した人材がおり、人脈はある。（若手は欧米留学が主流？） 
日本の機器や試薬はアジアに深く浸透している。 
標準の供給においては、対象が生物であったり、水を含む重量の問題等もあり、地理的関

係での日本の強みもある。（北欧の企業はアジアに生産拠点を持っている） 
アジア市場特に中国、韓国、台湾の確保が重要だが、既に医療行政は FDA に合わせて

いる。 
FDA は臨床検査薬の生産設備にも、医薬品と同じ水準を要求しており、もし、日本の医療

行政を FDA に合わせると、日本の臨床検査薬会社は半分はつぶれることになる。日本の

薬事法は徐々に FDA に近づける方向にある。これに伴い、国内企業間の連製造と流通の

連携や、合併が進みつつある。 

(8) 海外調査のポイント 
NIST のクリニカルケミストリー等、欧米の標準整備の規模、意気込みを日本の関係者に感

じてほしい。 
欧州の EDMA、ECOMED(ユーコメッド)の規制情報は Web サイトを通じて入手可能。今

年は GHTF が日本で開催予定で EDMA の代表も来日する予定だったが、SARS で流れ

た。 
医薬品の輸出入量は欧州は EDMA のアニュアルレポートで示されている。米国は

ADVAMED（医療機器 1000 社の団体） 
EDMA、ADVAMED については日本医療機器工業会（日医協）国際部長の吉田氏が詳

しい。但し、診断薬については詳しくない 

2.3 C 機関 

(1) 調査検討の範囲について 
今回の委員会で、調査検討の範囲を明確にする必要があると思うが、決めるのはなかなか

難しい。 
一言でバイオと言っても、わかっているようで、わかっていない面がある。これは、社内でも

同じような状況である。 
国の施策としてどのような方針で立案するのか、国際社会としての立場をどのように考える

のか、言葉の定義も含めて明確にする必要がある。委員会でも、検討範囲の区分を明確に

して、議論をする必要があると思う。 
どのような軸で調査範囲を区分けするのかを決めておかないと、議論がしにくいだろう。 
分析機器工業会では機器の側からしか考えていない。機器と組み合わせて使用する試薬

については、試薬メーカに任している状態である。 
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(2) 標準物質の整備 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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• 
• 

• 

• 

• 
• 

企業としては、企業の主張が全て認められるのあれば、全て自分で負担しても良いと考えら

れるが、標準物資という公共性のあるモノについては、そのように進めるわけにもいかない。 
標準物質の整備は、度量衡の統一と同じと考えられるので、国の方針を明確にして進めて

欲しい。その中で、企業の要望を取り入れて欲しい。 
標準物質の整備は、検出条件、分析条件が確立されている必要があるため、一企業で進

めるには限界がある。 
医療機器の分野は、標準物質のトレーサビリティとは、あまり関係ない。 

(3) 分析機器の開発上の問題 
例えば質量分析装置は、将来的には医療診断に応用できると見られているが、現状では

研究支援機器である。将来は、臨床機器、医療診断機器として取り扱われると、その際に

は厚労省の管轄となるため、経産省からの受け渡しがスムーズにいくかどうか心配である。 
研究支援機器は 高性能を目指しているが、それほど耐久性は要求されない。一方、医療

診断機器となると、スピードはそれほど求められないが、耐久性、信頼性を高く要求されるこ

とが異なる。 
厚労省では、実際に分析機器が完成した時点で、規制の判断が行われる。許可の判断が

明確でないため、先頭で開発する企業のリスクは非常に大きい。 
費用の回収を考えて開発を行っており、市場に投入できないと意味がない。 
経産省のプロジェクトの成果は、機器だけが求められる。医療機器として使用できるかどう

かの判断は、管轄外であると言われる。 
以前、MRI の開発時には、日本の分析機器メーカは、国の方針変更で大きな打撃を受け

た。三菱電機も日立も、MRI の開発をほぼ終了し、これから市場に投入しようという段階で、

文科省の方針で外国製品購入を優先して予算化を行うことになったため、国内市場で売れ

なかった。 

(4) 日本の分析機器業界 
PCR におけるロシュの特許を追いかけることは、日本の企業では行っていない。ライセンス

の一部を提供してもらうことで終わっている。 
日本の企業は世界的に見ると小粒の企業が多い。 
デュポンのような世界規模の化学メーカでは、農薬、新素材といったように、住み分けが行

われている。日本の産業界は、その動きには乗り遅れた。 
分析機器業界は 3000 億円の規模であるが、国内には 100 数社ある。 
ただし、分析機器業界は、要素技術、コア技術で分かれている。真空条件、電子線、ビー

ム線、X 線など、それぞれに得意の領域をもっているが、他の分析手法にすぐに応用できる

ものでもない。それらのコア技術を核として、製品化を行っているところが多い。X 線が得意

の会社が、真空技術を基に製品化を行うことは難しい。 
そのため、自動車のように一つの商品に対して、様々な技術を集約する業界とは性質が異

なる。 
分析機器は 高性能を出すためには研究開発が必要であるが、売れる数は限られている

ことが問題である。 
ただし、今後は複合システムが要求されてくるため、企業間の連携は必要であろう。 
研究者は分析機器が欲しいわけではなく、分析データが欲しい。そのため、分析そのもの
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の仕事が、ある程度ビジネスになる。 高性能の装置を導入し、一流のコンサルティングを

行えば、分析データを売りものにすることができる。 

(5) 分析機器、試薬関係の動向 
近は、韓国や台湾でも、医療が FDA 基準になってきている。国内でも大手の医薬品メー

カでは、ブランドを守るために FDA 基準で作っている。 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

試薬と医薬では、規制が一致していない。 
試薬メーカは良い試薬ができると、それを用いて装置化することを狙っている。装置の開発

は分析メーカに依頼する。そのために、展示会に行くと、違う試薬メーカでも、装置が同じだ

ったりすることがある。 
分析機器自体が、乾いた状態、真空状態から、ガスクロ、エキクロといった水物に移ってき

ている。要素技術自体が、機器より、試薬や素材に移ってきている。 
バイオ関係の分析装置は日本の弱い分野である。世界的なものは、日立の DNA シーケン

サ装置ぐらいであろう。 
医療機器に関しても、MRI において日本は負けている。X 線 CT は競争力を持っているが、

GE やフィリップスが強い。 
PCR に関してはロシュが特許を抑えており、特許の強さを知っている。そのため、クロスライ

センスを行う際にも、向こうに有利に進められてしまう。 
世界的な試薬メーカといえる日本の企業でとしては、糖尿病検査薬のアークレイ

（http://www.arkray.co.jp/）がある。世界的にも認められていると思う。 

(6) 国プロジェクト 
文科省が先端計測分析機器の開発プロジェクトを進めている。概算 100 億円で 5 年～7 年。

ただし、それで 先端の分析機器を開発しても、それが売れなければ産業にはならない。 
これまでの国のプロジェクトでは、どの企業でも持ち出しが多かった。国の援助を受けたの

で安く開発できたと考えるしかない。 
計測分析機器の開発を目的とした国のプロジェクトは、平成 16 年度の文科省のプロジェク

トが初めて。これまでは、バイオのプロジェクトで参加することが求められてきたが、基本的

に医薬品や農作物を作ることが主流となるため、分析の試薬開発には結びついてこなかっ

た。 
分析機器メーカとしては、新しい評価方法が必要となるかもしれないため参加することにな

るが、研究計画が遅れて時間がなくなるため、評価方法は後回しになりがちであった。 
経済産業省からプロジェクトのアイデアを求められることがあり、企業としてアイデアを提案

するが、それが国のプロジェクトになった段階では国のアイデアということになり、他の企業

も参加することになるのが普通である。そのため、 初に提案した企業としては、自社だけ

のメリットにならず、何のために提案したのかと社内で問題視されることもある。 
国のプロジェクトでは、民間企業、大学、産総研が参加するが、どの組織の誰がオーガナイ

ズするかが 大の問題になる。 
東京ゲノムベイでは、東大、理研、かずさ、筑波が参加し、バイオテクノロジーを医療に展開

することを進めているが、研究段階で終わっては意味がない。産業化することが必要である

が、そのためのルールができていないことが問題と考えられる。 
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(7) 標準化の動き 
ヨーロッパが行うデータに基づく標準化の提案において、その根拠付けは非常にうまい。 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PCR に対して、日本の業界団体を通じて、栄研化学、宝酒造の、それぞれの方法を基にし

て、日本として意思表示を行おうとしたことがあるが、各企業から見ると、何のメリットも感じら

れない。 
日本の産業界が生き残るための戦略が考えられていない。日本の医療費が赤字といいな

がら、現状ではさらにそこから米国にお金を払っていることになる。 
日本としてリーダシップを取ることができる分野が必要であるが、具体的なテーマとして何が

あるかというと、はっきりとは言えない。 
文科省の先端分析器のプロジェクトにおいて、堀場製作所の社長が、標準物質を日本から

世界に発信できる制度を作って欲しいと要望していた。 
標準物質整備においては、提案を行って各国が賛成し、互換性を確認することが必要であ

るが、まずは提案しなければ議論が始まらない。 

(8) 検査における標準 
病院が異なると検査の値が変わってしまうことは事実である。 
医者の判断基準は総合判断力であって、検査の値だけではなく、蓄積した経験、患者の状

態を見て判断するものであると言われる。 
検査よりも治療で対処した方が保険の点数が高いため、病院としては検査の前に投薬をす

ることもある。米国では、検査を行ってから診断する。 
また、日本の保険制度では、検査試薬の点数は、新規から 1 年経つと半分になる。 
医療検査のクロスチェックも、全てで対応できている訳ではない。厚労省の登録検査所であ

れば、ある程度の基準で実施しているはず。 
日本で行っている方法を、国際標準にするよう提案していくべきであろう。国際学会誌に発

表しているかどうかも、国際的な評価を挙げるためには必要とされる。 
生化学分野としては、標準血清などで厚労省の検定が行われており、製造基準はきちんと

決められている。ただし、国際社会で適用できるかが問題である。日本では、これまでの実

績だけで認められているだけであり、ヨーロッパの基準で主張されると反論できない。 

(9) 委員会の活動について 
委員会の成果としては、日本として進むべき方向性を示してもらえると良い。企業としてスコ

ープを絞ることができる。 
γGTP の測定について、どういう試薬を、どういう企業が扱っていて、特許はどこが出願し、

どこがライセンスを受けているかをマッピングすることができれば、一つの流れがわかるので

はないか。 
臨床検査試薬を考えると、具体例として 3 つ程度の候補を挙げて、日本の競争力のある分

野を考えていけば良いではないか。競争力のない分野については、あきらめるのかどうか、

判断する材料にもなると思う。 

2.4 D 機関 

(1) 食品検査 
食品検査はバイオや医療と分析方法等の共通性は多い。目的が食品の安全性検証に限

定・特化されている。 
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• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

日本の検査方法は大学の先生らによってまとめられた、厚労省の通達で決められている方

法がある。これが必ずしも明確な方法ではなく、精度評価（Validation）が不十分なものも

ある。 
CODEX（WHO と FAO の合同食品規格委員会）の動向を各国とも追いかけている状況。 
CODEX では精度評価が確立されている複数（4 種類？）の方法を認める方向にあり、その

1 つを reference method としている。 
CODEX は EU がリードしている 
日本は行政（農水、厚労、経済の各省）の協力体制を強化すべき。農産物の日本ブランド

を確立して輸出を強化しようとしているが、どこまで本気なのかやや疑問。 
EU の行政組織では科学者が力（予算執行権等）を持ち、国際会議にも継続的に参加して

いる。これに対し日本の行政組織は専門知識に乏しい。 
食品検査は安全性が 優先課題であり、急性毒性（水銀、カドミウム等）や病原性微生物

（カビ毒、マイコトキシン等）が対象となる。 
これらは地域性があり、日本なりの重要度リストを整備する必要がある。 
AOAC インターナショナル（米国組織）は精度評価システムを確立しており。検査精度確認

キットを販売している。 
食品衛生マネージメントシステム HACCP は標準とはあまり関係がない 
分析化学会便覧は医療等を含めた認証標準物質、分析手法、前処理等の資料が掲載さ

れている。食品成分表や分析方法のマニュアルも掲載されている。 
日本食品衛生学会は微生物を中心として測定方法の研究も実施している。 
食品衛生法改正で指定検査機関が登録制となり、民間の参入も今年中に可能となる。 
欧州は食品に関する相互認定進んでいるが、アジアは進んでいない。 
日本の輸入検査機関はどこもパンク状態で、検疫もビジネスになりえる。検査を受けすぎて

営業停止になる例もある。 

(2) 食品検査機器 
分析機器もバイオや医療分野と共通のものが多い。総合メーカーとしては島津と日立が代

表的。この他にもメーカーは非常に多く、それぞれ得意､不得意がある。外資と協力してい

る会社も多い。 
ミネラル分の測定には有機物を酸（硝酸、塩酸）で分解するなどの前処理がある。前処理方

法の相違で測定値が異なってくるが、精度評価が確立されていれば問題はない。 
日本の分析機器メーカーは元気がなく、外資に入りこまれている。不況で開発研究費が絞

られている。この改善のために文科省の開発予算が投じられている。 
分析機器については基本特許が海外に押さえられている部分が多い。 
国産、外資を問わず筑波や東京以外の地方に対する保守体性が弱い。海外も同様 
分析機器と標準整備は車の両輪 
日本の機器開発は高感度を追及する研究指向がつよいが、検査の実務上は規制値水準

での再現性・信頼性や迅速性が重要である。 
信頼性はモニターのサーベイランスの数が重要 
日本国内の国や大学のデータ精度は疑問点が多い。大学は学生により計測が実施され精

度管理が不十分である。常に同様の計測を実施し技術が維持されている必要がある。 
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(3) 日本の食品検査の状況 
EU 指令で食品検査の規制が始まっている。主に以下の 4 項目が挙げられる。 • 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

 分析方法（精度評価された手法） 

 第三者認証 外部精度管理への参加（日本の課題） 

 ISO17025 の試験所認定制度への準拠、 

 内部での精度管理 
日本では検査主体が官公庁と大学なので、民間組織が主体である海外とは意識が全く異

なる。 
日本は食品自給率は 4 割で、輸出は殆ど 0 に近い状態にある。「ブランド日本」のスローガ

ンの下に、輸出を拡大しようとする活動があるが、食品検査の国際標準化では大きく立ち遅

れている。 
日本で第三者認証を実施しているところとして、厚労省系の（財）食品薬品安全センターが

あり、認証対象は保健所、地域の試験所、指定研究機関となっている。 
上記は衛生試験法に基く GLP 検査であり、年間に 12、3 項目がチェックされる。 
日本では第三者認証を実施できる組織が実質存在せず外国にたよっているのが実情。 
技能試験（PT）を実施できる組織を育成しなければならない。 
認証標準物質の整備が急務である。外国からは購入できない物質もある。 
現状、日本には認証標準物質は 5、6 種類しかない 
国立環境研究所がミネラル等の無機物質のみ整備しているが有機物が無く、外国に頼って

いる。 
遺伝子組換（GM）食品検査に必要な認証標準物質は日本にはあまりない。3、4 年まえか

ら分析化学会で整備が始まり数点がでており、増やしている。 
日本では GM の妥当性確認方法の標準プラスミド試薬を作成し、ISO に提案中であり、こ

れは複数の方法が認められる方向にある。これについては農水省 Web サイトに掲載してい

る。 
大豆、とうもろこしの粉砕した標準は米国 GIPSA で整えつつある。食総研も支援している。 
食品のリスクとしては微生物が一番問題となる。菌類の認証標準物質がなく分析能力のチ

ェックに不自由している。生体であるため外国製の標準ものは使える時間が短い。 

(4) 海外の状況 
英国は（独）CSL(Central Sciense Lab)が技能試験を実施している。化学物質で年間

130 種類、微生物で 20 種類程度 
BSE 騒動の後 FSA（Food Standard Agency）も組織改編が実施された 
英国にはこの他水産物の認定機関もある。 
日本では食品関係の標準整備は NMIJ が食総研に頼る様に、米国でも NIST が GIPSA
に依頼している。 

(5) 認定制度 
国内の認定制度はこの 2、3 年で一応確立している。 
APLAC に加盟して国際相互認証も取れている試験所認定として JCLA（年間 1 件程度）

と JAB（年間 7．8 件）が認定を実施している 
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標準の大半を海外に頼っており、これを増やすことが課題。 • 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

貝毒に関する認定で一時輸出が停止したが、青森県衛生センター、仙台の日本冷凍食品

検査協会に対する認定により解除された。 

(6) 日本の課題 
省庁間連携を強化する必要がある。標準を作る予算の共通化等 
農水省では食品安全局､食品安全委員会があるが、予算は研究課が担当している。研究と

検査実務は分ける必要がある。（NMIJ では分離されている） 
食安研等は独法化で経済省系の予算も使えるはずだが、実際には使われていない。 
NMIJ は国の標準整備機関として、経済、厚労、農水等共通の組織として運営され、食品

等個別の専門性については、食総研等、各機関と連携を強化すべきである。 
日本は品質保証部が生産部門と一体化しているが、海外では分離している。認証には分

離が必要とされているはず。 
CODEX 等国際会議の個別の食品規格には欧米企業の人が参加している。 

2.5 E 機関 

(1) 遺伝子検査について 
主として遺伝子検査を担当している。 
遺伝子検査は、感染症に関連した検査が 90%を占めている。 
HIV、HVB、HCV の検査については、検査数が多いこともあり、検査キットが作成され販

売されている。標準物質も、そのキットに含まれている。これらの検査基準は、WHO で作成

されている。 
2、3年前に、検査キットのバージョンアップが行われたことがあるが、このときに、以前のキッ

トで測定したデータと相関性が無いという問題が、学会で問題になったことがある。 
その他の遺伝子検査としては、白血病・悪性リンパ腫関連遺伝子の検査として、キメラ

mRNA 検査等がある。これらについては、検査数が多くないこともあり、現在は保険の対象

にはなっていない。 
白血病の検査としては、病状のモニタリングをするために非常に有用な検査であり、病状が

良くなっているかどうかを判断することができる検査である。細胞顕微鏡で検査を行うよりも、

有効な検査ができると言われている。ただし、保険の適用になっていないため、場合によっ

ては病院の持ち出しで検査することになる場合もあるようである。 

(2) ヒト遺伝子検査の標準物質 
現状では、この検査に使用する標準物質は存在していない。各検査センターが、自前で試

薬を用意し、それぞれの検査基準、検査精度により検査を行っているのが現状である。 
検査システムが複雑であるため、共通の標準物質が無いこともあり、検査を行う施設により

結果に差が生じる。検査センター、大学等の複数の機関でデータを比較した際に、700 倍

の差があったこともあるようである。 
JBA により、遺伝子検査の標準化をオーストラリアの国際会議で提案した、という話を聞い

ている。 
遺伝子検査では、各センターの精度基準は満たしているが、それにもかかわらずセンター

間でのバラツキが生じてしまうことが問題である。同一の検査センターに継続して依頼して

おけば、傾向の変化はつかむことができるが、治療のプロトコル（値がいくら以下になったら
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良しと判断するか等）を作成する時に、問題になる。 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ヒト遺伝子検査の標準物質は、国内の試薬メーカであれば作ることは可能である。検査キッ

トとして発売されれば、検査のバラツキも少なくなり、患者にとっても望ましい方向になると考

えられる。 

(3) 米国の動向 
米国病理学会の認定（CAP: College of American Pathologists）にも、遺伝子検査の項

目があるが、全てをカバーしている訳ではない。また、米国と日本との医療制度の違いもあ

るため、全面的に導入することは難しい面もある。 
米国では、臨床検査の際に、患者のバックデータが検査センターに知らされる。そのため、

検査の目的が明確であり、意味のある検査を進めやすい仕組みになっている。 
日本の場合には、検査項目だけが指示されるだけで、どのような病気を目的としているのか

が不明なまま検査を行うことになる。そのため、検査結果が医者に届いてから、その検査で

良かったのかどうか判断されることになり、より良い検査を行うという点では効率が悪い。 
臨床検査室の規格として、ISO 15189 が発行され、より良い検査を行うために、今後はこれ

に従って検査センターが自ら考えていくことが求められるようになっていくと思われる。 
 2003 年 2 月 15 日付で、ISO15189 規格が正式に発行された。ISO15189:2003 は、

臨床検査室の規格。ISO17025 だけでなく ISO9001 も包括している。ISO15189 によ

る臨床検査室の認定制度は日本ではまだ確立されていないが、国内の審査登録機関

がZLG（ドイツの国内認証機関）からの許可を受けて認証書を発行しようという動きもあ

る。 

(4) ヨーロッパの動向 
ヨーロッパでは、統一への動きがあり、統一した検査手法の例が論文として発表されてい

る。 
ヒト遺伝子検査については、ヨーロッパで EAC が中心となって検査キットをリリースしている。

日本でも入手することはできるが、非常に高価である。また、健常人であっても問題があると

検出される現象が報告されており、日本では使用されていない。 
ただし、このヨーロッパの動きに関しては、これが EN 規格となり、そのまま ISO 規格になっ

てしまう可能性もあるため、日本としては無視することができない。EAC でのプログラムに関

しては、日本からも大学の先生が参加している。 
この EAC の方法は、日本で現在行われている方法とは、PCR におけるプライムとプローブ

の点が異なっている。また使用する補正遺伝子が違っており、測定値の出し方も異なって

いる。 
それぞれの方法には、相関関係はあるが、出てくる値が単位も含めて違っているので、受

け取る側では混乱することが予想される。 
日本の方法の場合は、単位が［COPY/μg・RNA］であり、異常なメッセンジャーの数を示

すのに対して、ヨーロッパの方法では、補正の遺伝子でわり算して正規化した値にして示す

ことになっている。 
DNA の検査は、1 細胞あたりの DNA の数が、0～2 の間に限られるため、求めた結果の判

断がやりやすい。しかし、RNA については、細胞の中にどれくらいの数が含まれているか

わからないこともあり、難しい問題が多い。 
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(5) 検査方法の動向 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

検査法に関しても、新しい方法が開発されるため、新しい検査方法と、従来の検査方法と

の同一性が問題になる。 
また、検査機械も多くの種類があり、コスト、精度の観点から選択することになるが、データ

の互換性の点についても影響が無いとは言えない。 
DNA チップやマイクロアレイを使用した新しい検査方法が、これからも数多く出てくると思

われるが、今後 2～3 年の間に淘汰されて、いくつかに絞り込まれてくると思われる。医療に

適用されるのは、それよりも、もう少し先になると考えられる。 
PCR 系の検査は、ロシュに特許を抑えられているため、その方法を用いる検査キットはライ

センス料の関係から高価にならざるを得ない。また、遺伝子のどの部分を解析するか、とい

う事に関しても特許として押さえられている。 
タカラバイオ、栄研化学が、PCR とは別の方法で遺伝子検査を行う方法の研究開発を進め

ており、その成果が実用化されれば、従来より安い検査キットが発売されることが期待され

る。 
ただし、従来の方法に比べて、コスト、使いやすさなどの点で、どのくらいメリットがあるかが、

ユーザに認識されないと普及しないと考えられる。また、各種の検査に広範囲に利用できる

ものでないと、検査センターでは量的メリットがないため採用が難しい。 
PCRの検査方法は、生命現象を検査するという点で、非常に理にかなった検査方法である

と思う。わかりやすい原理であり、基礎研究にも使用されて貢献しており、その点からも普及

が促進したと考えられる。 
遺伝子検査用の機器は米国製が大半であり、日本製は日立の DNA シーケンサぐらいであ

る。 

(6) 遺伝子検査の今後の向けて 
遺伝子検査の検査キットが保険適用になって普及すれば良いと思うが、日本の医療保険

制度の厳しい状況を考えると、それは難しいと思われる。まずは検査キットが発売されない

と、保険適用の判断もできないのだが、試薬メーカの状況を考えると、それも難しい。 
現在、検査センターが独自の基準で行っている検査を、どこかの機関が中心となって、クロ

スチェックができるような仕組みが作れると、日本の医療検査にとっては有効であると考えら

れる。 
現在の病院の検査技師は、遺伝子検査について学校では習っていないため、一般の病院

では遺伝子検査が必要であってもできない状態である。検査センターでは対応可能である

が、もっと遺伝子検査を普及させるためには、検査技師の教育も含めて考えていくことが必

要とされる。 

2.6 F 機関 

(1) 分析機器、試薬の状況 
微小分析（μg、ng、Pg）が何処までできるかが課題。原子数にして 10E+6～10E+7 程度

である。このギャップを埋める方法として次の 2 点が考えられる 

 前処理を行う。多量に取って濃縮を行う。ダイオキシンの計測はこの方法を用いている。

この方法の多くは測定対象を他のものと混ぜたり、壊したりする破壊的方法である。 

 125



 

 分子認識技術を応用した試薬を用いる（非破壊）。この分野では電気泳動法の寺辺

先生（姫路工大：元京大）が数少ない世界に通じる存在。 
破壊的方法は分光的方法が多く、感度を上げるには、X 線の励起電圧を上げるなど、スプ

リング 8 のような大掛かりな機械を用いるビッグサイエンスの方向と成るのに対して、非破壊

方法は DNA アレイなどのようなよい試薬ができればよい。 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

血球等の生化学分析装置は光の吸光度で測定し、希釈から試薬投与まで自動化した機器

が用いられている。 

(2) 試薬 
日本の分析機器メーカは日立も島津も試薬はつくれず、海外からの供給に依存している。 
分析機器メーカは従来、試薬の重要性に対する認識が低かった。分析機器は汎用性をも

っているが、試薬は特定の物質を対象とするため、当たり外れが大きい。 
例外的に、シスメックスが国際試薬を買収している。 
DNA シーケンサーもハードは日立製だがロシュの特許に押さえられており、試薬はアップ

ライドバイオ社の供給をうけている。 
A も試薬に力を入れようとしているが、日本の試薬業界は、小規模事業者が乱立している。

多品種少量生産であり、小規模な設備で対応できる。試薬は分子認識から洗浄まで多岐

にわたる。B は製品の 8 割は輸入品らしい。 
分析機器は品質管理が厳密に行われているが、試薬はかなりルーズである、韓国製等は

低価格であるが不純物質が含まれているとの話もあり品質内容はよくわからない。 
日本は代理店（問屋）が介在する流通システムであることも試薬メーカの乱立を招いている。

代理店を介すと安い代替品の参入を招いてしまう。直販であれば、試薬、保守等のサービ

スを一体化できる。 
欧米では試薬会社は大手しか存在せず、特許で技術を守っている。また学会研究者との

結びつきが強く、製品開発の潮流をつかめる目利きがいる。 
日本では薬事法により、試薬、IVD も薬剤師がいないと販売できない不自由な制度となっ

ている。 
トレーサビリティの確保は欧州も半分程で、それほど進んでいるわけではない。EU の規制

強化は EU 内での西欧先進国が自らの立場を守る意味合いが強いと感じている。EU 内部

では非関税障壁的な説明がなされる場合があるかもしれないが、単純な日米排撃が動機

ではないと思われる。 
日本としては今計測できない分野に挑戦して開発を行い、日本国内で規制をかけて、国際

標準に展開するのも一案である 

(3) 日本で機器と試薬の協調、融合が進まない理由 
日本の分析機器メーカが機器（前後処理、分析処理）に留まるのは生化学分野に一流の

研究者が少ない日本の学界の状況の影響もある。検査機器はユーザ層、研究者の数は限

られている。 
日本電子は電子顕微鏡や NMR も作成しているが、これを用いる物材機構等の研究者は

レベルが高く、機械もよいものが作られている。 
一方日本の分析化学の研究者には世界に通じる人材にやや乏し。優れた人は海外に出て

しまうことが少なくない（利根川進氏）。その中でも寺辺先生（寺辺先生（姫路大：元京大））と

馬場先生（AIST 資料）は世界に通じる存在。 
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近は有機、無機以外の分析化学科が大学からなくなる傾向にある。 • 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

日本は学界も縦割りの傾向が強く分析化学は、多分野との共同研究ではなく「道具」「手

段」にされてしまうことが多い。欧州では一体化している。日本ではデータ取得の意味、利

用法を考えながら、分析手法を研究することができない。 
分光は物理計測だが、こちらの分野は日本も進んでいる。小谷幸雄氏、和田氏（理研） 
化学は東大で半導体分野の隆盛と共に発展したが、その後下り坂にある。 
70 年代の東大紛争で生物化学科は被害が大きく、超一流の人材輩出に影響が見られる。 
計測技術もサイエンスとしての基礎が需要である。医学は工学と同じ応用、利用分野である。

日本は基礎科学としての底上げができていない。 
計量標準分野で AIST が研究を進めることは基礎科学発展の一助にはなりえる。（東大薬

学 杉山先生） 
日本は戦前から物理系は強いが、化学は有機合成（野依氏等）をのぞいて弱い。 
理研は第一次大戦中 1917 年に創設された。英国のオックスブリッジを真似て、東大関係

者居住地の隣接地に、当時不況で就職難にあった東大卒の研究者の吸収も目的として設

けられた。現在は和光に移転したが、ゲノムセンターは横浜市大と隣接して協力が期待さ

れる。上総は早稲田の進出や富士通の土地取得がすすめられているが、現状は孤立して

いる。 
クロマト分野では寺辺氏（前出 姫路大）と神野氏（豊橋科学技術大）が優れている。 
NMI は各国で一本化の方向にあるが、バイオ関係は各国とも従来の NMI とは別組織の

担当となっており、融合が進められている状況にある。 

(4) 欧米と日本の比較 
PCR の特許を取得したスイスのノーベル賞学者がこれを利用した機器の開発には日本の

技術が必要と判断して、80 年代当時、売込に来日した。日本の技術にとって難しくはなか

ったが、その時点での市場の割に特許料が高額で、日本企業は投資できなかった。70 年

代に遺伝子組み替えがはじまっていたが、80 年代の時点で試薬と機器を抱き合わせにす

れば儲かることをを見抜けなかったといえる。日本電子にもこれをやりたがった人材がいた

が、タカラにうつった。 
企業のトーソーも 80 年代まで多角化で分析機器をあつかっていたが、バブル衰退期に撤

退した。 
米国の分析機器工業会に相当する団体は名称に life science を取り入れている。 
日本企業は安定電源や精密機械加工で利益をあげている。バイオ機器は機械としては比

較的容易。 
日本の機器メーカには欧米に比較してマネージメント、マーケッティング能力が欠けてい

る。 
欧米の展示会には部品メーカの出展が多く、ビジネスの場であるのに対して、日本は販促

の場である。 
日本電子は比較的大型の機器を中心に扱っている。近年部品（特殊部品が多い）販売や

保守等のサービス収入が増えている。 
分析機器メーカにとってクロマトは単価は安いが市場規模は大きい。それでも 1 式トータル

で 1 千万程度になるが代理店販売のため、1 社の取り分は少ない。 
分析化学分野は研究現場と密接に接触していなければ技術革新ししていけない。単独の
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会社では追い付かない。世界的な大先生とつながり、その弟子筋に売れてゆくことを期待し

ている。日本の企業にとって、海外の大学とは距離感がある。 
阪大の蛋白研が DB 整備を進めていたが、予算が不十分なため、利用者は海外にながれ

てしまった。 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

赤外線吸光法では、30 年前にスペクトル２万種が明らかになり、三菱化成では各スペクトル

カードを作成し、200 名程度の人材を階層化して目視で識別していた。これをコンピュータ

化する際、大学の先生 5、6 人の意見がまとまらずもたつくうちに、米国でシステムが完成し

てしまった。米国システムも当初はひどい出来であったが、ユーザに使われながら問題点を

改善するうちに良くなっていった。 
セレーラ社はシーケンサ 300 台を稼動していたが故障率が高いので、常時予備機３0 台を

かかえ、アプライドバイオ社の保守要員を常駐させていた。90 年代に日立と技術提携する

ことにより壊れなくなった。 
ハードには日本の技術が不可欠 
アジア市場の争奪が今後のテーマ。中国の朝礼暮改には海外がついてゆかなくなるので

はないか。 
漢方薬等は相当、おかしな内容のものもある。やせ薬にバイアグラが混入していたとの話も

ある。検査ではスペクトル全体は見ずに 1 つのピークをみるだけなので、ニトロ化してこれを

避ける方法もある。 
ダイオキシン検査は日本は焼却炉が多いので発展したが、欧州は埋設処分なので市場が

ない。台湾は米国基準を取り入れている。 
検査機器を輸出する場合はソフト部分は作り直しになっている。相互認証が進むとありがた

い 
日本の分析機器業界は住み分けがすすんでいるので、大手が資金を出して勉強会等を進

めると感化し易い。 

(5) 日本の問題点 
バイオ分析は食料（厚労）、生命科学、創薬（厚労）のうち 2 つが厚労省の管轄であり、この

分野は機器メーカにとって旨みが少ない。 
日本のバイオには基礎科学としての深みがないため、基礎科学に基いた、応用工学、医学

発展のロードマップの見通しが描けない。欧州の一流の学者には見えているのではないか

思われる。 
日本には欧州の一流の学者からみとおしを聞きだせる、対等に話せる人がいない。いるの

かもしれないが、どこにいるのかわからない。 
鉄では科学としては粒界の研究、不純物を低減する研究が行われ、工学では鉄板の表面

処理がテーマとなる流れがある。物理的目で見れば、材料分野では分子、原子を司る量子

力学があり、固体力学としてはフラーレンやカーボンナノチューブがあり、これらの間には粉

末焼結体工学などがある。 
化学にはノーベル賞学者の白川氏が語るように偶然の出会い的要素が強いが、生化学で

は生体高分子の解析（1１：田中氏の手法、2：NMR、3：X 線）と量子論的な蛋白質の解析

を見渡せる目が必要。 
理研で開発中の蛍光法は有効性が高いと期待される。普通光学顕微鏡の分解能は 1μ程

度だが、自身が発光すればより細かく見える。ドイツはこの技術に注目している。 
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日本は大学の学部学科を統合し単純化する必要があるのではないか。 • 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

工学分野でメーカの現場技術者は協力するが、日本の医師の世界は協力がなく、生化学

との協力もできない。米国では特殊な病気の検体は生化学のラボにおくられるのが普通と

なっている。 
研究者が自らを 上位に置く意識を改める必要がある。 
東大の医科研にも現在は物理屋がいないのではないか。 
国プロ等で医師が PL をやると医局の体制をそのまま持ち込む。研究員は技能者、技術員

は看護婦のような作業員になり数名の医師だけで意思決定してしまう。 
検査薬販売に薬剤師の存在が要求されるような規制は緩和すべき。 
一方日本の技術を育てるために新たな規制が有効となることもある 
厚労省の動きは鈍いので、創薬とわずに Life Sciense として経済省に主導してもらったほ

うが良い 
1 つ優秀な装置が開発されれば横展開できる可能性も有る。 
JIS 規格は工業会で作られるが、測定法は役所側でつくられるので、工業会側から意見を

言う必要がある。 
厚労省は日医協等に測定法を考案させ、直接は行わない。 
JIS 規格も技術の進歩に応じた変化を怠っている面がある。 
分析機器工業会は規制法は前提として受け止め、どうあるべきかは考えていない。 
校正システムは日本のように一企業で全ての工程、部品生産、組み立てを囲い込むのであ

れば必要ない。外部の校正も有り難くない。欧米のグローバル企業では、それが成り立た

ず、どこからでも部品供給を受け、どこにでも生産拠点をもつためにグローバルな校正シス

テムが必要となる。 
分析機器の欧州市場規模は日本の四国程度の分野もある。従って日本の機器メーカにと

っては日本市場だけを見ていればそこそこやっていける状態にある。大きく発展しようと思

えば米国市場に挑戦することになるが、そこを目指している企業は殆どない。 
日本市場は均一度が高い。米国は均一度が低い。アジア諸国にとっては日本語は大きな

障害となり米国を見る傾向が強い 

2.7 G 機関 

(1) 市場の動向 
この分野の検査薬の大手企業としては、旭化成、東洋紡、ロシュ、ゼンザイムの 4 社ぐらい 
診断薬用の酵素としては、他にキッコーマンが扱っている。協和メデックは、酵素の開発は

行っていない。 
酵素、診断薬の事業規模において、国内と海外の比は 1：2 程度。 近、海外が増加してき

ている。グルコースなどは海外の顧客が多い。 
分析機器メーカの改良により、 近の機器は使用する試薬の量が、従来より大幅に少なく

することができるようになってきており、売上減少の要因になっている。このため、医療に限

らず、工学分野等への適用範囲拡大を図ろうとしている。新しい分野での利用は、海外が

多い。 
国内については体外診断薬の市場は減少しているような状態。医療費の削減、試薬量の

使用料削減の影響が大きい。 
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(2) 酵素の単位 
酵素の販売単位は、活性で定義する。「・・・・・を生成する酵素量を 1 単位とする。」というよ

うに、酵素の種類によって、条件を明記し活性定義を行っている。 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

反応速度、ｐH、バッファの組成等の条件で酵素の活性が変化するため、条件を明確にし

て定義する。基本的には、 も活性が出るところで測定する。 
顧客は別の方法で測定することもあり、その場合には数値に差が生じることがある。通常は、

換算して利用している。 
同時に作成した酵素には活性のバラツキはないが、時間をおくと同じように作成したつもり

でも値が変わってしまうことがある。従って、ロット毎に測定して販売を行っている。取引は、

重量や容量ではなく、酵素量の単位で行うので問題はない。 
酵素の活性の測定方法には何種類か存在する。方法によっても値が異なる。そのためにも

定義することが必要とされる。 
客先では、バイオセンサーチップに酵素を載せるなど、酵素メーカの方ではフォローできな

い方法で利用することもある。 
客先での測定結果と乖離がある場合には、顧客の測定方法を開示してもらい、必要があれ

ば互いの研究室で測定方法を確認し、一致するまで行う。 
通常は、それほど値に差が付くことはあり得ないのだが、リパーゼのように油っぽいものは、

混ざり具合により測定結果が変化し、場合によっては数 10％の差が生じることがある。 
酵素に関する測定方法については、標準化はされていない。酵素の性能を も発揮できる

ようにすることが基本であるため、細かいことを規定されるとやりにくいというのが正直なとこ

ろである。 
蛋白質については、純度 95%以上と決めていても、流通している間に微妙に変遷してしま

うことがあり、純度 100%であっても、目的の効果がでないことがある。 
臨床診断薬に用いる酵素も、1 リットル中に何グラムではなく、何単位入れるかを指定して

いる。 

(3) 環境ホルモンの測定 
内分泌攪乱物質（環境ホルモン様物質）を ELISA 法（酵素免疫測定法）で測定するキット

も販売している。これには、標準物質（標準液）も添付している。標準物質は、キットの性能

を保証し、問題が起こったときに何が原因かを調べるために使用するものである。 

 ELISA(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 法)とは、抗体または抗原を酵素

で標識化することにより対象物質を高感度に測定する方法で、主に臨床検査等で汎

用されている。 
環境ホルモンの測定用キットとして、エストラジオールに換算して測定するキットを開発して

いる。 終的には環境ホルモンの作用がどの程度であるかを評価できるようになっている。 
活性の分かっているエストラジオールとアンノウンの物質を反応させて、残った物質を測定

することで、エストラジオール相当の量として換算する。 
従来の方法は、ラジオアイソトープを使用した RY 方式であったが、測定場所が制限された

り、管理基準を満たす設備が必要とされるため、もっと簡易な方法が必要ということで開発さ

れた。 
環境ホルモンとして生体内で働くリガンドの標準品が、現状では整備されていないため、整

備が必要である。ただし、環境ホルモンについては、 近は景気の低迷もあり、測定する必
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要性は高くないようであり、緊急性は低い。 

(4) ダイオキシンの測定 
ELISA 法により、ダイオキシン類を測定する方法も開発している。現行の公定法

（HRGC/HRMS 法）に比べて、簡易かつ安価で、迅速に結果が得られる。 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

この方法は、多検体を一度にまんべんなく測定する方法であり、環境資料中のダイオキシ

ン毒性等量（TEQ）に寄与しているダイオキシン類異性体と強く反応するモノクローナル抗

体を開発して使用しており、公定法との相関性が高い。 
多検体を同時に測定するために、標準品という考えがなじまない。 
混合物の標準品があると良い。排ガス用、汚染土壌用、食品用など、目的に応じて現実の

濃度分布に近い標準液を作って欲しい。それに従って、試薬メーカはキット開発を進めるこ

とができる。 
分析機器用としては日本分析化学会が作成している。もっと安価で精度管理されており、

EIA（簡易法）になじむようなものを、国の主導で作成してもらいたい。一企業で取り組むこ

とは難しい。 
標準品によりキットの横並びの評価が可能になる。 
検査薬のキットとして求められることは、感度、再現性、保存安定性であり、さらに価格が安

いと良いキットであると言われる。 
キットは海外も視野に入れている。ヨーロッパでは、生物検定で先を行っているが、毒性の

一番高いものを標準品にしており、方法が違うため対応するのが難しい。 
ダイオキシンについては、ISO にはなっていない。 
日本から標準物質の ISO 規格を提案することは可能である。実際の組成に近いモノである

ことを売りにするのが良い。ダイオキシンの分析について、簡易法も公定法と認めて欲しい

という現場からの要望に対して、前向きに取り組もうということで、生物検定法を用いたダイ

オキシンの分析法について性能評価プロジェクトを環境省が 5 月に立ち上げている。ここで

は、参加希望した各社で、一斉に評価を行っている。EIA が公定法と認めて良いかどうか

を判断することが目的としている。 
EIA については、当初は大中小の判断ができる簡易的な方法として考えられていたが、

近では機器分析に近い値を要求されてきている。 
機器分析では、あまり必要とされなかった標準物質が、新しい方法である EIA では、必要

性が高くなる可能性がある。 

(5) 品質管理 
GPM は受けているため、体外診断薬に関する品質の問題はクリアしていると思う。 
受注生産の場合には、発注元の海外の顧客からは、工程のチェック、規格のチェックを年

に 1 回の頻度で検査を受けることがある。 

(6) 今後必要とされる分野 
今後、伸びそうな分野としては、細胞を使った発生、セルベース発生には注目しているが、

標準化については蛋白質よりも、もう一段難しくなるだろう。 
動物実験の代替となる方法が、今後出てくるのではないかと考えている。 
プロテオンの研究が盛んであり、この分野から新しいマーカが出てくるのではないかと期待

している。新しいものが出てくれば、その測定方法として対応していきたい。 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

食品に関しては、食品中のアレルゲンの検査が今後増えてくるのではないかと思うが、なか

なか微妙な問題があるので難しい点は多いようである。ただし、アレルギーは食べたらすぐ

に反応が出るため、需要は高いのではないかと考えている。 

(7) 環境負荷物質測定の ISO 化 
現在、日本として環境負荷物質を EIA で測定する方法を JIS の通則にしようとする活動を

行っている。各論の部分でアトラジンという農薬物質を EIA で測定する方法が ISO 化され

ていることがわかった。 
大きな概念で検討しているが、ISO 化されているものを無視する訳にもいかない。ISO 規格

の動向を常にウォッチしておけば良いのだが、委員会のメンバーでそれを行うことは難しい。

バイオを使った環境測定という意味では、ISO もまとまっていないため、日本がイニシアティ

ブを取れるのではないかと考えて活動を進めようとしている。 
経済産業省の標準課とも相談しながら、今後は進めていきたい。 

2.8 H 機関 

(1) 電解質 
電解質の項目は測定項目ではなくて物質である、これについては、36 項目はない。同じ物

質でも、凍結乾燥や、凍結など状態が異なる標準物質がある。JCCLS は凍結のみ。 
SRM956 と JCCRM111 とは、濃度や成分違う。JCCRM111 は日本で独自に作ったもの

である。ただし、基準法は NIST の方法を利用している。Na、K、Cr など、絶対量を求める

測定方法で測定している。 
JCCRM111 の方が NIST の SRM956 より性能が良い。SRM956 の方が後から作られて

いる。 
現状では、電解質に関しては、日本で NIST の標準物質を使っているところはない。 
電解質と、酵素に関しては、日本国内で用意されるもので足りている。 

(2) 酵素 
酵素は、JCTLM のリストにノミネートされている項目としては 7 項目である。 
臨床検査が対象とする疾患には人種差があり、そのために対応するマテリアルの在り方が

変わってくると考えられている。標準物質の整備は、国際的にはヨーロッパ中心であるが、

それが日本も含めてアジア圏の人々に適用できるとは限らない。 
ALP、AST、ALT が、そのように考えられているものである。日本では独自に用意している

ために困ることはないが、いずれは国際的に一本化しないといけないと考えられている。 
物質は同じであっても、どういう測定方法で値を決めるかによって、同じ酵素でも同じ値に

ならない。その方法が、各国で違い、未調整のまま残っているところがある。それを解消す

るための共同実験が JCTLM WG2 で始まっている。ALP、AST、ALT はその対象となっ

ている。 
NIST は酵素の標準物質は出していない。 
JCCLS の標準物質はヒト由来であり、動物由来である IRRM に比べると優れていることは

間違いない。ヨーロッパは IRRM で許容するとしているが、日本では反対している。ヒト由来

のものを作成する技術は日本にしかない。日本も従来は凍結タイプだけであったが、ロット

4 から乾燥凍結品に変えて、国際的にも取扱いしやすくした。将来的には、JCCLS のもの

が使われるようになるはず。 
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日本のオリエンタル酵母は遺伝子組み替えで生産した CRP を世界に供給している。CDC
では、米国の天然のものと、日本のオリエンタル酵母の遺伝子組み替えのものは、同じであ

るという評価が出されたが、結論としては天然のものを使用するとされた。CDC は米国のた

めの保険機関なので、米国の産業ことしか考えていないためやむを得ないのだろう。ただし、

現実には、米国の企業は日本のオリエンタル酵母の製品を購入している。 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

遺伝子工学を利用して大量に生産する技術は日本にしかない。温度条件の管理、汚染を

なくすこと、大量のタンクでの培養などは、味噌、醤油等の発酵技術、醸造技術を応用した

日本ならではのものである。 
酵素、特殊な蛋白、治療用のアミノ酸、アルブミンなども、遺伝子組み替えで作っている。 
測定されていても需要がないと標準物質として作られない。現在○印がついている項目は、

多くの試薬メーカが作っているため標準が必要とされる。しかし、需要が少ないものは、一

社で作っているため、互換性の点では標準がなくても問題がない。 
NIST は、酵素に関しては、スタッフがいない。酵素の標準物質については、NIST が学会

から依頼されて測定を行い参考値を出しているだけである。 

(3) 関連する機関 
BCR は EC の頃にできた機関である。ヨーロッパの各国の機関は、IRMM で行っているこ

とはやらない。 
イギリスの NIBSC は、WHO から委託されて免疫蛋白、ホルモンに関する研究開発を行っ

ている。 
IRMMは試料を各国に配布し、その結果を平均して値付けをするだけである。NISTのよう

な機関ではない。各国の技術（大学、研究機関）を、共同利用する仕組みになっている。 
ただし、その仕組みのため、IRMM の標準物質は絶対値的には、ワンランク下がる。 
WHO にはラボはない。各国の代表を集めてコンセンサスを得るだけである。 終的には共

同実験を行い、NIBSC 等に委託する。NIBSC 以外には、各大学、NIH（米国）、CDC。ヨ

ーロッパでは、製薬会社のラボ。頒布することも、外部に委託することになる。ラベリングは

WHO になる。 
NIBSC、LGC も民間になっている。ただし、半官半民であり、国から研究費として出資を受

けている。 
HECTEF はラボを持って、値付けと認証を行っている。規格にあっているかのチェックを行

う。 
JCCLS では作業委員会が設置され、メンバーを集めて、それぞれのラボで共同実験を依

頼する。メーカ、大学、HECTEF 等。それぞれの実験結果を調整する。 
NaCl の標準物質に関して、NIST では、Na、Cl を両方個別に測定しているが、日本では

Cl のみの測定である。そのため、NIST の方が信頼性が高い。 
ただし、NIST は値付けだけであり、作成は外部のメーカに委託する。分析方法の開発と頒

布作業が担当。 

(4) NIST について 
米国では、NIST が行っているため、他の機関では行わないという雰囲気である。 
NIST の認証は、内部の認証委員会で認証される。委員会には第三者機関のメンバーが

含まれている。 
NaCl の標準物質に関して、NIST では、Na、Cl を両方個別に測定しているが、日本では
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Cl のみの測定である。そのため、NIST の方が信頼性が高い。 
ただし、NIST は値付けだけであり、作成は外部のメーカに委託する。分析方法の開発と頒

布作業が担当。 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

NIST の認証は、内部の認証委員会で認証される。委員会には第三者機関のメンバーが

含まれている。 

(5) 代謝物・基質 
健康関係の人体に関わるもの（髪の毛等）は NIST だけ。分析手法として、自分たちの技術

が活用できるためであろう。日本で一番近い組織としては産総研。ただし、産総研は、これ

までは国が決めた物質しか取り組まなかったが、今後は独自の取り組みが必要とされる。 
髪の毛等の標準物質の使い方としては、一つは技術評価、もう一つは検量線を引くため。 
日本の体制としては、産総研を中心とする米国型になれる可能性もあるが、現状では個々

の企業が進めている面が強い。そのために、権威付けができない。 
ヨーロッパでは、国の機関が小さく余力がないので、企業が行っている。 
デンマークのラジオメータという企業では pH の標準を維持するために NIST と同じ技術を

保有しており、国から依頼されている。 
日本はメーカ固有に技術を持っている。ただしそれでは国際的には通用しないので、統合

する形で NITE により承認を、 認証標準物質とする仕組みを作っている。 
基質はコレステロールなど、HECTEF で出しているものは全部使われている。ただし、現

時点では JCTLM にノミネートされていない。これは、審査のための書類を英語で用意する

必要があるためであり、現在、作業を進めている。ノミネートされるのは、後は時間の問題で

あり、標準物質の中身には遜色ない。 
IRMM の戦略としては、ヨーロッパの試薬メーカが開発した試薬で売れそうなものを後押し

している。BCR470 はヨーロッパの戦略の一つであり、日本が一番購入している。売れそう

だということで IRMM が力を入れた。ヨーロッパの試薬メーカが参加して、共同実験を行い

国際標準にしている。 
米国向けもヨーロッパの試薬メーカが作っているものを使っている。販売ルートが、IRMM
ルートと、米国ルートがある。 
IRMM のものは品質が良くないものもたくさんあるのだが、他に無いので使っている。ただ

し、酵素に関しては、使えなかったために日本で使えるものを作りだした。これは日本に技

術があったからできたことである。 

(6) 薬物 
薬物に関しては、メーカが一社で取り扱っているものが多い。 
インターフェロンなどは、メーカによって効き方が違い、よいものだけが売れる。治療効果が

無いものは売れなくなる。標準の関係ない世界と言える。 
WHO からは、親の物質が、各国の基準機関に頒布され、それを国内で展開することにな

る。日本では感染研からメーカに配布されている。日本独自に親を持つ必要はない。ただ

し、日本人に適用できないのであれば新たに作るべき。 
標準がないと判断できないこと、生死に直結することに関する分野については、数は多くな

いが優先するべきであろう。 
メーカのレベルのもので用が足りているのなら、それでよいのだろう。複数の試薬メーカがあ

る場合には、標準物質が必要。 
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(7) 腫瘍マーカ 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

腫瘍マーカについては、海外は特定のものしか作らない。海外ではターゲットを絞っている

ので必要ない。海外では三つしか測定していない。日本は常時、5 項目ぐらい測っており、

癌かどうかのスクリーニングのために測定している。欧米がスクリーニングするほどの余裕は

ない。 
日本人と疾患が似ている東南アジアには、今後普及する可能性はある。 

(8) 今後の標準物質の整備 
現在の窓口は JCTLM だが、消化器病学会、呼吸器学会等と、臨床化学界、臨床検査医

学界が集まって行うべき。いくつかは動いているが、てこ入れは必要。 
現状では、医者が検査の方法を指定している。そのため、違う医者にかかると、検査の方法

が異なるため測り直す必要があり、それが無駄になっている。 
手術は検査以上に標準化されていない。検査は標準化が可能なはずである。 
米国は、試薬と装置を込みにして売る。トラブル時にはメーカが責任を持つ。メーカは、他

のメーカのまねはできないため、日本より標準化が進んでいない。 
日本はユーザが責任を持つので、標準化は進む方向にある。 
今後はさらに健康管理が重要になってくる。そのためには、データベースが必要とされる。

蓄積されたデータが、将来の向けての予防医学に使えないと意味がない。そのためには標

準化されたデータで蓄積されることが必要である。 
診断基準を共通化する必要がある。その時に、検査の判断基準の数値を決めなければな

らないが、その測定条件を明確にしなければならず、そのためには標準化が必要とされる。 
JCCLS は窓口なので、予算化してネットワークをするべき。イニシアティブをとるところが明

確に。 
現状は、JCCLS の委員会は情報を流すだけであるため、今後は予算化してネットワークを

構築し、イニシアティブをとるところを明確にしなければならない。 
既存の技術を標準化するだけであれば、それほど予算はかからない。 
試薬メーカを含んだ産学官の共同研究で、産総研を育てなければならない。産総研を中心

に、臨床検査薬協会を通して民間企業が参画するような形を考えている。 
産総研は、ものを測る技術を支援する。また、認証マークに産総研のマークが入るようにす

ると、お墨付きがもらえることになる。 
1 月 30 日締切の文科省のプロジェクトに、3 億円の規模で、標準物質に関する体制を提案

し、現在審査中である。 
その提案では、産総研が中心となり、学術的アプローチとして文科省、医学的アプローチと

して厚労省、実用技術として経産省知的基盤課が担当することになる。 
また、これに学会、協会のとりまとめとして JCCLS が参画することになる。臨床検査薬協会、

日本分析機器工業会、JSCC、JCLM、技師会、衛生検査所からは了解をとっている。 
産総研には、この分野での人材が必要となるため、専任の 2 名を手配中である。また、米国

との共同実験を行う調整を進めており、早ければ 7 月に開始する。 
ユーザが何を求めているのかが重要である。そのためには、学会がイニシアティブをとるこ

とが必要とされ、それによりメーカが参加せざるを得なくなる。 
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2.9 I 機関 

(1) 標準化動向 
過去にバイオインダストリー協会のプロジェクトとしてポリメラーゼ連鎖反応法 PCR
（Polymerase Chain Reaction）法を用いた遺伝子検出技術の標準化のプロジェクトを他

社と共同で実施した。 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

このプロジェクトは、色々な検査機器と研究用試薬を用いて遺伝子を増幅させ、機器の性

能や遺伝子の増幅反応が、ユーザの立場から見て実用的に満足いくものかどうかを確認し、

一定レベル以上にあるものを検査機器と試薬を標準と位置づけることを目的としていた。 
プロジェクト実施にあたって、同じ試薬を使って種々の検査機器の性能を評価するとか、一

つの検査機器で種々の試薬の性能を評価するとか、あるいは検査機器と試薬は同じものを

用い、種々の機関で検出結果を比較する等、何らかの基準を設定し何を標準化するのか

を明確にする必要があるが、このプロジェクトでは、そういうガイドラインが設定されていなか

ったため、参加各社がそれぞれ都合のよい環境で検査した結果をだしたので、標準化には

ほど遠い内容であった。また、実用の基準も明確でなかった。 
組換食品の検出の標準化プロジェクトも実施されたようであるが、詳細は不明。（バイオイン

ダストリー協会に要調査） 
現在、産総研が実施主体の DNA の定量化に関するパイロットスタディに参加している。 
バイオの分野で標準化をする意味があるのか？PCR を用いた標準化と言われると何をして

良いのかわからないが、PCR を用いた DNA の定量化に関する標準化なら意味があると思

われる。 
検査機器の性能を評価する基準は？ ある特定のターゲットとして決めた DNA を増幅させ、

ある反応を行った場合、必ずできるとかできないとか、また、試薬の性能を評価する場合、

ターゲット DNA だけでなく、使用する DNA の量がここまでは反応されるべきだという量を

正確に決めておいて、できるできないの判断をする。 
検出結果について、同じ機器、同じ試薬を用いても検査するひとが違えば、操作の過程で

結果が違うことがあり、人の技術に依存する部分もある。 
バイオの分野では、これが標準だというものは無いに等しい。技術が急速に進歩しており、

その時々の良いものが使用されている状況である。 

(2) 標準化ニーズ 
欧米の技術動向を踏まえて、標準化に対するニーズはあるか？ 社内的には、ターゲット

遺伝子ごとに、鋳型 DNA の量によって、どの程度までの反応なら良いかという基準はある

が、それは、各社まちまちで、標準化するニーズはない。 
バイオの分野では、特許がないと手法そのものが使えない場合もあるので、そのような状況

で標準化を議論するのは難しいと思う。 
O157 の検出や食品の GMO の検査等の安全の分野において、特定の機器と試薬の組み

合わせで、必ずあるレベルで検出できるというような標準化は意味があると思う。 
農水省の GMO 検出の指針の中に、タクマプローブ相当のものを使うことという内容があり、

このような指針があるために、同等の性能を有した検査機器を開発したが、ビジネスを断念

したことがある。特定メーカーの製品名が記載されているような政府の規制は、好ましくない

と思われる。 
ウィルスや GMO の検査に係わる基準あるいは標準化は、対象毎に標準試薬と言われるよ
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うなものを作り、それを用いて検出した結果と同等以上の結果を出せるようなものを検査機

器として認めるというような仕組みであるべき。 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

ウィルスの存在を調べたりする時、定量と定性が問題になる。定量のためには基になる

DNA が必要になり、それを標準物質にするというのは意味がある。産総研のパイロットスタ

ディは、標準物質として NIST が用意した DNA を用い、タクマも機器やタカラの機器で定

量評価のためのスタディを実施している。定性については、何のウィルスかを特定するため

のものであるが、何かの物質とパターン比較することによって特定できる。このときの物質は、

遺伝子情報を使って人工的に作り出した物質でも、自然界のものでもパターン比較が可能

なので、標準物質を規定するのは現実的ではない。 
タンパクに関しても、定量のために個別ターゲット毎（BSE、GMO、SARS ウィルス）に標準

物質があると良い。 
標準化に必要なことは、色々な機関に使用されることによって改良・適用例が蓄積されデフ

ァクトになることである。 

(3) 規制について 
組換体の酵素については、食品以外のものに関しては規制がない。三菱重工と提携して、

エアコンに組換体の酵素をフィルタに組み込んだ製品をだしている。 

(4) その他 
PCR に変わる手法として、タカラは超微量に存在する DNA を、PCR と同等以上の感度で、

しかも等温で増幅・検出できる ICAN（Isothermal and Chimeric primer-initiated 
Amplification of Nucleic acids）という革新的な遺伝子増幅法を開発している。この手法

は、PCR を用いて行われている遺伝子診断分野にも進出できる可能性があり、注目されて

いる。 
海外から様々な技術を売り込みにくるが、その場合、サンプルを提供したり、資料を開示し

たり積極的で、費用もそれほど必要無いが、産総研が技術給与に関する売り込みにきたと

き、秘密保持契約を結んで、尚かつ特定のデータを見せるのに費用が掛かると言ってきた。

世間の感覚とズレているのではないか？ 
バイオ分野の分析機器の技術や手法及び市場に関する動向については、日経バイオテク

年間 2003 に記述されている。また、日経バイオテクの宮田満氏にヒアリングしてはどうか。 

2.10 J 機関 

(1) 工場 
電子顕微鏡は光学顕微鏡とは製造事業者は明確に分かれているので別のモノと考えて良

い。解像度、見る対象、使われ方が違う。 
電子顕微鏡は日本とドイツ、オランダのフィリップスで独占している。 
尿の分析検査、血液検査（赤血球、コレステロール、細菌）は、光学技術として捕らえてい

る。 

(2) 標準化 
DNA や蛋白等有機化合物の標準物質は無い状態で研究が進められている。あまり作ろう

という努力も払われていない。分子量の小さい無機化合物は整備されている。 
半導体関連機器の長さ精度の管理は厳密におこなわれており、NMIJ に 1 次標準がある。
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加工したもの精度が問題、そのための標準物質 マイクロスケールのものさしを作って、計

量研で評価してもらって販売している。 
DNA シーケンサーには標準物質は存在しないし必要もない。各メーカ独自に分子量マー

カを 20 単位あるいは 100 ベース単位で商品ベースに出している。ユーザ側が、20 と 40 の

間にあれば、その間に有りそうだとの判断で使用している。（必要に応じて検量線を引いて

いる。） 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

厳密に考えると、ちゃんと読んでいるか疑問を持ったときにどうするのかという話はあるが、

疑問は持たれていない。 
ABI などは蛍光色素をつけた長さを分析用のマッチングの良いものを、サイズスタンダード

試薬として提供している。その他の一般的な試薬メーカとしてバイオラット社や日本ジーン

等がある。 
DNA シーケンスでは読み始めに共通の配列を使っている。解読したいのは途中からなの

で、 初を見ていれば機器がセルフチェックできる。 
医療では、正常値かどうかを判断するため、標準の必要性があるが、研究目的では、異常

と正常の、相対比較しかしていないを比較すること。正常のサンプルをコントロールと予備、

相対比較しかしていない。 
 

(3) 校正 
物理、化学の分野では JAB から 17025 の認定を受けている。化学の無機は NIST や国

内の標準物質にトレースしている。 
有機化合物の標準で整備されているものは少ない。 
同じ資料を複数の組織で計測して、標準誤差を定義して、日立の値を自己宣言している。 
国際基準にトレーサブルできない場合は、不確かさを大きくとり、確実に真値が入るように

することを JAB から指導されている。 
ISO の基準においてトレーサビリティへの要求は厳しくなってきているが、JAB は解釈の幅

を広げて運用している。 
17025 取得の目的は装置の精度を、証明し、提供している装置がリーズナブルであることを

証明することであるが、外部から要求されることはない。分析センターが 17025 を取得する

必要に迫られており、アドバイスを求められることはある。 
ダイオキシンの関係では、国家基準へのトレーサビリティを証明しないと、特定計量証明事

業所になれなくなった。水道関係も ISO9001 から ISO17025 による精度管理を求められて

いる。 
バイオ関係は定量分析にならない、何を基準に定量化するのか分からない。 
装置にトラブルがあったとき、製造過程で基準としている工場内のデータのトレーサビリティ

が証明できていれば安心して出荷できるというメリットはある。不確かさの連鎖までは達成し

ていない、標準物質レベルは調整をしている。 

(4) 遺伝子組換 
バイオに限定した会議ではないが、学術会議の標準物質の連絡会があり、オブザーバとし

て服部氏出席した。その際、リコミナント（遺伝子組換体）の標準物質が必要性が話題とな

った。バイオ、医療関係の中でリコミナントの標準は決まった形で作れるため、作りやすい。 
遺伝子組み替えで作れば、一定のモノができるが、天然では、変位が起こりやすい。 
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• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

日本では、醸造から技術が始まっているので、食品関係や醗酵関係の部分がで強い。医

療の酵素でも、遺伝子組み替えで人工的な安定した「もの」を作るのは有益である。産総研

は、そこをやるとよいことになっている。 
一般の化学物質は構造式で構造が明確に定義され（一部の異性体を除く）のにたいして、

蛋白は分子量が巨大でかつ、立体構造が複雑で一意に全体構造が構造式では定まらな

い。また DNA の世代交代が早いものは変位が激しい。これに対して遺伝子組み替えで作

れば変位しないものが作れる。 
組み替え技術で酵素を作る場合、技術的には課題がある。化学物質だと式がきまって合成

したとき、一つに決まる、ほぼ決まる。 
蛋白の場合には、立体構造はアミノ酸が同じであっても異種が多く存在し。天然物からの抽

出物では、構造を一定にすることは難しい。 
また天然種の場合は分化してしまうので、これを戻すことは容易ではない。 
医療関係の免疫装置の標準抗原を現在は天然のものを用いているが、組換体に換えれば

機能が安定すると予想される。 

(5) 遺伝子 
遺伝子のレベルで重要な技術は、DNA を定量する方法 吸光度、染色する方法があり、こ

れらに標準がない。ある程度生成したものを、物理的に秤量して検量線を引いているだけ。 
吸光度による計測の場合、DNA100％の物質があると良い。一般的な測定対象は、蛋白

成分が入る「きたない DNA」となり、吸光度法の計測結果が影響される。 
また、蛋白の存在の影響を受けにくい計測方法としてインターカレタがある。DNA の 2 本鎖

の中に蛍光物質を入れて測り、検量線を引く方法である。 
標準があれば良いというのは、共通の認識だが、ほとんど研究もされていないと思う。 
標準開発を進めるとすれば、試薬メーカが主体になるだろう。自分の試薬キットをコントロー

ルできるものを付けることを考えているかもしれない。 
米国が強い。 
分光光度計は光の分解として、品質保証はできる。 

(6) 米国・ロシュ 
医療分野ほどではないが、この分野も米国が強い 
医療分野ではロシュが圧倒的な巨大企業であり、遺伝子検査分野は日本市場の 9 割を抑

えている。 
ロシュの強みは PCR の特許を押さえていることにあるが、2005 年にその 1 次特許は切れる。

しかしロシュの強みは特許だけではないので、05 年以降も優位が簡単にゆらぐことはない 
国内の試薬メーカだけでは先行きいかない。機器メーカだけでも難しい。 
タカラや栄研は、ランプ法など PCR にかわる恒温増幅法を開発している。どちらがよいか

評価は定まっていない。PCR は温度の上下操作が面倒だが、酵素がタフでロバスト性に優

れ、臨床利用に向いており、簡単に優位は揺るがない。 
ロシュの方針として、はじめからグローバル化、標準化することをビジネスの前提としている。

標準化できないことは商売にしない。 
スイスやドイツで汎用品、標準を整備して技術水準の低い国や、研究者でも使いこなせる

体制を構築する。 
ロシュのラボの規模はけた違いに大きい 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

インターネットで値付けを配信し、ロット番号を指定して電話で問い合わせると、値付けのこ

とを即座に答える。支援体制をここまで揃えられると、他社はそう簡単には勝てない。 
IVD 指令ではシステム全体で保証するという話になり、機器と診断薬がべつべつの体制で

は太刀打ちできない。 
日本の診断薬メーカは、標準化をしかけようという気がない。標準物質の商売は日本の企

業規模ではペイしない。国家政策で行わないと無理だろう。 
1 次標準はビジネスにならない。頒布品がどれだけ売れるかがポイント。ロシュでも、頒布品

しか外部には出していない。 
トレーサビリティと言うが、絶対的な標準が無い世界なので、トップメーカがある標準を出す

と、それに合わせざるを得ない。 
先に決めたモノが勝ち。細部にこだわらずに手軽に使えるように環境を整備して、リーズナ

ブルな価格で提供し先に広めたものが勝ち。 
糖尿病の IVD であるヘモグロビン A1C については、 ロシュが世界標準となっているが、

日本の学会だけが認めていななかった。 
日本の決め方は高速液体クロマト（HPLC）で、京都第一（アークレー）、トーソーの値を足

して 2 で割った値。日本的な決め方をしている。 
日本の方法では、海外の学会誌に論文が通らない。中国等アジアでも通用しない、日本だ

けの数値になってしまい、ロシュに合わせざるを得ないということになり、日本だけが混乱し

ている。 
両者の値付けに実質的な優劣はないが、ロシュの方法は、手軽にでき、自分の試薬を広め

ることにより、標準になってしまった。（ナトカリクロムの電解質質量で測れる） 
7 月の臨床化学会で、酵素の標準化、値付けをやってきたが、海外との整合性がとれない

状態であり、日本の体系では海外で論文を受け取ってもらえない。学会長が変わり見直し

が進められている（現学会長は九大の浜崎教授。前学会長は浜松医大の菅野教授）。通用

しないものはやめようということになった。 
日本の IVD は個別の検査技師の要求に細かく対応することにより高い水準にあるというが、

細かい考慮をしすぎて、特定の病例には適合するかもしれないが、汎用性の低いものとな

っており、これをもって日本が高水準にあるとは言えないと感じている。 
例えば、日本の診断薬は保存条件厳しい、検体の取扱大変など一般の医療機関で使えな

い、使いにくい面がある。常用の標準を使う検査技師は研究者ではなく、メスシリンダや天

秤等も不備な現場もある。よりロバストで乱暴でも、ある優位の範囲に治まるものが求められ

る。現場では使用方法を迷ったら使えない（研究であれば状況は異なる） 
試薬と機器が一体化されていないのは時代遅れの体制となっている。 
標準化が始まりと、測定方法の標準化も始まった。ＪCSS が推薦する方法を決めると、他の

方法はダメになってしまう。 
日本の検査室は、研究的にできる人と、機械だけで分析する人に分かれている。日本の

IVD の評価は 2 分されている。レベルがあがったという立場と、些末な袋小路に入って、も

のすごいエネルギーを費やして、研究分野のレベルになっているとする見方がある。現場

にとっては過剰品質になっている。自己満足の世界でコストがアップしている。 

(7) 世界の潮流、ロシュのビジネス 
ロシュのコアビジネスに遺伝子増幅法を使ったウイルス検査がある。大学、病院レベルのい
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くつかが、グループになって標準を決めていた。それを 1 次標準とし、それを基準に 2 次標

準をつくり、それを基準にバリデーションしているという連絡をもらったことがある。 
ロシュやベーリンガーは 30 年前から大学を取り込み、有名な先生と組むことをビジネス手

法としてきた。酵素の標準化でもこの手法で酵素の測定の標準化の書籍を出し、学会活動

をしてきた。各国別に、その分野の一流の大学を押さえている。 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

世界的に通用する人は、日本にはいない。原理に関して開発している人が少ない。 
欧米は、自分たちでお墨付きを作っていくという考えが強い。分析方法を、どのように広め

ていこうかという考えがベースにある。 
ロシュ側は開発プロセス全体を有名な先生に評価してもらう。先生側も、ビジネスとして割り

切り、ある程度認められるものは、積極的に宣伝もしている。 
一メーカがデファクト標準を進められることは、国内では難しい。日本ならタカラだろうが、世

界的に見れば大きくない。 
日本の公的機関で標準の整備して、メーカが使えるようなものを用意して欲しい。 
世界的に通用する論文を出しつづけることが重要。日本だけでなく、全世界に販売、供給、

することを前提とした研究を進めて欲しい。日本に大家がいないということは直接は関係な

い。 
日本の IVDＩＶＤで流通している凍結品は冷凍流通網が普及していない海外では通用しな

いとするのは詭弁に聞こえる。魅力があれば、海外でも広まるはず。現地で供給拠点を増

やせばよい。 
浜崎教授は海外への論文投稿を強く進めている。とにかく出すことが必要と言われている。

桑先生が詳しいはず。 
日本では特定分野の技術を集大成した総説をかくことはオリジナリティが無いとして評価さ

れないが、海外では幅広い知識をもつ 
DNA は日本は追いつけないがこれからは蛋白が重要になる。蛋白レベルになると構造解

析になり、構造をバリデートする設備が必要になる。これはスプリング８などビッグサイエンス

となり日本に優位な技術面もあり今のところ同等に戦える見込みがある。 
蛋白の構造解析については前回の分析化学会で AIST のナツメ氏が講演している。蛋白

DB や総合作用の研究で日本はリードしていると主張されている。 
ロシュは HBA1C（前出）の標準化について、日本の臨床科学会で、値が違うといって批判

を浴びるが、欧州での膨大なフィールドサーベイに基く値だとして突っぱねた。本社の指示

としても日本の批判は受け入れられないものであったと考えられる。ロシュ側の対応として

換算表を作ることも検討されたようであるが目先の利益にはつられて日本に迎合することは

なかった。あの企業姿勢には感服した。 
中国や東南アジアは生活水準の向上とともに糖尿病患者も急激に増加傾向にある。以前

は日本と同じ検査手法を持ち提たが、安定供給面でロシュに軍配があがった。 
中国、台湾、韓国、アジアの医学界にも日本での留学暦を持つ人は高齢化し主流ではなく

なっている。その層も TOP エリートは欧米に留学している。近年は完全に欧米志向となっ

ている。 
中国の病院の検査室の人材は米国の大学帰りであり、米国の検査結果と同じでいないとダ

メ。韓国、台湾も同じ。 
トーソー は HBA1C を持ち込んで行っているが、コントロール品、普及用の標準液を供

給できるか課題。ロシュは、グローバルに行っている。 
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• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

日立からロシュに対しては機械を納めるだけ。あとは、ロシュのドイツとスイスの本社で決め

ている。 
日本 薬事法が変わったが まだまだ様子は変わらない。 
糖鎖の関係は、まだ始まったばかりだが、組織の動きが良いと感じる。従来は合成、生物実

験、分析 バラバラだったが、 近の研究所はリンクしている。標準という意味では、天然物

でやった時に、すぐに合成屋に頼んで測定し、生物の実験に行うなど、北大西村先生など

か精力的に活動している。日本も学際間の反目が少し減ってきたように感じる。標準化 測

定に役立つモノが見えてくるのではないか。 
HECTEF の設立は重要である。現在 1 次資料は NIST か HECTEF に依存している。値

段が高く、量が少ないので、企業は頻繁には使えない。HECTEF の設立にも METI の影

響が大きい。 
同様にゴム研も輸出品品質安定のために設立され大きな成果があった。 
鉄に関しても日本の成分研究は進んでいる。企業利益とリンクして発展した 
バイオ関連は蛋白高分子が課題。 
バイオ関係は原料の入手方法がヒトに関係するので、どこかでヒトの原料の関わりが必要に

なるが日本では制約が厳しい。 
血液について、献血主体なので、企業が扱えない。今は、米国からの輸入にたよっている

が米国は売血が認められており、質がわるく、収集元各社で処理が異なることが明らかで、

また明らかに「なにか」を混入していることがある「なにか」はわからない。。客先で問題が発

生しても、原因解明ができない。またエイズの感染、肝炎の感染に繋がる。 
昔は献血の余ったものを使っていた。道徳観から使えなくなった。一方輸血につかえない

鮮度の落ちた血液は大量に廃棄されているが、集める側はそれをあきらかにしたがらず不

足を主張したがるので、企業がつかうとマスコミの目も厳しくなる。廃棄したモノをつかうこと

はできないことはないが、手続きが煩雑である。 

2.11 K 機関 

(1) 血液関係の標準物質 
血液検査の分野では、大阪市立大学の先生が中心となって、精度試験を行っている。ブラ

インドサンプルを、メーカ、検査機関に配布し、検査結果を回収してチェックしているが、そ

の結果は 3%程度の範囲に収まっている。 
測定項目としては、赤血球の数や大きさ、白血球の成分の割合等。 
標準物質として存在するのは、ヘモグロビンのみである。ただし、現場で使われることは、ほ

とんどない。これは使用方法が、かなり難しく、測定手法をトレースする際の誤差の方が、標

準物質によって縮められる誤差より大きいのではないかと考えていられるためである。 
血液のデファクト標準として全世界で使用されている標準は、米国にある 2 つの会社で作ら

れている。これが、実質的な標準物質と認めざるをえない状況である。ヨーロッパにおいて

も、日本と状況は同じである。 
2 社の製品は自社ブランドもあるが、OEM でも販売されている。全血に近い標準血液と、

成分標準（赤血球だけ、白血球だけなど）がある。 
堀場製作所では、2 社のうち 1 社の全血に近い標準血液を ABX（フランスの会社）が OEM
しているものを使用している。 
米国製の標準血液は、受刑者のボランティアによっているようであり、米国の制度が変わっ
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て米国から供給されなくなった場合には、日本としては人血を材料として試薬を作成する仕

組みがないため、困った状況になることが考えられる。これは、ヨーロッパでも同じような状

況である。 
その場合には、それぞれに苦労して値付けをするしかないと考えられる。 • 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

以前に、筑波大学の桑先生からの指導もあり、堀場製作所で血球の標準物質として、リポ

ゾームを使ったデザインを行ったことはある。 
ヘモグロビンは分子で存在するため、純品を作りやすい。赤血球は安定化が難しい。白血

球も再生産の激しい細胞であるため難しい。 
医療関係の標準物質に関して、政府当局が重要視しているとは思えない。検査装置、試薬

に関しては、薬事法の対象になっているが、標準物質については対象外であり、法律によ

る制限が全くない。標準物質の存在するかどうかは、薬事物質の対象にはならない。 

(2) 血液標準物質の利用方法 
メーカにおける装置の調整や出荷時の検査は、2 種類のモノサシを用いて行っている。一

つはラテックス粒子による標準の血球カウンターを用意して、装置の調整を行う。ただし、こ

れでは、人血を測定した時の保証にはならない。それを補正するのが、血液の標準物質で

ある。メーカでは、この二つで、製品の品質を保証している。 
現場においては、血球カウンターは使用されず、米国製の標準物質が使われている。 
標準物質にも、ピンポイントの標準物質と、ある程度幅を持った標準物質とがある。幅を持

った標準物質は、日常の定期点検で利用され、ピンポイントの標準物質は装置の校正に利

用される。 
ピンポイントの標準物質は高価であるため、現場では幅を持った標準物質で校正を行って

しまうこともあるようである。ただし、幅と言っても、日常の検査において問題となるほど大き

い幅ではないため、通常の使用範囲においては問題になりにくいのが現実である。 
装置の校正は、通常はメーカが行う。サービスマンが現場で行うか、工場に装置を戻して再

調整する。 
逆方向の標準化として、外部精度管理の活動が行われている。これは、ユーザにアンノウ

ンのサンプルが配布され、それを検査してデータを回収するもので、正確なデータが測定

できなかった装置のメーカに対しては、大きな圧力となってくることも事実である。 
この活動は、科学的な根拠があるものではないが、統一に向けての動きにはなっている。 
日本のメーカは、ハードの開発が主体になっており、検査の主体である診断薬等について

は、海外の企業に抑えられているのが現実である。特に、免疫測定の領域や腫瘍マーカな

どは、海外製品がメインである。 
試薬の開発にバイオの技術を応用することに関しても、欧米の企業が強い。 

(3) 標準物質の整備状況 
日本にも医療分野の標準物質を供給する組織として HECTEF があるが、現状では扱う物

質も少なく、使える予算も限られている。 
現状の日本では、どの省庁も標準物質に興味が無いのではないかと感じる。興味があって

も手を出しにくいのかもしれない。 
医療の分野については方法論を確立した上で標準化が進められているが、バイオの分野

では PCR を除いて方法論が確立されたものがないのではないか。 
環境検査器など、バイオセンサについては JIS 化されたものもあるが、それ以外について
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は原理の確立を目指している段階で、特許をとることが優先されている。 

(4) PCR について 
PCR は特許を持って標準化を推進し、実績を積み重ねることでデファクト標準の地位を確

保した。 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

PCR を使用したデバイスを商品化することを考えても、医療分野に出すとなると特許使用

料が高くなり難しい。 
PCR の特許が国内の開発においてかなりの拘束力を持っていることは事実である。 
後 2 年ほどで PCR の基本特許の期間が終了するが、周辺特許がかなり抑えられているた

め、すぐに自由に利用できるようになるとは考えられない。 
PCR を開発したのはロシュではなく、ロシュは特許を買い取ってビジネスに結びつけた。 
PCR はシンプルな方法であり、着目したロシュには先見性があったのだろう。 
ロシュは国際的に広いネットワークを持ち、全ての面で対応が早いと感じる。産総研でリア

ルタイム PCR に使用する手法を開発し特許を申請したことがある。すぐにロシュから交渉申

し込みがあった。その後、米国で特許を申請した際には、ロシュからクレームが付けられて

いる。 
臨床検査薬協会には 8 つの常設委員会がある。その中で、重要な委員会である流通委員

会、法規委員会の上層部は、外資系の日本法人が多い。流通委員会の委員長は 3代続い

てロシュから出ている。 
流通や法規の面から、ビジネスモデルを作ろうと考えていると思われる。 
日本からは、ナノデバイスと遺伝子操作の応用で、ナノバイオのプロジェクトとして推進する

ことが、日本の強みを生かすことになるのではないかと思う。 

(5) バイオ分野の標準への取り組み 
現在、プロテインを分析する方法の開発を標準化も含めて行うプロジェクトが、NEDO に採

択され進めている。 
標準化を進めることは、企業の立場から考えると資金的な問題が第一である。 
作物を輸出するときに計量証明は公定法に限られている。公定法は機器分析法である。 
そのため、ELISA 方も公定法に認められることも目指して、現在は研究会を組織し、抗原

抗体反応を使った定量分析方法の JIS 化を進めようとしている。 
FDA 等の組織では、抗原抗体反応を利用した分析方法が公定法になってきている。 
JBA の委員会で GMO の測定法を国内で標準化しようとしたときに、すでに ISO で標準開

発が行われていることが分かり、急遽日本から ISO の ANNEX に付けることを提案したこと

がある。ISO の標準化動向は、詳しく調べておくことが必要である。 
測定キットに対しては、中国、韓国、ドイツ、米国から問い合わせがあり、海外戦略を進める

上でも ISO の状況を調査しておくことが必要である。 

2.12 L 機関 
登録検査機関ということで民間に開放された。ISO 17025 を一部採用する形で動いていく

ことになっている。試験方法、検証方法、不確かさをどうするか、食品検査としてはどのよう

に進めるかが、今後の課題になっている。 
検査と標準について。 
医薬品関係については、かなり以前から動いている。平成 9 年から、食衛法の改正に伴っ
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て登録検査機関になるように、厚労省の食品保健課から指導があった。その時には、標準

物質は特になかったが、ここに来て食品も問題になってきた。 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

医薬品は、既にあるものを測るのが大前提なので、基本的に測定されるものが標準となるが、

食品は有害成分が検出されないことが大前提である。マトリックス、検査方法によって、変っ

てくる標準品をどう扱うのかが問題。機械のための標準では意味がない。検査のための標

準である必要がある。 
現在を流通している食品は広範囲のマトリクスがある。どのように標準物質を適用するのか

難しい。 
特定の金属、農薬などが、ある数値以下であることを報告すること、食中毒の菌が含まれな

いことを前提として試験をする。添加物等で、表示される顔料等が含まれることを確認検査

するのとは異なる。 
厚労省では、食品衛生法と栄養改善法で規定されるもの、栄養成分は、栄養改善法で決

まっているもの。 
JAS 法との関係もあり、それぞれに異なる。 
例として、枝肉にするまでは農水省の担当。肉になって販売すると、厚労省の基準となる。

食肉中に検出されていけないものがそれぞれ、決まっている。 
複数の法律に縛られているのが、当センターでは食衛法の規格基準が決められているもの

が中心である。 
重金属が何 ppm 以下とか、微生物の菌の数がこれ以下。大腸菌がいないこと、等の確認

検査となる。 
問題は、測定方法である。公定法と呼ばれる方法に従って数値は得るもだが、公定法とい

っても、食材のマトリクス、水、脂肪、などまちまち。添加回収試験も含めて、回収率が一元

ではない。どのようなルールで検査方法を指定するのが難しい。 
通常は、各食材に関して検査方法について検証をして、いくつかの機関でチェックして公

定法にする。 
現在でも、昭和 30 年代にできた公定法が動いている。それで良いかどうか問題がある。機

器の精度があがってくると、30 年前の公定法の規格基準では「検出せず」が要求されてい

ても、現実には検出できてしまう。ある水準以下であれば許容するべきなのか。本当に検出

せず、というのを通すべきかなのか再検討すべきものが少なくない。 
標準品自身は、どこかでインターナショナルな検定機関ができて、その一社に指定するとい

うことはできない。 
標準品と、それを使った検査方法。それと技能試験が話題になる。その技能試験のレベル

をどこに持ってくるのべきか。日常の検査のマトリクスが検討対象となる。 
試験方法を、どこまで統一して試験をするのかが、大きな問題である。食品に関しては、各

国足並みが揃っていない。 
各機関が標準物質をもっていて、それを使って検査の確認はしている。東京の衛生検査所

などは、自分で新しい方法を開発して、バックデータをとっており、検査の基準を作るを能

力を持っている。国よりも進んでいる面もある。都の衛生研究所（現在は、健康〇〇センタ

ーと改称）。行政検査は当然やっているので、問題が発見されればすぐに回収命令を下す

体制になっている。 
当センターでは食品検査については精度管理という位置付けで検査で行っている。 
指定検査機関としての役割も返上した形となっている。その代わり、衛生研究所、保健所、
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指定検査機関（登録機関）、検査を実施できる機関の登録機関の精度管理を行っている。

検体を提供して結果を回収し、その結果を厚労省に報告する。 
平成 9 年から現体制が実施されているが、公定法とその検証と、標準物質の扱いをどうす

れば良いのか。得られた数値をどうように考えれば良いのか、非常に難しい。 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

大学の先生が入った国の評価委員会で、問題点の指摘をしているところ。 
当初、食品の分野では。日本の組織では GLP が受け入れられなかった。組織と検査結果

の記録、機器の記録の補償をして検査結果を出すことについて、食品分野に入れることで

平成 9 年から動き出した。 
初の 3、4 年はどういう形で、日々の点検をすればよいのかとまどいがあった。近年、具体

的な話題となっている。機器のバリデーション。公定法。検査機械の進歩で微量でも検出で

きる場合の基準設定の問題等。 
時流に合わない方法もある。そのために検出できないリスクもある。 
具体的な問題が、数多く挙げられている。必要なものは変えていこうと考えている。 
日常の中での問題は、測定値が補正されていないこと。食品では多くの場合。実測値が測

定値となっている。例えば、添加回収試験の場合、100%回収される訳ではない。食材によ

っては 7 割、あるものは 95%といった回収率となる。実際には検量線を引くときには、標準

物質をつかっているが。真の値を反映しているがどうか疑問、ある方法でやった方法がこれ

以下であれば良い、ということで実測値の補償を優先しているが現状。それを変えなければ

いけないのかどうか、今のところはどうすればよいかわからない。 
東京都は精度管理を、内部で行っている。添加回収試験をするのに、回収率を参考にする。

ある場合には 95%の回収率であるので、それを予測する。 
内部精度管理を実施する決まりがある。ある試薬を添加して回収して、どれぐらい出てくる

かを管理しているはず。その試薬が標準となる。 
現場では共通の試薬を使いたいので提供して欲しいという要望が多い。 
医薬品の方は、日本公定所協会が渋谷の薬学会館の中にある。国の組織ではないが、そ

れに近い組織である。法律的には縛りがないと思う。 
食品については、それに相当するものは無い。世界的にもない。 
AOAC、CODEX が一緒になってやっているところが一番進んでいる。検査法のバリデー

ションに関してなので、どのような標準品を使っているのかは見えない。 
フランスの会議での、確認状況紹介での話だった。 
AOAC（日本にもブランチがある）では会員機関が、検査方法について、これについては良

いと思うといったら提案をする。AOAC はそれを検証して、検証ができた段階で AOAC のメ

ソッドに入る。 
日本には AOAC のような機関がないので、今になって問題が出てきた。これまでは、公定

法であればできるはずだと、検査機関が信じてやってきた。 
ところが、あるものについては、非常に難しいとか、ひっかからないとかがある。サルモネラ

では、検査できないことがわかってきた。卵の検査方法は 3、4 年前に代わったが、食肉は

代わっていない。 
食品の微生物検査では、この条件下で培養して、このようなものが出なければ陰性とする、

という検査。臨床検査で、重傷感染症の中で原因を探す訳ではないので、決まった方法で、

終的な段階で検出され無ければ問題無いとされる。 
精度管理を実施して、検出されないことが表面化してきた。 
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• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

国の公になった方法が優先されていくので、その方法が、何十年も前にできたときに、十分

な検証を踏まえてできたとは思えない。かつては、偉い先生が決めた方法が動いてきたと

思わざるを得ない。 
きちんと確認して、現場に戻して、意見をあげて検討して、方法として降りてくるという手順

が必要。 
NMIJ が中心になって進めてもらえると良い。国に近い機関がやるべきだろう。 
日本に合わない方法が ISO で決まったからということで適用されると、これを後から変えて

行くのは大変な作業になるので、日本としても、意見を言えるようにしておかなければならな

い。 
標準物質ができて、きちんと扱えるようにするには、検査方法をきちんとつくることが必要。 
あらゆる食材について、全ての検査方法を作るのは難しい。 
組替食品であっても、許可されるとプローブが手にはいるが、未承認のもので、予備検討段

階だと、食品の検査のための検体、プローブ（定量 PCR をかけるためのユニットとするもの）

を手に入れるものが難しい。 
農水の方法と、厚労省の方法がある。農水省の方法で良いと思うが、厚労省の方法もある。

加工品になると厚労省の範疇なので、厚生省側が組み替えの割合を検査して許可すること

になる。 
加工品の GM の検査方法は難しい。ポテトチップスのようになると無理だろう。原材料のチ

ェックが中心。 
ベルギーはチョコレートが有名。チョコではアフラトキシンの標準が必要となる。食材に添加

するだけで、実際の値を反映できるかが難しいと思われるが、彼らは単純に添加するだけ

だと説明していた。実際には複雑なマトリクスなので、不十分だと思われる。 
発表したのはスイスの機関の人だった、マトリクス、測定方法は大きな問題。 
研究レベルと検査も考慮した部分とで、標準物質に対する考え方が大きく異なる。 
実際に測定する状況を考慮して、世界的に動かないと、食品に新しい標準物質を取り入れ

ているのは難しい。 
プロフィシエンシーテストになると、全て添加するだけになる。 
添加するというのは、チョコに添加して固めるということ。日常は測定対象となるのは固まっ

たチョコである。得られた標準物質はピュアなものだが、食品は別の物質。チョコ内部の成

分もも、局在しているのか、均一に混じっているのか、全然わからない。 
アフラトキシンのピュアな標準を作ったけど、どのようにバリデーションのための標準品として

使うのか。実際の食材と同様なマトリクスとするにはどうすれば良いのか不明。 
NMIJ と食品薬品安全センターが研究を行い、実用の検査の中に利用できることを示し、

マニュアル化してしないといけない。 
輸入時の検査、サンプリング検査、定期的な検査など行政が関わる検査が行われている。

メーカサイドも、自主的に参加しているところもある。 
どこのレベルで検査を行うのか。 終製品、あるいは原材料で行うのかが問題。 
AOAC、FAPAS（イギリス）の精度管理の参加機関数は、100～200 
日本は 540 機関が精度管理に参加。世界的にも多い。 
外国で精度管理に用いる計測サンプルの多くは、違反食品をストックして出している。標準

としては、均一ではないため、評価結果としては、すごくバラツク。 
日本の場合には、食品に近くて、均一で安定なものを提供するよう要望されているが、なか
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なか難しい。 
外国の場合は、バラツキが多い。 • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

日本の方が要求は高い。それが実現できると世界的にもレベルが高い。 
CODEX の化学分析が先行しているので、DEAD スコアとして研究。食材のマトリクス、検

査精度、回収率によって、違う評価方法を採用しても良いのではないか。 
違反品は、日々の検査で見つかる。農薬の高濃度、重金属の高濃度等。それをプールし

ていることがあるが、精度管理に用いるには決められたグラム数が必要となる。 
参加機関が 200 機関として 100g づつ送るとする。測定は N=5 でやることになっている。

内部的な変動も見ることになっている。全部で 20000g 必要となり、それだけの量を集める

のは結構大変。 
海外の場合は、精度管理への参加数は 100～150 ぐらい。一つの測定のみに参加する組

織もある。 
日本の機関の方が、精度管理に参加する企業は多い。 
上記の外国のサンプルだと、バラツキが多くて評価対象にならない。 
当センターでは 6 週から 8 週安定するものを作ったことがある。 
海外では、項目は日本より多く。欧米はルール作りはうまいと感じる。 
分析関係については医薬品が先行しているので、食品もそれに追随する必要がある。啓蒙

活動から進めないと動かないのではないか。 
現場サイドで、どこまで不確かさを出さなければいけないのか不明確。 
試験の方法論を確認する場を作る必要がある。 
食品薬品安全センターの運営は独立採算である。医薬品に関しては、指定検査機関にな

っている。 
精度管理の担当は 10 人程度であるが、より多量で広範囲な標準品に対応するには人数の

問題がある。 
GMP 関係で、食品の検査も行っている。化合物についてはセンター内部で開発している。

微生物に関しては市販品も使用している。AIST に協力して標準開発を実施していくことも

可能である。 
食品分野の精度管理として、マッシュポテト、液卵、ハンバーグなどについて実施している。

液卵についてはサルモネラ菌を混入したサンプル、ハンバーグについては大腸菌を混入し

たサンプルを作成している。6 から 8 週間は安定した状態を確保できるようなものとしてい

る。 
サルモネラ菌の検査については、公定法で決められている。 
イギリスでは FAPAS が実施している。精度管理については、カナダ、オーストラリアでも行

われている。オーストラリアでは、ニュージーランドやインドネシアも含めて配布エリアとされ

ているはず。 
HACCP 関係は、アジア諸国は日本よりも進んだ面がある。食品輸出国であるため、その点

では敏感である。 
アジアに対して日本から検査のサンプルを送るのは難しい。対応できる体制もない。一般の

民間企業が作成することも考えられるが、これまでに例がなく、どのように作成されたものを

認めるかが問題。 
中国の検査と日本の検査のクロスチェックをしたいと言われることがある。 
検疫所の業務については、民間が参入できるように法律が改定されている。新たに参入す

 148



 

るために、精度管理の申し込みがある。 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

精度管理を実施した結果として得られた成績は、県の衛生課に報告する。そこから、結果

に応じて改善の指導が入ることがある。 
原因を見て、SOP 上の問題があれば改善を行う。 
基本的には、自治体の検疫所による検査に任されている。 
食品薬品安全センターでは、地域住民との安全委員会があり、そこでの了解事項として、

結核菌、ウィルスなどは使用してはいけないことになっている。 
検査用のサンプルは、6 週間安定させることは難しい。2～3 週間程度であればそれほど難

しくないが、6 週間は必要とされる。 
検体は凍ると死んでしまう。また、クール宅急便でも暑いときには問題がある。 
AOAC では、協力会社に缶詰を作成するラインを持っており、大量に生産している。 
経済産業省は ISO 一辺倒であり、それでは問題が出てくる。協力してディスカッションを進

める必要がある。 
現状では、1 年間に 5 項目の検査項目しか精度管理を実施できない。実質的には 5 ヶ月し

か試験を行う期間がないため。 
卵に関する公定法が改定された。内容的には培地の種類が増えた。それに適合するように、

食品薬品安全センターでは標準のサンプルを作成した。 
ISO には卵についての検査の規格はない。AOAC のマニュアルには近い内容のものがあ

る。 
方法論を各論として世界的に決めておく必要があるのではないか。 
医薬関係では、ICH の GLP で共通化され、バリデーションの方法が決められている。 
食品薬品安全センターは、FDA をまねして作られた組織である。 
公的機関と民間との役割分担については、厚労省の方針が見えていない。全てを民間に

任せてしまってよいのかは疑問がある。民間は利益の多いところを重点的に行う。利益の少

ないところはどうするのか。公的機関を全て無くすのは難しいのではないか。 
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3. IVD 標準整備状況 
JCTLM、WG1 でのリストアップ整備状況、標準物質の整備状況等を以下にまとめる。 

カテゴリーは RM と RMP の整備状況の分類を示す。 

カテゴリー1 RMP、RM とも整備済み • 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

カテゴリー2 RMP は整備済み、RM は未整備 
カテゴリー3 RMP は未整備、RM は整備済み 
カテゴリー4 RMP、RM とも未整備 

作業状況は JCTLM の WG1 の CRM のリストアップ状況 α：ノミネート、β：保留、γ：推奨し

ないに分類されている数を示す。 

国内候補品のマークの意味は以下のとおり 
◎H9.8.28 付厚生省医薬安全局長通知・医薬第 139 号および厚生省試薬安全局審査管

理課長通知医薬審第 81 号に示される 31 項目 
○平成 13 年度体外診断用医薬品標準化調査班調査報告書 P7 表 1 国内標準物質候補

品のある測定項目一覧 
●は汎用性が高く、標準品が必要な測定項目一覧 

参考：NMIJ 標準研究連絡委員会報告書「バイオ医薬品および人の健康に関する標準物質の整

備および、HECTEF,IRMM 標準物質 

3.1 フェーズ１ 

(1) 電解質 

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

Ca SRM 915 NIST
1、

3(huma
n

SRM
909b,956
a

BCR-304 CAP ○ ◎ ◎

SRM 918 (KCl) NIST
SRM 919 (NaCl) NIST

JCCRM111-5 (human
serum)

HECTEF

SRM 918 (KCl) NIST
SRM 956 (human serum) NIST
JCCRM111 (human
serum)

HECTEF

Li SRM 924 NIST 1,3(h/s)
SRM
909b,956

BCR-304 CAP ○ ◎

SRM 929 (Mb Gluconate) NIST
BCR 304 IRMM
SRM 919 (NaCl) NIST
SRM 956 (human serum) NIST
JCCRM111 (human
serum)

HECTEF

測定物
カテゴ
リー
(*3)

1,3

1,3

1

1
3(h/s)

Na

SRM
909b

BCR-304 CAP
SRM
909b,956

○

備考

CAP(3)

認証団体

CAP

その他現在供給されているCRM*1

SRM
909b

○

○

○
SRM
909b

CAP(3)

JCTLM　α-リスト　名称

Mg

K

項目

Cl

国内候
補品*2

◎

◎

◎

◎

Phase

電
解
質

作業状
況

総(36)
α(25)

主な
臨床検
査項目

◎

◎

◎

◎

 

(2) 核酸 

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

DNA(profile) 1
γ-GT(γ-GTP) 2 ◎
cyclic AMP 4
cyclic GMP 4
Hepatitis B virus DNA NRM 421 NIBSC 4
Hepatitis C virus RNA 4
Hepatitis A virus DNA NRM 424 NIBSC
Hepatitis C virus DNA NRM 422 NIBSC
Hepatitis D virusRNA
HIV-1 RNA NIBSC
Parvovirus B19 DNA NRM 423 NIBSC

備考認証団体
カテゴ
リー
(*3)

その他現在供給されているCRM*1
国内候
補品*2

測定物
作業状

況
項目 JCTLM　α-リスト　名称

総(6)
α(5)
γ(1)

核
酸

主な
臨床検
査項目
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(3) 酵素 

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

ALP 2,3,4

BCR-371
(Alkaline
Phosphatas
e)

CAP(3) ○ ◎ ◎
アルカリフォス
ターゼ

ALT IRMM 454 IRMM 2 BCR-426 (○) ○ ◎ ◎
IRMM 456 IRMM
JCERM (NMR 407) JCCLS

LDH 2
AST 3 CAP (○) ◎ ◎

IRMM 455 IRMM

JCERM (NMR 403) JCCLS

Lipase 3、4 CAP ●
Plasmin 3,4 WHO
Prekallikrein activator 3 WHO
Prostatic Acid Phosphatase 3 BCR-410
Streptokinase 3 WHO

t-PA 3,4 WHO
Tissue
plasminogen
activator

Urokinase 3 WHO
α-amylase,pancreatic human 3 ○ 〇 〇 ◎
γ-glutamyltransferase （下記GGTと同じ） 3 ○ CAP
Aldolase 4
Angiotensin-converting
enzyme

4

antiplasmin 4
Bone alkaline phosphatase 4
C1-Esterase inhibitor 4
Carbonic anhydrase 4
Carboxypeptidase N 4
Cathepsin D 4
Cayalase 4
Cholinesterase 4
Creatine kinase isoenzymes 4
ElastaseⅠ 4
Fibrinolysin 4
Hepatic lipase 4
Isocitrate dehydrogenase 4
Kallikrein 4
Leucine aminopeptidase
(isoenzymes)

4

Liver alkaline phosphatase 4
Lysozyme 4
Monoamine oxidase 4
N-acetylglucosaminidase 4
5-Nucleotidase 4

OCT 4
Ornithine

carbamoyltran
sferase

Pepsin 4
Pepsinogen 4
Plasminogen 4
Postheparin lipase 4
Prekallikrein 4
Succinate dehydrogenase 4
Superoxide dismutase 4
Transketolase 4
Triglyceride lipase 4
Trypsin 4
Uropepsinogen 4
Vancomycin 4
β-Galactosidase 4
β-glucuronidase 4
ADA1 BCR-647

IRMM 452 IRMM
JCERM (NMR406) JCCLS
IRMM 453 IRMM
JCERM (NMR 405) JCCLS

カテゴ
リー
(*3)

その他現在供給されているCRM*1
国内候
補品*2

主な
臨床検
査項目

作業状
況

項目 JCTLM　α-リスト　名称 認証団体

2

備考

(BCR-
476

クレアチンキ
ナーゼ

○

○

○

○

(○)

(○)

BCR-
608(CK-
MB)
BCR-

BCR-404

BCR-319

CAP

GGT

AMY

CK

LD

○

◎

◎

測定物

酵
素

3

総(22)
α(9)
β(2)
γ(8)

◎

◎

◎

◎
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(4) 代謝物・基質 

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

BIL SRM 916a NIST 1 ◎ bilirubin?
SMR 911b NIST
GBW 09203b NRCCRM
SRM 909b (human serum) NIST
SRM 968c (human serum) NIST
SRM 1951a (human serum) NIST
SRM 1952a (human serum) NIST
SRM 1589a (human serum) NIST
JCCRM211 (human serum) HECTEF
BCR 573 (human serum) IRMM
BCR 574 (human serum) IRMM
BCR 575 (human serum) IRMM
SRM 917b NIST
SRM 965 (human serum) NIST
SRM 913a NIST
SRM 909b (human serum) NIST
GBW 09202 NRCCRM
SRM 912a NIST
GBW 09201 NRCCRM

HDL cholesterol 2 ○ ◎ ◎
LDL cholesterol 2 ○ ◎

SRM 909b (human serum) NIST
SRM 1951a (human serum) NIST

Alanine SRM 2389 NIST 3,4 ○
LGC 5401 LGC
LGC 5402 LGC
LGC 5403 LGC

Lysine SRM 2389 NIST 3,4 WHO
T-Bil 3 CAP ◎ 総ビリルビン

T-Cho 3
SRM1589
a,1951a

CAP ○ ◎
総コレステロー

ル
Alanine aminopeptidase 4
Arginine SRM 2389 NIST 4
Aspartic acid SRM 2389 NIST 4
Basal metabolic rate 4
Bile acid 4 胆汁酸
Cystine SRM 2389 NIST 4
Dopamine 4
Etiocholanolone 4

FIGLU 4
N-

Formiminogluta
mic acid

Glucose-6-phosphate 4
Glutamic acid SRM 2389 NIST 4
Glycine SRM 2389 NIST 4
Histidine SRM 2389 NIST 4
Homovanillic acid 4
Isoleucine SRM 2389 NIST 4
Leucine SRM 2389 NIST 4
Methanol 4
Methionine SRM 2389 NIST 4
Phenylalanine SRM 2389 NIST 4
Proline SRM 2389 NIST 4
Serine SRM 2389 NIST 4
Threonine SRM 2389 NIST 4
tryptophan 4
Tyrosine SRM 2389 NIST 4
Valine SRM 2389 NIST 4
4-Hydroxy-3-methoxy
-mandelic acid

SRM 925 NIST

FC ○
遊離コレステ
ロール

Lactic Acid ◎
myo-inositol ◎

Total Glycerides
SRM1951
a

Tripalmitin SRM 1595 NIST ○

作業状
況

項目 JCTLM　α-リスト　名称 認証団体

1
3(h/s)

3

1

カテゴ
リー
(*3)

1,3

SRM911b

SRM
914a,909
b

2

1,3

1,3

CAP(3)

SRM1951
a

その他現在供給されているCRM*1
国内候
補品*2

主な
臨床検
査項目

備考

CAP(3)

CAP(3)

CAP

Triglycerides

グルコース

クレアチニン

○

SRM
909b

○(尿
素窒

BCR-
574,575

○CAP

TG

GLU

UREA

CHO

UA

Ethanol

CRE

◎

◎

◎

◎

◎

代
謝
物
・
基
質

測定物

○

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎
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(5) 薬物（薬品） 

Warfarin 4
Dicumarol
Vanillylmandelic

Tolbutamide 4

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

acetaminophen 4 解熱・鎮痛剤
Acyclovir 4 薬
Aminopyrine 4 解熱・鎮痛剤
Aminosalicylic acid 4 抗結核薬
Amiodarone 4 薬

Antipyrine 4
解熱・鎮痛・抗
リウマチ薬

Barbiturates 4 催眠鎮痛剤
Benzodiazepine 4
carbamazepine 4
Chloropromazine 4 精神安定薬
Chlorothiazide 4 利尿剤
Cholecalciferol 4 ビタミンD3
Cisplatin 4
Corticosteroid 4
Cortisone 4
Cyclosporine 4
Dexamethasone 4 炎症治療剤
Diazepam 4 Valium
Diphenylhydantoin 4
Ephedrine 4
Ethosuximide 4
Fentanyl 4 鎮痛剤
Furosemide 4 利尿剤
Gentamicin 4
Glycerol 4
Griseofulvin 4
Hexabarbital 4 鎮痛・催眠薬
High molecular weight
kininogen

4

Hydrochlorothiazide 4
利尿剤・血圧
降下剤

Ibuprofen 4

Indomethacin 4
抗炎症性・鎮
痛性・解熱性

Isoniazid 4 抗結核薬
Isoprenaline 4
β-Endropin 4 内因性ペプチ
Ketoconazole 4
Levodopa 4
Levonorgestrel 4
Meprobamate 4
6-Mercaptopurine 4
Methotrexate 4
Methyldopa 4
Norgestrel 4
Nortryptiline 4
Oxazepam 4
Paraldehyde 4
Penicillin 4
Pentobarbital 4
Phenobarbital 4
Phenothiazine 4
Phenylbutazone 4
Phenytoin 4
Prednisolone 4
Prednisone 4
Probenecid 4
Propoxyphene 4
Propranolol 4
Propylthiouracil 4
Quinidine 4
Quinine 4
Secobarbital 4
Sulfanilamide 4
Sulfadiazine 4
Sulfonamides 4
Sulfonylureas 4
Theophylline 4
Tobramycin 4

薬
品

カテゴ
リー
(*3)

その他現在供給されているCRM*1
国内候
補品*2

主な
臨床検
査項目

薬物１

総(84)

測定物 項目 JCTLM　α-リスト　名称 認証団体 備考
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(6) 薬物（検査薬・抗生物質） 

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

Bromsulphthalein 4
Coombs' test 4
Indocyanine Green 4
Metyrapone 4
Phentolamine test 4
Pregnancy tests 4
Antibiotics (many) 3 WHO
Ristocetin co-factor 3 CAP
Chlortetracyclime 4
Rifampicin 4
Ristocetin-cofactor 4
Streptomycin 4
Tetracycline 4

国内候
補品*2

主な
臨床検
査項目

備考

薬物２

総(84)

測定物 項目 JCTLM　α-リスト　名称 認証団体
カテゴ
リー
(*3)

検
査
薬

その他現在供給されているCRM*1

抗
生
物
質

 

(7) 薬物 
(５)､(６)以外 

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

Anticonvulsant drugs
(phenytoin,ethosuximide,ohen
obarbital,primidone,valproic
acid,carbamazepine)

1

cocaine(metab.) 1
Marihuana(metab.) 1

Morphine
1.3(h/s)

､4
CAP(3)

(Meth)amphetamine 3 CAP
Benzoylecgonine(cocaine met.) 3 CAP
Benzoylecgonine(cocaine 3 CAP
Codeine 3 CAP
Desmopressin 3
Morphine glucuronide 3 CAP
Phencyclidine 3､4 CAP

δ9-THC 3 CAP
tetrahydrocann
abinol

Alkaloids 4
Cannabinoids 4
Cocaine 4
Drugs of abuse 4
Heroin 4

LSD 4
Lysergic acid
diethylamide

Methadone 4
Opiates 4

THC 4
Tetrahydrocan
nabinol

薬物３

総(84)

備考測定物 項目 JCTLM　α-リスト　名称 認証団体
カテゴ
リー
(*3)

その他現在供給されているCRM*1
国内候
補品*2

主な
臨床検
査項目

 

 154



 

(8) ホルモン 
下垂体、甲状腺、消化管、性腺、副腎皮質 

 

Androstenedione 2

Cortisol
(11-Deoxycortisol)

2,3,4 SRM 921

BCR
192,193
IRMM/IF
CC-451

USP,CAP ◎ ◎

Androstanediol Glucuronide 4
Corticotropin-releasing
hormone

4

Glucocorticoids 4
Norepinephrine 4
Tetrahydroaldosterone 4

副
腎

皮
質

Dihydrotestosterone

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

ACTH 3
WHO(3),N
IBSC

○(NIHS) Corticotropin

Arginine Vasopressin 3 WHO
Basic fibroblast growth factor 3 WHO

EGF 3,4 WHO
Epidermal
growth factor

GH 3 MRC,WH ○(NIHS) ◎ 成長ホルモン
Inhibin 3 WHO
Oxytocin 3 WHO

Prolactin 3
WHO(3),B
BSRM

Somatropin 3 WHO
GH releasing hormone 4
FSH ○(WHO)

Luteinizing Hormone
○
(WHO)(B
BSRM)

TSH
○
(WHO)(NIB
SC,MRC)

Thyroid
Stimulating
Hormone

Vasopressin 4
○
(BBSRM)
(WHO)

Thyroxine 2,3
WHO(3),C
AP(3)

○ ◎

Triiodothyronine 2 ◎
Calcitonin 3 WHO
Parathyroid 3

BBSRM,N
IBSC WH

TSH 3
CAP,WH
O

○
Thyroid
Stimulating

Calcitonin gene-related
peptide

4

FrT3 4
FT3 4 ● 遊離T3
FT4 4 ● 遊離T4

Parathyroid hormone
-related protein

4

T3 4 Tri-
T3, reverse 4

Glucagon 3
USP,WHO
(3)

Insulin 3
USP,WHO
(3)

○(NIHS) インスリン

Enteroglucagon 4
Gastrin 4
Gastrin Ⅱ ○(MRC)
Secretin 4 ○(NIHS) セクレチン

Dehydroepiandrosterone 2

Estradiol-17β 2,3,4 BCR-576, USP NIHS ◎ ◎
Estriol (oestriol) 2,4 ○(SJP) ◎
oestrone 2
Progesterone 2 BCR 347 ○(USP) ○(SJP) ○ ◎

Testosterone 2 ○(USP) ◎

CG-α subunit 3 WHO

CG-β subunit 3 WHO
FSH 3 WHO ○ 卵胞刺激ホル
HCG 3 NIBSC,W ○ ヒト絨毛性ゴナ
LH 3 WHO ○ 黄体形成ホル
LH-α subunit 3 WHO
LH-β subunit 3 WHO
Placental Lactogen 3 WHO

17α-Ethinyl estradiol 4

Diethylstilbestrol 4
合成女性ホル
モン

Estrogen 4
Estrone sulphate 4

主な
臨床検
査項目

消
化
管

下
垂
体

ホ
ル
モ
ン

性
腺

甲
状
腺

副
甲
状
腺

カテゴ
リー
(*3)

その他現在供給されているCRM*1
国内候
補品*2

備考測定物 項目 JCTLM　α-リスト　名称 認証団体
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(9) ホルモン 
 (8)以外 

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

17-Hydrixy-progesterone 2 ◎
Atrial natriuretic factor 3 WHO
kininogenase 3 WHO
Urofollitropin 3 WHO
17-Hydrixy-pregnenolone 4
Adrenaline 4 epinephrine
Calcitriol 4
CCK 4 Cholecystokini
Deoxycoticosterone 4
Hydroxysteroids 4
α-Melanocyte stimulating
 hormone

4

Melatonin 4
Pregnenolone 4
Proinsulin 4
Sex hormone binding globulin 4
Somatomedin C 4
Thymosin-α1 4

FSH ○
卵胞刺激ホル
モン

IRI ◎ インスリン

renin
○
(BBSRM)
(WHO)

国内候
補品*2

主な
臨床検
査項目

備考項目 JCTLM　α-リスト　名称 認証団体
カテゴ
リー
(*3)

そ
の
他

ホ
ル
モ
ン

測定物

その他現在供給されているCRM*1

 
 

(10) 凝固因子 

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

WHO 93/768 WHO 抗トロンビン

SSC Lot #2
SSC/IST
H

WHO 99/826 WHO

SSC Lot #2
SSC/IST
H

WHO 99/826 WHO

SSC Lot #2
SSC/IST
H

WHO 99/826 WHO

SSC Lot #2
SSC/IST
H

Factor Ⅶa WHO 89/688 WHO 3 WHO

SSC Lot #2
SSC/IST
H

SSC Lot #2
SSC/IST
H

WHO 99/826 WHO

SSC Lot #2
SSC/IST
H

factor B 3 WHO

SSC Lot #2
SSC/IST
H

フィブリノーゲ
ン

SSC Lot #2
SSC/IST
H

Platelet Factor 4 WHO 83/505 WHO 3
W86/622HO WHO

SSC Lot #2
SSC/IST
H

WHO 93/590 WHO

SSC Lot #2
SSC/IST
H

Thromboplastin 3
BCR-148
BCR-
149S

WHO

Trombin 3 WHO
WHO 97/586 WHO

SSC Lot #2
SSC/IST
H

α-Thrombin 3 WHO
β-Thromboglobulin WHO 83/501 WHO 3,4 プロトロンビン
Factor Ⅰ 4
Factor Ⅴ 4
Factor Ⅵ 4
Factor ⅩⅠ 4
Factor ⅩⅡ 4
Factor ⅩⅢ 4
Fibrin 4
PAP-1 WHO 92/654 WHO

測定物 項目 JCTLM　α-リスト　名称 認証団体
カテゴ
リー
(*3)

その他現在供給されているCRM*1
国内候
補品*2

主な
臨床検
査項目

備考

3,4

Protein C

Protein S

von Willebrand Factor

3

3

3

3

3,4

3

3

CAP

○WHO

WHO

CAP,WH
O

○

○

○

WHO

WHO

WHO ○

○

○

3

3

Factor Ⅷ

Fibrinogen

凝
固
因
子
　

総(28)
α(24)
β(4)

Factor Ⅱ

Antithrombin

Factor Ⅸ

Factor Ⅹ

Factor Ⅶ
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(11) Phase1 その他１ 

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

angiotenshin Ⅰ SRM 998 NIST 1
Serum proteins (total) (TP) 2,3 CAP(3) ◎ 総タンパク
AFP BCR 486 IRMM 3 WHO ○ α-

ALB BCR 470 IRMM 3
SRM
297c

CAP,WH
O

BCR47
0を供

給
(CRM4

70)

◎ ◎ albumin

Apo AⅠ BCR 393 IRMM 3 WHO ○
Apo AⅡ BCR 394 IRMM 3
Apo B 3 WHO ○
C1q 3 WHO

C3 BCR 470 IRMM 3 WHO
(CRM4

70)
○ 補体第３成

C4 BCR 470 IRMM 3 WHO
(CRM4

70)
○

C5 3 WHO

CRP BCR 470 IRMM 3,4 WHO
(CRM4

70)
◎

C-Reactive
Protein

CEA 3 WHO
Carcinoembryo
nic
Antigen,Human

Ceruloplasmin BCR 470 IRMM 3 ○ WHO
(CRM4

70)
○

CH50 3 WHO ○ 血清補体価
Fer 3 WHO ○ フェリチン
Granulocyte/macroohage
Colonystimulating factor

3 WHO
コロニー刺激
因子(糖タンパ

BCR 522 IRMM

97/708
WHO/ICS
H

Haemoglobin F 3 WHO

Haptoglobin BCR 470 IRMM 3 (CRM4 ○
IgA BCR 470 IRMM 3,4 WHO (CRM4 ◎ Immunoglobuin
IgE 3,4 WHO ○
IgG BCR 470 IRMM 3,4 WHO (CRM4 ◎ Immunoglobuin
IgM BCR 470 IRMM 3,4 WHO (CRM4 ◎ Immunoglobuin

Interferon α 3 WHO

Interferon α-1 3 WHO
Interferon α-2 3 WHO
Interferon α-2a 3 WHO
Interferon β 3 WHO
Interferon β-1a 3 WHO
Nerve growth factor 3 WHO
Pregnancy-specific β1 3 WHO 糖タンパク
Thyroglobulin BCR 457 IRMM 3 WHO

Transferrin BCR 470 IRMM 3,4 WHO
(CRM4

70)
○

Transthyretin BCR 470 IRMM 3
(CRM4

70)
Tumour necrosis factor α 3 WHO
Tumour necrosis factor β 3 WHO

α1-acid Glycoprotein BCR 470 IRMM 3
(CRM4

70)

α1-anti-Chymotrypsin BCR 470 IRMM 3
(CRM4

70)
○

α1AT 3 ○ WHO
(CRM4

70)
○

α1-アンチトリ
プシン

α1-Macroglobulin BCR 470 IRMM 3 ○

α2M 3 WHO
(CRM4

70)
○

α2-マクログ
ロブリン

β2-Microglobulin 3 WHO
Ⅲcollagen 4

Adenosine,mono,di,triphosphate 4 WHO

Aminoglycoside 4
angiotensin Ⅱ 4

その他現在供給されているCRM*1
国内候
補品*2

主な
臨床検
査項目

備考項目 JCTLM　α-リスト　名称 認証団体
カテゴ
リー
(*3)

3

測定物

WHOHaemiglobin-cyanide

分
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(12) Phase1 その他 2 

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

Apolipoproteins A,B,C,D,E,LDL 4
Bence-Jones proteins 4
Bone Gla protein 4
Bradykinin 4
Carboxypropeptide of typeⅠ
procollagen

4

Carboxyterminal atrial
natriuretic peptide

4

Complement forms 4
Coproporphyrins 4
C-peptide 4 ○
Cryoglobulins 4
Cyanmethemoglobin 4
Digitoxin 4 強心配糖体
Digoxin 4 強心配糖体
Fibrinopeptide 4
Fibronectin 4 糖タンパク
Galanin 4

GIP 4
Gastric
inhibitory
polypeptide

Glutathione 4
Glycated albumin 4
Glycated hemoglobin 4
Glycated Protein 4

Glycosaminoglycan 4
mucopolysacc
haride

Hb 4 ○ hemoglobin
High-density lipoprotein 1,2,3, 4
IgD 4 ○
Interferons 4
Intrinsic factor 4

IAPP 4
Islet amyloid
polypeptide

Low density lipoprotein
(forms) (-1,-2,-3,B)

4

Lipoprotein lipase 4
Very low density 4
Lipoproteins;
α1, α2, β, pre-β 4

Myosin 4
Neuropeptide Y 4
N-terminal (pro)-atrial
 natriuretic peptide

4

Orosomucoid 4 ムコタンパク
Pregnancy zone protein 4
Protein 4
Protein Kinase C 4

PSA BCR 613 IRMM 4 ○(WHO) ● ◎
Prostate
Specific
Antigen

Thyroglobulin 4
Troponin-I 4
Troponin-T 4

BSA SRM 927C NIST
ウシ血清ｱﾙﾌﾞ
ﾐﾝ

Galactose
BCR 405 IRMM
JDS Lot2 JCCLS

Interferon γ WHO
Mannitol SRM920
Troponin-Ⅰ ◎
α1GP ○ 酸性糖タン
α2-anti-Trypsin BCR 470 IRMM
ｸﾞﾘｺｱﾙﾌﾞﾐﾝ ◎

サイログロブリン ○
サイロキシン
結合能

国内候
補品*2

主な
臨床検
査項目

備考項目 JCTLM　α-リスト　名称 認証団体
カテゴ
リー
(*3)

測定物

○
(CRM4

70)
◎

ｸﾞﾘｺヘモグロビ
ン

HbA1c

その他現在供給されているCRM*1

◎

パ
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3.2 フェーズ２ 

(1) 血液型、血中ガス、血中金属、ビタミン、感染症 
 

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

anti-A 3 WHO
anti-AB 3 WHO
anti-B 3 WHO
anti-C 3 WHO
anti-c 3 WHO
anti-D(Rh0) 3 WHO
anti-double-standard DNA 3 WHO
anti-E 3 WHO
pCO2 2 ○ ○
pH 2 SRM ○ ◎
pO2 2 ○

CO 4
Pb(bpvine blood) 1 SRM BCR 194, ◎

Cd(bpvine blood) 3
SRM
955b,966

BCR 194,
195,196

◎

Elements(bovine serum)
SRM
1598

◎

carotene 1
Trans-retinol 1 SRM
α-tocopherol 1 SRM
Cyanocobalamine 3,4 WHO Vitamin B12
Ascorbic Acid 4 SRM 970
Biotin 4
Dihydroxy vitamin D
(1,25;24,25;25;D1,D2,D3)

4

Ergocalclferol 4 Vitamin D2

Pantothenic acid 4
ビタミンB複合
体の一要素

Pyridoxal 4
ビタミンB6作用
の天然物質

Pyridoxal phosphate 4
Retinol 4 VitaminA
Retinol-binding protein 4
Riboflavin 4 VitaminB2,G
Tocopherol(s) 4 VitaminE
Vitamin A 4
Vitamin B1 4

Vitamin B12 4

Vitamin B2 4
Vitamin C 4
Vitamin D3 4
Vitamin D-binding globulin 4
Vitamin E 4
Syphilitic serum 3 WHO

備考測定物 項目 JCTLM　α-リスト　名称 認証団体
カテゴ
リー
(*3)

その他現在供給されているCRM*1
国内候
補品*2

主な
臨床検
査項目

血中ガス
pH

PhaseⅡ

血液型

血液中
金属元素

ビタミン

感染症

◎

◎
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(2) 化合物 

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

Pyruvate 1
ibid.-sulphate 2
Acid Phosphate 3 CAP

Folate 3

Lactate dehydrogenase 3 ○ CAP ○
3-ヒドロキシ酪
酸

5-HIAA 4
5-
Hydroxyinodole
acetic acid

5-Methyltetrahydrofolate 4
Acetaldehyde 4
Acetate 4
acetone 4
Acetylsalicylic acid 4
Acwroacetate 4
Aminolevulinic acid 4
Bicarbonate 4
Bromide 4
Catchholamines 4
choloquinone 4
Citrate 4
Deoxycholic acid 4

EPA 4
Eicosapentaen
oic acid

Ethylene glycol 4
Fatty acid free.total 4
Fluoride 4
Formic acid 4
Glycocholic acid 4
Hippuric acid 4
Homogentisic acid 4
Hydrazine 4
Hydrochloric acid 4

IAA 4
Indoleacetic
acid

Iodide 4
Iodide, inorganic 4
Ketones 4
Lactate 4
Lactose 4
Malate 4
Mannose 4
Mevalonic acid 4
N-acetylglucosamine 4
NH4 4
Nicotine 4
Nitrate 4
Nitrite 4
Nitrogen balance 4
Nonprotein nitrogen 4
Oligosaccharides 4
Organic acids 4
Orotic acid 4
Orthophosphate 4
Oxalate 4
p-Aminohippurate 4
Phenylketones 4
Propionic acid 4
Pyrophosphate 4
Salicylate 4
Short-chain fatty acids 4
Sialic acid 4
Succinate 4
Sulphate 4
Valproic acid 4
Water 4
α-Ketoglutarate 4
β-hydroxybutyrate 4
Crn ○ クレアチン
IP ○ 無機リン

化
合
物

測定物 項目 JCTLM　α-リスト　名称 認証団体
カテゴ
リー
(*3)

その他現在供給されているCRM*1
国内候
補品*2

主な
臨床検
査項目

備考

NEFA ○ 遊離脂肪酸
PL ○ リン脂質
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(3) 元素、抗体･免疫、色素、血中物質 
  

測定
NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

Fe 1,3 CAP(3) ◎
Al 2
Cd 2
Hg 2
Zn 2
Ag 4
As 4
Au 4
Co 4
Cu 4 ○
H 4
I 4
Ionised Ca and MG 4
Mg 4
N 4
Ni 4
Pt 4
Se 4
V 4

Antibodies 3,4 WHO 抗体
Hepatitis B surface antigen 3,4 WHO
IL 3 WHO Interleukins(免
C1 inhibitor antigen 4
Hepatitis B e antigen 4
HIV core antigen 4
HIV-1 p24 antigen 4
Insulin antibodies,IgG 4
Lymphocytotoxic antibodies 4
Plasminogen activator antigen-
1

4

Scleroderma antibody (SCL-
70)

4

Smooth muscle antibodies 4
Thyroid antibodies 4
Von Willebrand factor antigen 4

ASO ○
抗ストレプトリ
ジンO

HBc抗体 ○
HBe抗原 ○
HBe抗体 ○
HBs抗原 ○
HBs抗体 ○
抗甲状腺マイクロゾーム抗体 ○
抗サイログロブリン抗体 ○
Oncostatin 3 WHO
Myoglobin 4
Urobilin 4
Urobilinogen 4

Erythropoietin 3 WHO
赤血球生成促
成因子

Heparin 3,4 WHO 抗凝血因子
Basophils 4
CD4+,8+,2,3,lymphocytes 4
Erythrocytes 4 赤血球
Hematocrit 4
Hemopexin 4
Irreversibly sickled
erythrocytes

4

11-Keto-thromboxane B2 4
Leukoagglutinins 4
Leukocyte differential 4
Leukocytes 4
Leukotrienes; B4, C4, E4 4

MCH 4
Mean
corpuscular
hemoglobin

血
中
物
質

色
素

物 項目

元
素

抗
体
・
免
疫

JCTLM　α-リスト　名称 認証団体
カテゴ
リー
(*3)

その他現在供給されているCRM*1
国内候
補品*2

主な
臨床検
査項目

備考

MCHC 4

Mean
corpuscular
hemoglobin
Concentration

MCV 4
Mean
corpuscular
volume

Megaloblasts 4
Monocytes 4
Neutrophils 4
Platelet-activating factor 4
Platelet aggregation 4 ●
Platelet adhesiveness 4
Platelet aggregation 4
Platelets 4
Platelet size 4
Platelet volume 4
Reticulocytes 4
Sickle cells 4
Thrombomodulin 4
Thromboxane(s) 4
Transcortin 4
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(4) リンパ、骨髄、受容体、抑制 

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

Lymphocyte autoantibodies 4
Lymphocyte B-cells 4
Lymphocyte CD4

+ count 4
Lymphocyte mitotic index 4
Lymphocyte response
to concanavalin A

4

Lymphocyte response
to phytohemagglutinin

4

Lymphocyte response
 to mitogen

4

Lymphocytes 4
Lymphocyte T-cells 4
Natural killer cell activity 4
Natural killer cells 4
Natural killer lymphocytes 4
T lymphocytes 4
Myelobasts 4
Myelocytes 4
Promyeloblasts 4
Promyelocytes 4
Glucocorticoids receptors 4
Soluble interleukin-2 receptor 4
Soluble tumour necrosis
factor receptor-A and B

4

Leucemia inhibiting factor 3 WHO
plasminogen activatir inhibitor1 3,4 WHO
C1 inhibitor 4
Plasminogen activator
inhibitor3.

4

Somatostatin 4
Tissue plasminogen activator
inhibitor

4

Tissue plasminogen inhibitor 4
Trypsin inhibitor 4

抑
制

リ
ン
パ
球

受
容
体

骨
髄

主な
臨床検
査項目

測定物 項目 JCTLM　α-リスト　名称 認証団体
カテゴ
リー
(*3)

その他現在供給されているCRM*1
国内候
補品*2

備考
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(5) Phase2 その他１ 

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

Pregnanediol 2,4
Pregnanetriol 2,4
Therapeutics(TDM) 2
Allergens 3 WHO
Anti-nuclear factor 3 WHO
Elcatonin 3 WHO
Endotoxin 3 WHO
Gonadorelin 3 WHO
Insulin-like growth factor1 WHO
tetracosactide 3 WHO
5-Hydroxytryptamine 4
Amitryptiline 4
Angiotensinogen 4

APTT 4 ●
活性化部分ト
ロンポプラスチ
ン時間

base excess 4
CA 15-3,19-9,27-29,50,
72,72-4,125,195,242,549

4

CA-M 17.1,26,29,43 4
Cervical secretion 4 分泌液
Clotting time 4
Coagulation time 4
Colloid osmotic pressure 4
D-dimer 4 ●
Ecgonine 4
Endothelins 4
Histamine 4 分泌液
Insulin-like growth factor
binding protein; 2,3,4

4

Insulin-like growth factor II 4
Inulin clearance 4
Iron saturation 4
131I uptake 4
17-Ketogenic steroids 4
17-Ketosteroids 4
Kininogen 4
Kynurenine 4
Lecithin 4 リン脂質
Lipids. Total 4 脂質
Lupus antocoagulant 4
Lupus erythemathosus cells 4
Lysolecithin 4
Megestrol 4
Metanephrines, total 4
Myelin basic protein 4
Na/K ATPase 4
N-desethylamiodarone 4
Neurotensin 4
N-terminal 4
Occult blood 4
Osmolality 4
Osomotic fragility 4
Osteocalcin 4
Penicillamine 4
Phenolsulfonphthalein 4 pH指示薬
Phosphoinositol 4
Phospholipids 4 リン脂質
Phaeochomocytoma test 4
Phosphatides, total 4 リン脂質
Phosphatidylglycerol 4
Phosphatidylethanolamine 4 リン脂質
Porphobilinogen 4
Porphyrins, total 4
Prealbumin 4
Procainamide 4
Procollagen I peptide 4
Procollagen type I C-terminal
propeptide

4

測定物 項目 JCTLM　α-リスト　名称 認証団体
カテゴ
リー
(*3)

その他現在供給されているCRM*1
国内候
補品*2

主な
臨床検
査項目

備考

そ
の
他
１

（
不
明
)
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(6) Phase2 その他２ 

NIST IRMM 他(国外) 他(国内) HECTEF JCCLS

Procollagen type III N-
terminal propeptide

4

Prorenin 4
Prostaglandin(s), E and F 4
Protein electrophoresis 4

PT 4 ●
プロトロンビン
時間

Protoporphyrin 4
Pyridinoline 4
Quick's time 4
Renin activity 4
reverse T3 4
RF 4 ○ リウマチ因子
S-adenosylmethionine 4
Serotonin 4
Sitosterol 4
Specific gravity 4
Sperm count 4
Spermidine 4
Spermine 4
Sperm morphology 4
Sperm motility 4
Sphingomyelin 4 燐酸脂質
Tachykinins 4
T3 binding capacity 4
Temazepam 4
Thrombin time (TT) 4
Thromboplastin time 4
Thrombotest 4
Thyroxine-binding prealbumin 4
TIBC 4 ○ 総鉄結合能
Tricyclic antidepressants
screen

4

Triglycerides 4
Trypsinogen 4 前駆体
Tryptamine 4
Tumour necrosis factor, α
and β

4

Type I collagen crosslink
 telo-peptide (ICTP)

4

Type III procollagen 4
Tyramine 4

UIBC 4 ○
不飽和鉄結合
能

Uroporphyrin 4
Vanillylmandelic acid 4
Vasoactive intestinal
polypeptide (VIP)

4

Viscosity 4
Von Willebrand ristocetin
cofactor

4

Wassermann reation 4
White lood cells/ differential 4
Xanthine 4
Xylose excretion 4
Zifovudine 4
FDP ●
PRL ○
TTT/ZTT ○ 血清膠質反応
シアル酸 ○

主な
臨床検
査項目

備考認証団体
カテゴ
リー
(*3)

その他現在供給されているCRM*1
国内候
補品*2

そ
の
他
２

（
不
明
)

測定物 項目 JCTLM　α-リスト　名称
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4. NIST の標準物質一覧  
NIST の標準物質（Standard Reference Materials）価格票には 1228 項目が掲載されている。

これら標準物質の分類（SRM/RM Technical Categories）のなかで今回の調査対象を以下の様

に抽出した。 

 
 大分類  

 １ Chemical composition 
２ Physical properties 
３ Engineering Materials 
今回の調査対象は 1 chemical composition の範疇にあると考えられる。この中分類を以下に

示す。 
 
 中分類（.1.chemical composition） 

 101 Ferrous Metal 
102 Non Ferrous Metal 
103 Microanalysis  ：Metal, Synthetic Glass 
104 High Purity Material  ：High purity metal Platinum, stoichiometry 
105 Health & Industrial Hygiene ＊ 
106 Inorganic    ＊ 
107 Primary Gas Mixture 
108 Fossil Fuels 
109 Organic    ＊ 
110 Food & Agriculture  ＊ 
111 Geological Materials &  Ores 
112 Celamics & Glasses 
113 Cement 
114 Engine Ware Materials 

これら 14 分野の中で＊で示した 4 分野が今回のバイオ標準の調査対象に該当すると考えられ

る。これら 4 分野の小分類を以下に示す。 
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(1) 105：Health & Industrial Hygiene 
1. Clinical Laboratory Materials (gas, liquid, and Solid forns) ＊ 
2. Serum Materials (frozen, liquid and lyophilized forms) ＊ 血清 
3. Ethanol Solutions ＊ 
4. Toxic Substances in Urine (powder form) ＊ 
5. Drugs of Abuse, Single Analyte (Powder form) ＊  薬物乱用、単一検体 
6. Drugs of Abuse, Multianalyte (powder form)  ＊ 薬物乱用、単一検体 
7. Drugs of Abuse in Hair(solid form) ＊ 
8. DNA Profiling (solid forms)     ＊ 
9. Biomaterials (solid form)      ＊ 
10. Materials on Filter Media 
11. Trace Constituent Elements in Blank Filters 
12. Respirable Silica (powder form)    吸引に適した珪土 
13. Lead in Paint, Dust and Soil(powder and sheet forms)  
14. Asbestos    

(2) 106 Inorganic 
1. Metal Constituents in Natural Mtrices(Natual & Solid form)  ＊ 

自然細胞間質の金属成分 
2. Simulated Rain waters (liquid form) 
3. Thin film for X-ray Fluorescence 
4. Carbon Modified Silica (powder form 
5. Trace elements (solid form) 
6. Used Auto Catalysts(powder form) 

(3) 109 Organic 
1. GC/MS and LC System Performance (liquid form) 
2. Organic Constituents (liquid & solid forms) 
3. EPA Organic Compounds Related to Water Analysis 

(4) 110 Food & Agriculture 
1. Food & Beverages(liquid and powder forms 
2. Health Care & Nutrients (liquid & Solid form) 
3. USA/Canada Collaborative Materials (powder form) 
4. Agriculture Materials(Powder form) 
5. Fertilizers(Powder form)     肥料 
6. Wheat Hardness (kernel form) 
7. Health Care and Nutrients (Powder & Solid Forms) 

 
（１）から（４）の各項目に該当する標準の一覧を以下の表に示す。 
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(1) 105.1 臨床検査用物質 気体.液体、固体 

105.1

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 105.1

900 Antiepilepsy Drug (4) Level set (4) $224.00 4/1/79 ○
909b Human Serum set (6 x 6) $440.00 11/19/03 ○
910 Sodium Pyruvate 25 g $260.00 5/1/81 ○
911b Cholesterol 2 g $253.00 4/15/94 ○
912a Urea-Clinical 25 g $159.00 12/1/90 ○
913a Uric Acid 10 g $412.00 12/28/00 ○
914a Creatinine 10 g $247.00 2/8/94 ○
915a Calcium Carbonate (Clinical) 20 g $132.00 1/13/95 ○
916a Bilirubin 100 mg $309.00 2012/5/1 ○
917b D-Glucose (Dextrose) 50 g $183.00 2/28/02 ○
918a Potassium Chloride (Clinical) 30 g $177.00 4/17/95 ○
919a Sodium Chloride (Clinical) 30 g $141.00 2/1/91 ○
920 D-Mannitol 50 g $193.00 1/1/72 ○
921 Cortisol (Hydrocortisone) 1 g $188.00 2/1/93 ○
924a Lithium Carbonate (Clinical) 30 g $246.00 4/1/96 ○
925 VMA (Clinical) 1 g $165.00 5/1/73 ○

927c
Bovine Serum Albumin (7%
Solution) set (10) $343.00 1/14/04 ○

928 Lead Nitrate (Clinical) 30 g $130.00 4/5/94 ○

929
Magnesium Gluconate
Dihydrate 5 g ○

937 Iron Metal (Clinical) 50 g $124.00 9/28/95 ○
938 4-Nitrophenol 15 g ○
955b Lead in Bovine Blood set (4) $370.00 1/21/04 ○

956a
Electrolytes in Frozen Human
Serum set (6) $489.00 2007/10/3 ○

965
Glucose in Frozen Human
Serum ○

966 Toxic Metals in Bovine Blood
4 vials, 2 each

conc $371.00 1/21/04 ○

968c

Fat-Soluble Vitamins,
Carotenoids, and Cholesterol
in Human Serum set (2) $212.00 12/28/99 ○

970
Ascorbic Acid in Frozen
Human Serum set (4) $343.00 5/18/00 ○

998 Angiotensin I (Human) 0.5 mg $358.00 1/1/83 ○
1400 Bone Ash 50 g $280.00 12/18/92 ○
1486 Bone Meal 50 g $280.00 12/18/92 ○

1589a

PCBs, Pesticides, and
Dioxins/Furans in Human
Serum set (5) $430.00 8/9/00 ○

1595 Tripalmitin 2 g $270.00 7/1/83 ○

1598
Inorganic Constituents in
Bovine Serum Set of 2 ampoules ○

1599 2 Anticonvulsant Drugs set (4) $237.00 8/1/82 ○
1951a Lipids in Frozen Human Set of 6 ampoules ○
1952a Cholesterol in Human Serum set (6) $231.00 1/1/90 ○

2389
Amino Acids in 0.1 mol/L
Hydrochloric Acid set (5) $198.00 12/6/93 ○

2670a
Toxic Elements in Urine
(Freeze-Dried) set (2 low 2 high) $601.00 2008/11/3 ○
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(2) 105.2-7 血清、薬物 
105.2

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 105.2

909b Human Serum set (6 x 6) $440.00 11/19/03 ○

927c
Bovine Serum Albumin (7%
Solution) set (10) $343.00 1/14/04 ○

956a
Electrolytes in Frozen Human
Serum set (6) $489.00 2007/10/3 ○

965
Glucose in Frozen Human
Serum ○

968c

Fat-Soluble Vitamins,
Carotenoids, and Cholesterol
in Human Serum set (2) $212.00 12/28/99 ○

970
Ascorbic Acid in Frozen
Human Serum set (4) $343.00 5/18/00 ○

1589a

PCBs, Pesticides, and
Dioxins/Furans in Human
Serum set (5) $430.00 8/9/00 ○

1951a Lipids in Frozen Human Set of 6 ampoules ○

105.3

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 105.3

1828a Ethanol in Water Solution

Set:1, 20 mL
ampoules

2, 20 mL ampoules
 1, 5 mL ampoules
1, 5 mL ampoules ○

105.4

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 105.4

2670 Normal Level
○

2670 Elevated
Level ○
2670a Low Level ○
2670a High Level ○
2671a Low Level ○
2671a High Level ○
2671a Fluorine in Freeze-Dried set (4) $238.00 8/1/95 ○
2672a Low Level ○

105.5

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 105.5

1507b
THC-COOH in Freeze-Dried
Urine set (4) $429.00 9/29/03 ○

1508a

Benzoylecgonine (Cocaine
Metabolite) in Freeze-dried
Urine set (4) $390.00 12/22/03 ○

2382 Morphine Glucuronide in set (4) $302.00 7/15/93 ○

8444
Cotinine in Freeze-Dried
Human Urine set $205.00 2/1/89 ○

105.6

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 105.6

1511 Multi Drugs of Abuse in Urine 3 bottles $259.00 9/13/94 ○
2381 Morphine and Codeine in set (4) $341.00 7/15/93 ○

105.7

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 105.7

2379
Drugs of Abuse in Human
Hair I 100 mg $481.00 2011/8/2 ○

2380
Drugs of Abuse in Human
Hair II 100 mg $481.00 10/29/02 ○
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(3) 105.8-10 DNA,生物材料（固体） 
105.8

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 105.8

2390 DNA Profiling Standard set (20) $599.00 2002/2/1 ○

2391b
PCR-based DNA Profiling
Standard set (12) $582.00 2012/6/2 ○

2392
Mitochondrial DNA
Sequencing

3 components; 1
box $651.00 6/17/03 ○

2392-I
Mitochondrial DNA
Sequencing

1 component ; 1
box $231.00 2006/9/3 ○

2395
Human Y-Chromosome DNA
Profiling Standard set (6) $245.00 2006/6/3 ○

105.9

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 105.9

2910 Calcium Hydroxyapatite 2 g $213.00 2007/1/3 ○

8456
Ultra High Molecular Weight
Polyethylene each (bar) $218.00 8/26/03 ○

8457
Ultra High Molecular Weight
Polyethylene 10 (0.5 cm) cubes $579.00 2007/10/3 ○

"105.10

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 105.10

2679a Quartz on Filter Media set (4) $232.00 5/1/84 ○

2783
Air Particulate on Filter
Media

2 loaded, 2 blank
filters $535.00 2001/2/2 ○
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(4) 106.1 自然細胞間質の金属成分 
106.1

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 106.1

1640 Natural Water 250 mL $195.00 1/23/98 ○
1641d Mercury In Water 10 x 10 mL $181.00 12/30/99 ○
1643d Trace Elements in Water 250 mL ○
1646a Estuarine Sediment 70 g $348.00 9/2/98 ○
1648 Urban Particulate Matter 2 g $220.00 4/28/98 ○

1944
New York/New Jersey
Waterway Sediment 50 g $400.00 5/14/99 ○

1946 Lake Superior Fish Tissue 5 x 7-9 g $386.00 9/29/03 ○
2385 Slurried Spinach 4 x 70 g $391.00 2012/9/3 ○
2387 Peanut Butter 3 x 170 g $425.00 3/14/03 ○
2583 Trace Elements in Indoor 8 g $225.00 6/22/98 ○
2584 Trace Elements in Indoor 8 g $395.00 12/15/99 ○

2587
Trace Elements in Soil
(contains lead from paint) 55 g $249.00 3/3/99 ○

2694b Simulated Rainwater ○
2702 Inorganics in Marine 50 g $298.00 2001/7/4 ○
2704a ○
2709 San Joaquin Soil 50 g $256.00 7/18/03 ○
2710 Montana I Soil 50 g $250.00 7/18/03 ○
2711 Montana II Soil 50 g $249.00 7/18/03 ○
2780 Hard Rock Mine Waste 50 g $300.00 1/31/03 ○
2781 Domestic Sludge 40 g $286.00 10/25/96 ○
2782 Industrial Sludge 70 g $333.00 12/10/98 ○

2783
Air Particulate on Filter
Media

2 loaded, 2 blank
filters $535.00 2001/2/2 ○

2976

Mussel Tissue (Trace
Elements & Methylmercury)
Freeze-dried 25 g $369.00 9/8/98 ○

8704 Buffalo River Sediment 50 g $180.00 3/3/00 ○
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(5) 110.1-5 飲料、栄養素、米／カナダ協力、農業 
110.1

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 110.1

1549 Non-Fat Milk Powder 100 g $246.00 5/20/03 ○
1566b Oyster Tissue 25 g $459.00 1/17/01 ○
1567a Wheat Flour 80 g $339.00 9/1/88 ○
1568a Rice Flour 80 g $318.00 8/1/95 ○

1570a
Trace Elements in Spinach
Leaves 60 g $321.00 8/31/01 ○

1577b Bovine Liver 50 g $189.00 8/1/91 ○
2384 Baking Chocolate 5 x 91 g $399.00 2006/4/3 ○

110.2

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 110.2

1544
Fatty Acids/Cholesterol in
Frozen Diet Composite 4 x 15 g $205.00 2/1/96 ○

1546 Meat Homogenate 4 x 85 g $324.00 2002/9/4 ○
1548a Typical Diet 2 x 6.5 g ○

1563
Cholesterol/Fat Soluble
Vitamins in Coconut Oil set (10) $414.00 2/28/03 ○

1589a

PCBs, Pesticides, and
Dioxins/Furans in Human
Serum set (5) $430.00 8/9/00 ○

1845
Cholesterol in Whole Egg
Powder 35 g $250.00 2002/11/3 ○

1846 Infant Formula (milk-based) 10 x 30 g $229.00 10/17/03 ○
2383 Baby Food Composite 4 x 70 g $283.00 7/26/02 ○
2384 Baking Chocolate 5 x 91 g $399.00 2006/4/3 ○
2385 Slurried Spinach 4 x 70 g $391.00 2012/9/3 ○
2387 Peanut Butter 3 x 170 g $425.00 3/14/03 ○
8415 Whole Egg Powder 35 g $151.00 4/28/99 ○
8418 Wheat Gluten 50 g $151.00 10/4/99 ○
8432 Corn Starch 50 g $151.00 10/4/99 ○
8433 Corn Bran 50 g $156.00 10/4/99 ○
8435 Whole Milk Powder 40 g $156.00 4/29/99 ○
8436 Durum Wheat Flour 50 g $154.00 10/4/99 ○

110.3

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 110.3

8412 Corn Stalk (Zea Mays) 34 g $156.00 2004/3/3 ○
8413 Corn Kernel (Zea Mays) 47 g $151.00 9/24/01 ○
8414 Bovine Muscle Powder (Beef) 2 x 25 g $151.00 2/18/94 ○
8415 Whole Egg Powder 35 g $151.00 4/28/99 ○
8416 Microcrystalline Cellulose 35 g ○
8418 Wheat Gluten 50 g $151.00 10/4/99 ○
8432 Corn Starch 50 g $151.00 10/4/99 ○
8433 Corn Bran 50 g $156.00 10/4/99 ○
8435 Whole Milk Powder 40 g $156.00 4/29/99 ○
8436 Durum Wheat Flour 50 g $154.00 10/4/99 ○
8437 Hard Red Spring Wheat Flour 2 bottles $151.00 9/24/01 ○

110.4

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 110.4

1515 Apple Leaves 50 g $256.00 1/1/93 ○
1547 Peach Leaves 50 g $249.00 1/22/93 ○

1570a
Trace Elements in Spinach
Leaves 60 g $321.00 8/31/01 ○

1573a Tomato Leaves 50 g $256.00 11/22/95 ○

1575a
Trace Elements in Pine
Needles 50 grams $307.00 9/17/02 ○

2695 Fluoride in Vegetation 25 g (2) $200.00 8/1/91 ○

8031
BCR No 61
Aquatic Moss 25 g ○

8412 Corn Stalk (Zea Mays) 34 g $156.00 2004/3/3 ○
8413 Corn Kernel (Zea Mays) 47 g $151.00 9/24/01 ○
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(6) 110.5-7  肥料、小麦、栄養素 
110.5

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 110.5

120c Phosphate Rock (Florida) 90 g $157.00 2/1/88 ○
193 Potassium Nitrate 90 g $140.00 11/1/91 ○

194
Ammonium Dihydrogen
Phosphate 90 g $128.00 9/1/92 ○

200a
Potassium Dihydrogen
Phosphate 90 g $270.00 5/22/01 ○

694 Phosphate Rock, Western 90 g $130.00 9/1/93 ○

110.6

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 110.6

8441 Wheat Hardness

Hard-1 through
Hard-5: 5 x 5

pouches each (20
g/pouch)

Soft -1 through
Soft-5: 5 x 5

pouches each (20
g/pouch) ○

110.7

SRM Number SRM Name Unit Issued Price Certificate 110.7

1544
Fatty Acids/Cholesterol in
Frozen Diet Composite 4 x 15 g $205.00 2/1/96 ○

1546 Meat Homogenate 4 x 85 g $324.00 2002/9/4 ○
1548a Typical Diet 2 x 6.5 g ○
1566b Oyster Tissue 25 g $459.00 1/17/01 ○

1570a
Trace Elements in Spinach
Leaves 60 g $321.00 8/31/01 ○

1846 Infant Formula (milk-based) 10 x 30 g $229.00 10/17/03 ○
1946 Lake Superior Fish Tissue 5 x 7-9 g $386.00 9/29/03 ○
2383 Baby Food Composite 4 x 70 g $283.00 7/26/02 ○
2384 Baking Chocolate 5 x 91 g $399.00 2006/4/3 ○
2387 Peanut Butter 3 x 170 g $425.00 3/14/03 ○
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  この事業は、オートレースの補助金を受けて実施したものです。 
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禁無断転載 
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