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平成20年1月21～25日の5日間、タイ王国のVeterinary

Biologics Assay Division（VBAD）において開催された

OIE Regional Workshop on Harmonization of

Veterinary Vaccinesに講師として参加したので、その

概要を報告する。

1．本会議の目的

ワークショップの目的は、ASEAN加盟国内で使用さ

れているワクチンのうち、OIE Manual及びASEAN

standardにおいて未収載のワクチン及びASEAN基準の

改正が必要なワクチンについて、基準案の検討を行い、

最終的に基準案を採択することである。本ワークショ

ップで採択された基準案 は、ASEAN Sectoral Working

Group on Livestock（ASWGL）に提案され、採択され

れば、ASEAN standard として運用されることとなる。

本ワークショップのトピックとして選ばれたワクチ

ンは、「Swollen Head Syndrome Vaccine」、「Porcine

Parvovirus Vaccine」、「Porcine Mycoplasma Vaccine,

Avian E. coli Vaccine」、「Porcine Actinobacilus

Pleuroneumoniae Vaccine」の5種類であった。

2．会議の概要

ASEAN9カ国（ブルネイ・ダルッサラーム国のみ不

参加）から2名ずつ参加し、1名は動物の生物学的製剤

を所管する行政官1名、もう1名は動物用医薬品の検

査・検定業務の経験者という構成であった。講師とし

てはOIE本部より、OIE Manualの説明者、オーストラ

リアから動物ワクチン全般に関するコンサルタント１

名、インドネシアの大学より、Avian E. coliワクチン

に関する講師1名と日本の農林水産省動物医薬品検査所

からの1名であった。

5日間にわたる本ワークショップは、以下に示す6つ

のセッションで構成された。

（1）OPENING SESSION

主催国タイ政府畜産副局長 Thanit Anekwit氏、

VBDAの所長Jarunee Satra氏及びOIEアジア太平洋地域

事務所代表藤田陽偉氏による開会の挨拶があった。

（2）LECTURE SESSION

1）OIE本部Francois Diaz氏による「OIE基準及び基

準作成のプロセス」についての講演

2）獣医コンサルタント Stephen Page氏による「家

畜のワクチンにおける最適な製造及び適正使用」

についての講演

3）著者による「日本の動物用生物学的の法規制－製

剤基準・検定基準について－」の講演

4）VBDAの所長Jarunee Satra氏による本ワークショ

ップで取り上げたワクチンの生物学的製剤基準が

必要な背景についての講演

（3）COUNTRY REPORT SESSION

参加９カ国が各国の家畜衛生に関する情報及び動物

用生物学的製剤に関する法規制及び検定制度等につい
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て報告した。ASEAN諸国は各国によって、家畜の飼養

頭数を含めその衛生状況は大きく異なり、動物用生物

学製剤の検定制度を含む規制のあり方も各国により状

況は大きく異なっていた。JICA事業により日本の動物

医薬品検査所が専門家の派遣及び研修生を受け入れを

実施してきたインドネシア及びタイはASEAN諸国の中

で動物用生物学的製剤の管理制度及び施設などが先端

的であった。

（4）WORKSHOP SESSION

１ワクチンにつき約半日をかけて、主催国タイが新

たに作成した４つの生物学的製剤基準案及び1つの改正

案（Porcine Actinobacilus Pleuroneumoniae Vaccine）

について検討された。

（5）ADOPTION SESSION

WORKSHOP SESSION で議論された5つの基準案及

び「THE REPORT OF OIE REGIONAL WORKSHOP」

について採択された。

（6）CLOSING SESSION

主催国タイ政府畜産局の局長 Sakchai Sriboonsue氏、

VBDAの所長Jarunee Satra氏及びOIEアジア太平洋地域

事務所櫻井友美子氏による閉会の挨拶があった。

3．所感

ASEAN諸国の生物学的製剤基準を作成するためのワ

ークショップに参加し、かつ講師として日本の動物用

生物学的の法規制及び製剤基準・検定基準等の策定プ

ロセス及びその運用状況について説明する機会を与え

て頂いた。

説明の後、ASEAN諸国としては、基準案を検討作成

する際に、米国、EC及び日本の基準を参考にしたいと

いう意向が強く、日本の生物学的製剤基準及び検定基

準についても、広く活用できるよう英語でホームペー

ジ等に掲載して欲しいとの要望があった。今後基準以

外の項目も含め当所のホームページの記載内容等を日

本内にとどまらず諸外国へ発信していく必要があると

感じた。

各基準案を検討するセッションにおいても、日本に

おける各ワクチンの基準についての質問が多々あった。

当所は、JICA事業によりインドネシア、タイ、ミャン

マー等へ専門家の派遣及び研修生の受け入れを実施し

てきたが、本ワークショップの多くの参加者がその研

修等の受講経験者であり、そのような背景からも、日

本の基準を参考にしたいとの意向が強く感じられた。

現在日本で製造販売される海外製造のワクチンの多

くは米国及びEUで製造されたものであるが、今後は中

国、韓国を含むアジア諸国で製造されたワクチン（原

液は既にあり）が製造販売されることも考えられる。

また逆に現在数種の日本で製造されたワクチンがアジ

ア諸国で販売されており、今後アジア諸国との動物用

医薬品の流通も増加していくことが考えられる。

以上のことから、技術向上について貢献すると共に、

ASEAN諸国を含むアジア諸国で、どのような基準及び

規制がされているのかその動向を把握していく必要が

あると感じた。さらに、将来的に日本は、アジア諸国

の中で唯一VICHに参加している国であり、ASEAN諸

国を含むアジア全体の動物用医薬品の基準等をハーモ

ナイズできるようリーダーシップを取っていく必要が

あると感じた。
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調査�
    研究� 調査研究紹介
当所職員（他機関との共同研究を含む。）が学術集会及び学術雑誌に発表した調査研究報告を紹介します。

◆学術集会発表

発表学会・研究集会名 演　　題 氏　　名

第55回日本ウイルス学会学術集会
（H19.10.21～23）

牛ウイルス性下痢ウイルスの生物現
象の差によるゲノム塩基配列の相違

小佐々隆志、（青木博史、野田紗知子）、
関口秀人、（福所秋雄）、中村成幸

◆誌上発表

発　表　誌 発　表　題　名 氏　　名

Veterinary Microbiology
127（3-4）, 386-391, 2008

Genomic analyses of bovine viral diar-
rhea viruses isolated from cattle
imported into Japan between 1991 and
2005（1991年から2005年の間に日本へ
輸入された牛から分離された牛ウイ
ルス性下痢ウイルスの分子系統解析）

Tomoko Yamamoto, Takashi Kozasa,
（Hiroshi Aoki）, Hideto Sekiguchi ,
（Shigeru Morino）, Shigeyuki Nakamura

第7回　人と動物の共通感染症研究会
学術集会 （H19.11.3）

危機管理対策としての経口投与型狂
犬病生ワクチンに関する調査

小川孝、蒲生恒一郎、岩中麻理、（笛
吹達史、永田知史、衛藤真理子）

平成19年度天然資源の開発利用に関
する日米会議（UJNR）家畜家禽疾病
専門部会 （H19.12.5）

Antimicrobial susceptibilities,
serogroups and molecular characteri-
zation of avian pathogenic
Escherichia coli isolates in Japan
（日本で分離された鶏大腸菌症由来大
腸菌の薬剤感受性、血清型及び分子
学的性状）

小澤真名緒、原田和記、小島明美、
浅井鉄夫、（鮫島俊哉）

平成19年度天然資源の開発利用に関
する日米会議（UJNR）家畜家禽疾病
専門部会 （H19.12.5）

Development of Virus Neutralizing
Test Using Indirect Immunoperoxidase
Technique for the Quantitation of
Antibodies to Rabies Virus （間接免疫
ペルオキシダーゼ法を用いた狂犬病
ウイルス中和試験法の開発）

小川孝、蒲生恒一郎、（衛藤真理子）、
荒尾恵、（小林理恵子、青木博史、西
村昌晃、平山紀夫、白石力也、
Alexisandre Servat、Cliquet Flolence）

日本薬学会　第128年会
（H20.3.26～8）

小型堆肥化装置を用いた医薬品成分
の環境影響評価法の検討と動物用抗
微生物薬への適用

江口郁、小形智子、永井英貴、（永瀬
裕康、平田牧正）

第145回日本獣医学会学術集会
（H20.3.28～30）

Campylobacter jejuniの血清型は抗
菌剤耐性に影響する

小澤真名緒、浅井鉄夫、小池良治、
石川整

第145回日本獣医学会学術集会
（H20.3.28～30）

抗菌剤の使用による共選択が健康豚由
来大腸菌の薬剤耐性率に及ぼす影響

原田和記、浅井鉄夫、小澤真名緒、
小島明美、高橋敏雄

平成20年度日本水産学会春季大会
（H20.3.27～31）

類結節症菌の薬剤耐性遺伝子を標的
とするPCR法の検討及び耐性遺伝子
の保有状況

木島まゆみ、野牛一弘、（福田穣）

注：氏名欄（ ）は所外機関所属者

Journal of Applied Microbiology
103（2）, 381-389, 2007

Molecular diversity of Photobacterium

damselae ssp. piscicida from cultured
amberjacks（Seriola spp.）in Japan
by pulsed-field gel electrophoresis and
plasmid profiles 

Mayumi Kijima-Tanaka, Michiko
Kawanishi,（Fukuda Yutaka）, Shoko
Suzuki , Kazuhiro Yagyu
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新薬等紹介
平成19年11月１日～平成20年３月31日までに承認された新薬等を紹介します。

詳細については、当所HPの動物用医薬品データベースをご覧ください。

発　表　誌 発　表　題　名 氏　　名

Letters in Applied Microbiology
44（5）, 481-487, 2007

Characterization of Lactococcus

garvieae isolated from radish and
broccoli sprouts that exhibited a KG+

phenotype, lack of virulence and
absence of a capsule 

Michiko Kawanishi,（Terutoyo Yoshida）,
Mayumi Kijima-Tanaka, Kazuhiro Yagyu,
（Toshihiro Nakai , Sanae Okada, Akihito

Endo, Masaru Murakami）, Shoko Suzuki,
（Hidetoshi Morita）

家畜衛生学雑誌
33（4）, 151～159, 2008

ＮＣＣＬＳ－寒天平板希釈法を用い
た関節炎型豚丹毒罹患豚由来豚丹毒
菌（2003－2005年分離株）の広範な
抗菌薬に対する感受性

高橋敏雄、（梅野杏奴、新田早人、山
本欣也）、守岡綾子、小佐々隆志、
（石崎恵美子）

獣医畜産新報
61（3）, 196-198, 2008

危機管理対策としての経口投与型狂
犬病生ワクチンに関する調査

小川孝、蒲生恒一郎、岩中麻理、（笛
吹達史、永田知史、衛藤真理子）

臨床獣医
3月号, 48-53, 2008

危機管理対策としての経口投与型狂
犬病生ワクチンに関する調査

小川孝、蒲生恒一郎、岩中麻理、（笛
吹達史、永田知史、衛藤真理子）

注：氏名欄（ ）は所外機関所属者

今号より調査研究紹介をリニューアルしました。

ご意見・ご感想等ございましたら、企画連絡室企画調整課までご連絡ください。

品　　名 製造販売業者 承認年月日 規制区分

プリオンスクリーン ロシュ・ダイアグノスティック株式会社 H19.11.2 －
製剤区分（薬効分類）生物学的製剤（生物学的診断用製剤類）

主成分

[コントロール] 凍結乾燥前溶液6mL中 リコンビナントSS-ｈPrP 800 ng

[消化用試薬] 凍結乾燥前溶液4mL中 プロテイナーゼ（リコンビナント） 36mg

[消化停止薬] 凍結乾燥前溶液4mL中 トリプシンインヒビター 330mg

[ビオチン標識抗PrP抗体] 凍結乾燥前溶液1mL中 ビオチン化抗PrPマウスモノクローナル抗体 0.094mg

[ペルオキシダーゼ標識抗PrP抗体] 凍結乾燥前溶液1mL中 HRP標識抗PrPマウスモノクローナル抗体 3.0～9.8 U

[基質液] 本品80mL中 3, 3’, 5, 5’-テトラメチルベンジジン 16.0mg

本品20mL中 過酸化水素（30％） 13.2 µL

[基質停止液] 本品20mL中 硫酸 1.03mL

[消化用プレート] １プレート グアニジン入りプレート 96ウェル

[検出用プレート] １プレート ストレプトアジビン固相プレート 96ウェル

対象動物 牛

効能及び効果 牛の延髄における異常プリオン蛋白の検出

用法及び用量 （省略）

使用禁止期間／休薬期間 －

（動生剤）その他
有

ウシ血漿アルブミン、
牛

アメリカ、
ウシ血漿、肺

（診断液を含む） アプロチニン ウルグアイ

剤型 反芻動物由来物質有無 由来物質名 由来物質動物 由来物質原産国 由来物質臓器名等
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品　　名 製造販売業者 承認年月日 規制区分

カルトロフェン・ベット注射液 大日本住友製薬株式会社 H19.12.25 －

注射剤 無

製剤区分（薬効分類）代謝性用薬（その他の代謝性用薬）

主成分 1バイアル（10mL）中 ポリ硫酸ペントサンナトリウム　　1000mg

対象動物 犬

効能及び効果 犬：骨関節炎に伴う疼痛および跛行の改善

用法及び用量
犬の体重1kg当たり0.03ｍL（ポリ硫酸ペントサンナトリウムとして3ｍg）を7日おきに1回、合計4回皮
下注射する。本剤の投与容量が少ない場合は、ツベルクリン用シリンジを使用することが望ましい。

使用禁止期間／休薬期間

剤型 反芻動物由来物質有無 由来物質名 由来物質動物 由来物質原産国 由来物質臓器名等

－

品　　名 製造販売業者 承認年月日 規制区分

エキット わかもと製薬株式会社 H19.12.26 －
製剤区分（薬効分類）生物学的製剤（生物学的診断用製剤類）

主成分

[抗体固相化シート] 抗エキノコックスマウスモノクローナル抗体 0.5μg
抗ウサギIgGヤギポリクローナル抗体 0.25μg

[ラテックスパッド] 赤色ラテックス原液 0.2μL
抗エキノコックスウサギポリクローナル抗体 0.187μg

対象動物 犬

効能及び効果 犬の糞便中のエキノコックス虫体由来抗原の検出

用法及び用量

○操作方法
①採便棒で数箇所の便を先端部分が埋まるくらい採取する。
②採便棒を容器に挿しこみ、右回りに止まるまでねじ込む。
③採便容器を縦に数回強く振る。
④採便容器の先端の滴下部を開放する。
⑤滴下ノズルを下に向け、採便容器を垂直に持ち、容器の中程を軽く押し最初の2滴を捨てる。
⑥反応シートの検体滴下部位に3滴の希釈した検体を滴下する。
⑦15～30℃で30分間静置して反応させる。
⑧判定部位に現れるラインを観察し、赤色ラインの有無を目視にて判定する。
○測定結果の判定方法
①判定部位にコントロールラインと判定ラインを認めた場合、糞便中のエキノコックス抗原
陽性（＋）と判定する。少しでも判定ラインが見えたら、陽性とする。
②判定部位にコントロールラインのみを認めた場合、糞便中のエキノコックス抗原陰性（－）
と判定する。
③判定部位にコントロールラインが認められなかった場合、操作が不適又は、試薬が劣化し
ていたなどの可能性があるため、別の反応シートで再検査を行う。

使用禁止期間／休薬期間 －

（動生剤）その他
有 牛血清アルブミン 牛 米国 血液

（診断液を含む）

剤型 反芻動物由来物質有無 由来物質名 由来物質動物 由来物質原産国 由来物質臓器名等
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品　　名 製造販売業者 承認年月日 規制区分

（動生剤）
有

○a○b○c○d○fウシ ○a○e血液

液状　不活化 ○eヒツジ ○b○c○d○f乳

イリド・レンサ・ビブリオ混合不活化
財団法人　阪大微生物病研究会 H19.12.27 指定医薬品、劇薬

ワクチン「ビケン」

製剤区分（薬効分類）生物学的製剤（ワクチン類）

主成分

１バイアル200mL（2,000尾分）中
イサキヒレ株化細胞培養マダイイリドウイルスEhime-1/GF14株不活化ウイルス液

（不活化前ウイルス量）108.3TCID50以上
ラクトコッカス・ガルビエNo.43株不活化菌液　　　　（不活化前生菌数）1010.5 CFU以上
ビブリオ・アングイラルム040755株不活化菌液　　　 （不活化前生菌数）1010.5 CFU以上

対象動物 ブリ属魚類

効能及び効果
ブリ及びカンパチのイリドウイルス感染症、a溶血性レンサ球菌症及びビブリオ病（J-O-3型）
の予防

用法及び用量
ブリ及びカンパチ（約10g～約100g）の腹腔内（腹鰭を体側に密着させたとき先端部が体側に接
する付近の中心線上）に連続注射器を用い、0.1ｍＬを1回注射する。

使用禁止期間／休薬期間

剤型 反芻動物由来物質有無 由来物質名 由来物質動物 由来物質原産国 由来物質臓器名等

－

○a牛胎子血清、○b乳
糖（トリプシン安定
剤）、○cカゼインペ
プトン、○d乳糖（カ
ゼイン分解酵素安定
剤）、○eヒツジ血液、
○fトリプトン

○a オーストラリア・
ニュージーランド、
○bアメリカ、○c○eニュ
ージーランド、○d ベ
ルギー・オランダ・
ドイツ・ルクセンブ
ルグ、○fアメリカ・オ
ーストラリア・ニュ
ージーランド

製剤区分（薬効分類）生物学的製剤　（ワクチン類）

主成分

10mL（10ドーズ）中
Spodoptera frugiperda 細胞培養豚サーコウイルス2型オープンリーディング2遺伝子組換えバ
キュロウイルス　N120-058W株不活化液

オープンリーディングフレーム2抗原相対力価　　　　　　10～37.5

対象動物 豚（3週齢以上5週齢以下）

効能及び効果
豚サーコウイルス2型感染に起因する死亡率の改善、発育不良豚の発生率の低減、増体量の低下
の改善、臨床症状の改善及びウイルス血症発生率の低減

用法及び用量 3週齢～5週齢の子豚に1頭当たり1mLを1回頚部筋肉内に注射する。

使用禁止期間／休薬期間

剤型 反芻動物由来物質有無 由来物質名 由来物質動物 由来物質原産国 由来物質臓器名等

－

品　　名 製造販売業者 承認年月日 規制区分

インゲルバックサーコフレックス
ベーリンガーインゲルハイム

H20.1.18
指定医薬品、劇薬

ベトメディカジャパン株式会社 要指示医薬品

（動生剤）
液状　不活化

無
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製剤区分（薬効分類）生物学的製剤　（ワクチン類）

主成分
不活化ワクチン　1ボトル（250mL）中

フォトバクテリウム・ダムセラ・サブスピーシーズ・ピスシシダ Pp 66 株 不活化後総菌数　1.7×1011個

ラクトコッカス・ガルビエ INS 050 株 不活化後総菌数　1.7×1011個

対象動物 ブリ

効能及び効果 ブリの類結節症及びa溶血性レンサ球菌症の予防

用法及び用量
体重約30～約110gのブリの腹腔内（魚体の腹鰭を体側に密着させたときに先端部が体側に接す
る場所から腹鰭付け根付近までの腹部正中線上）に連続注射器を用いて0.1mLを1回注射する。

使用禁止期間／休薬期間

剤型 反芻動物由来物質有無 由来物質名 由来物質動物 由来物質原産国 由来物質臓器名等

－

品　　名 製造販売業者 承認年月日 規制区分

ノルバックス類結/レンサOil 株式会社インターベット H20.1.18 指定医薬品、劇薬

（動生剤）
オーストラリア、

液状 不活化
有 トリプトン 牛 ニュージーランド、 乳

アメリカ

品　　名 製造販売業者 承認年月日 規制区分

（動生剤）
有

○a N-Zアミン、
○a○b牛

○a乳、○b頭骨・脊椎

凍結乾燥　生 ○bゼラチン 及び脊髄を除いた骨

①ポーシリス　Begonia DF・10
株式会社インターベット H20.1.18

指定医薬品、劇薬、

②ポーシリス　Begonia DF・50 要指示医薬品

製剤区分（薬効分類）生物学的製剤　（ワクチン類）

主成分

①乾燥ワクチン1バイアル（10頭分）中
Vero細胞培養弱毒オーエスキー病ウイルスベゴニア株　106.5TCID50以上

②乾燥ワクチン1バイアル（50頭分）中
Vero細胞培養弱毒オーエスキー病ウイルスベゴニア株　107.2TCID50以上

対象動物 豚

効能及び効果 豚のオーエスキー病の発症予防

用法及び用量
乾燥ワクチンを添付の溶解用液で溶解し、その2ｍLを次の要領で豚の筋肉内に接種する。
①8～10週齢に1回、さらに必要がある場合には、3週間以上の間隔をおいて1回追加接接種する。
②妊娠豚においては、分娩前3～6週に1回、その後の追加免疫は各分娩前3～6週または年2回接種する。

使用禁止期間／休薬期間

剤型 反芻動物由来物質有無 由来物質名 由来物質動物 由来物質原産国 由来物質臓器名等

－

○a アメリカ・オース
トラリア・ニュージ
ーランド、○b アルゼ
ンチン・オーストラ
リア・ベルギー他

品　　名 製造販売業者 承認年月日 規制区分

（動生剤）
有

○a トリプトン（カゼイン）、
○a○b牛

○a乳、○b皮・頭骨

液状　不活化 ○bゼラチン 及び脊髄を除いた骨

①ポーシリス STREPSUIS 「Ⅳ」 ①株式会社インターベット
H20.1.18

指定医薬品、劇薬、

②ポーシリス STREPSUIS ②松研薬品工業株式会社 要指示医薬品

製剤区分（薬効分類）生物学的製剤　（ワクチン類）

主成分
液状ワクチン1バイアル　20mL（10頭分）中
ストレプトコッカス・スイス P1/7株（2型菌）不活化全菌体抗原（波長600nmで吸光度18に相
当する菌液） 1g

対象動物 豚（2週齢以上）

効能及び効果 ストレプトコッカス・スイス血清型2型菌の感染による豚のレンサ球菌症の発症の軽減

用法及び用量 ワクチンの2mLを2週齢以上の豚に、3週間間隔で2回、頚部筋肉内に注射する。

使用禁止期間／休薬期間

剤型 反芻動物由来物質有無 由来物質名 由来物質動物 由来物質原産国 由来物質臓器名等

－

○aニュージーランド・

ポーランド、○bイタリ

ア・アイルランド・ア

メリカ・カナダ・他



9

今号より新薬等紹介をリニューアルしました。

ご意見・ご感想等ございましたら、企画連絡室企画調整課までご連絡ください。

品　　名 製造販売業者 承認年月日 規制区分

①ベトメディン1.25mg
ベーリンガーインゲルハイム

②ベトメディン2.5mg
ベトメディカジャパン株式会社

H20.1.21 －
③ベトメディン5mg

製剤区分（薬効分類）循環器官、呼吸器官及び泌尿器官系用薬　（その他の循環器官、呼吸器官及び泌尿器官系製剤）

主成分
①　1錠 （500mg）中 ピモベンダン 1.25mg
②　1錠（1000mg）中 ピモベンダン 2.5mg
③　1錠（2000mg）中 ピモベンダン 5.0mg

対象動物 犬

効能及び効果 犬:僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全に伴う症状の改善

用法及び用量

使用禁止期間／休薬期間

剤型 反芻動物由来物質有無 由来物質名 由来物質動物 由来物質原産国 由来物質臓器名等

－

錠剤 無

体重1kg当たりピモベンダンとして0.25mgを1回量とし、1日2回朝夕おおよそ12時間間隔で経口
投与する。なお、体重別には次の投与量による。

上記は目安であり、例えば、2.5mg1錠は1.25mg2錠、5mg1錠は1.25mg4錠又は2.5mg2錠で代用できる。

体重（kg） 1.25mg 2.5mg 5mg

2.0kg以上－ 3.6kg未満 1
2錠 － －

3.6kg以上－ 6.6kg未満 1錠 － －

6.6kg以上－ 8.6kg未満 11 2錠 － －

8.6kg以上－12.0kg未満 － 1錠 －

12.0kg以上－14.0kg未満 1
2錠 1錠 －

14.0kg以上－17.0kg未満 1錠 1錠 －

17.0kg以上－19.0kg未満 11 2錠 1錠 －

19.0kg以上－23.0kg未満 － － 1錠

23.0kg以上－28.0kg未満 1錠 － 1錠

28.0kg以上－34.0kg未満 － 1錠 1錠

34.0kg以上－37.0kg未満 1錠 1錠 1錠

37.0kg以上－43.0kg未満 － － 2錠

製剤区分（薬効分類）神経系用薬　（解熱鎮痛消炎剤）

主成分 本品1ｍL中　　メロキシカム　　20mg

対象動物 牛（搾乳牛を除く）

効能及び効果 牛の急性及び亜急性細菌性肺炎に伴う臨床症状の軽減

用法及び用量 体重1kg当たりメロキシカムとして0.5mgを皮下に単回注射する。

使用禁止期間／休薬期間

剤型 反芻動物由来物質有無 由来物質名 由来物質動物 由来物質原産国 由来物質臓器名等

牛（搾乳牛を除く。）：食用に供するためにと殺する前18日間

品　　名 製造販売業者 承認年月日 規制区分

メタカム2%注射液
ベーリンガーインゲルハイム

H20.2.7
ベトメディカジャパン株式会社

注射剤 無

指定医薬品、劇薬、要指示
医薬品、使用基準が定めら
れた医薬品
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（平成20年４月撮影）

＜企画連絡室審査調整課＞

当課は、動物用医薬品等の技術的承認審査事務が

消費・安全局畜水産安全管理課から当所に移管され

たことに伴い、平成19年４月に新設されました。

当初は審査調整課長、生物学的製剤係長、一般

薬係長及び抗菌性物質製剤係長の４名でスタート

しましたが、昨年12月に動物用医薬品専門官が加

わり、現在は５名体制で業務にあたっています。

当課の具体的な業務内容は、次の通りです。

１．承認審査

当課の担当者が動物用医薬品等の製造販売承認

申請書及び製造販売承認事項変更承認申請書を接

受しますと、当所に設置されている「承認審査調

整委員会」でその申請内容、添付資料等の基本的

事項の確認と補正の要否と共にその承認審査手続

きに関する取扱いと薬事・食品衛生審議会との関

係（つまり、新有効成分含有医薬品か新投与経路

医薬品かなど）を決めます。補正を要さないとさ

れたものについては、審査用資料の提出を申請者

に依頼し、資料が到着後それを当所の審査担当者

に配布し審査を開始させます。審査担当者からヒ

アリング開催の依頼があると、その日程について

申請者と調整し、ヒアリングを開催します。指摘

事項の取りまとめ及びそれに対する回答の受付も

当課が行います。生物学的製剤調査会、一般医薬

品調査会、抗菌性物質製剤調査会及び動物用医薬

品残留問題調査会の開催準備及び運営も当課が担

当していますが、これらの調査会で審議を要する

申請については、その審議結果の取りまとめ及び

申請者への通知も当課が行っています。さらに、

動物用医薬品等部会で審議されるものについては、

当課がその申請内容の説明、委員の質疑への応答

及び審議結果の取りまとめを行っています。

２．承認事項の軽微変更事項の確認

平成17年４月から、薬事法第14条第10項に基づ

き承認事項の軽微な変更が事後の届出により認め

られるようになりました。当課では、提出された

変更事項が軽微であるかの確認をしています。

３．医療機器製造販売届出事項の確認

医療機器のうち一般医療機器については、予め

動物用医療機器製造販売届出書を提出する必要が

あります。当課は提出された届出書の内容をチェ

ックリストに基づき確認し、終了後届出者にその

旨を公文でお知らせしています。

４．承認申請に関する相談への対応

動物用医薬品等の承認申請に関する相談につい

ては、その回答が後の承認審査事務と密接に関係

することから、当課で接受しています。受け付け

た相談申込書については、内容により当課又は担

当検査室で回答案を作成し、所内決裁を経た後当

課より相談者に書面で回答しています。また、承

認申請等に関する面談につきましては、一般医薬

品及び医薬部外品に関する面談は水曜日、抗菌性

物質製剤及び医療機器に関する面談は木曜日、生

物学的製剤に関する面談は金曜日に承っています

ので、適宜ご利用下さい。

より効率的かつ迅速な審査事務を推進する観点

から技術的承認審査事務が当所に一元化されて１

年余りが経ちました。これまでは移管された事務

をしっかり受け止めることに専念せざるを得ませ

んでしたが、今後は「承認審査事務が動物医薬品

検査所に移管されてよかった。」と製薬・医療機器

業界の方々に感じていただけるように誠心誠意頑

張る所存であります。

（前　企画連絡室審査調整課長　嶋 智章）

（現　検査第一部ウイルス製剤検査室長）

検査室便り
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19. 12. 4 平成19年度第2回狂犬病ワクチンシード委員会出席 東京薬業厚生年金基金

12. 7 倫理研修及び発注者綱紀保持講習開催 当　　　所

12. 13 食品の品質保証懇話会12月例会講師 東洋経済ビル

12. 20 東京都家畜保健衛生業績発表会出席 東京都家畜保健衛生所

12. 21 第534回技談会開催（演題及び発表者） 当　　　所

1. 養殖ブリの抗酸菌症原因菌Mycobacterium marinumの性状について（青木奈緒）

2. 筑波大学公開講座　夏の短期集中疫学コースの概要について（小澤真名緒）

3. FAO/WHO合同食品規格計画第17回食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）の概要（遠藤裕子）

4. FAO/WHO合同食品規格計画第1回抗菌剤耐性に関する特別部会（TFAMR）の概要（遠藤裕子）

5. 香港特別行政区政府食品環境衛生部及び食品安全センター主催「2007年獣医公

衆衛生ワークショップ」及び「第2回動物用医薬品の食品への残留基準設定ワー

キンググループ会議」参加報告（岩本聖子）

6.信頼性基準適合性調査について（岩本聖子）

20. 1. 15 平成19年度試験研究成績・計画検討会出席 （独）農業・食品産業技

術総合研究機構 動物衛

生研究所海外病研究施設

1. 18 第31回コーデックス連絡協議会出席 三田共用会議所

1. 25 薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用抗菌性物質製剤調査会開催 当　　　所

1. 28 平成19年度抗菌性物質薬剤耐性菌評価情報整備委託事業検討委員会出席 南青山会館

1 .28 薬事・食品衛生審議会薬事分科会水産用医薬品調査会出席 本　　　省

1. 28 第1回入札等監視委員会開催 当　　　所

1. 31 埼玉県獣医師会集合狂犬病予防注射実施者講習会講師 大宮ラフォーレ清水園

2. 1 薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用一般医薬品調査会開催 当　　　所

2. 5 薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用医薬品残留問題調査会開催 当　　　所

関東・甲信越ブロック家畜保健衛生業績発表会出席 新潟市民プラザ

2. 6 薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用生物学的製剤調査会開催 当　　　所

2. 7 薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用医薬品再評価調査会開催 当　　　所

2. 8 第535回技談会開催（演題及び発表者） 当　　　所

1. プリオン蛋白に結合するRNAアプタマーの創出（能田健）

2. マイコプラズマ否定試験法の現状と動向（松本幸子）

3. 国際ヨーネ病学会研究集会参加報告と最近のヨーネ病に関連する国内の状況に

ついて（岩中麻里）

4. 〈中間成績報告〉猫内在性レトロウイルスに関する調査（笛吹達史）

5. Mycoplasma synoviae感染症凍結生ワクチンの温度感受性マーカー試験における

判定法の改良（山本朋子）

6.マイコプラズマ・シノビエ野外株の遺伝子の制限酵素断片長多型性（RFLP）解析

（荒尾恵）

7. VICH品質WGの活動について（小池好子）

8. 牛組織中のジミナゼン分析法開発とジミナゼン製剤の残留確認試験（峯戸松勝秀）

9. 鶏卵中のカルバリル分析法検討とカルバリル製剤の残留確認試験（峯戸松勝秀）

主 な 行 事

月　　日 行　　　　　　　　　　事 場　　　　所

主な行事・人の動き



20. 2. 8 平成19年度北海道・東北ブロック家畜保健衛生業績発表会出席 ホテルキャッスル（山形市内）

2. 13 平成19年度第3回動物医薬品検査所特別講演会開催 当　　　所

1. 養豚現場における疾病の現状と抗生物質無投与飼育の可能性

（日清丸紅飼料株式会社畜産研究所検査センター所長矢原芳博）

2. 家畜・家禽におけるProbioticsの利用　

（北里大学獣医学部獣医学科人獣共通感染症学研究室講師岡村雅史）

2. 13 平成19年度中国・四国ブロック家畜衛生主任者会議出席 翠山荘（山口市内）

2. 14 平成19年度動物衛生試験研究推進会議出席 （独）農業・食品産業技

術総合研究機構 動物衛

生研究所

中国・四国ブロック家畜保健衛生業績発表会 山口県教育会館（山口市内）

2. 19 第28回動物用医薬品等製造販売管理者講習会（東京）講師 ＪＡホール

2. 22 第536回技談会開催（演題及び発表者） 当　　　所

1. Global Animal Health Conferenceに参加して（嶋h智章）

2. 経口型狂犬病弱毒生ワクチンの有用性の評価（小川孝）

3. 検定用マダイを導入している近畿大学水産研究所の紹介とイリドウイルス不活

化ワクチンの力価試験について（野牛一弘）

4. 類結節症菌の薬剤耐性遺伝子を標的とするPCR法の検討及び耐性遺伝子の保有

状況をもとにした疫学的アプローチ（木島まゆみ）

2. 25 平成19年度「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」研究推進会議出席 （独）農業・食品産業技

術総合研究機構 動物衛

生研究所海外病研究施設

2. 29 第28回動物用医薬品等製造販売管理者講習会（大阪）講師 大阪府農林会館講堂

3. 3 平成19年度開発途上国食品衛生行政官研修「食品安全政策立案・管理セミナー」講師 （独）国際協力機構東京

国際センター

3. 4 平成19年度飼料分析基準検討会出席 （独）農林水産消費安全

技術センター

3. 5 平成19年度抗菌性物質薬剤耐性菌評価情報整備委託事業検討委員会出席 南青山会館

3. 7 平成19年度海外病特殊実験棟に係るバイオセーフティー委員会出席 （独）農業・食品産業技

術総合研究機構 動物衛

生研究所海外病研究施設

3. 10 動物用医薬品等環境影響調査事業・動物用医薬品等安全使用普及委員会出席 南青山会館

3. 14 第1回動物用医薬品環境影響評価ガイドライン検討委員会開催 当　　　所

3. 18 第3回鶏コクシジウム症生ワクチン専門家会議開催 当　　　所

3. 21 第537回技談会開催（演題及び発表者） 当　　　所

1.【日本獣医学会シンポジウム発表演題】鶏病ワクチンの過去・現在・未来（中村成幸）

2.【日本獣医学会シンポジウム発表演題】我が国の動物用狂犬病ワクチンの現状と課題（牧江弘孝）

3.【日本水産学会発表演題】類結節症菌の薬剤耐性遺伝子を標的とするPCR法の

検討及び耐性遺伝子の保有状況　（木島まゆみ）

4.【日本獣医学会発表演題】抗菌剤の使用による共選択が健康豚由来大腸菌の薬剤

耐性率に及ぼす影響（原田和記）

5.【日本獣医学会発表演題】Campylobacter jejuniの血清型は抗菌剤耐性に影響する

（小澤真名緒）

3. 28 第145回日本獣医学会学術集会出席 麻布大学

3. 29 平成20年度日本水産学会春季大会出席 東海大学
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月　　日 行　　　　　　　　　　事 場　　　　所



人事異動

19. 12. 1 転　　任 技 露木　麻衣 企画連絡室審査調整課一般薬係長（内閣府食品安全委員会事務局情

報・緊急時対応課国際係長）

出　　向 技 永田　知史 内閣府食品安全委員会事務局情報・緊急時対応課国際係長（企画連

絡室審査調整課一般薬係長）

12. 31 退　　職 技 大前　陽子 （企画連絡室技術指導課技術審査係長）

20. 2. 1 採　　用 技 中溝　万里 企画連絡室技術指導課（（独）家畜改良センター兵庫牧場業務第二課）

職務復帰 技 原田　和記 検査第一部

3. 31 退　　職 技 a橋　美幸 （（独）農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所安全性研究

チーム上席研究員）（検査第二部長）

退　　職 技 江原枝里子 （（独）農畜産業振興機構調査情報部情報課課長補佐）（検査第二部）

定年退職 技 内山　修二 （検査第一部総括第１作業長）

定年退職 技 田中　英夫 （検査第一部総括第２作業長）

退　　職 技 野田紗知子 （検査第一部）

退　　職 技 笛吹　達史 （検査第一部）

退　　職 技 堀内　隆史 （検査第一部）

4. 1 転　　任 技 濱本　修一 検査第二部長（（独）農林水産消費安全技術センター神戸センター大

阪事務所長）

配 置 換 技 関口　秀人 企画連絡室審査調整課長（消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐

（薬事審査管理班担当））

配 置 換 技 岩本　聖子 企画連絡室検定検査品質保証科長（検査第一部鶏病製剤検査室主任

検査官兼企画連絡室技術指導課）

配 置 換 技 永井　英貴 検査第一部無菌検査室長（検査第二部薬剤作用検査室長）

配 置 換 技 嶋h 智章 検査第一部ウイルス製剤検査室長（企画連絡室審査調整課長）

配 置 換 技 浅井　鉄夫 検査第二部抗生物質製剤検査室長（検査第一部主任研究官）

配 置 換 技 石川　　整 検査第二部薬剤作用検査室長（検査第二部抗生物質製剤検査室長）

配 置 換 技 嶋h 洋子 検査第一部主任研究官（検査第一部標準品管理研究官）

配 置 換 技 内山万利子 企画連絡室検定検査品質保証科品質保証係長（検査第一部）

配 置 換 事 大竹　華夏 企画連絡室検定検査品質保証科標準品管理係長（企画連絡室企画調

整課技術連絡係長）

配 置 換 事 宮本　英昭 会計課予算決算係長（消費・安全局畜水産安全管理課薬事監視指導

班監視指導第１係長）

採　　用 事 浦沢　龍一 会計課国有財産係長（（独）家畜改良センター鳥取牧場総務課経理係長）

採　　用 技 小林　一郎 検査第一部鶏病製剤検査室主任検査官兼企画連絡室技術指導課（（独）

家畜改良センター企画調整部企画調整課課長補佐）

配 置 換 技 水野　安晴 検査第二部残留化学検査室主任検査官（消費・安全局畜水産安全管

理課動物医薬品安全専門官）

昇　　任 技 奥隅　光子 検査第一部総括第１作業長（検査第二部）

昇　　任 技 神保　　惠 検査第一部総括第２作業長兼企画連絡室検定検査品質保証科（検査第
命 併 任 二部）
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人 の 動 き

月　　日 異動内容 官職 氏　　名 摘　　　　　　　　　　要



14

月　　日 官職 氏　　名 研　修　内　容 研　修　場　所

所員研修

20. 12. 4 事 畠山　強輔 職場のメンタルヘルス講習会 東京農政事務所

20. 1. 11 事 畠山　強輔 関東地区行政管理評価セミナー さいたま新都心合同庁舎

20. 1. 16 事 関口　直美 任用実務担当者研修 さいたま新都心合同庁舎

20. 1. 24 事 畠山　強輔 心の健康づくりの研修（健康管理者） さいたま新都心合同庁舎

20. 1. 29～30 事 二川　浩政 CMS管理者研修 本　　　省

20. 2. 4～ 6 事 関口　直美 給与実務担当者研修会 さいたま新都心合同庁舎

20. 3. 10～14 事 二川　浩政 情報システム統一研修第20回ネットワークⅠ 九段研修施設

月　　日 官職 氏　　名 所　属 摘　要

海外出張

20. 1.20 ～26 技 川西　路子 企画連絡室　 国際獣疫事務局（OIE）主催「動物用ワクチンの調和についての地域

研修会」（タイ王国）

20. 2.20 ～23 技 小池　好子 検査第二部 動物用医薬品の製造所における製造管理及び品質管理基準（GMP）
技 村田奈々惠 企画連絡室

の適合性に係る実施調査（中華人民共和国）

20. 3.18 ～22 技 石丸　雅敏 検査第一部 英国から輸入する口蹄疫予防液の製造・検定の立会調査（イギリス）

見学者

19. 12. 5 日本獣医生命科学大学獣医衛生学教室他５年次学生（８名）

19. 12. 19 国立大学法人東京農工大学農学部獣医学科学生（40名）

20. 3. 21 愛知県知多家畜保健衛生所家畜衛生グループ（検定事務担当者2名）

月　　日 所　　　　　　　　　　属 摘　　　　　　　要

月　　日 異動内容 官職 氏　　名 摘　　　　　　　　　　要

20. 4. 1 配 置 換 事 椎野　正章 会計課（動物検疫所成田支所庶務課）

配 置 換 技 臼井　　優 検査第一部（検査第二部）

配 置 換 技 成嶋　理恵 検査第一部（動物検疫所検疫部動物検疫課兼消費・安全局動物衛生課）

配 置 換 技 渡辺　有美 検査第一部（動物検疫所北海道出張所小樽分室駐在）

新規採用 技 堀内　雅之 企画連絡室審査調整課兼消費・安全局畜水産安全管理課
命 併 任

命 併 任 技 小形　智子 企画連絡室審査調整課併任（検査第二部主任研究官）

配 置 換 技 能田　　健 消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐（薬事審査管理班担当）（検

査第一部無菌検査室長）

昇　　任 技 衛藤真理子 動物検疫所精密検査部長（検査第一部ウイルス製剤検査室長）

配 置 換 事 宮里　光吉 動物検疫所総務部会計課経理第１係長（会計課予算決算係長）

配 置 換 事 佐藤　栄策 門司植物防疫所庶務課用度係長（会計課国有財産係長）

配 置 換 事 羽賀　雄太 動物検疫所成田支所庶務課（会計課）

配 置 換 技 松本　幸子 動物検疫所成田支所検疫第１課（検査第一部）

昇　　任 技 峯戸松勝秀 消費・安全局畜水産安全管理課薬事審査管理班許可管理係長（検査第二部）

自己啓発等休業 技 加藤　直子 庶務課管理厚生係長



「行政情報の電子的提供業務及び電子申請等受付業

務の業務・システム最適化計画」（平成17年8月24日各

府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）により、

この度、当所ホームページサーバを農林水産省ホーム

ページサーバに統合し、より利用しやすいホームペー

ジへとリニューアルしました。

新URLは、http://www.maff.go.jp/nval/です。

これまで提供しておりました動物用医薬品データや

製造販売承認申請書等の様式等の情報はそのままに、

情報を６つの分野に整理し、わかりやすくなりました。

◆分野別情報

・承認・審査情報　　・検定・検査情報

・医薬品等情報　　　・調査研究情報

・広報資料　　　　　・その他

今後とも動物用医薬品に関する情報をお伝えすべく、

努力してまいります。

ホームページに関するご意見・ご感想又はお問い合

わせは、企画連絡室企画調整課までお願いします。

（企画連絡室企画調整課）
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◎「動物医薬品検査所ホームページ」移転のお知らせ

お知らせ



本年4月1日から当所の企画連絡室に新たに検定検査

品質保証科が設置されることとなりました。検定検査

品質保証科では、当所内において実施される検定検査

成績等の保証、精度管理及び保有する危険な病原微生

物や化学薬品の適正管理の監査等の業務を担うことと

しています。

現在、各企業や組織・機関においても、製品や業務

の品質保証体制や危機管理体制の確立と合わせて、コ

ンプライアンスの確立のために腐心しているところか

と思います。

遅ればせながら当所においてもそのような体制を組

織的に整備することとなりました。社会的な信用・信

頼を構築することは長い時間と努力が必要ですが、信

用・信頼は些細なことで一瞬にして失われ、それを取

り戻すには長い年月と努力が必要です。

国民の皆様方の消費・安全行政に対する期待は大き

いものがあります。国としてまた関係企業、機関の組

織としての信用・信頼の確保が、科学的な食の安全確

保対策を消費者の信頼につなげて行く上で大切なこと

ではないでしょうか。

年度の初め、一目で新入社員とわかる若者の姿をあ

ちこちで見かける時期ですが、家畜衛生、消費・安全

に関する業務に携わる者として、今一度初心に帰り、

信用・信頼の確保の重要性を再認識するとともに、平

素の業務への取り組みを再点検してみてはいかがでし

ょうか。

16

けやきコラム

編集・発行�

企画連絡室企画調整課�

東京都国分寺市戸倉1－ 15 －1�
〒 185-8511�

電話 042 － 321 － 1861 　　　�
URL http://www.maff.go.jp/nval/

（ダイヤルイン）�

動物用医薬品危機管理対策の事業実施におきまして

は、事業を実施される都道府県職員を対象に研修会を

開催し、事業概要や検査方法等を案内しています。今

年度も次の予定で開催しますので、事業参加と共に研

修会への参加をお願いします。

また、昨年度に引き続き、品質確保検査研修会の理

解を深める一助として、今年初めて品質確保検査研修

会に参加する都道府県職員を対象に、動物用医薬品の

品質検査に関する基礎的知識及び技術の習得を目的と

した個別研修会も開催します。

詳細については、「平成20年度動物用医薬品危機管理

対策研修会の開催について」（平成20年4月25日付け農

林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長通知）及び

「平成20年度品質検査に関する個別研修会の開催につい

て」（平成20年4月28日付け農林水産省動物医薬品検査

所長通知）をご覧ください。

（企画連絡室企画調整課）

Ⅰ 薬剤耐性菌の発現状況検査研修会

開催期間 A：平成20年6月 3～ 5日

B：平成20年6月 4～ 5日

C：平成20年6月10～12日

D：平成20年6月11～12日

研修内容 事業概要の説明、講義（A・Bは大腸菌、

C・Dはカンピロバクター）、菌分離及

び薬剤感受性試験の実習（A・Cのみ）

Ⅱ 品質確保検査研修会

開催期間 E、F：平成19年6月18～19日

G、H：平成19年6月24～25日

研修内容 事業概要の説明、講義、検査実習（Eは

糖類・血液代用剤、F・Hは内寄生虫駆

除剤、Gは無機質製剤）

●品質検査に関する個別研修会

開催期間　 I：平成19年6月17日

J：平成19年6月23日

研修内容　動物用医薬品の品質検査に関する基礎

的知識及び技術（実験器具等の取扱い

方法）の習得

◎平成20年度動物用医薬品危機管理対策研修会等の開催について


