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当所総合検査棟で平成 16 年２月 17 日より、備蓄用の

鳥インフルエンザ不活化ワクチンに関する試験を実施

したので、その成績を報告する。

１）供試ワクチン

　インターベット社（メキシコ）で製造された鳥イン

フルエンザウイルスＨ５Ｎ２亜型、A/chicken/Mexico/

232/94/CPA 株を製造用株とする不活化ワクチンを用

いた。本ワクチンは 1,000 ドーズ用（0.5mL/ ドース）

で 500mLの PET瓶にwater in oil の形で不活化抗原

を含む乳状液である。アジュバント成分はオイル相

に液状ワセリンと乳化剤を含むもので、既承認のイン

ターベット社製鶏用不活化ワクチンに使用されている

ものと同様である。

２）試験方法と成績

２－１）安全試験

　Office International des Epizooties（OIE）、 

Manual of Standards for Diagnostic Tests and 

Vaccines、2000 年版の 2.1.14. 章 Highly Pathogenic 

Avian Influenza の製剤管理法に基づき以下のよう

に実施した。

　３週齢のＳＰＦ鶏 10 羽の頚部皮下にワクチンの

２ドーズ分を接種し、同週齢の SPF 鶏３羽を非接

種の同居鶏として、陰圧式アイソレーター内で２週

間飼育した。接種前及び試験終了時の体重測定、飼

育期間中の臨床観察及び試験終了時にはワクチン接

種鶏の５羽を剖検した。

　その結果、飼育期間中に接種鶏及び同居鶏に呼吸

器症状、下痢等の臨床症状を認めなかった。また体

重は接種鶏及び同居鶏の雌雄ともに順調に増加し、

試験終了時には接種前と比べ増体率で雌1.81～1.87、

雄 1.90 ～ 1.92 であった。剖検によって、接種部位

にチーズ様物を認めたが、気管、腺胃、腎臓、脾臓、

ファブリキウス嚢等に出血、腫大等の肉眼的異常は

認められなかった。

　以上のことから、試験したワクチンの安全性が確

認された。

２－２）不活化試験

　上記安全試験においてワクチン接種した鶏３羽及

び同居鶏２羽から接種３日及び５日後に気管スワブ

及びクロアカスワブを採取し、抗生物質を含むリン

酸緩衝食塩液中に溶出させた液で遠心した上清を試

料とした。各試料を９日齢の SPF 発育鶏卵の尿膜

腔内に 0.2mL ずつ接種した。接種３日後に各尿膜腔

液を採取し、混合、遠心処理した後、上清を発育鶏

卵に 0.2mL ずつ、尿膜腔内へ継代接種した。継代３

日後、各尿膜腔液を採取し、0.2vol％鶏赤血球液を

用いて赤血球凝集（HA）反応を行った。

　その結果、各接種卵の鶏胚は正常に発育し、異常

は認められなかった。尿膜腔液にHA性は認められ

ず、ワクチンウイルスが不活化されていることが確

認された。

２－３）抗原性確認試験法

　安全試験の終了時に剖検されなかったワクチン接

種鶏５羽及び同居鶏３羽は、陰圧式アイソレーター

内で更に１週間飼育を継続し、ワクチン接種開始か

ら３週後に、全ての鶏から採血した。採取した各血

清は４単位に調整したHA抗原及び参照陽性血清を

用いて、赤血球凝集抑制（HI）抗体価を測定した。

HI 抗体価の測定にはＶ底マイクロプレート、希釈

液として PBS、血球液として１vol％鶏赤血球液を

用いて、O.I.E Manual of Standards for Diagnostic 

Tests and Vaccines 2000 年版に準じて行った。　

　　　

　ワクチン接種鶏の血清には特異ＨＩ抗体価の有意

な上昇が確認され、同居鶏の血清には抗体を認めな

かったことから、本ワクチンはＨ 5亜型の抗原性を

有していることが確認された。

２－４）無菌試験

　ワクチン７本について動物用生物学的製剤基準

（平成 14 年 10 月３日、農林水産省告示第 1567 号）

の一般試験法の無菌試験法の１．細菌否定試験及び

２．真菌否定試験を準用して試験した。

　ワクチン１本あたり２mLを液状チオグリコール

酸培地１本、１mLを液状チオグリコール酸培地３

本にそれぞれ接種し、十分に混和した。各ワクチン

瓶につき、２mL及び１mLを接種した液状チオグ

リコール酸培地各１本を 32℃で、残りの各ワクチン

瓶につき、１mLを接種した液状チオグリコール酸

培地各２本を 22℃でそれぞれ２週間、培養した。そ

の間３～５日目、７～９日目及び 14 日目に菌の発

育の有無を観察した。

　いずれの培地においても菌の増殖は認められず、

本ワクチンは無菌であることが確認された。

（検査第一部長　　伊藤　治）
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－サルモネラ、大腸菌、アクチノバチルス・プル

ロニューモニエ、マンヘミア（パスツレラ）・ヘ

モリティカ及び緑膿菌－

　平成７年度より製造物責任法（PL法）が施行され、

当所においては、動物用医薬品の使用に伴う事故防止・

被害対応業務を実施している。その業務の一環として、

全国の家畜保健衛生所等において、主に病性鑑定材料

から分離される野外流行株を当所で収集し、その薬剤

感受性調査等を実施することにより、動物用医薬品の

それら野外流行株に対する有効性等、各種情報の提供

を関係機関に対して行っている。本稿では、平成 14

年度に収集したサルモネラ、大腸菌、アクチノバチル

ス・プルロニューモニエ、マンヘミア（パスツレラ）・

ヘモリティカ及び緑膿菌についての調査成績をまとめ

たので、その概要を報告する。

　収集した各種菌株に対する抗菌剤のMIC（最小発育

阻止濃度）値は、米国臨床検査標準委員会（NCCLS）

に準拠した寒天平板希釈法により測定した。供試薬剤

の種類とその略称を表１に示した。なお、耐性限界値

は微生物学的ブレークポイントを採用した。

１．サルモネラ

　収集した 78 株の血清型は、Typhimurium が 30 株

（38.5％）と最も多く、Choleraesuis が８株（10.3％）、

Infantis が７株（9.0％）、Enteritidis が５株（6.4％）

の順であった。それらの薬剤感受性試験では、供試

20 薬剤中 11 薬剤（ABPC、DSM、GM、KM、CL、

OTC、BCM、CP、NA、OA、TMP）に二峰性のMIC

分布が認められ、その耐性率は、2.6 ～ 57.7％であった

（表２）。DSM及びOTCに対して、半数以上が耐性であっ

た。フルオロキノロン剤（ERFX、OFLX）及びセフェ

ム系薬剤（CEZ、CXM、CTF）に対する耐性株は認

められなかった。S. Typhimurium30 株のファージ型

別を行った結果、５株（16.7％）がDT104 と型別された。

２．大腸菌

　収集した 84 株の薬剤感受性試験では、供試 25 薬

剤 中 17 薬 剤（ABPC、MPC、DM-A、DSM、GM、

KM、 SPCM、DOXY、OTC、BCM、CP、FOM、

NA、 OA、DNFX、ERFX、TMP）に二峰性のMIC

分布が認められ、それらの耐性率は 3.6 ～ 77.1％で

あった（表３）。テトラサイクリン系薬剤（DOXY、

OTC：77.1%）及びDSM（65.1％）に対する耐性率が高かっ

た。また、フルオロキノロン剤に対する耐性株が 20％

前後（DNFX：25.3％、ERFX：19.3％）認められた。

３．アクチノバチルス・プルロニューモニエ

　収集した 28 株の血清型は、2 型が 20 株（71.4％）、

５型５株（17.9％）、型別不能３株（10.7％）であった。

それらの薬剤感受性試験では、供試 25 薬剤中 6 薬剤

（PCG、MPC、DSM、KM、OTC、TP）に耐性が認められ、

耐性率は3.6～ 39.3％であった（表４）。特に、耐性率は、

MPCで 39.3％、OTCで 35.7％と高率であった。

４．マンヘミア（パスツレラ）・ヘモリティカ

　収集した 13 株の薬剤感受性試験では、供試 25 薬剤

中 9薬剤（PCG、ASPC、DSM、KM、OTC、DOXY、

BCM、CP、TP）に耐性が認められ、耐性率は 7.7 ～

23.1％であった（表５）。７剤耐性株が 1株認められた。

５．緑膿菌

　収集した８株の薬剤感受性試験では、１株が供試 25

薬剤中 OTCのみに耐性を示した（表６）。CQNを除

くβ－ラクタム系薬剤（ABPC、CEZ、CTF、CXM、

MPC）と CP、NA、SDM、SPCM、TMP及びTPの

MIC 値は高かったが、全薬剤に耐性を示す株は認めら

れなかった。

６．まとめ

　抗菌剤を使用する現場においては、「慎重使用の原

則」に従い、抗菌剤の選択は、添付文書等の有用な基

本情報（抗菌スペクトル、薬物動態等）や原因細菌の

薬剤感受性データに基づいて適切に行うとともに、そ

の使用に当たっては適応症に対応する用法・用量並び

に使用上の注意事項を厳守しなければならない。

家畜の呼吸器感染症及び腸管感染症などの治療薬とし

て広範に使用されるOTCに対しては、菌種による耐

性率の差は認められるものの、全ての菌種で耐性菌が

認められた。また、獣医療上と同様に人医療・公衆衛

生上でも極めて重要性の高いフルオロキノロン剤に対

する耐性株は、大腸菌分離株の一部に認められた。今

後とも動物病原菌における耐性菌の動向を監視してい

くことは、抗菌剤の有効性確保だけでなく、公衆衛生

の観点からも重要であると考えられる。

　病性鑑定由来株の薬剤感受性に関する全国規模の調

査データを継続して報告している。これらのデータを

治療時に抗菌剤を選択（第一次選択）する参考にし、

農場分離株の薬剤感受性試験を実施して最終的に抗菌

剤を決定していく必要がある。また、今回調査した微

生物は、様々な要因によって病勢が悪化することが知
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表２　平成 14年度に収集したサルモネラの薬剤感受性
（n=78）

られている。発病は大量の薬剤使用につながることか

ら、適切な飼養管理を実施し、薬剤の有効利用に心が

けていただきたい。

（抗生物質製剤検査室　　高橋　敏雄、浅井　鉄夫、

小島　明美、石原加奈子、江嵜　英剛、

検査第二部長　田村　豊）
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      薬　    　   剤                  　略　　号

Ampicillin                                  ABPC

Amoxicillin                                 AMPC

Apramycin                                 APM

Aspoxicillin                                ASPC 

Bicozamycin                               BCM

Cefazolin                                    CEZ

Colistin                                      CL

Chloramphenicol                         CP

Cefquinome                                CQN

Ceftioful                                     CTF

Cefuroxime                                CXM

Destomycin A                             DM-A

Danofloxacin                               DNFX

Doxycycline                                DOXY 

Dihydrostreptomycin                   DSM

Enrofloxacin                               ERFX

Florfenicol                                  FFC

Fosfomycin                                 FOM

Gentamicin                                 GM

Kanamycin                                 KM

Mecilinam                                  MPC

Mirosamicin                                MRM

Nalidixic acid                              NA

Oxolinic acid                               OA

Orbifloxacin                                OBFX 

Ofloxacin                                   OFLX

Oxytetracycline                          OTC

Benzylpenicillin                           PCG

Sulfadimethoxine                         SDMX

Spectinomycin                            SPCM

Tiamulin                                    TML 

Trimethoprim                             TMP

Tilmicosin                                  TMS

Thiamphenicol                            TP

表１　供試薬剤の種類及び略号

薬剤名
   MIC50     MIC90       Range      ブレークポイント  

耐性数（%）
             （　/mL）    （　 /mL）       （　 /mL）        （　 /mL）
 ABPC          1            >512      ≦0.125->512          32           17（21.8）

   CEZ           2              4               1-32

  CXM          4              8               1-32

  CTF           1              2              0.25-4

  DSM          32            512            2->512              32           45（57.7）

  APM          2              4              0.25-8

 DM-A         32            32             8-128

   GM           0.5            0.5          ≦0.125-32            4            3（3.8）

   KM           2            >512          1->512              64           15（19.2）

    CL            1              2              0.25-8              32            2（2.6）

  OTC           2             256            0.5-512              16           43（55.1）

  BCM          16            32            8->512             128           5（6.4）

    CP            4             256           0.25-512             32           15（19.2）

  SDM         >512         >512         128->512

   NA            4              8             2->512              64            5（6.4）

   OA          0.25           0.5          ≦0.125-32            4            4（5.1）

 ERFX      ≦0.125      ≦0.125        ≦0.125-1

 OFLX      ≦0.125        0.25          ≦0.125-2

  ODX          32            32             16-64

  TMP         0.25            2         ≦0.125->512          32            6（7.7）

薬剤名
   MIC50     MIC90       Range      ブレークポイント  

耐性数（%）
             （　 /mL）    （　 /mL）       （　 /mL）        （　 /mL）
 ABPC          8            >512         1 - >512             32           41（49.4）

  MPC         0.25           16       ≦0.125 - >128         32            3（3.6）

   CEZ           2              8             1 - 256

  CXM          4              8               2-32

  CTF          0.5             1             0.25-32

  CQN       ≦0.125      ≦0.125       ≦0.125-0.5

  APM          4              8              2 - 64

 DM-A         32            32          16 - >512           256           4（4.8）

  DSM          64            512           1 - >512             32           54（65.1）

   GM           0.5            64        ≦0.125 ->128         32           13（15.7）

   KM           2            >512        0.5 - >512            32           22（26.5）

 SPCM         16            256           8 - >512             64           41（49.4）

    CL            1              4             0.25 - 8

 DOXY        16            32           0.25 - 64              8           64（77.1）

  OTC          256            256            1 - 512              16           64（77.1）

  BCM          32            32           8 - >128             64            7（8.4）

    CP            4             256            2 - 512             128          20（24.1）

  FOM          4             32           1 - >256              8           30（36.1）

 SDMX       >512         >512        128- >512

   NA            8            >512         1 - >512             64           34（41.0）

   OA           0.5           >512      ≦0.125->512          32           20（24.1）

 DNFX      ≦0.125          4          ≦0.125 - 32           1           21（25.3）

 ERFX      ≦0.125          4          ≦0.125 - 32           2           16（19.3）

   TP           128            512          16 - >512

  TMP           1            >512       0. 25 - >512          32           33（39.8）

表３　平成 14年度に収集した大腸菌の薬剤感受性

（n=83）
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薬剤名
        Range            ブレークポイント           

耐性数（%）
                  （　 /mL）                （　 /mL）
 ABPC             >512

  MPC             ≧ 128                     

   CEZ             ≧ 128

  CXM            ≧ 128

  CTF              32-64

  CQN                1

  APM              2 -8

 DM-A           128-256

  DSM               8-32

   GM               0.5-2

   KM             32-256

 SPCM          512- >512

    CL                1-4

 DOXY            16-32

  OTC              8-256                     64                    1（12.5）

  BCM              >128

    CP                128

  FOM           64- >128

 SDMX            >512

   NA             128-256

   OA                8-32

 OBFX              4-16

 ERFX              2-16

   TP             128-256

  TMP               256

薬剤名
   MIC50     MIC90       Range      ブレークポイント  

耐性数（%）
             （　 /mL）    （　 /mL）       （　 /mL）        （　 /mL）
 AMPC       0.25          0.25       ≦ 0.125-0.25

 ASPC      ≦ 0.125      ≦ 0.125       ≦ 0.125-4            0.5          2（15.4）

   PCG          0.5            0.5            0.25-64               4            1（7.7）

  MPC       ≦ 0.125      ≦ 0.125        ≦ 0.125

  CTF       ≦ 0.125      ≦ 0.125      ≦ 0.125-0.5

  CQN       ≦ 0.125      ≦ 0.125        ≦ 0.125

  DSM           8            >512          1->512              32           3（23.1）

   GM            1              2               0.5-2

   KM           4              4              0.25-4              32           2（15.4）

 SPCM         16            32              4-32

  MRM          8              8              0.25-8

  TMS           2              4              0.25-4

    TS            4             32          ≦ 0.125-32

    CL          0.25            1              0.25-1

 DOXY        0.5            0.5          ≦ 0.125-4             2           3（23.1）

  OTC         0.25           0.5          ≦ 0.125-64            4           3（23.1）

  BCM           2              4              2-128               32            1（7.7） 

    CP            2              4              0.5-32               8           2（15.4）

薬剤名
   MIC50     MIC90       Range      ブレークポイント  

耐性数（%）
             （　 /mL）    （　 /mL）       （　 /mL）        （　 /mL）
  TML           8             16              2-16

 DNFX      ≦ 0.125        0.25        ≦ 0.125-0.5             

 ERFX      ≦ 0.125        0.25       ≦ 0.125-0.25            

 OBFX      ≦ 0.125        0.25        ≦ 0.125-0.5

  FFC           1              1               0.5-1

   TP            1              4             .25-128              16           2（15.4） 

  TMP       ≦ 0.125        0.25        ≦ 0.125-0.5

薬剤名
   MIC50     MIC90       Range      ブレークポイント  

耐性数（%）
             （　 /mL）    （　 /mL）       （　 /mL）        （　 /mL）
 AMPC        0.5             1           ≦0.125 - 4

 ASPC      ≦0.125      ≦0.125       ≦0.125 - 8

   PCG          0.5             1            0.25 - 64              8            2（7.1）

  MPC       ≦0.125          4          ≦0.125 - 16           1           11（39.3）

  CTF       ≦0.125      ≦0.125         ≦0.125

  CQN       ≦0.125      ≦0.125         ≦0.125

  DSM           4             32           0.5 - 256             32           3（10.7）

   GM            1              2             0.25 - 2

   KM           2              4         ≦0.125 - 512          32            2（7.1）

 SPCM          8             16             4 - 16

  MRM          8              8             0.25 - 8

  TMS           4              8               1 - 8

    TS           16            32             8 - 32

    CL            1              1             0.25 - 1

 DOXY       0.25            1           ≦0.125 - 1

  OTC         0.25           16         ≦0.125 - 16           4           10（35.7）

  BCM           4              8                1-8

    CP           0.5            0.5           0.25 - 16

  TML           8              8              0.5 - 8

 DNFX      ≦0.125      ≦0.125       ≦0.125 - 1

 ERFX      ≦0.125      ≦0.125     ≦0.125 - 0.25

 OBFX      ≦0.125      ≦0.125      ≦0.125 - 0.5

  FFC         0.25          0.25          0.25 - 0.5

   TP           0.5            0.5          0.25 - 128             8            1（3.6）

  TMP       ≦0.125          2           ≦0.125 - 2

表４　平成 14 年度に収集したアクチノバチルス・プ
ルロニューモニエの薬剤感受性

（n=28）

表 5　平成 14 年度に収集したマンヘミア（パスツレ
ラ）・ヘモリティカの薬剤感受性

（n=13）

表６　平成 14 年度に収集した緑膿菌の薬剤感受性

（n=8）



第 11回安全性に関する作業部会の概要
１．日程及び開催場所

平成 16 年３月３～５日

米国バージニア州ウィリアムズバーグ

２．出席者

　日・米・欧の３極の規制当局から６名及び業界から

５名、オブザーバーであるニュージーランド及びカナ

ダからの２名からなる合計 13 名が出席した。

３．審議内容

（1）　座長のMulligan 委員から、今回の第 11 回会議

で、２つのガイドライン（GL36 と GL37）につい

てステップ６として署名して、この安全性作業部

会の目的が終了する旨、また、前回の会議以降に

タスクフォースのKotarski、Silley 委員等を交え

ての電話会議を行った経緯等について説明がなさ

れた。

（2）　微生物学的ADI設定の一般的アプローチ（GL36）

ア）Silley 委員やKotarski 委員を交えた電話会議

により作成されたドラフト 16 の案について、公

開コメント期間中に寄せられた専門家及び機関

からのコメントについて検討し、ガイドライン

として語句や文章の検討、編集が行われた（ド

ラフト 17）。

イ）ドラフト17の内容について、各委員の合意の下、

３月５日にステップ 6として署名がなされた。

（3）　反復投与（慢性）毒性試験（GL37）

　公開コメント期間中に寄せられた専門家及び機

関からのコメントについて検討し、ガイドライン

として語句や文章の検討、編集が行われた。この

ガイドライン案の論点は以下のア）とイ）であっ

た：

ア）病理組織学的検査を行うべき臓器の種類

OECDガイドラインで勧告されている以外の組

織を本ガイドラインの病理組織学的検査部位に

加えた根拠は、CDER（FDA-Center for Drug 

Evaluation and Research）や NTP（National 

Toxicology Program）で癌原性試験を評価した

際の経験に基づいている。

　STP（Society of Toxicologic Pathology）から

これらの組織を加えないよう修正を求めるコメ

ントがあったが、VICH ではこの提案には応じ

ないという結論に至った。すでに完了したVICH

癌原性試験ガイドライン（GL28）には、これら

の組織部位の記載がないが、GL28 が完了した時

点では、このような検査組織部位追記の話は出

ていなかった。SWGでは、整合性をもたせるた

めにはGL28 にも追記すべきと考えるが、その判

断は今年 5月に開催される運営委員会（SC）会

議に任せることとなった。

イ）げっ歯類・非げっ歯類の２種の動物が必要とさ

れる場合に、1種の動物慢性毒性試験データのみ

で可とする場合の科学的妥当性の判断基準この

課題については、座長からガイドライン内に記載

することはできないので、日本国内の指針に記載

するということで対応できないかという発言が

あったが、日本の行政側と業界側の求めにより、

Appendix（付記）として記載されることになった。

日本の行政側から e-mail で前もって提出されて

いた案について本作業部会内で論議され、以下の

通りの文言に帰着した。すなわち、

付　記A

　通常２種の動物が必要とされる場合に、1種の

動物だけで慢性毒性試験を行えるとする科学的

妥当性 

１種の動物を削除するためのいくつかの判断基準：

１．１種の動物において被検物質の毒性発現の原因

となる作用機序が、ヒトに外挿できないことが

示されている場合 

２．１種の動物において被検物質の代謝がヒトに適

用できないことが証明されている場合 

もし上記の 2点が不明な場合には： 

３．１種の動物においての消化管からの吸収が、他

の動物種と比較して極めて低いことが証明され

ている場合

　なお、本ガイドラインの“2.1.2. 試験動物種の選択”

に記載されていたドラフト７の「各種化合物に関する

入手可能なデータのレビューは、慢性毒性試験に必要

な動物種の選択に関して結論は出せなかった。さらに

データを分析すれば、この問題を明確にできるかもし

れない。」の文言は、「多くの化合物に関する入手可能

なデータのレビューは、地域によって慢性毒性試験に

必要とされる動物種が１種類であるか２種類であるか

に関して、異なってはいるが同じように納得のゆく解
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釈に帰結した。将来のデータによって、この問題は明

確化されるであろう。」に改められた。

ウ）ドラフト８となった本ガイドラインは、各委

員の合意の下、３月５日にステップ６の署名が

なされた。

（4）他のガイドラインとの整合性の検討

ア）これまで本安全性作業部会で検討し、署名を

行い、SCの承諾を得てステップ 7としてVICH

のウェブサイトにすでに掲載されている 6つの

ガイドラインについて、編集上の変更、形式の

整合性、情報の記載漏れについて再検討を行っ

た。

イ）すでに完了した反復投与 (90 日 ) 毒性試験ガイ

ドライン（GL31）中の“2.1.1. 目的”に、３つの

目的が（1）、（2）及び（3）と“及び”で繋いで

記載されていたが、“及び”は“そして必要な場

合には”に変えられた。これは、その後に行わ

れたデータのレビューで、90 日試験の成績が必

ずしも慢性試験に最も適切な動物種を識別する

ための根拠にはならないことが分かったからで

ある。

ウ）いくつかの変更点については、後日、VICH事

務局に送付される。

（５）安全性作業部会は責務としての以下の８つのガ

イドラインを策定し、最後の作業部会の任務が終

了したことを確認して、会議を終了した。

GL22           生殖毒性試験

GL23           遺伝毒性試験

GL28           癌原性試験

GL31           反復投与（90 日）毒性試験

GL32           発生毒性試験

GL33           試験への一般的アプローチ

GL36           微生物学的ADI設定の一般的アプローチ

GL37           反復投与（慢性）毒性試験

（無菌検査室長　　吉村　治郎）

【他紙掲載論文】
ぶり属魚類のα溶血性レンサ球菌症の原因菌

Lactococcus　garvieae

̶牛 ､ヒト由来Lactococcus　garvieaeとの関連性̶

松田路子

　近年、ぶり属魚類の細菌感染症では最も重要と

されているα溶血性レンサ球菌症原因菌の分類学的

研究が進展し、哺乳動物からしばしば分離される

Lactococcus garvieae と同一菌種である事が明らかに

され、にわかに注目されることとなった。そこで、ぶ

り属魚類のα溶血性レンサ球菌症を紹介するととも

に、原因菌の分類学的変遷、疫学研究について最近の

文献を紹介し話題を提供した。

　日本において、ぶり属魚類はもっとも養殖されてい

る魚種であり、ぶり属魚類のレンサ球菌症は、1974 年

に九州および四国の一部の養殖場で初めて発生し、翌

年には日本各地の養殖場へ蔓延、現在、ぶり属魚類

の疾病の中で最も経済的被害が大きい細菌性疾病であ

る。

　本病の症状は眼球白濁、突出、躯幹の変形、鰓蓋内

側の膿瘍、心外膜炎、狂奔遊泳などが特徴である。治

療薬にはエリスロマイシン、リンコマイシン、オキシ

テトラサイクリン等の抗生物質が使用されてきたが、

薬剤耐性菌の問題等からその予防対策としてワクチン

の開発が進められ、1997 年からα溶血性レンサ球菌症

不活化ワクチンが市販されるようになった。ワクチン
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は現在、養殖現場で広く使用されるようになったこと

から本疾病の発生は減少する傾向にある。

　本病の原因菌は 1974 年に発生した魚からグラム陽

性のレンサ状球菌が分離され、当時は Streptococcus

　faecalis あるいは Streptococcus faeciumと近似する

性状を示すが完全に性状が一致しないために、便宜的

に Streptococcus sp. とされた。

　1991 年に Kusuda らは、本菌をその生物学的性状

からEnterococcus 属の菌種とし、Enterococcus 属の

既知の菌種との DNAハイブリダイゼーションで相

同性が 25％以下であったことから、新菌種として　

Enterococcus seriolicida を提唱した。

　その後、E. seriolicida については、Domench ら（1993

年）、Eldar ら（1996 年）並びにTeixeira ら（1996 年）

がそれぞれ膜蛋白の SDS-PAGE像、16S rRNA遺伝子

の塩基配列、全菌体蛋白の SDS-PAGE像、DNAハイ

ブリダイゼーションで 70％以上の相同性、ハイブリッ

ドの安定度（ΔTm）が 1℃以内であること等により

既知の L. garvieae と同一菌種であると報告した。

　哺乳動物由来の L. garvieae は 1981 年にはじめて

Garvie らにより乳牛の乳房炎から分離され、新菌種

Streptococcus garvieae と命名された。その後 1985 年

に Lactococcus 属が新たに設定され、S. garvieae は現

在 L. garvieae と認知されている。牛や水牛では、そ

の後も乳房炎、乳汁より分離される細菌として報告が

あるが、その他の感染症での報告はない。ヒトでは人

工弁を装着した患者及び老人女性の心内膜炎、免疫抑

制状態の患者の肝膿瘍、骨髄炎から分離されている。

その他、健康な犬、牛の扁桃、猫の顔、カメの結膜か

らも分離されている。このように L. garvieae は、哺

乳動物から病巣を含め広く分離されているが、感染症

の原因菌であるのか、二次感染菌であるのか明らかに

されていない。

　哺乳動物（ヒト、牛）由来の L. garvieae とブリ属

由来のE.seriolicida が同菌種とされたことから、Vela

ら（2000 年）はヒト ､牛、魚、環境 ( 飼育水 ) 由来の

L. garvieae について生物学的表現型、遺伝学的型別に

よる疫学的解析を行った。その結果、スペインのマス

より分離された株と飼育水より分離された株が同じで

あったものの、異なる地域、異なる由来の L. garvieae

はそれぞれ異なる生物学的表現型、遺伝学的型を示す

傾向が認められた 。これらの結果は、魚、ヒト、牛由

来の L. garvieae は、異なるクローンであることを示

唆している。

　今回、ブリ属魚類に特異的と考えられたα溶血性レ

ンサ球菌症原因菌が、実は自然界に広く分布している

ことを紹介した。牛、ヒト等の哺乳動物由来と魚由来

の L.garvieae が同一菌種として確定されてからまだ日

が浅いことから、本菌の生態、疫学、病原性など未知

の部分が多く、今後の研究が望まれる。

（ミニレビュー；Lactococcus garvieae, the pathogen 

which causes Lactococcosis in yellowtail̶ the 

relationship between Lactococcus garvieae isolated 

from humans and cows̶；

Japanese Journal　of Lactic Acid Bacteria, 14（1）, 

2003, pp.2-6）

猫から分離された犬パルボウイルス2b型の猫に対

する病原性

蒲生恒一郎、嶋崎洋子、牧江弘孝、千田　恵、

伊藤　治、井上剛光

　近年、日本を含め世界各地で猫から犬パルボウイル

ス（CPV）２a型及び２b型が分離されている。しかし、

それらのウイルスの猫に対する病原性は明確になっ

ていない。そこで、我々は猫から分離された FP84 株

（CPV2b 型）の猫に対する病原性を感染試験によって

検討した。感染試験は 18 週齢の SPF 猫３頭に 10６. ７

TCID５０の FP84 株（2000 年東京で分離）を経口的に

感染させた。その結果、FP84 株は猫で増殖し、下痢、

白血球減少、食欲不振等の症状を示し、３頭中２頭が

死亡した。

FP84 株は猫に対し病原性を有していたので、猫にお

ける CPV感染に対する猫汎白血球減少症不活化ワク

チンの有効性を確認する必要がある。

（J. Vet. Med. Sci. 65（9）,1027-1029,2003）

【学会発表要旨】
－第 137 回獣医学会－

過去４年間の全国調査において健康な家畜から分

離されたサルモネラの薬剤感受性
 ○ 浅井鉄夫、江嵜英剛、石原加奈子、小島明美、

田村　豊、高橋敏雄

【背　景】

　サルモネラは、食中毒の原因菌で、人や家畜などの

哺乳動物から鳥類や爬虫類まで広く分布することが知

られている。我々は、家畜由来の薬剤耐性菌又は耐性

遺伝子が畜産物を介して人へ伝播し、人の細菌感染症

の治療を困難にするという潜在的な危険性を検討する

ため、家畜衛生分野における薬剤耐性モニタリング体

制（JVARM）の中で健康な家畜（牛、豚、採卵鶏、
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ブロイラー）由来のサルモネラの薬剤感受性試験を実

施している。今回、４年間に全国 47 都道府県で実施

したサルモネラの薬剤感受性試験の全成績をまとめて

報告する。

【材料と方法】

　2000 ～ 2003 年度に全国の家畜保健衛生所で健康な

家畜の糞便から分離したサルモネラ 183 株（牛 25 株、

豚 39 株、採卵鶏 28 株、ブロイラー 91 株）を用いて、

20 薬剤のMIC 値を NCCLS 標準法に準拠した寒天平

板希釈法により測定した。耐性限界値は、供試株の

MIC分布が二峰性を示した場合のみ、感受性菌と耐性

菌のピークの中間値として設定した。

【結果と考察】

　供試したサルモネラの血清型は、Infantis（SI）が

69 株と最も多く、Typhimurium（ST：36株）、Agona

（10 株）の順で、SI は、主にブロイラーから、ST

は、牛と豚から分離された。耐性限界値は、BZM

で 128mg/l、ABPC、CP、DSM、KM 及 び NA で

32mg/l、OTC 及び TMP で 16mg/l、CL で 8mg/l、

OAで 1mg/l とそれぞれ設定された。耐性率は、0.5

～ 77.6% で、DSM 最 も 高 く、OTC、KM、TMP、

ABPC、CP の順であった。畜種別に比べると、採卵

鶏由来はブロイラー、牛、豚に比べて優位に低かった。

血清型別では、SI と STの 90%以上が耐性であり、耐

性率の差は、血清型による影響が考えられた。地域ご

との耐性率には差は認められなかった。今後、これら

の成績を疫学解析等へ活用していく予定である。

リアルタイム PCR 一塩基多型（SNP）タイピン

グ法によるキノロン耐性サルモネラ遺伝子変異検

出法の確立
 ○ 江嵜英剛、能田健、大槻紀之１、小島明美、

　浅井鉄夫、高橋敏雄　（1：国立感染研）

【背　景】

　第 136 回本集会において、我々は国内における

Salmonella Dublin の多くがオールドキノロン剤（NA）

に耐性を示し、gyrA 遺伝子に変異を生じたクローン

が蔓延している可能性が示された。今回我々は、サル

モネラを簡易に検出する一手法として、リアルタイム

PCRを用いた SNP タイピング法により gyrA 遺伝子

87 位に変異をもつキノロン耐性サルモネラの迅速検出

法について検討した。

【材料と方法】

　SNPタイピングを行うため、gyrA遺伝子の変異を特異

的に検出するDNA/RNAキメラプローブ（cycling probe）

を設計した。本プローブと SmartCycler（TaKaRa）

を用い、国内家畜より分離されたサルモネラ 63 株に

ついてタイピングを実施した。同時に NCCLS- 寒天

平板希釈法によるキノロン剤に対する感受性、及び

gyrA遺伝子におけるキノロン耐性決定領域（QRDR）

における変異の有無をダイレクトシークエンシングに

より調べた。

【結果と考察】

　供試サルモネラの SNP タイピングによる結果は、

NAに対する感受性と 100％一致しており、また、遺

伝子配列の解析結果とも一致していた。従来の培養に

よる耐性株検出法に比して、本法を用いることにより

簡便迅速（30 分以内）に多検体を検査できた。国内家

畜より分離されるサルモネラに関して、87 位に変異を

生じたNA耐性株が大半であることから、キノロン剤

に耐性を示すサルモネラのモニタリング手段として、

本法の有用性が確認された。

フルオロキノロン耐性カンピロバクターが分離さ

れた養鶏場における追跡調査
 ○ 石原加奈子、浅井鉄夫、小島明美、田村　豊、

高橋敏雄

【背　景】

　平成 11 年度より、動物由来細菌の薬剤感受性モニ

タリングを実施している。平成 13 年度のカンピロバ

クター調査において、ブロイラーからフルオロキノロ

ン耐性株を分離した（第 135 回本学会発表）。しかし、

耐性株が分離されたほとんどの鶏群に対し、キノロン

剤は投与されておらず、その出現背景は不明であった。

そこで、平成 13 年度の調査で耐性株が分離されたキ

ノロン使用歴のない養鶏場（Ａ及びB農家）において、

環境及び各１鶏群を対象にカンピロバクターの動向を

経時的に調査した。

【材料及び方法】

　採材は、３週間間隔とし、鶏糞便、飲水、環境材料

からカンピロバクターの分離を試み、分離株の薬剤感

受性と PCR-RFLP による fla A type を調べた。

【結　果】

　調査した２鶏群とも入雛直後は分離陰性で、Ａ農家

では３週齢以降、Ｂ農家では６週齢以降で 80-100% の

鶏糞便からC. jejuni が分離された。環境材料はいずれ

も分離陰性、飲水からはＡ農家の６週齢時にC. jejuni

が分離された。Ａ農家分離株の 30％がキノロン及び

OTC耐性、B農家分離株の 64％がOTC耐性であった。

また鶏群内には薬剤耐性パターンと一致したそれぞれ
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２つの fla A type が認められ、その主要 type は週齢

と共に変化した。また、Ａ農家由来キノロン耐性株の

耐性パターン及び fla A type は、平成 13 年度分離耐

性株と同じであった。

【考　察】

　今回の調査で、両農場は、複数のカンピロバクター

に汚染していることが示された。Ｂ農家からはキノロ

ン感受性株のみが分離されたが、Ａ農家は約１年半に

わたり、耐性株が継続的に汚染し、農場内で感染環が

成立していることが示唆された。

人症例由来カンピロバクターの薬剤感受性
 ○ 山本高根１、石原加奈子、佐竹幸子２、

高山貞男３、久保田しづえ３、根岸ひろ子３、

浅井鉄夫、小島明美、高橋敏雄、田村　豊、

澤田拓士１　（１日獣大・獣医微生物、２群馬大・医、
３伊勢崎市民病院）

【背　景】

　カンピロバクターは人の散発性食中毒の起因菌であ

り、近年その治療薬の一つであるフルオロキノロン系

薬剤に対する耐性率の増加が問題となっている。今回、

日本で平成 13 ～ 15 年度に分離された人症例由来カン

ピロバクターの薬剤感受性試験を実施し、家畜由来株

と比較した。

【材料・方法】

　人の下痢便由来C. jejuni 89 株と C. coli 8 株を供試

した。薬剤感受性試験は９薬剤についてNCCLS ガイ

ドラインに準拠した寒天平板希釈法により実施した。

【結果・考察】

　薬剤感受性成績は、６薬剤でMIC 分布に二峰性が

みられ、耐性率は OTC（45.2%）、OFLX（26.9%）、

NA（25.8%）、AMPC（8.6%）、DSM（6.5%）、EM（5.4%）

の順に高かった。IPM、A/CLA、GMには全株が感受

性であった。また、C. jejuni と C. coli を比べると、全

ての薬剤においてC. coli が高い耐性率を示した。中で

も EMには C. jejuni 全株が感受性だったのに対して

C. coli の 62.5％が耐性を示した。耐性パターンは、C. 

jejuni では単剤から 5剤耐性の 7パターンが認められ、

C. coli では２剤から５剤耐性の５パターンが認められ

た。耐性率を家畜由来株と比較すると人の臨床でよく

使われるキノロン剤の耐性率が２倍程度高かった。マ

クロライドやフルオロキノロン系薬剤を始め、現在臨

床で使用されている薬剤について、今後も継続的に感

受性動向を調査していく必要がある。

動物用グラム陰性菌ワクチン製剤に含有されるエ

ンドトキシンの定量
�能田　健、荻窪恭明、菊池栄作、吉村治郎、

　猪爪美保１）、高橋淳吉１）、田村　豊（１）和光純薬）

【背景と目的】

　我々は 134 回の本集会において、リムルステストに

より様々なアジュバントを含む市販のウイルス又はグ

ラム陽性菌ワクチン製剤中のエンドトキシンの定量が

可能であり、これら本来エンドトキシンを含有しない

製剤については、エンドトキシンの定量値が製造原料

や製造過程におけるグラム陰性菌汚染の指標となると

報告した。本研究では、動物用グラム陰性菌ワクチン

製剤中のエンドトキシン濃度の定量を試みた。

【材料と方法】

　リムルステストには、カブトガニ血球ライセート試

薬ES -Ⅲ又はES -Ⅱ（和光純薬）を用いた。注射用水（日

局）で階段希釈した検体をライセート試薬と混合後、

トキシノメーター ET-301（和光純薬）により経時的

な濁度上昇を測定した。エンドトキシン濃度の算出及

び反応干渉作用の有無の検討は、トキシマスターソフ

トウエアー（和光純薬）を用いた平行線定量法により

行った。エンドトキシン量は、エンドトキシンユニッ

ト（EU）で表した。

【結果と考察】

　グラム陰性菌製剤（大腸菌、サルモネラ、アクチ

ノバチラス等）約 20 種類の EU値を測定したところ、

いずれの製剤においても、リムルス反応に対する干渉

作用の無いことが確認され、アルミニウムゲルアジュ

バントを含む製剤等でも測定が可能であることが明ら

かとなった。

　製剤のエンドトキシン濃度は約 3,500 EU/mL から

400,000 EU/mLまでの広範囲に及び、製剤によっては

ロット間で最大約 70 倍以上の差があった。グラム陰

性菌製剤のエンドトキシン定量値は、製剤の安全性を

示唆する有益な指標であり、製造管理において果たす

役割は大きいと思われる。

国内における健康家畜由来細菌（指標菌）の抗菌

性物質感受性調査（平成 14年度）
 ○ 小島明美、石原加奈子、織田千歳、杉本泰俊１、

　秋元京子２、佐藤　剛１、田村　豊、高橋敏雄

（（独）肥飼料検査所１、内閣府食品安全委員会事

　務局２）

【目的・背景】

　腸球菌及び大腸菌は、人や動物が腸内細菌叢として

普遍的に有することから、これら指標菌の薬剤感受性
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を知ることは重要である。また人において、バンコマ

イシン耐性腸球菌（VRE）や食中毒菌の志賀毒素産生

性大腸菌（STEC）が問題となっている。今回は平成

14 年度における国内の健康家畜由来指標菌の抗菌性物

質感受性調査結果の概要を報告する。

【材料・方法】

　一般腸球菌は、健康な肥育牛、肥育豚、採卵鶏及び

ブロイラーの糞便 324 検体、一般大腸菌は同じく 374

検体から、各々を定法に従い分離した。またVCM低

感受性腸球菌は 324 検体から、STEC は 103 検体 ( 牛

のみ ) から選択分離を行った。MIC 値は NCCLS の寒

天平板希釈法で調べた。

【結果・考察】

　一般腸球菌は 246 株、一般大腸菌は 530 株が分離さ

れた。VCM低感受性腸球菌は 98 株、STEC は２株

が分離された。一般腸球菌は CP､GM、KM、DSM、

OTC、EM、TS、LCM、AVM及び EFMに対する耐

性株が存在した。VCM低感受性腸球菌の多くは運動

性を持ち、低度自然耐性を示す VanC 型であり、か

つVCMに対するMIC 値はいずれも 8　/mL 以下で

あったことから、現在の国内の健康家畜は VCM高

度耐性のVREを保有していないとみなされた。一般

大腸菌ではABPC、APM、BCM、CEZ、 CP、 CTF、 

CXM、DM-A、DSM、 ERFX、GM、KM、NA、OA、

OFLX、OTC及びTMPに対する耐性株が存在し、耐

性率は昨年度とほぼ同様であった。STEC（O157）の

２株は供試薬剤に対し感受性の傾向を示した。

－日本薬学会第 124 回－
牛組織中のドラメクチンの残留分析法

 ○ 荻野智絵、水野安晴、松本恵美、浜本好子、

　高橋美幸

【目　的】

　ドラメクチン（DM）はイベルメクチンやモキシデ

クチンと同じアベルメクチン類に属し、牛や豚の内部

及び外部寄生虫の駆除に使用されている。DMは厚生

労働省が食品中に残留する動物用医薬品の暫定MRL

の設定を予定している成分の一つであり、それに伴い

農林水産省では使用禁止期間の見直しを行っている。

そこで牛組織中からのDMの残留分析法について検討

を行った。

【方　法】

　予定しているDMの暫定MRL値は、牛の筋肉では

10ppb であることから検出限界が 10ppb 以下の定量法

を検討した。具体的には Imperiale らの DMの残留分

析法（J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 3185-3190）を参

考とし、誘導体化試薬の反応割合、抽出溶媒の量に改

良を加えて検討した。DMを牛の筋肉、脂肪、腎臓、

肝臓からアセトニトリルで抽出し、30%メチルイミダ

ゾールのアセトニトリル溶液、30％トリフルオロ酢酸

無水物のアセトニトリル溶液により誘導体化した後、

蛍光検出器を用いたHPLC法により測定した。

【結果及び考察】

　DMの検出限界は筋肉、脂肪、腎臓、肝臓のいずれ

においても 4ppb 以下であった。また、添加回収率は

77 ～ 95％で、変動係数は 1.2 ～ 3.1% と良好な値を示

した。以上より、確立した牛組織中DMの残留分析法

は有用であることが示された。

ストレプトマイシン製剤を飼料又は飲水添加投与

後の豚及び鶏の筋肉、肝臓、腎臓、脂肪中のスト

レプトマイシンとジヒドロストレプトマイシンの

残留分析
 ○ 浜本好子、水野安晴、荻野智絵、松本恵美、

　関谷辰朗、高橋敏雄、東海林祐子１、須田　功１

　　（１競走馬理研）

【目　的】

　平成 15 年度、厚生労働省から３品目の動物用医薬

品について残留基準値（MRL）案が提出され、この中

にストレプトマイシン（SM）及びジヒドロストレプ

トマイシン（DSM）の合計としてのMRLが含まれて

いる。農林水産省では、MRL の設定に伴って、動物

用医薬品の既設定の使用禁止期間の見直しを行ってき

ている。我々は、堀江ら（食衛試、42-6、p.374-378）

の筋肉と肝臓中の LC/MS による SMと DSMの分析

法を腎臓や脂肪にも適用できるように前処理条件等を

検討し、鶏と豚の筋肉、肝臓、腎臓、脂肪中の SMと

DSMの定量法を確立し、この方法を用いて SM製剤

の使用禁止期間の妥当性について検討したので報告す

る。

【実験方法】

　抽出液は、固相に保持される pHを検討し、pH3.6

に調整した。脂肪においては、２種類の固相を用いて

検討した。動物試験として、SMとベンジルペニシリ

ンとの合剤を豚と鶏に最大用量で５日間飼料添加投与

し、それぞれの使用禁止期間経過後にと殺し、臓器を

採取した。また、SMの飲水添加剤を豚に最大用量で

４日間飲水添加投与し、使用禁止期間経過後にと殺し、

臓器を採取した。

【結果及び考察】
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　脂肪において、BOND ELUT-C18 の固相を用いた場

合には、回収率は 50％以下であったが、Sep-Pak PS2

カートリッジ（２連）の固相を用いることにより、回

収率は増加した。肝臓や腎臓においては、ピーク形状

の不良や妨害ピークを防ぐため、稀釈率を上げた。こ

の方法による添加回収率は 70％以上で、検出限界は

10ppb ～ 50ppb であった。動物を用いた使用禁止期間

経過時の残留分析試験においては、肝臓でのみ SMが

0.07 ～ 0.16ppm検出されたが、肝臓のMRL案である

0.6ppm以下であった。

鶏の組織におけるグリカルピラミドの残留分析方

法の検討
 ○ 水野安晴、関谷辰朗、堀内隆史、山岡良三、

遠藤裕子、木島まゆみ、小形智子、江口　郁 1、

田島規子２、前田昌子２、小池好子　

（１国立医薬品食品衛生研究所医薬品医療機器審

査センター、２昭和大学薬学部）

【目　的】

　グリカルピラミド（GB）は、国内では鶏のコクシジ

ウム症の予防の目的で、飼料添加剤として用いられて

いる。食の安全に国民の注目が集まる中、農林水産省

では動物用医薬品の使用基準の設定を進めているが、

その設定の根拠となる試験データを作成するための分

析方法が確立していない薬物もある。GBはそういっ

た薬物の一つであるが、水や有機溶媒に非常に溶けに

くい性質のため、その分析方法の確立はこれまで困難

であった。今回 GBについて、鶏の組織中の分析方法

を検討した。また、鶏に GBを用法・用量に従って飼

料添加投与し、休薬期間後の組織中のGBを分析した。

【方　法】

　鶏の組織（筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓）中の GBを

測定するために、ポストカラムでキレート化し、UV

検出器で検出するHPLC 法を検討した。組織中の GB

をアセトニトリルで抽出し、固相カラム（Bond Elut 

アルミナ中性）を通した後、減圧乾固し、0.1 mol/L 

NaOHで溶解後、HPLCに用いた。移動相として 0.01 

% トリフルオロ酢酸とアセトニトリルの混液（99:1）

を用い、ポストカラム溶液として 0.08 mmol/L 硝酸

ニッケルを含む 0.2 mol/L 炭酸緩衝液（pH 10）を用

いた。

【結　果】

　この分析方法でのGBの検出限界は、10 ng/g であっ

た。また、鶏の組織中の添加回収率は79.4 ～ 91.3 %で、

変動係数は 0.5 ～ 4.7 % であった。また、この分析方

法を用いて休薬期間後の鶏の組織中の GBを分析した

ところ、いずれの組織においても GBは検出限界以下

であった。今回、開発した分析方法により、鶏の組織

中のGBを分析することが可能となった。

－第 77回日本細菌学会－
国内の健康家畜から分離されたセフェム系薬剤耐

性大腸菌
 ○ 小島明美、石井良和１、石黒正路２、石原加奈子、

江嵜英剛、浅井鉄夫、田村　豊、高橋敏雄、

山口惠三１（東邦大医学部１、（財）サントリー

生物有機科学研究所２）

【背景･目的】

　国内の家畜衛生分野における薬剤耐性菌モニタリン

グ体制（JVARM）では、健康家畜糞便由来の大腸菌

の薬剤感受性調査を実施しているが、セフェム系薬剤

（CEPs）耐性株が毎年約 0.7％程度、主に鶏から分離

されている。家畜には第１～３世代セファロスポリン

の６成分が限定的な用法で認可されているが、鶏への

適用は全くなく、耐性菌の出現背景は不明である。そ

こで出現背景を調べる目的で、その CEPs 耐性の特徴

を調べた。

【材料･方法】

　1999 ～ 2002 年に分離された大腸菌 2,776 株のうち、

セファゾリン（CEZ）耐性の 21 株のβ‐ラクタマー

ゼ産生性、人体薬を含むβ‐ラクタム系薬剤への感受

性を調べた。

【結果･考察】

　供試した CEZ 耐性株のうち、ペニシリナーゼ

（PCase）のみを産生した６株は何れもブロイラー由来

であり、ペニシリン及び第１～４世代セファロスポリ

ンに耐性であった。更にセファマイシン、カルバペネ

ムには感受性を、モノバクタムには低感受性を示した。

この PCase はクラブラン酸で活性を阻害された。

６株は何れもプラスミドを保有し、トランスコンジュ

ガントのβ - ラクタム系薬剤に対する感受性はドナー

株とほぼ同等であった。この６株は ESBL 産生性が

疑われ、このうち４株のβ - ラクタマーゼ遺伝子は

CTX-M-2 をコードしていた。CTX-M-2 型の ESBL 産

生菌は、国内の人の医療現場でも分離頻度が高く、食

用家畜と人から分離されるものが同型であることは非

常に興味深い。今後も JVARMにおいて慎重な調査が

必要と考える。

【平成 16年度日本水産学会】
各種動物等由来 Lactococcus garvieae のブリとマ
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ウスにおける病原性及びワクチン効果の確認
 ○ 川西路子、木島まゆみ、鈴木祥子、森田英利１、

村上　賢１、吉田照豊２

　（麻布大獣医１、宮崎大農２）

【目　的】

　近年、ブリ属魚類のα溶血性レンサ球菌症の原因菌

は、諸外国で哺乳動物等からしばしば分離される L. 

garvieae と同菌種であることが明らかにされた。し

かし、哺乳動物等由来 L. garvieae のブリにおける病

原性についての報告はない。今回、哺乳動物等由来 L. 

garvieae のブリとマウスにおける病原性及び、ブリに

おける市販のα溶血性レンサ球菌症不活化ワクチン効

果について検討した。

【材料と方法】

　ベルギー、スペイン、イタリア及び日本において分

離された L. garvieae ウシ（乳汁、乳房炎）由来 10 株、

イヌ由来１株、ネコ由来２株、ウマ由来１株、ブタ由

来２株、野生動物由来１株、カメ由来１株、マス飼育

水由来１株、マス（病魚）由来３株、ブリ（病魚）由

来 10 株の計 32 株を供試した。菌液 0.1mL/ 尾（頭）（約

1× 10８CFU/ 尾（頭））を各 10 尾（頭）のブリ（100g）、

マウス（ddY ４週齢）に腹腔内接種後、ブリは循環式

水槽で 25℃、マウスは 22℃で２週間観察し、死亡率

を算出するとともに、各個体の脳、肝、腎から接種菌

の分離を試みた。ブリにおいて 5尾以上の死亡が認め

られた菌株の LD50 を求め、さらに市販のα溶血性レ

ンサ球菌症不活化ワクチン（注射型）をブリ 10 尾に

投与し、２週間後にこれらの菌株を腹腔内接種により

攻撃し、ワクチン効果を検討した。

【結果及び考察】

　ブリにおいて ､ブリ由来株は強い病原性を示し ､ス

ペインのマス由来２株（CP1 株 ､01/5664 株）は弱い

病原性が認められた（LD５０：５×10７CFU/ 尾）。そ

の他の哺乳動物等由来株には明らかな病原性は認めら

れなかった。いずれの株もマウスには明らかな病原性

は認められなかった。01/5664 株接種ブリのうち、発

症又は死亡した個体では異常遊泳、眼球の白濁、突出、

躯幹の変形、心外膜炎などのブリα溶血性レンサ球菌

症と同様の症状が認められた。01/5664 株に対する市

販ワクチンのブリでの効果を検討したところ、ワクチ

ン投与群は対照群と比較して有意に高い生存率を示し

た。今回の結果では、哺乳動物等由来株にはブリに対

する病原性は認められず、マス由来株については市販

のワクチンが有効であることから、本邦のブリにおい

て哺乳動物及びマス由来株が流行伝播する危険性は低

いと考えられた。
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収去場所    製造（輸入）業者名       　　  　製　　品　　名                 製造番号   判定年月日     結　果         

大阪府    住化ライフテク（株）        ダーナムライン                       BN145        2003/9/1     合　格

大阪府    ナガセ医薬品 （株）            フロロコール 200 注射液           1Y06          2003/9/1     合　格

宮崎県    （株）科学飼料研究所         メイリッチ PS                        FPSK41800     2003/9/1     要指導    本質に関する説明の

                                                                                                                                                             記載整備
宮崎県    バイエル （株）                  バイトリル 5%注射液              KP00K5P    2003/9/1     合　格

宮崎県    有恒薬品工業 （株）            レバミゾール「住友」               EJ009         2003/9/1     合　格

宮崎県    シオノギ製薬（株）           動物用タイロシン経口用「A」   3001           2003/9/1     要指導    使用上の注意、本質
                                                                                                                                                             に関する説明及び重
                                                                                                                                                             量の記載整備
宮崎県    デンカ製薬 （株）               ビクタス注射液 5%                  9061           2003/9/1     合　格

宮崎県    第一ファインケミカル （株）    エクテシン液                          CA289        2003/9/8     合　格

大阪府    扶桑薬品工業 （株）            ダイメトン B注 20%                02I05A        2003/9/8     合　格

大阪府    第一ファインケミカル （株）    動物用タリビット錠 15             IZ001         2003/9/10    合　格

大阪府    第一ファインケミカル （株）    動物用タリビット錠 100            KZ004        2003/9/10    合　格

不 適 合 の 理 由 ，
改善を指導した内容

平成 15 年度収去検査結果について （その１）
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収去場所    製造（輸入）業者名       　　  　製　　品　　名                 製造番号   判定年月日     結　果

宮崎県    第一ファインケミカル （株）   動物用タリビット錠 50             FZ006        2003/9/10    合　格

鹿児島県   第一ファインケミカル （株）   動物用タリビット粒１０％        CA001       2003/9/10    合　格

大阪府    メリアル・ジャパン （株）      カルドメックチュアブルＦＸ 55   MBD0690   2003/9/17    合　格

鹿児島県   第一ファインケミカル （株）   エクテシン液                          EA291       2003/9/29    合　格

宮崎県    共立製薬（株）                 モキシデック錠 136                  E22           2003/10/1    合　格

大阪府    バイエル （株）                  アドバンテージハート　　　　 KP00G52KP00EUU  2003/10/7    合　格

大阪府    大日本製薬（株）              エクイバランペースト              HS10550    2003/10/17   合　格

鹿児島県   日本全薬工業 （株）            ジメトキシン注NZ                  304070      2003/10/17   合　格

鹿児島県   扶桑薬品工業 （株）            アプシード注２０％                 02K14A    2003/10/17   合　格

鹿児島県   第一ファインケミカル （株）   オキサルジン液                       DA061      2003/10/17   合　格

鹿児島県   メリアル・ジャパン （株）      カリドメックチュアブルＰ１３６ LBD2630   2003/10/22   合　格

鹿児島県   バイエル （株）                  バイトリル１０％注射液           KP02B2J   2003/10/22   合　格

鹿児島県   日本全薬工業 （株）            ミコチル３００注射液              2306         2003/10/24   要指導    使用上の注意の記載整備

鹿児島県   日本全薬工業 （株）            ニューサルマイＳ                    2324         2003/10/24   要指導    使用上の注意の記載整備

鹿児島県   日本全薬工業（株）           乾乳用軟膏Ａ                          3107         2003/10/24   要指導    使用上の注意の記載整備

宮崎県    東亜薬品工業 （株）            ビオペア                                1743          2003/11/6    合　格

鹿児島県   日本全薬工業 （株）            ベリノール末Ａ                       306180      2003/11/12   合　格

群馬県    明治製菓 （株）                  注射用ベテシリン                    PF8AD1   2003/11/19   合　格

鹿児島県   日本全薬工業 （株）            ベリノール注Ａ                       303070      2003/11/20   合　格

群馬県    （株）科学飼料研究所         アシルシン水溶散                    AS3005     2003/11/28   合　格

群馬県    三菱ウェルファーマ（株）     ウルソH注射液                      FK03        2003/11/28   合　格

鹿児島県   大日本製薬（株）              ビクタスＳ錠４０ｍｇ              4831          2003/12/4    合　格

群馬県    （株）科学飼料研究所         くみあいジメトキシン水溶散２０％     GS3004      2003/12/4    要指導    使用上の注意の記載整備

長野県    三　　共 （株）                  システックＭ                          PA004       2003/12/5    合　格

千葉県    三　　共 （株）                  システックＭ                          PA004       2003/12/5    合　格

鹿児島県   日本全薬工業 （株）            ボビノン                                303051      2003/12/10   合　格

千葉県    三鷹製薬 （株）                  動物用マイシリンゾル「ミタカ」     MCH3004  2003/12/22   合　格

千葉県    帝国臓器製薬 （株）            動物用エンドコール散              S216         2003/12/22   合　格

群馬県    （株）科学飼料研究所         インフェック１０％液              38A14G       2004/1/7     合　格

群馬県    ファイザー （株）               リマダイル錠７５                    2105516      2004/1/14    合　格

愛知県    ファイザー （株）               リマダイルチュブル２５           2311422      2004/1/14    合　格

愛知県    ファイザー （株）               リマダイルチュブル７５           2313233      2004/1/14    合　格

愛知県    ファイザー （株）               リマダイルチュブル１００        2312213      2004/1/14    合　格

千葉県    バイエル （株）                  バイトリル５０ｍｇ錠              KP00F6W  2004/1/14    合　格

長野県    ファイザー （株）               テラ・コートリルスプレー        395401B     2004/1/19    要指導    直接の容器の表示不備

千葉県    （株）キミカ                     ブロサポ・Ａ                          3023N        2004/1/26    要指導    承認申請書中の規格及び検査 
                                                                                                                                                                                                          　　　　　　　方法（定量試験）の記載不備

千葉県    （株）キミカ                     ブロサポ                                3069S        2004/1/26    要指導    承認申請書中の規格及び検査
                                                                                                                                                                                                                               方法（定量試験）の記載不備

不 適 合 の 理 由 ，
改善を指導した内容
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収去場所    製造（輸入）業者名       　　  　製　　品　　名                 製造番号   判定年月日     結　果         

 愛 知県  ファイザー（株）              プラグマテラシャンプー           377201        2004/2/4     合　格

長野県    オリオンウエストファリアサージ （株）    アーマー３．８Ｌ                     0305713R     2004/2/9     不合格    表示不備、確認試験の不備

長野県    オリオンウエストファリアサージ （株）    セラテック１９Ｌ                    0325815R     2004/2/9     不合格    表示不備、含量規格
                                                                                                                                                  値の表示不備
長野県    オリオンウエストファリアサージ （株）    アーマー１９Ｌ                       0326602R      20042/9     不合格    表示不備、確認試験の不備

長野県    オリオンウエストファリアサージ （株）    コート　テンスリー１９Ｌ        0331705R     2004/2/9     不合格    表示不備

長野県    オリオンウエストファリアサージ （株）    セラテック２０８Ｌラベル        0333911R     2004/2/9     不合格    表示不備

長野県    オリオンウエストファリアサージ （株）    セラテック２０８Ｌラベル        0331707R     2004/2/9     不合格    表示不備

長野県    オリオンウエストファリアサージ （株）    コート　テンスリー２０８Ｌラベル     0333510R     2004/2/9     不合格    表示不備

長野県    オリオンウエストファリアサージ （株）    アーマー２０８Ｌラベル           0328305R     2004/2/9     不合格    表示不備

長野県    オリオンウエストファリアサージ （株）    アーマー２０８Ｌラベル           0333610R     2004/2/9     不合格    表示不備 

長野県    オリオンウエストファリアサージ （株）    セラテック５７Ｌラベル           0324503R     2004/2/9     不合格    表示不備

長野県    オリオンウエストファリアサージ （株）    セラテック５７Ｌラベル           0333911R     2004/2/9     不合格    表示不備

長野県    オリオンウエストファリアサージ （株）    コート　テンスリー５７Ｌラベル        0331705R     2004/2/9     不合格    表示不備

長野県    オリオンウエストファリアサージ （株）    コート　テンスリー５７Ｌラベル        0328103R     2004/2/9     不合格    表示不備

長野県    オリオンウエストファリアサージ （株）    アーマー５７Ｌラベル              0323103R     2004/2/9     不合格    表示不備

長野県    オリオンウエストファリアサージ （株）    アーマー５７Ｌラベル              0324504R     2004/2/9     不合格    表示不備

茨城県    文永堂製薬 （株）               コンドロイチンＤ３注              9023          2004/2/12    不合格    定量試験で規格値外

栃木県    日本バイオロジカルズ （株）   ＩＢＤエリーザキット（ＮＢＩ）  106009       2004/2/20    合　格

静岡県    ファイザー（株）              アドボシン注射液                    294904A     2004/2/25    合　格

栃木県    三鷹製薬 （株）                  Ｓ．Ｐ．乳軟シリンジＬ「ミタカ」   SPL306       2004/3/1     合　格

栃木県    メリアル・ジャパン （株）     カルドメックチュアブルＰ３４  MBD2140    2004/3/1     合　格

栃木県    バイエル （株）                  ドロンシット錠                       KP00C2E    2004/3/1     合　格

栃木県    三鷹製薬 （株）                  タカベリン                             TBV3003     2004/3/5     要指導    使用上の注意の記載整備

栃木県    川崎製薬 （株）                  アントリンＲ・１０                 108291       2004/3/10    合　格

栃木県    三鷹製薬 （株）                  バソトップ錠１．２５               01W002      2004/3/10    合　格

栃木県    三鷹製薬 （株）                  バソトップ錠２．５                  03W002      2004/3/10    合　格

栃木県    ノバルティスアニマルヘルス （株）    ドルバロン                             304018       2004/3/10    合　格

栃木県    バイエル （株）                  バイトリル１５０mg錠            KP02DH9   2004/3/10    合　格

栃木県    シオノギ製薬 （株）            シノラール散２ＳＴ                 3024          2004/3/10    合　格

静岡県    バイエル （株）                  犬・猫用バイトリル２．５％注射液     KP02ASF   2004/3/10    合　格

静岡県    三鷹製薬 （株）                  ウルソデオキシコール酸「ミタカ」５％    TUF3005    2004/3/10    合　格

静岡県    扶桑薬品工業 （株）            ダイメトン注                          03B13A      2004/3/10    要指導    使用上の注意の記載整備

静岡県    デンカ製薬（川崎）          動物用フリートミン注射液        103071       2004/3/10    要指導    使用上の注意の記載整備

青森県    フジタ製薬（株）              チアンフェニコール散「フジタ」  101524       2004/3/16    合　格

栃木県    日本ファマシー （株）         コリーザＡ型ＨＡ抗原「ＮＰ」   34             2004/3/24    合　格

栃木県    日本ファマシー （株）         コリーザＣ型ＨＡ抗原「ＮＰ」   23             2004/3/24    合　格

静岡県    三菱ウェルファーマ （株）     ウルソー５％                          K01           2004/3/25    合　格

不 適 合 の 理 由 ，
改善を指導した内容
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   月　  日                                       行　　　　　　事                                                       場　　　　所  

15.  1.     15         第２回家きん疾病小委員会出席                                                                     本　　　　　省

             19         研究・行政連絡会議出席                                                                               　　　〃

             20         動物用医薬品一般薬調査会出席　                                                                  　　　〃 

             21         動物用医薬品再評価調査会出席　                                                                  　　　〃 

             23         第 492 回技談会開催（演題：発表者）                                                              当　　　　　所

                                  ○VICH マイコプラズマ株の増殖：菊池栄作

                                        ○VICH 安全性作業部会の概要：吉村治郎

                                        ○ボブホワイトうずらの生産性向上に関する研究－飼料中のメチオニン及び　

                                       　リジン含量が育成期に及ぼす影響－：堀内隆史

                                        ○第 26 回分子生物学会年会トピックス：能田　健

                                        ○LAMP遺伝子増幅法のサルモネラ否定試験への応用の検討：能田　健 

                                        ○犬等の輸入検疫業務：小林理絵子  

                                        ○JICA プロジェクト「タイ及び周辺国における家畜疾病防除計画」の活動

                                       　報告：蒲生恒一郎

                                        ○科学技術振興機構（JST）の事業に参加して：太田修一 

             28         動物用抗菌性物質製剤調査会出席                                                                   本　　　　　省

             29         動物用生物学的製剤製剤調査会出席                                                                　　　〃

             〃         動物用水産用医薬品調査会出席三田共用会議所

15.  2.      2         薬事・食品衛生審議会農薬・動物用医薬品部会出席                                           厚 生 労 働 省

             〃         第３回家きん疾病小委員会出席                                                                      動衛検小平分室

              6         動物衛生研究所海外病安全委員会出席                                                             本　　　　　省

             〃         関東甲信越ブロック家畜保健衛生業績発表会出席                                              さ い た ま 市

             〃         検査用稚魚の安定確保に関する検討会出席                                                       動物用医薬品協会

              7         全国公営競馬獣医技術向上研究会出席                                                             尼　　崎　　市

              9         動物検疫所支所長会議出席                                                                            動 物 検 疫 所

             11         日本小動物獣医学会出席                                                                               横　　浜　　市

             12         獣医師、養豚農家に対する講演会出席                                                             宇　都　宮　市

             16         北海道・東北ブロック家畜保健衛生業績発表会出席                                           札　　幌　　市

             18         残留問題調査会出席                                                                                     本　　　　　省

             20         動物衛生試験研究推進会議出席                                                                      動衛研（つくば）

             23         第４回家禽疾病小委員会出席                                                                         本　　　　　省

             〃         動物用医薬品等製造（輸入）管理者講習会出席                                                 大　　阪　　市

             24         ＶＩＣＨ企画調整委員会出席                                                                         本　　　　　省

             25         動物用医薬品等製造（輸入）管理者講習会出席                                                 Ｊ Ａ ホ ー ル

             27         鶏病研究会専門委員会出席                                                                            ホ テ ル 聚 楽
             〃         家畜共済業績発表会出席                                                                               Ｊ Ａ ホ ー ル

             〃         第 493 回技談会開催（演題：発表者）                                                              当　　　　　所

                               ○各種動物等由来 Lactococcus garvieae のブリとマウスにおけ病原性及び

                                       　ワクチン効果の確認：川西路子
                                       ○薬事法の改正（原薬等登録簿及び第三者認証）の作業状況：小池良治

     3.      2         動物用医薬品等部会出席                                                                               本　　　　　省

              3         第５回家禽疾病小委員会出席                                                                         本　　　　　省

             〃         飼料分析基準検討会出席                                                                               肥 飼 料 検 査 所

              6         腸管感染症研究会出席                                                                                  共 立 薬 科 大 学

              8         水産用医薬品環境影響評価検討会出席                                                             横 　 浜 　 市  

主 な 行 事
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    月　 日                                     行　　　　　　事                                                       場　　　　所 

15.  3.      9         動物用ワクチン開発事業検討委員会出席                                                          南 青 山 会 館

             〃         プリオン病小委員会出席                                                                               本　　　　　省

             10         （独）農業・生物系特定産業研究機構試験研究推進会議出席                                 東北農業研究センター

             〃         鶏病研究会理事会出席                                                                                  ホ テ ル 聚 楽

             〃         昭和農業研究会出席                                                                                     農林水産技術情報協会

             15         動物用医薬品協会事業成果の評価会議出席                                                       東京薬業厚生年金基金ビル

             16         飼料安全性向上検討推進委員会出席                                                                馬 事 畜 産 会 館

             〃         地域畜産技術研究会出席                                                                               畜 　 安 　 研

             17         【特別講演会】                                                                                             当　　　　　所

                                ○家畜におけるサイトカイン研究の現状と課題：北里大学獣医畜産学部　　

                                       　竹原　一明助教授
                                       ○群馬県における家畜衛生の現状と課題：群馬県農政部畜産課　　

                                       　宮川　均次長

             19         動物用医薬品適正使用に関する講演会出席                                                       群馬県獣医畜産会館

             22         豚コレラ撲滅技術検討会出席                                                                         本　　　　　省

             23         獣医技術向上研究会出席                                                                               大 井 競 馬 場

             24         動物用次世代バイオ製剤実用化促進委員会出席                                                 東京薬業厚生年金基金ビル

             〃         動物用医薬品販売管理者講習会出席                                                                東京都議会議事堂

15.  2.     26         第 494 回技談会開催（演題：発表者）                                                              当　　　　　所

                                ○ 牛組織中のドラメクチンの残留分析法：荻野智絵

                                       ○ 鶏の組織におけるグリカルピラミドの残留分析法の検討：水野安晴

                                       ○ ストレプトマイシン製剤を飼料又は飲水添加投与後の豚及び鶏の筋肉、

                                       　肝臓、腎臓、脂肪中のストレプトマイシンとジヒドロストレプトマイシン
                                       　の残留分析：浜本好子
                                       ○ 国内の健康家畜から分離されたセファム系薬剤耐性大腸菌：小島明美

                                       ○ 国内における健康家畜由来細菌（指標菌）の抗菌性物質感受性調査

                                       　（平成 14 年度）：小島明美
                                       ○ 過去４年間の全国調査において健康な家畜から分離されたサルモネラの薬

                                       　剤感受性：浅井鉄夫
                                       ○ リアルタイム PCR－塩基多型（SNP）タイピング法によるキノロン耐性

                                       　サルモネラ遺伝子変異検出法の確立：浅井鉄夫
                                       ○ フルオロキノロン耐性カンピロバクターが分離された養鶏場における追跡

                                       　調査：石原加奈子 
                                       ○ 人症例由来カンピロバクターの薬剤感受性：石原加奈子

                                       ○ 動物用グラム陰性菌ワクチン製剤に含有されるエンドトキシンの定量

                                       　：能田　健
                                       【特別講演】

                                       ○ トリロタウイルスは人獣共通感染症病原体である

                                       　：岐阜大学農学部　杉山　誠　助教授 
             30               【特別講演】                                                                                          当　　　　　所

                                      ○ 動薬検での 30 年を振り返って：検査第二部長　田村　豊

       29 ～ 31       日本薬学会出席                                                                                           大　　阪　　市

 月　日     異動内容    官職     氏　　　名                                     摘　　　　　要　

16.   1.  7      退　  職      技       竹田　智子     任期満了 （検査第一部臨時的任用［鶏病製剤第１検査室］）

          8      育児休業      技       嶋崎　洋子     検査第一部細菌製剤検査室主任検査官［兼鶏病製剤第１検 査室］

                                                                  （育児休業期間 16.1.8 ～ 17.3.31）

人事異動

人 の 動 き
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 月　日     異動内容    官職     氏　　　名                                     摘　　　　　要　

16. 1.    8    任期付採用    技       竹田　智子     検査第一部［鶏病製剤第１検査室］（任用期間 16.1.8 ～ 17.3.31）

    2.    1      命 併 任      技       永井　英貴     企画連絡室企画調整課長兼消費・安全局衛生管理課

                                                                  （企画連絡室企画調整課長）
    3.  11      命 併 任      技       荻窪　恭明     検査第一部細菌製剤検査室主任検査官兼消費・安全局衛生管課

                                                                  （検査第一部細菌製剤検査室主任検査官）
    3.  22      免 併 任      技       荻窪　恭明     検査第一部細菌製剤検査室主任検査官

                                                                  （検査第一部細菌製剤検査室主任検査官兼消費・安全局衛生管理課）
    3.  31      退　  職      技       田村　　豊     （検査第二部長）

       〃     退　  職      技       太田　修一     任期満了

                                                                  （企画連絡室技術指導課技術審査係長）
        〃     育児休業      技       平澤　　緑     育児休業期間の延長（育児休業期間 16.4.1 ～ 16.4.30）

    4.    1      昇　  任      技       高橋　美幸     検査第二部長（検査第二部一般薬検査室長） 

        〃     昇　  任      技       荻窪　泰明     企画連絡室動物用医薬品審査官 

                                                                  （検査第一部細菌製剤検査室主任検査官）
        〃     昇　  任      事       宮崎　光樹     企画連絡室技術指導課調査指導係長

                                                                  （企画連絡室技術指導課［兼企画調整課企画調整係］）
        〃     配 置 換      事       松本　隆志     庶務課長

                                                                 （生産局畜産部生産振興課課長補佐）
        〃     昇　  任      事       儀同　康利     庶務課課長補佐

                                                                  （生産局畜産部牛乳乳製品課総務班庶務係長）
        〃     転　  任      事       町田　祐一     庶務課人事係長 

                                                                  （生産局畜産部競馬監督課公正班公正係長）
        〃     転　  任      事       前田　　紅     庶務課庶務係長

                                                                  （生産局総務課国際調整班国際調整係長）
        〃     転　  任      事       菊池　　馨     会計課長

                                                                  （〔独〕肥飼料検査所本部会計課長）
        〃     転　  任      事       畑中　　明     会計課会計係長

                                                                  ( 生産局畜産部畜産振興課家畜改良推進班家畜改良推進係長）
        〃     新規採用      事       羽賀　雄太     会計課［用度係］

        〃     配 置 換      技       小島　明美     検査第一部主任研究官［兼抗生物質製剤検査室］

                                                                  （企画連絡室動物用医薬品審査官［兼抗生物質製剤検査室］）
        〃     配 置 換      技       山本　欣也     検査第一部細菌製剤検査室主任検査官

                                                                  （検査第二部一般薬検査室主任検査官［兼鶏病製剤第２検査室］）
        〃     転　  任      技       石丸　雅敏     検査第二部一般薬検査室長

                                                                  （〔独〕農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所生物学的製剤
                                                                  センター製造第２科長）
        〃     配 置 換      技       荻野　智絵     検査第二部一般薬検査室主任検査官

                                                                  （検査第二部残留化学検査室主任検査官［兼一般薬検査室］）
        〃     配 置 換      技       小林　一郎     検査第二部残留化学検査室主任検査官兼動物検疫所企画連絡室調査課

                 命 併 任                                     （生産局畜産部食肉鶏卵課付）

        〃     新規採用      技       小川　　孝     検査第一部［ウイルス製剤第２検査室］

        〃     新規採用      技       小佐々隆志     検査第一部兼消費・安全局衛生管理課

                 命 併 任
        〃     新規採用      技       永田　知史     検査第一部［鶏病製剤第２検査室］

        〃     新規採用      技       村田 奈々惠     検査第一部兼消費・安全局衛生管理課

                 命 併 任
        〃     新規採用      技       峯戸松 勝秀     検査第二部兼消費・安全局衛生管理課

                 命 併 任
        〃     退　  職      事       三谷　　猛     （庶務課長）

        〃     配 置 換      事       渡部　重雄     消費・安全局衛生管理課課長補佐 

                                                                  （会計課長）
 〃            出　  向      事       淺井　敦彦     〔独〕肥飼料検査所本部会計課長

                 昇　  任                                     （庶務課課長補佐）          （庶務課人事係長）
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 月　日     異動内容    官職     氏　　　名                                     摘　　　　　要　    

16. 4.    1      出　  向      事      宿里　正明     生産局総務部畜産計画指導班指導調整係長 

                                                                  （庶務課人事係長）
       〃     出　  向      事       奥田　勝行     〔独〕農業・生物系特定産業技術研究機構近畿中国四国農業研究センター

                                                                  総務部庶務課庶務係長（庶務課庶務係長）
        〃     出　  向      事       宮本　英昭     生産局畜産部畜産企画課環境企画班企画調整係長（会計課会計係長）

        〃     昇　  任      事       宇佐見　忠     動物検疫所総務部庶務課庶務係長（会計課［用度係］） 

     月　日         官職      氏　　　名         所　　　属                        摘　　　　　　　　要  

  3.02 ～3.0 7         技        吉村　治郎        検査第一部          VICH 第 11 回安全性に関する作業部会（米国）

  3.09 ～ 3.18         技        鈴木　祥子        　　〃                VICH 第 6 回対象動物安全性試験作業部会（米国）

  3.16 ～ 3.31         技        関口　秀人        　　〃                口蹄疫不活化濃縮抗原の製造・検定の立会調査

海外出張

     期　間         官職      氏　　　名                   研　　修　　内　　容                        研　修　場　所　

 1.  19 ～  23         事        淺井　敦彦        課長補佐研修                                           農林水産研修所

 1.  20 ～  21         技        江原 枝里子        係長行政研修（生活関係）                          生活技術研修館

 1.  202.    18         技        堀内　隆史        行政情報システム利用講習会                      本　　　　省

                                                             　PowerPoint2002
 2.  2 ～    4         技        荒尾　　惠        第３回行政研修（課長補佐級）科学技術・    国家公務員研修センター

                                                             研究振興コース
 3.  8 ～   12        〃              〃              　　　　　　　　〃                                  人事院公務員研修所

 1.  203.    25         事        淺井　敦彦        管理者養成研修                                        本　　　　　省 

所員研修

     期　間         氏　　　名                   所　　　　　　属                              研　　修　　内　　容　

 4.22 ～ 1.  29    小林　政樹        秋田県中央家畜保健衛生所                           動物用医薬品危機管理対策に係る動物用

                       戸田　尚美        茨城県県北家畜保健衛生所                             医薬品の品質検査個別研修（合成抗菌剤）
                      米持　　修        神奈川県家畜病性鑑定所                              

                      森脇　俊輔        島根県家畜衛生研究所                                 

 2.22 ～ 4.  30     羽田　　健        北里大学薬学部                                          ブタのサルモネラ感染における技術習得

 2.16 ～ 3.  16     白石　力也        （財）畜産生物科学安全研究所生物工学研究部    ブタのサルモネラ感染における技術習得

 3. 21 ～ 8. 31     佐藤　博昭        日本獣医畜産大学獣医学科                           家畜由来腸球菌の分子疫学解析法の修得

 3. 21 ～ 8. 31     北爪　文子        日本獣医畜産大学食品科学科                        病畜由来ブドウ球菌及びレンサ球菌の各

                                                                                                                    種性状解析法の修得

研  修  者

   月　日                      氏　　　名                                         　　所　　　　　　属　

16.   1. 29         今井　茜他２名                                      国分寺第五中学校１年生          

見  学  者
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　動物用医薬品の品質確保は、都道府県の方々にも

収去検査を行っていただいており、国と県との両方が

担っている。昨年度までは耐性菌調査のための研修の

み行われてきたが、本年度は都道府県の方々の研修要

望の有無を調査し、個別に品質確保の研修が行われる

こととなった。昨年２回にわたって、一般薬検査室に

おいてビタミン剤や消毒剤の研修が行われ、第３回目

となる今回は、合成抗菌剤についての研修が平成 16

年１月 29 日に行われた。４県４名（秋田、茨城、神奈

川、島根）の方々が参加され、初めに所長の挨拶があ

り、その後残留化学検査室で、実習を行った。品質検

査用テキストの解説及び高速液体クロマトグラフィー

（HPLC）法全般についての講義を行った後、チアンフェ

ニコール製剤の HPLC による定量試験の実習を行っ

た。研修は、ほぼ５時頃には終了したが、収去検体を

定量された方は、６時頃まで実習されるなど、皆さん

非常に熱心に研修を行った。

　研修者からの感想として、テキストだけでは理解し

づらかった部分や基本的な器具の取り扱い方などが

研修できて、参考になったとの意見が多かった。また、

次年度以降の開催も要望された。

　今回参加された方々は、今年度から品質検査の担当

になった方、すでに経験のある方の両方であったが、

器具の使い方や HPLC の基礎等の初歩的な研修から

実習までを行った。今後研修のやり方をより改良する

ことで、幅広い研修者のニーズに対応し、品質確保に

おける各都道府県の技術向上を図っていけたらと考

えている。  

（残留化学検査室　　小池　好子、堀内　隆史）

　役所にとって４月は新年度予算、人事異動と大きな

節目を迎える。本号で紹介したように当所においても

多くの職員が転出入した。転出された方々には、お世

話になったことを心よりお礼を申し上げ、今後とも当

所で得た知識・経験を生かし、益々活躍されることを

祈念いたします。また、転入された方々には、当所の

役割と業務及び現状を再認識していただきながら、新

風を吹き込んでいただくことを期待します。

　いうまでもなく、当所は検定・検査等を主たる業務

とし、動物用医薬品等の有効性及び安全性を確保し、

これらの業務を通じて、動物の衛生や公衆衛生の向

上等に寄与している。現在、動物の衛生を取り巻く状

況は、コイヘルペスウイルス病の発生、米国における

BSE の発生、我が国を含むアジア各国における高病

原性鳥インフルエンザの発生など、極めて緊迫した状

況が続いている。また、海外では多くの新興感染症が

発生するなど、今後の動向には予断を許さないものが

ある。

　このような中、当所では、本省等への防疫対応の

ための人員の派遣、高病原性鳥インフルエンザの備

蓄ワクチン等の検査、AGP 抗原の作製など、臨機応

変に最大限の取組みを進めている。16 年度には、動

物用医薬品のエキスパート組織である当所の危機管

理対策として、海外悪性伝染病に関する諸外国のワ

クチン、診断薬等の情報収集、評価を行うとともに、

国際的にも大きな議論が展開されている薬剤耐性菌

問題への対応を強化していきたい。また、17 年４月

には大幅な改正薬事法が施行されること等を念頭に

置き、当所における新たな業務対応のあり方やシード

ロットの管理手法を取り入れたワクチン等の有効性・

安全性の確保のあり方について、関係者とともに議論

と検討を進めていきたい。さらに、残留基準値（MRL）

に対応した休薬期間の設定等については、関係機関と

の連携や協力を得ながら、データの見直し、収集等を

鋭意進めていきたい。

　これらは、いずれも通常の業務を超えて、当所のみ

ならず我が国の動物衛生や関係業界の将来に向けた

取組みであると認識している。今後、様々な活動を通

じて、当所の職員が各方面でお世話になることがある

と思いますので、このニュースの読者である関係諸氏

には、ご指導・ご支援を賜りたく、よろしくお願い申

し上げます。

けやきコラム

　

業務紹介－３４
　

　平成 15 年度動物用医薬品危機管理対策に係る

動物用医薬品の品質検査個別研修会（合成抗菌剤）
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