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獣医師からの副作用報告について

　従来より、動物用医薬品等の製造業者及び輸入販売

業者には、医薬品及び医療用具の副作用と疑われる有

害事象を知ったときは農林水産大臣に報告を行うこと

が義務付けられていましたが、今般薬事法の一部が改

正され、平成15年7月30日より獣医師等の医薬関係者

も重大な副作用等を知ったときには農林水産大臣に報

告しなくてはならないことになりました。

　動物用医薬品を使用する際に副作用は避けて通れな

い問題ですが、広く情報を集め共有することで被害の

拡大を防ぎ、適正な使用につなげることができると考

えられます。獣医師等による副作用報告制度の概要を

下表に示しました。

表 動物用医薬品の副作用等報告義務の対象範囲の拡大

　この制度を活用するためには臨床現場の獣医師の協

力が不可欠です。当所でもホームページに報告様式を

掲載するなどして広報に努めてきましたが、（社）日本

獣医師会では（財）全国競馬・畜産振興会の助成を受け

て、啓蒙パンフレットの作成、インターネットで副作用

報告を行うシステムの構築、研修会の開催などを行っ

ていただきました。

　制度の周知が遅れたこともあり、改正当初はあまり

報告がありませんでしたが、（社）日本獣医師会の研修

会が各地で開催された本年（平成16年）2月頃から報

告が増え始めました。インターネットでの報告受付が

始まったのは本年4月からですが、4月中に獣医師から

寄せられた報告件数は31件になっています。

　この31件の内訳を見ると、副作用の発現した動物は

小動物（家庭飼育動物）28件／大動物（産業動物）3件、

要因と思われる医薬品は動物用生物学的製剤26件／動

物用抗菌性物質製剤3件／動物用一般医薬品1件／人体

用一般医薬品1件となっており、家庭動物、特に犬にワ

クチンを接種した症例が多く報告されています。報告

の方法はFAXでの報告16件／インターネットでの報

告15件でした。

　報告された情報のうち重要なものについては個人情

報を除いて当該動物用医薬品の製造業者等にも情報提

供し、対応等を報告させることとしています。4月は7

件について製造業者等への情報提供を行いました。こ

れらの報告については製造業者等の見解等も加えた上

で家畜衛生週報、当所ホームページ等で公開すること

にしています。

　当所ホームページでは、これまでも製造業者等から

の副作用報告やモニター獣医師からの副作用情報を公

開してきました。今回の薬事法改正による獣医師等か

らの副作用報告制度の導入にあわせて、以前より詳細

な情報を参照することのできる、検索可能な新しい

データベースをホームページ上で公開しています。現

在、平成14年度以降の製造業者等からの報告と平成15

年度以降の獣医師等からの報告が掲載されています

（それ以前のものは従来のデータベースに掲載されてい

ます。）製剤名や成分名での検索が可能ですのでご利用

下さい。

（企画連絡室技術指導課　丹菊直子）

薬事法の改正に伴う省令の改正等について
－原薬等登録原簿及び第三者認証－

1.　はじめに

　薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を

改正する法律が、平成14年７月31日に公布され、薬事

法の大改正が行われました。

　本改正の大きな柱は、

　　① 医療機器に係る安全対策の抜本的な見直し

　　　→ 医療機器の特性に対応

　　② 「バイオ・ゲノムの世紀」に対応した安全確保

　　　対策の充実

　　　→ 生物由来製品の安全確保

　　③ 市販後安全対策の充実と、承認・許可制度の

　　　見直し

　　　→ 安全対策責任の明確化

　　　　 国際整合性を踏まえた見直し

の３つです。

　これらのうち、②の生物由来製品に係る部分及び③

の一部である獣医師等による副作用等の報告制度（第

１条関係）については、既に、平成15年７月30日に施

 報告者 獣医師、飼育動物診療施設の開設者、その他の医薬関係者�
　�
 報告の対象と 当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる疾病、傷害若しくは死亡�
 なる情報 の発生又は当該品目の副作用その他の事由によるものと疑われる感染症の発生�
  に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止�
  するため必要があると認めるとき。�
  （具体的には以下の事例を参考にする）�
  ① 死亡��
  ② 添付文書から予測できない以下の事項��
   ア 障害�
   イ 死亡又は障害につながるおそれのある症例�
   ウ 治療のために飼育動物診療施設への入院が必要とされる症例�
   エ アからウまでに掲げる症例に準じて重篤である症例�
  ③ 後世代における先天性の疾病又はこれにつながるおそれのある症例の発生�
  ④ 感染症又はこれにつながるおそれのある症例の発生 ��
  ⑤ 副作用の発生数、発生頻度、発生条件等の傾向が、添付文書から予測でき�
  るものから著しく変化したおそれがある場合（軽微なものを除く。）�
�
  注）：「副作用によるものと疑われるもの」とは因果関係が否定できるもの以外�
  のものを指し、因果関係が不明なものも含む。�
  　　　「障害」とは、通常の活動に支障を来す程度の機能不全の発現をいう。�
  　　　「軽微なもの」とは、症状が軽く容易に治癒することをいう。�
　�
 報告の期限 特に定めない�
�
 報告の方法 文書、ＦＡＸ、インターネット�
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行されています（前記事参照）。残りの部分（第２条関

係）については、平成17年４月１日に施行されること

となっており、現在、第２条関係の施行に合わせて関係

省令等の改正作業を進めています。

　そこで、今回、その作業状況と原薬等登録原簿（Drug

Master File：ＤＭＦ）及び第三者認証についてご紹介

します。

2.　省令の改正等の進捗状況

薬事法の改正に伴い、主として動物用医薬品等取締規

則の改正作業が進められ、その他に製造販売業の許可

要件となる製造販売後安全管理基準（仮称、GVP）や

製造販売品質保証基準（仮称、GQP）などを新たに作

成する作業が並行して進められているところです。

　平成16年５月７日現在、省令等のたたき台がほぼ完

成し、今後、６～７月にはパブリックコメントを行い、

９～11月に公示する予定です。

3.　原薬等登録原簿（ＤＭＦ）

　原薬等登録とは、新医薬品等の申請時に必要な情報

のうち、原薬等の業者の機密情報を、新医薬品等の申請

業者に開示することなく規制当局に提供するため、原

薬等の情報を登録する制度です。

　医薬品等の申請者は、登録証の写し及びＤＭＦに登

録された原薬等を使用することを証明する書類を添付

することにより、申請書に原薬等に係る情報の一部に

代えることができます。

　ＤＭＦには、動物専用であって、

　　　① 製剤原料（原薬、中間体）となる医薬品

　　　　（公定書収載品目を除く。）

　　　② これまで使用されたことがない又はこれまで

　　　　と配合割合が異なる添加剤（アジュバントなど）

　　　③ 医療機器の製造のための原材料

　　　④ その他農林水産大臣が指定するもの

について、登録を受け付ける予定です。

　登録する主な内容は、登録を受けようとする者に係

る事項の他、当該品目に係る製造方法、製造管理の方

法、規格及び試験方法、安定性に関する事項、貯法及び

有効期間、安全性に関する情報とし、登録された内容に

ついては、申請時に省略できる情報の一部となる予定

です（登録された原薬等を用いて製造されたものに限

られます。）。

　登録は、登録申請書を農林水産大臣に提出すること

で行うことになります。申請書の書式等に問題がなけ

れば登録され、登録証が交付されるとともに、登録され

たことが公示されます。なお、提出資料に係る内容の審

査や信頼性基準適合性調査については、登録された原

薬に係る医薬品等の承認申請の審査と併せて実施され、

内容に問題があれば登録の抹消や登録内容の変更を行

うこととなります。登録事項の変更は、品質に影響を与

えない軽微なものについては届出書、それ以外のもの

については登録変更申請書を提出することによって行

うこととなります。

　ＤＭＦへの登録と承認の流れについては、図１を参

照してください。

4.　第三者認証

　第三者認証とは、農林水産大臣が基準を定めて指定

する体外診断用医薬品及び管理医療機器（以下「指定管

理医療機器等」という。）については、農林水産大臣の

認定する者（以下「認定認証機関」という。）の認証を

受けるものとし、製造販売承認を不要とする制度です。

　動物用の指定管理医療機器等については、現時点で

は、基準を定めて製造販売承認を不要とするものが想

定されていませんので、製造販売承認を不要とする指

定管理医療機器等を指定する告示及びその基準に係る

告示は作成せず、認定認証機関に係る動物用医薬品等

取締規則の改正は実施しない予定です。

厚生労働省において想定している第三者認証の流れを

図２に示しますので、参考としてください。

5．おわりに

　平成１７年４月１日に施行される薬事法改正では、



4

動薬検ニュース　№ 2 5 9

今回ご紹介したＤＭＦ及び第三者認証の他に、承認・許

可制度が抜本から改正されるため、多くの省令等の改

正・新設が行われますので、その内容を十分把握したう

えで対応していくようお願いいたします。

（企画連絡室技術指導課長　小池良治）

　－豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）ウイルス

（H14年度収穫株）－　

　平成７年７月から製造物責任（PL）法の施行に伴い、

当所において動物用医薬品事故防止・被害対応業務を

実施している。その内容は、①動物用医薬品の承認内容

及び承認時の試験成績情報、 承認後の副作用情報、苦

情、事故情報、野外流行株の抗原解析情報のテータベー

ス化、②有用な情報の提供、③動物用医薬品による事

故・被害、苦情等に関する相談、④事故・被害の発生し

た動物用医薬品の成分分析等の検査、⑤野外流行株の

抗原解析試験等の実施である。

　平成14年度は、野外で分離された豚繁殖・呼吸障害

症候群（PRRS）ウイルスを収集し、性状解析を行った

のでその概要を紹介する。

１．背景

　PRRSは、PRRSウイルスの感染により起こる豚の繁

殖障害及び子豚の呼吸障害を特徴とする疾病で、1987

年に米国で初めて報告された疾病である。我が国では

PRRSウイルスは、1993年にヘコヘコ病と呼ばれる激

しい腹式呼吸を呈する豚から初めて分離され、本病の

存在が確認された。本病に対するワクチンとして、米国

で分離された株に由来する生ワクチンが1997年に輸入

承認されている。

　一方、PRRS生ワクチン使用開始後、ワクチン株の病

原性復帰の可能性を示唆する論文が国内外で複数発表

されているため、情報を収集することとなった。

２．目的

　野外で分離されたPRRSウイルスの性状を解析し、ワ

クチン株との関連を調べる。

３．材料及び方法

　５県から送付された病性鑑定材料由来PRRSウイル

ス野外分離株17株及び生ワクチン株を用いた。

　Itouらの方法によりPRRSウイルスのオープンリー

ディングフレーム５をRT-PCR法で増幅後、５種類の

制限酵素（MluⅠ、HincⅡ、SacⅡ、HaeⅢ、MSPⅠ）

で切断し、切断パターン（RFLP）をワクチン株のそれ

と比較した。

４．結果及び考察

　収集された野外株17株中16株がRT-PCR法により増

幅された。その16株は、RFLPにより12のパターンに

分類され、野外ウイルスの遺伝子的多様性が示唆され

た。16株中１株が、ワクチン株と同様のRFLPを示し

た。しかしながら、その後の追跡調査から当該株が分離

されたのは病性鑑定由来材料ではなく、定期的に採材

された健康な豚の血清から分離されたものであること

が判明した。

　また、当該株が分離された農場は、繁殖候補豚に

PRRS生ワクチンを接種した履歴があることもわかっ

た。これらのことから、ワクチン株と同様のRFLPを示

した

株は、ワクチン株が分離された可能性が示唆された。

　本実験は西田岳史（現衛生管理課薬事・飼料安全室）

により行われた。最後に、貴重な材料を送付してくだ

さった新潟県、山口県、石川県、群馬県及び滋賀県の各

家畜保健衛生所及び関係者に深謝します。

（ウイルス製剤第２検査室長　中村成幸）

　－アクチノバチラス・プルロニューモニエ

（H13・14年度収集株）－　

　家畜・家きん及び伴侶動物の各種疾病の予防・治療等

のために、多くの動物用医薬品が用いられているが、

様々な環境下において、流行する病原体の変異や変遷

が生じることも知られており、こうした変化は直接的

及び間接的に医薬品の有効性に影響を及ぼすことから、

野外における病原体の状況を把握することは重要であ

る。こうした背景から、平成７年度より動物用医薬品の

事故防止・被害対策業務における野外流行株の収集が

実施され、①変異や変遷が生じやすい微生物（性状の把

握等）、②野外微生物環境変化の指標となる微生物（薬

剤感受性試験等）の２点を考慮して、関係機関から菌株

の収集を行い、当所において各検討課題の目的に沿っ

た解析が実施されてきた。

　当検査室では、ワクチンが使用されている疾病につ

いて菌株収集を行い、流行株の把握や疫学的検討をし

てきた。平成13年度及び14年度では、アクチノバチラ

ス・プルロニューモニエを対象とした。本菌は、従来か

ら報告されている１、２及び５型菌に加え、近年、11型

菌の分離成績が報告されている等、野外における本菌

の動向に注意が必要な現状にある。そこで、野外収集株

動物用医薬品事故防止・被害対
応業務における病性鑑定由来微
生物の性状調査結果概要
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の血清型別、病原性、市販ワクチンを用いた感染防御試

験及び遺伝学的手法を用いた性状解析を実施すること

により、野外収集株の詳細な情報、汚染実態の把握を

行った。

（１）野外分離株：平成13年度収集の23株、14年度

収集の29株を用いた。

（２）性状解析結果

　①ゲル内沈降反応による血清型別：平成13年度に収

集された23株は、血清型2型が17株（74%）、5型が

４株（17%）だった。平成14年度に収集された29株に

ついては、血清型2型が20株（69%）、5型が６株（21%）

だった。

　②APX遺伝子特異的PCR法による毒素遺伝子の検

出：各血清型に特有の毒素遺伝子を保有していること

が確認された。

　③収集株の病原性及び市販ワクチンによる感染防御

試験：５週齢のddyマウスの腹腔内に各株の培養菌液

0.5mLを接種し、１週間の臨床観察により病原性を評

価した。各株は、血清型2型及び5型はワクチンの力

価試験の攻撃株とそれぞれ同程度の病原性であること

が明らかとなった。また、動物用生物学的製剤基準等

の規定に基づき、既承認のAppワクチンによるddy系

マウスを用いた感染防御試験では、力価試験の攻撃株

と同様に野外分離株の感染を防御できることが確認さ

れた。

　④RAPD法（Random Amplified Polymorphic DNA

analysis）を用いたAP野外株の分類

　平成13年度に収集されたAP野外株のうち、

（ i ）血清型2型については、OPB7及びOPB11プライ

マーを用いた場合、それぞれ３つの泳動パターンが確

認された。

（ ii ）血清型5型については、すべてのプライマーで泳

動パターンに違いは確認されなかった。

　平成 14 年度に収集されたAP野外株については、

OPB11プライマーを用いた場合、血清型2型及び5型

について、幾つかの泳動パターンが確認された。

　以上の結果から、血清型が同一の株であっても、遺伝

的由来の違う株が存在することが示されたことから、

今後、今回作成した２種類のプライマーを用いて、同じ

血清型に分類されるAP野外株の株間における遺伝的多

様性を調べるとともに、RAPD法がAP野外株の疫学

マーカーとして有用であるかさらに検討する。また、野

外分離株の性状解析に用いられているPFGE法等につ

いて RAPD法と比較することにより、その有用性を検

討する予定である。

　なお、平成14年度収集株の成果については、第136

回日本獣医学会で、「全国で分離されたアクチノバチル

ス・プルロニューモニエ野外株の性状について」として

報告を行った。

（細菌製剤検査室長　高木昌美）

第6回対象動物安全性試験作業部会の概要

　2004年3月10～16日に米国ワシントンDCにあるAHI

会議室においてVICH第6回対象動物安全性試験作業部

会が開催された。３月10～12日の３日間でEMEAが

提示していた生物学的製剤対象動物安全性に関して合

意されるべき原則及び生物学的製剤関連ガイドライン

（GL）（動物用生ワクチン病原性復帰試験GL及び動物

用ワクチン対象動物安全性GL）、3月15～16日の２日

間で動物用一般医薬品対象動物安全性GLについての論

議が行われた。

1．動物用生ワクチン病原性復帰試験GL（ドラフト３）

  本GLについては、細部に関する修正はなされたが、以

下に示す試験設計においては大きな修正はなされな

かった。

　最大含有量／用量または最小用量の複数倍量を含む

master seed またはmaster seedから最も継代数が低

く対象動物種に対して理論的に最も弱毒化されていな

いworking seedを、最も感受性の高い状態（クラス、

年齢、性及び抗体保有状況）の対象動物２頭（羽）以上

へ、最も病原性が復帰しやすく、かつ動物体内で増殖後

にワクチン株が最も回収できる経路で接種し、５代継

代を実施する。継代材料は、他の材料を用いることに科

学的妥当性がある場合以外は、最も自然伝播しやすい

材料のものとし、継代間におけるin vitro継代は行わな

い。5代まで継代できない場合には、10頭（羽）を用い

て再接種試験を実施する。日本では動物種によっては

10頭の試験が困難であることから、日本国内承認製剤

については少ない頭数で可とした。初回接種材料と５

代継代に用いた材料とを再度動物に接種する比較試験

については、輸出製剤についてのみ全ての投与予定経

路で実施する。

2．動物用ワクチン対象動物安全性GL（ドラフト７）
　本GLについては各極で意見が大きく異なり、合意を

見ることは困難な状況であったことから、EMEAから

VICH　－動物用医薬品承認審査

資料の調和に関する国際協力－
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の提案に従い、一般的な生物学的製剤の対象動物安全

性における原則及び対象動物安全性を評価するために

必要な本質的なパラメータと試験に関しての論議が行

われ、これに基づいてドラフト７の論議がなされた。

特に、実験室内安全試験については大きく修正され、

以下のような試験設計となった。

①生ワクチンの高用量投与試験
　残存病原性があると知られている生ワクチンについ

ては高用量試験を実施し、その他のワクチンについて

は高用量試験は一般的に不要とする。投与量は、マキシ

マムリリースタイターの10倍用量（EUが該当）、ある

いはマキシマムリリースタイターが規定されていない

場合は最小用量の正当化された複数倍量（米国及び日

本が該当）とする。供試頭数は、少なくとも８頭／群を

用いるが、日本国内でのみ承認される製剤については、

飼育施設や動物の入手が困難であるため少ない頭数で

も可とした。製剤中に含まれるアジュバントあるいは

他の成分の分量は申請書記載の予定投与量とした。こ

の場合、添加成分は1用量で主成分は高用量とする。供

試動物は、ラベル表示で提案されている内で最も感受

性の高いクラス（これには妊娠等のステージも含まれ

る）、年齢、性のものを用いる。原則として抗体陰性動

物を用いるが、正当な理由で入手不可能な場合にはそ

の妥当性を示す。投与経路は推奨経路とする。

②常用量及び反復投与試験
　生涯１回投与の製剤は常用量を1回投与、毎年１回投

与の製剤は常用量を1～2ヶ月間隔で2回投与、複数回

投与の製剤は用法・用量に従って投与（例えば、用法・

用量で2回投与の製剤は、2回投与のみ）する。

更に追加投与の必要な製剤は、ケースバイケースで妥

当性を示す。試験にはマキシマムリリースタイターを

含有するパイロットバッチ（EUが該当）、あるいはマ

キシマムリリースタイターが規定されていない場合に

は最小用量の正当化された複数倍量（米国及び日本が

該当）を用いる。少なくとも８頭／群を用いるが、日本

国内でのみ承認される製剤については、少ない頭数で

も可とした。供試動物は、ラベル表示で提案されている

内で最も感受性の高いクラス、年齢、性のものを用い

る。原則として抗体陰性動物を用いるが、正当な理由で

入手不可能な場合にはその妥当性を示す。不活化ワク

チンでは、接種前の抗体保有状況を調べておく。投与経

路は推奨経路とする。

　繁殖安全試験については、繁殖に対して危険性のあ

る場合は、雄及び雌の両者について本試験を実施する。

観察期間は、通常14日間あるいは臨床症状が解消され

るまでとし、ワクチン株が繁殖能に影響を及ぼすこと

が知られている場合には少なくとも分娩までとする。

　野外安全試験については、試験実施場所は米国は３

カ所、日本とEUは２カ所で実施することが要求されて

おり、地理的に異なる2カ所以上の場所とした。供試

バッチ数は各極で必要とされる数が異なるが、グロー

バルな申請の場合は代表的な生産バッチを２バッチ以

上とする。米国のように供試頭数が多い場合は、適切

であれば試験群の中の部分集団について、十分な観察

を行う。

3．動物用一般医薬品対象動物安全性GL（ドラフト14）
　一般安全試験については、以下のように再整備され

た。IVPPの申請には安全域試験(margin　of　safety　

study)が必須であり、通常は対照群、常用量群及び高

用量群(1～ 2群)を設定する。対象動物種における毒性

徴候がこれまでのデータに基づいても特定されない場

合や、用法あるいは剤型によって高用量投与のリスク

がありそうな場合はより高用量レベル（例：10倍量）の

試験を実施することが望ましい。全身暴露が低く、薬

理学および毒性学的知見から安全性にほとんど問題が

ないような製剤については、安全域試験を省略できる

かもしれないが、その妥当性を説明するとともに、そ

の他の実験室内安全試験設計の項中で該当する試験成

績が必要である。幼弱、老齢、感受性の高い動物が明

らかな適用対象となっている場合には試験動物の中に

亜群として含め、疾病罹患動物を試験動物として用い

る必要はない。複数の投与経路を予定している場合は、

最も副作用を起こしやすい経路で実施する。基本的な

安全域試験は、対照群、常用量（1X）群及び常用量の複

数倍量（例：3X）群の３群を用い、投与予定の３倍期間

投与する。薬理学及び毒性学に基づいた別の試験設計

も受け入れられるようにし（実際には、上記試験にお

いて 3X を３倍期間投与することが困難と想定される

ものに対応させるための試験となる）、例として1Xと

高用量(通常3X)を投与予定期間、1Xを３倍期間投与し、

対照群を置く。投与期間は一般的には投与予定期間の

３倍であるが、最長90日とする。90日を越える長期間

投与製剤については、ICH及びVICHの関連GLを見直

して再度検討する。供試動物数は1群最低8頭とする。

データ収集における病理学者のマスキングについては、

"Best Practice Guideline : Toxicologic Histopathology"

（Toxicologic Pathology, 32（1）, 126-131, 2004）.に従

うこととしたが、論文の記載内容で対応が可能かどう

かについて、各極で次回会合までに再度検討する。
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　注射部位安全試験については、静脈内投与が唯一の

投与経路である場合の試験については、静脈内のみな

らず動脈内に投与する場合もあるため、血管内あるい

は血管外という表現に変更した。血管内投与を予定し

ておらず、かつ血管内投与によるリスクがある場合に

は血管内投与試験が必要となる。

　外用投与部位安全試験における経口投与試験は、主

に全身的に吸収される製剤の場合に必要とされる試験

であるため、薬理学及び毒性学上安全性に問題が無い

と判断されるものについては、経口投与試験は不要で

ある。

　繁殖安全試験については、１処置につき性別ごとに

最低８頭の動物を用いる。馬などのように出生から離

乳までが長期間に亘る場合には、出生から離乳までの

全期間投与する必要はなく、産子に影響を与えると考

えられる主な泌乳期間をカバーする適切な時期に投与

する。

　乳腺安全試験については、これまでの会合で議論さ

れてきたように、乾乳期用乳房注入剤は乳房内へ貯留

するように設計されているために、泌乳中の乳房内へ

注入しても急性の乳腺刺激に対する安全性を検査して

いるのみで、貯留による慢性的な刺激に対する安全性

を評価できないことから、乳腺安全試験は対象動物で

ある乾乳牛を用いるべきであり、泌乳牛で安全性を評

価するべきではないと反対したが、欧米は乳腺刺激に

対して感受性の高い泌乳牛で評価する方が妥当だとの

意見であった。しかしながら、具体的な試験内容が各

極で異なることが判明したことから、再度内容を検討

しなおすこととした。供試動物は亜臨床型及び臨床型

乳房炎陰性牛を８頭／群とする。パラメーターである

体細胞数は、基準が各極で異なるため基準値は設定せ

ず、体細胞数の上昇の有無を見る。

　試験評価のための変数において、剖検及び組織病理

学的検査は、臨床徴候の有無に係わらず最高用量投与

群と対照群の全頭については最低限実施する。但し、

IVPPの毒性が比較的高い場合には、副作用が認められ

ないレベルを決定することが出来ない場合もあるので、

他の方法が必要となるとした。また、漢方薬のように薬

の毒性が低いと想定されるような製剤については、全

頭の剖検をしなくても良いとする地域もあるため、各

規制当局の規制に従えるような記載を追加した。

　次回の会合は、平成16年8月23日からの週又は9月

20日の週で開催地は日本とされた。

（魚類製剤検査室長　鈴木　子）

　メキシコにおける家畜衛生事情調査の報告

　平成16年４月10日から４月18日まで、メキシコ合

衆国（以下メキシコという。）における家畜衛生事情調

査のうち、メキシコにおける鳥インフルエンザの状況

と対策についての調査担当として派遣されたので、そ

の概要を報告する。

1．調査の目的

　メキシコの家きんについては、現在高病原性鳥イン

フルエンザ（以下HPAIという。）の発生はないものの、

低病原性鳥インフルエンザ（以下LPAIという。）が発

生しており、トリインフルエンザワクチンの接種が講

じられていることから、その発生状況、ワクチンの接種

状況および防疫対策について調査した。またメキシコ

における養鶏・採卵等関連産業の現状および鳥インフ

ルエンザワクチン製造の現状について調査した。

2．調査内容

（1）Servico Nacional de Sanidad, Inocuidady Calidad

Agroalimentaria（国立衛生安全品質農業畜産部局、

SENASICA）

　SENASICAおよび関係機関の各担当者から、メキシ

コにおけるトリインフルエンザ（AI）の現況と防疫対

策について、およびメキシコの養鶏業についての説明

を受け、また意見交換を行った。

　メキシコの農務関係機関は、S e c r e t a r i a  d e

Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentation（農業畜産農村開発水産食品省、SAGARPA）

の下に局がいくつか集まったまとまりとして

SENASICAが存在しており、そのうちのひとつとして

Direccion General de Salud Animal（家畜衛生局、

DGSA）がある。

　メキシコでは1994年から1995年にかけてHPAIが発

生した。1995年６月のHPAI発生収束以来、年間数件

発生しているAIは全てH5N2のLPAIである。

　現在の防疫対策として、LPAIの発生状況によって国

内33州を撲滅キャンペーン地域18州（ワクチン使用許

可依頼があれば許可する対象地域。当該地域には養鶏

農場が2000ほど存在する）と清浄地域15州（清浄地域

でのワクチネーションは認めていない。AIが発生した

場合は淘汰する）に分け、継続したモニタリングとバイ

海外出張報告
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オセキュリティの強化を実施している。

　メキシコで使用されているワクチンはH5N2の不活

化ワクチンで、マザーシードは現在、国立動物用生物学

的製剤製造所（PRONABIVE）が管理し、国内の認定

製造所に販売している。

（2） 国立動物用生物学的製剤製造所（PRONABIVE）

　PRONABIVE の概要、AIワクチンの開発の経緯とワ

クチンの詳細について説明を受け、PRONABIVE内の

製造部門、品質管理部門等を視察した。

国立動物用生物学的製剤製造所（PRONABIVE）

（3） AVIMEX社

　メキシコ国内におけるワクチン製造メーカーである

AVIMEX社を訪問し、AVIMEX社の製造部門、およ

び診断部門であるDCV社を視察した。

（4）INTERVET MEXICO社

　INTERVET　INTERNATIONALのメキシコの製造

サイトでもあるINTERVET MEXICO社を訪問し、製

造部門、流通部門、品質保証部門等を視察した。

（5）プエブラ州訪問

　プエブラ州は首都に近く流通の主要経路であり、養

鶏業の盛んな州でもある。プエブラ州周辺では4200万

羽の産卵鶏、肉用鶏が飼育されている。

　①AVITEC社

　現在14鶏舎200万羽を飼養する大規模養鶏企業である。

産卵鶏鶏舎と肉用鶏鶏舎を見学し、関係者から管理や

流通等について話を伺った。

AVITEC社　産卵鶏舎

　②ALPES社

メキシコのSPF卵製造企業であり、アメリカのSPAFA

S社と提携してSPF卵の製造・輸出を行っている。SPF

卵の販売実績や品質保証等について話を伺った。

　③プエブラの州政府の検疫所

　家畜の移動制限に関与する国内の検疫所は連邦政府

レベルのもの、州政府レベルのものがあり、プエブラ

州では州政府の検疫所に立ち寄り業務概要等について

説明を受けた。

（6）ケレタロ州訪問

　ケレタロ州は北部から中央への物流の大事なポイン

トであり、農業が盛んな州で、養鶏業は全国第２位の生

産高であり、現在2500万羽が飼養されている。

　①ケレタロ州家畜病理検査所（LPA）

　家畜病理検査所（LPA）は州の農牧振興委員会(DINE

SA)に所属しており、生産者の利益保護を目的としてい

る。運営資金は生産者、州政府、連邦政府から1/3ずつ

出資される。動植物に対するキャンペーン事業（ワクチ

ネーション、AI感染状況の確認等）、州内外への家畜移

動の確認、生産者の家畜の診断を主たる業務としてお

り、業務および施設の説明を受けた。

ケレタロ州家畜病理検査所（LPA）の試験風景

　②ケレタロの連邦政府の検疫所

　ケレタロ州では幹線道路の要所に設置された連邦政

府の検疫所を訪問し、検疫手続き等の業務概要につい

て説明を受けた。

3．関係者の説明・意見の内容

　今回の訪問で印象に残った関係者の様々な説明や意

見の覚え書きを紹介する。

＊　　＊　　＊

　国策としてワクチンを接種することとなった経緯

（SENASICAにて）についての説明：HPAIが発生した

地域は、農家が集中している地域であった。当時プエプ

ラの２つの発生農場には1800 万羽が飼養されていた。
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２つの農家の距離は５ -10kmで、鶏を殺して検疫期間

をおく時間がなかったので、ワクチン接種によって少

し時間を稼いだ。このような対策を講じた結果として、

波及する被害は少なかったと考えている。農場間の距

離が離れているならば、と殺による清浄化を徹底する

のがよかっただろう。しかしプエブラの場合は当時

2000万羽の肥育鶏が30km範囲内に飼養されていた。ワ

クチンを接種している間にも接種が間に合わずに死ん

だ鶏が出た。また、密集に加えて、発生当時はメキシコ

では強風が吹く時期で、寒いので寒冷ストレスも高い

時期であった。

　Comision Mexico-Estados para la Prevencion de la

Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exoticas de los

Animales（口蹄疫およびその他の外来性家畜疾病予防

のための米墨委員会、CPA）の関係者より：

　現在メキシコは国の中央地域で集中したAIワクチン

接種キャンペーンを実施し、それでAIの撲滅をはかろ

うと考えている。FAOでも言っているがワクチンは有

効な手段である。しかし手段であるから、一生使ってい

てはいけない。

　ケレタロ州のSAGARPA農政局関係者より：

　ワクチン接種によって接種鶏は撲滅地域から清浄地

域への移動制限が生じるが、現状では同じ撲滅地域内

に鶏肉・鶏卵の生産地と首都の消費地があるため、清浄

地域への移動制限についてはあまり問題とならない。

　鳥インフルエンザ緊急対策事業の責任者より：

メキシコは伝統的に分権化しているので、１国全体と

して清浄とするのは難しく、地域化（regionalization）

して対策を取っている。移動の検疫などの州ごとの対

策を厳しく理解（評価）していただければ幸いである。

　SENASICAの輸出入関係部局の課長より：

　メキシコは鶏に関して優秀な輸出国である。防疫体

制についてよく理解をして欲しい。メキシコにおける

防疫対策、検疫体制がよいものであるとの理解を強く

希望する。

4．所感

　１週間の滞在期間中、訪問可能な機関を最大限訪問

させていただくことができた。また関係者の皆さんが

自分たちの業務に対してできる限りの努力を払われて

いる様子を知ることができたのは幸甚であった。メキ

シコ政府関係者および各機関の関係者の多大なご協力

に心から感謝したい。

国立動物用生物学的製剤製造所（PRONABIVE）

関係者らと（右端筆者）

（鶏病製剤第１検査室　岩本聖子）

＜プロジェクト研究＞

　動物用医薬品の環境影響評価法の確立（途中経過）

　現在では生態系に有害な化学物質の存在が注目され

てきているが、動物用医薬品（VMP）にも有効成分又

は賦形剤等として様々な化学物質が含まれている。こ

れらの化学物質は、VMPを投与された動物の糞尿中に

排泄され、糞尿と共に堆肥化等の過程を経て耕地に放

出される可能性がある。また、畜舎に使用する消毒剤に

含まれる化学物質は廃水処理等の過程を経てその一部

が水系に放出される。これらの化学物質はVMPを投与

された動物の体内での代謝や糞尿の堆肥化・畜舎の廃

水処理等の過程を経ていくつかの代謝物・分解物を含

む形で環境中に放出される。本研究はVMPの環境（生

態系）への影響についての評価法を確立するという大

きなテーマを掲げた現在進行中の研究であり、我々は

経済協力開発機構（OECD）による化学物質の有害性分

類システム、有害性スクリーニング評価、試験法ガイド

ラインなどのプログラム及びVICH（VMPの承認審査

資料の調和に関する国際協力）の環境毒性／環境影響

評価ガイドライン案を主に参考としながらこの研究を

進めている。

1.　研究対象の範囲

（1）対象とするVMP

　 化学物質を含有する全てのVMP

（2）対象とする化学物質

　 VMPの主成分(有効成分)、代謝物及び分解物

調査研究の紹介
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（3）対象とする環境

　   畜舎以外の全ての場所(牧場・農耕地を含む)

2.　環境導入量

　発癌性など特殊な毒性を除けば化学物質の生物に対

する毒性は用量依存性であるため、同じ物質であれば

環境中に入る量が少ないほど生態系に影響を与える可

能性も少ないと考えられる。

3.　環境（生態系）に対して有害な物質の持つ性質

　環境に対して有害性を示すのは次の3つの性質を有す

る化学物質であると考えられる。

　A.環境中に存在する濃度で環境中生物に対して

　A.影響を及ぼす（毒性がある）。

　B.環境中で長期にわたり分解しない。

　C.環境中の生物に蓄積する。

4.　VMPの環境影響評価方法の検討

　OECDのプログラム及びVICHガイドライン案を参考

にして検討した結果、まず2の環境導入量に基づくスク

リーニング評価を行い、環境導入量が少ないために環

境に重大な影響を及ぼす可能性が低いと評価された物

質についてはそれ以上の評価を行わず、それ以外の物

質はさらに3のA～Cの性質について評価することと

した。

（1）スクリーニング評価

　環境導入量が少ないVMPは、1回の使用量が少ない

もの、連続的な投与をしないもの、同時に多くの動物に

投与しないものであると考えられるので、これらにつ

いては環境に重大な影響を及ぼす可能性が低いと評価

することとした。ただし、駆虫剤を牧場で使用する場合

には糞中で高濃度となり、糞中生物相に影響する可能

性があるため例外とし、スクリーニング評価を行わず

次の評価に進めることとした。

（2）環境中の生物に対する影響の評価

　VMPの対象動物、使用方法及び使用量に基づいて環

境導入経路を推定し、到達する可能性のある畑・河川な

どの環境コンパートメントごとに環境中予測濃度

（PEC）を算出する。同時に、環境中の生物を代表する

数種の生物を用いた毒性試験から得られた半数致死濃

度（LC50）等の毒性値を評価係数(AF)で除すことによ

り予測無影響濃度（PNEC）を算出する。AFは得られ

た毒性値の種類及び数によって決定される一定の値を

用いる。さらに環境コンパートメントごとに PEC/

PNECの値を算出し、その値が1以上であればその環境

コンパートメントに対して有害な影響を及ぼす可能性

があると評価することとした。

（3）環境中の分解性の評価

　微生物による分解、微生物の関与しない分解につい

て調べ、環境中で容易に分解される可能性があるかど

うかを評価することとした。

（4）環境中生物に対する蓄積性の評価

　n-オクタノール／水分配係数（logKow）を調べ、そ

の値が4以上の場合には、環境中生物に対して蓄積する

可能性があると評価することとした。

5.　VMPの評価の事例

　4の評価の方針に基づいてVMPの評価を行った。

（1）スクリーニング評価

　環境中導入量が多いため環境に重大な影響を及ぼす

可能性が否定できないと考えられたのは、産業動物に

一斉に投与するような使用法がある抗菌剤、駆虫剤、殺

虫剤、抗原虫剤、消毒剤、ビタミン剤及び無機質製剤で

あった。このうちビタミン剤及び無機質製剤はもとも

と天然に存在する物質であるので、それ以外の物質よ

り環境に影響を及ぼす可能性が低いと考えられたため、

抗菌剤、駆虫剤、殺虫剤、抗原虫剤及び消毒剤の有効成

分について(2)～(4)の評価を目的として試験及び文献・

データベースによる調査を実施することとした。現時

点で多くの試験・調査はまだ実施中であるが、これまで

に次のような成績が得られた。

（2）環境中の生物に対する毒性の評価

　①物理化学的性質

　　　化学物質の環境中における移動や分布を予測す

　　るために水溶解度、蒸気圧、土壌吸着係数などの物

　　理化学的性質を文献及びデータベースにより調べた。

　②PEC

　　　日本の畜産における糞尿処理法を調査した結果、

　　可能性のあるいくつかの動物用医薬品の環境導入

　　経路のうち、経路A（対象動物→糞尿→堆肥→耕地

　　→水系）、経路B（対象動物→尿→浄化槽→水系）及

　　び経路C（畜舎→汚水→浄化槽→水系）が主と考え

　　られた。該当するVMPが最も多いと考えられた経

　　路Aの耕地についての簡単なPECの計算法を作成

　　した。この計算法によれば、VMPの有効成分を　

　　1mg/kgの用　量で牛、豚又は鶏の全群に投与し、

　　その糞尿を用いて作成した堆肥等の肥料を施用し

　　た耕地の土壌中のPECは0.01mg/kg以下であった。

　③PNEC

　　　水生生物に対する毒性評価のために、藻類の生
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　　長阻害試験、ミジンコの急性遊泳阻害試験、メダカ

　　の急性毒性試験及びワムシの急性毒性試験を実施

　　し、いくつかの物質についてはこれらの試験成績

　　から淡水生物のPNECを算出した。試験したほと

　　んどの抗菌剤の有効成分では藻類に対する影響

　　（生長阻害）が他の試験種に対する影響（遊泳阻害

　　又は致死）より遙かに低い濃度で認められた。陸生

　　生物に対する毒性評価のために、ミミズの急性毒

　　性試験及びコオロギの卵孵化阻害試験を実施し、　

　　いくつかの物質について成績を得た。駆虫剤及び

　　殺虫剤の多くの成分ではコオロギ卵に対する影響

　　（孵化阻害）がミミズに対する影響（致死）より遙

　　かに低い濃度で認められた。同時に文献及びデー

　　タベースによる毒性値の調査も実施した。

（3）環境中の分解性による評価

　　いくつかの物質について微生物を含まない水溶液

　中の分解性について予備的な検討を実施した。

　直射日光下の条件で容易に分解した物質はあったが

　室温又は50℃の条件で容易に分解した物質はなかった。

（4）環境中生物に対する蓄積性による評価

　　文献及びデータベースよりlogKow値を調査した。

　logKowが4以上であるため生物蓄積性の可能性があ

　ると評価された物質はいくつかあった。

6.　今後の課題

　本研究は、VMPの環境影響評価法の確立を目的とし

ているが、現時点ではまだ評価法の骨格ができたにす

ぎず、いろいろな投与経路によるPEC計算法、陸環境

の影響試験法、微生物による分解試験法など多くの課

題が残されている。同時にこの評価法によりVMPの評

価のための試験・調査を行っているが、これらの実施に

ついても多くの課題が残されている。

（プロジェクト研究責任者　　遠藤　裕子）

豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ（１・２・５型、

組換え型毒素）感染症・マイコプラズマ・ハイオニューモ

ニエ感染症混合（アジュバント加）不活化ワクチン

（平成１５年６月２７日承認）

　本製剤は、養豚業界に甚大な経済的被害を及ぼす豚

の２大呼吸器疾患である豚アクチノバシラス・プルロ

ニューモニエ(App)感染症と豚マイコプラズマ肺炎に対

する混合不活化製剤である。各疾病に対する単味製剤

が既に承認されているが、接種に対する省力化や豚の

ストレスを軽減するため、混合不活化製剤が開発された。

１．成分

　ワクチン１バイアル（100mL）中に、App１型、２

型及び５型菌の不活化菌体（各々5×1010～2.5×1011

個）、及び組換え大腸菌で産生される無毒変異型App毒

素（rApxⅠ、rApxⅡ及びrApxⅢ）タンパク（各々４

～6mg）、及びマイコプラズマ・ハイオニューモニエ不

活化菌（5×109個以上）を主成分とし、アルミニウム

アジュバントゲルを含む。

２．用法・用量

　３週齢以上の豚に１回２mLずつを３～５週間隔で

２回、筋肉内に注射する。

３．効能・効果

　豚のApp血清型１、２及び５型感染症の予防並びに

豚のマイコプラズマ肺炎による肺病変形成の抑制並び

に増体重抑制及び飼料効率低下の軽減。

４．検定の概要

　（1）無菌試験

　（2）毒性限度確認試験

　（3）力価試験

　（3－1）豚App感染症力価試験

　試験品を20倍に希釈したものを注射材料とし、３週

齢マウス90匹以上の腹腔内に0.5mLずつ注射する。注

射後２週間目に、同数の無接種対照群とともに各血清

型株での攻撃試験を行う。各攻撃菌株における対照群

の80％以上が死亡した最少の攻撃菌量において、試験

群では80％以上が耐過生存しなければならない。

（３－２）マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症

力価試験

　試験品を６～７週齢マウス 30 匹の腹腔内に１mL

ずつ注射し、注射後４週目に試験群及び対照群から得

られた各個体の血清について、ポリソルベート20抽出

抗原を用いた二抗体サンドイッチELISAにより抗体価

を測定する。

　対照の各穴の吸光度値の平均値＋ 0.5 以上の吸光度

値を示した血清の最高希釈倍数を抗体価とする。試験

群では、70％以上が抗体価2,560倍以上でなければなら

ない。この場合、対照群ではすべ320倍以下でなけれ

ばならない。

（細菌製剤検査室長　高木昌美）

新薬紹介
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　　月　日 行　　　　　　事 場　　所

16. 4. 2 第 137回日本獣医学会出席 日 本 大 学

7 職員永年勤続者表彰 当      所

　 〃 検査用稚魚の安定的確保に関する検討会出席 （社）日本動物用医薬品協会

13 動物用医薬品再評価調査会出席 本      省

　 〃 農薬・動物用医薬品部会出席 厚生労働省

15 動物用医薬品一般薬調査会出席 本      省

16 平成16年度開発・改良推進委員会出席 東京薬業厚生年金基金

19 口蹄疫予防液備蓄検討会出席 本      省

20 全国家畜衛生主任者会議出席 本      省

21 鶏病研究会総会・鶏病技術検討会出席 本      省

22 全国家畜保健衛生業績発表会出席 千代田区公会堂

27 GLP６省庁連絡会議出席 厚生労働省

28 第２回生物学的製剤委員会出席 東京薬業健保会館

〃 動物用抗菌性物質製剤調査会出席 本      省

30 VICH企画調整委員会出席 本      省

5. 12 VICH第 14回運営委員会出席 三番町共用会議所

5. 12 第 87回日本食品衛生学会参加 中央区立中央会館

13 日本獣医学会シンポジウム委員会出席 東京大学

フィプロニル及び（S）-メトプレンを含有する犬及び

猫用の外用剤

（平成１５年９月１９日承認）

　フィプロニル及び（S）-メトプレンを有効成分とし

て含有する犬及び猫の滴下剤が承認されたので、その

概要を紹介する。

　フィプロニルは、フェニルピラゾール系に属する殺

虫・殺ダニ作用の強い化合物で、犬猫用のノミ・マダ

ニ駆虫剤として1994年から使用されている。また、（S）

-メトプレンは、昆虫発育阻害剤（IGR）で、衛生害虫

駆除を目的として使用されている。本製剤は、既に市

販されているフィプロニルを有効成分とした製品に、

卵孵化から幼虫、蛹、成虫への成長ステージを断ち切

る作用を持つ（S）-メトプレンの配合により、駆除と

寄生予防効果を併せ持った滴下剤である。

１．成分及び分量

　犬用 1mL中 フィプロニル 100.0mg

（S）-メトプレン 90.0mg

　猫用 1mL中 フィプロニル 100.0mg

（S）-メトプレン 120.0mg

２．用法及び用量

　犬：８週齢以上の犬の肩甲骨間背部の被毛を分け、

　　　皮膚上の１部位にピペット全量を滴下する。

体重 用量

10kg未満 0.67mL入りピペット全量

10～ 20kg未満 1.34mL入りピペット全量

20～ 40kg未満 2.68mL入りピペット全量

40～ 60kg未満 4.02mL入りピペット全量

　猫：８週齢以上の猫の肩甲骨間背部の被毛を分け、

　　　皮膚上の１部位にピペット全量を滴下する。

　　　（ピペット全量は、0.5mL）

３．効能又は効果

　犬：ノミ及びマダニの駆除、ノミ卵の孵化阻害及び

　　　ノミ幼虫の変態阻害によるノミ寄生予防

　猫：ノミの駆除、ノミ卵の孵化阻害及びノミ幼虫の

　　　変態阻害によるノミ寄生予防

４．特筆すべき使用上の注意

　フィプロニル製剤の使用上の注意が適用されている。

そのうち、使用者、投与に際して特筆すべき使用上の注

意は、以下のとおりである。

・本剤投与後、完全に乾くまでは投与部位に直接触れ

ないこと。また、投与したことを知らない人も触れな

いように注意すること。特に小児が、投与した犬（猫）

に触れないように注意すること。

・衰弱、高齢、妊娠中あるいは授乳中の犬（猫）には、

慎重に投与すること。　 （一般薬検査室長　石丸雅敏）

主 な 行 事
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人 の 動 き

海外出張
　期　　間 官職 氏　名 所　属 摘　　　　　　要

16. 4.10～ 5.18 技 岩本　聖子 検査第一部 メキシコにおける家畜衛生事情調査（メキシコ国）

4.24～ 5.02 技 関谷　辰朗 検査第二部 OECD・GLP調査官訓練課程への参加(ベルギー国)

人事異動
   月日 異動内容 官職 氏　　名 摘　　　　　　　要

16. 4.22 臨時的任用 技 井上　大輔 検査第一部

　　 〃 育児休業 技 守岡　綾子 （検査第一部）

5.01 職務復帰 技 平澤　　緑 企画連絡室技術指導課技術審査係長

14 平成16年度研究業績審査会開催 本      省

〃 第1回犬等の検疫制度検討会出席 三田共用会議所

〃 小動物臨床評価検討委員会出席 日本獣医畜産大学

18 日本抗生物質協議会評議委員会出席 弘済会館

19 プロジェクト研究等評価委員会開催 当      所

〃 動物用医薬品残留問題調査会出席 本      省

21 第 65回豚病研究会出席 筑波農林ホール

26 農薬・動物用医薬品部会出席 ホテルフロラシオン青山

27 （社）日本動物用医薬品協会第37回通常総会出席 浅草ビューホテル

28 第495回技談会開催（演題：発表者） 当　　所

〃 ○厚生労働科学研究費補助金（食品安全確保研究事業）に基づく「食中毒菌の

　薬剤耐性に関する疫学的・遺伝学的研究班」の概要について：高橋敏雄

〃 ○健康家畜由来カンピロバクターの薬剤感受性調査：石原加奈子

〃 ○鶏ウレアプラズマ、Ureaplasma galloraleの孵化鶏卵に対する影響：井上大輔

〃 ○平成15年に購入した口蹄疫不活化濃縮抗原の立会検査について：関口秀人

〃 ○牛ウイルス性下痢ウイルスの細胞病原性に関する研究：川波万利子

〃 ○細胞内アクチンの重合・脱重合が及ぼすアポトーシスへの影響について：小川　孝

31 動物用医薬品承認基準国際化対応研究委員会第13回企画調整委員会出席 本      省

　　月　日 行　　　　　　事 場　　所

所員研修

期　間 官職 氏      名 研　　修　　内　　容 研　修　場　所

16.04.05～ 8 技 堀内  隆史 平成16年度Ⅱ種試験採用者研修 農林水産研修所

4.06～ 8 技 小川 孝、小佐々 隆志、永田 知史、 第 38回国家公務員合同初任研修 国立オリンピック記念青少年総合センター
村田 奈々恵、峯戸松 勝秀

4.09 技、事 小川 孝、小佐々 隆志、永田 知史、 平成16年度新規採用者所内研修 当所
村田 奈々恵、峯戸松 勝秀、
堀内  隆史、羽賀  雄太

4.12～ 16 技 小川 孝、小佐々 隆志、永田 知史、 平成16年度Ⅰ種試験採用者研修 農林水産技術会議筑波事務所
村田 奈々恵、峯戸松 勝秀
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　－薬剤耐性菌関係の用語解説（その１）－
１．なぜ薬剤耐性菌問題が議論されているのか

　抗菌性物質が畜産分野で利用されるようになって約

半世紀が過ぎようとしている。この間、抗菌性物質は、

主として細菌感染症の治療や成長促進を目的として広

く畜産で利用され、畜産の安定経営や畜産物の安定供

給に多大な貢献をしてきた。その反面、食用動物におけ

る薬剤耐性菌の出現と言う問題を引き起こした。さら

に、選択された薬剤耐性菌もしくは耐性遺伝子が食物

連鎖等を介して人へ伝播し、人の細菌感染症の治療を

困難にするという危険性について指摘され、1997年以

降、WHOやOIEなどの国際機関で、薬剤耐性菌の問題

がリスク評価の視点から議論されている。2003年12月

及び2004年３月に開催されたWHO/FAO/OIE合同専

門家会議においては、動物由来の耐性菌が人の医療に

影響を与える明らかな証拠があるとされ、世界的な

サーベランスの強化、耐性閾値の設定及び食品生産シ

ステム全般に及ぶリスク管理の実施等についての新た

な方針が示された。

　これら一連の国際会議で共通して指摘されたことは、

期　間 官職 氏      名 研　　修　　内　　容 研　修　場　所

見 学 者
月　　日 氏　　　　　　 名 所　　　　　　　　属

16. 4.26 Mr.Pingpun CHAROENSURASATHOL タイ国獣医生物局

5.18・21 獣医学科１年次生９６名 日本獣医畜産大学

研修者
期　　間 氏　　名 所　　　属 研　修　内　容

16. 4. 1 峯　　　寛　子 東京農工大学 家畜由来サルモネラの疫学解析法の習得
　　 ～ 9.30

4. 5～ 9 酒　井　ゆ　り 京都府立大学 未同定腸球菌の各種性状検査手法の習得

科学的に信頼性が高く、国際的な比較が可能な薬剤耐

性菌に対するモニタリング調査の重要性であった。近

年、EUやアメリカなど先進国では薬剤耐性菌のモニタ

リングシステム（DANMAP（デンマーク）、NARMS

（米国）及びSVARM（スウェーデン）等）が充実し、モ

ニタリング成績等の情報が提供され、社会に対する数

多くの言がなされるようになってきている。日本にお

いても家畜衛生分野での薬剤耐性モニタリングシステ

ム（JVARM）が構築された。また厚生労働科学研究費

補助金による食品安全確保研究事業「食中毒菌の薬剤

耐性に関する疫学的・遺伝学的研究班」が立ち上げら

れ、当所も分担研究機関となっている。

２．薬剤感受性試験

（１）試験法の種類

　薬剤感受性試験は、抗菌性物質に対する細菌の感受

性の程度を調べ、耐性菌を検出するための最も基本的

な方法である。現行の薬剤感受性試験法は、大きく拡散

法と希釈法とに分けられる。

　ア．ディスク拡散法

　ディスク拡散法は、わが国において臨床検査室にお

けるルーチンの薬剤感受性試験法としては最も普及し

た方法であり、一濃度拡散法及び濃度勾配ディスク法

などがある。一定量の薬剤を含んだディスクを予め被

業務紹介（用語解説）

4.19～ 23 技 小川 孝、小佐々 隆志、永田 知史、 平成16年度Ⅰ種試験採用者専門研修 農林水産研修所農業技術研修館
村田 奈々恵、峯戸松 勝秀 （農業コース）

4.20～ 23 事 羽賀  雄太 平成16年度Ⅲ種試験採用者研修 農林水産研修所

5.24～ 28 技 小池  良治 平成16年度管理監督者研修（第1班） 農林水産研修所

5.25～ 28 技 高橋  美幸 平成16年度第1回幹部研修 本省
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検菌を接種した寒天培地の上に置いて培養すると、薬

剤は次第に寒天培地中に拡散し、ディスクを中心に一

定の濃度勾配をつくる。その結果、被検菌の感受性の度

合いに応じてディスク周囲に発育阻止帯が形成され、

その阻止円の大きさで被検菌の感受性を判定するもの

である。一濃度拡散法は阻止円直径から、感受性か耐性

かを定性的に判定するものであるが、濃度勾配ディス

ク法では最小発育阻止濃度（Minimum Inhibitory

Concentration:　MIC）が測定できる。

　イ．希釈法

　希釈法は、希釈した薬剤を寒天培地に含有させる寒

天平板希釈法と液体培地に含有させる液体培地希釈法

に大別される。希釈法は拡散法に比べるとコストの面

でやや高いが、正確なMICを知ることができるため、

病原微生物に対する抗菌力の比較をする際に有用性が

高い。また、液体培地希釈法では、半自動化された微量

液体希釈法が主流となっており、必要に応じて最小殺

菌濃度（Minimum Bactericidal Concentration:　MBC）

も測定することが可能である。希釈法については、日本

化学療法学会やNCCLS（National Committee for Clini-

cal Laboratory Standards, 米国臨床検査標準委員会）な

どが標準法を提唱しているが、現在ではNCCLS法が国

内外ともに広く普及しつつある。

（２）NCCLS法の精度管理

　精度管理の徹底は、NCCLSの提唱する標準法のもつ

大きな特徴である。薬剤感受性試験法の精密性と正確

性等を確保する目的で、Staphylococcus aureus ATCC

29213、Enterococcus faecalis ATCC 29212、Escheri-

chia coli ATCC 25922及びPseudomonas aeruginosa

ATCC 27853等を精度管理用菌株に定め、これら菌株

に対する精度管理限界値（MIC値の範囲）を試験成立

要件として規定している。

３．NCCLS

　NCCLSの抗菌薬感受性試験法小委員会では各種抗菌

薬について希釈法と拡散法の標準法等を制定しており、

現在ではNCCLS法の示した薬剤感受性試験法が最も国

際的に認知されている。NCCLSは規制力をもたない任

意団体であるが、その標準法が広範に受容されてきた

背景には、広く意見を求めコンセンサスを得るための

組織活動がある。1968年に設立されて以来、全米を中

心に臨床検査室、臨床検査業者、医薬品製造メーカー、

政府機関関係者、微生物学者及び医師等の参加を得て、

独特の意見合意のプロセスを経て最終的な標準法また

は指針を提起している。

　NCCLSにおける意見合意のプロセスは、標準化すべ

きプロジェクトの決定に始まり、意見合意の各段階に

おける文書の刊行、臨床検査の現場からのコメントへ

の対応、文書の改訂、最終合意の得られた段階での文書

の刊行及び施行後の見直しまで、ひとつの標準法の提

起までに５～６年の検討期間を費やしている。NCCLS

文書には、意見合意の段階に応じて、proposed（提案）、

tentative（暫定案）及びapproved（承認条項）の三段

階が設定されている。

（抗生物質製剤検査室長　高橋敏雄）

４．MICとMBC －MIC50及びMIC90－

　MICは、対象の細菌と抗菌薬の希釈液との組み合わ

せで薬剤感受性試験を行うことによって決めることが

できる。つまり、各希釈濃度において、細菌の発育が認

められなかった濃度の最小値がMIC値となる。この場

合、抗生物質によって細菌が死滅しているとは限らな

い。細菌の死滅を指標に決定した濃度が、MBCである。

MIC値は、個々の細菌で値が異なるため、治療薬を選

択する場合、原因細菌を分離し薬剤感受性試験を行う

必要がある。そのため、薬剤耐性菌の調査では、成績を

大まかに把握したり、臨床現場等で応用したりするた

め、MIC50（50%の菌株の発育を阻止したMIC）とMIC90

（90%の菌株の発育を阻止したMIC）が示されている。

このため、MIC90が低い場合には、大部分の株が感受

性（一部耐性菌が出現している場合もある）と、MIC50

が高い場合には、大部分が耐性化していると判断でき

る。また、MIC90とMIC50の幅が広い場合には、耐性

株が増加し、耐性化傾向にあると考えられる。したがっ

て、MIC50が高い薬剤は、治療薬として選択するべき

ではない。また、MIC90とMIC50の幅が広い薬剤を使

用する場合は、治療効果を十分に観察する必要がある。

（抗生物質製剤検査室　浅井鉄夫）

５．ブレークポイント

　ブレークポイントとは、対象の菌が抗菌薬に対して

耐性か感受性かを判断するためのMICであり、その値

以上のMICを示した株を耐性と判定する。

　設定根拠もしくは意味から同一薬剤に対して異なる

以下の２種類のブレークポイントが設定される場合が

ある。

（１）臨床的ブレークポイント

　感染症の患者・患畜に抗菌薬を投与して臨床的に有

効かどうかを判定するための値で、抗菌薬の組織移行

性は、臓器によって異なるため、本来は感染部位ごとに
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られるよう努力しているところである。前号でも触れ

たが、動物薬事を取り巻く状況は大きく動いている。

　例えば、薬剤耐性菌問題については、本年３月のJoint

WHO/FAO/OIE専門家会議において、リスク管理のた

めの方針が提言され、各国はその対応を強化する必要

がある。また、我が国で発生した高病原性鳥インフルエ

ンザは、関係者の大変なご努力により終息し、家畜伝染

病予防法も改正されたが、当所では、引き続き、鳥イン

フルエンザワクチンの開発支援や我が国への侵入に予

断を許さないウエストナイルウイルス感染症などの海

外悪性伝染病ワクチンの検査を進め、危機管理に万全

を期していく必要がある。さらに、平成17年４月には

改正薬事法が施行され、新たな承認・許可制度、原薬等

登録制度が導入される。また、シードロット管理手法の

検討、薬剤残留対策の推進など対応すべき事項は目白

押しである。

　これらはすべて現場に直結する課題であり、関係者

や都道府県の担当者にとって、その基礎的な知識と理

解を深めておくことは、新たな業務対応を進める上で

不可欠である。その一助として、動薬検ニュースでは、

本号から重要課題（分野）に関する「用語解説」を連載

する。改正薬事法などの情報についても積極的に記事

を組んでいきたい。また、当所のホームページでも関連

情報を載せていくので積極的にご利用いただきたい。

　研修については、今月中旬に薬剤耐性菌検査等を行

う都道府県職員を対象に「動物用医薬品危機管理対策

に関する研修会」を開催したところであるが、今後、さ

らに都道府県の要望を確認しつつ、動物用医薬品の品

質検査等に関する研修の実施についても検討していき

たい。

　動物医薬品検査所は、専門組織として、行政課題に直

結した専門的、技術的な情報を広く発信するとともに、

研修等を通じて技術の普及、定着、平準化を進めていく

ことが重要な役割であると考えている。是非、読者の皆

様からの積極的なご要望、ご提言をお願いする。

設定する必要がある。

　近年利用されているNCCLSのブレークポイントは、

米国の投与量および体内動態に関する基礎資料から設

定され、我が国の実情とはやや異なる。日本化学療法学

会は、1994年に呼吸器感染症および敗血症に対して臨

床的ブレークポイントを示している。呼吸器感染症に

対しては抗菌薬の臨床効果（80％以上の有効率）が期待

できるMICを、臨床的ブレークポイントとしている。敗

血症に対しては症例の最高血中濃度／分離株MIC（P/

M比）を求め、臨床効果と対比し、80％以上の臨床的

効果が得られるP/M比に対応するβラクタム系薬剤の

ブレークポイントMICを示している（Chemotherapy  42:

906-914, 1994）。

（２）細菌学的（疫学的）ブレークポイント

　同一の菌属もしくは菌種の菌株を多数収集してMIC

を測定し、その分布が二峰性を示した場合に、その中間

値をブレークポイントとする（下図）。JVARMでは調

査結果から菌種・薬剤ごとに細菌学的ブレークポイン

トを設定し、耐性あるいは感受性の判定をしている。

　ただし、対象の抗菌薬が使われ始めた直後や低感受

性株もしくは耐性株が少数出現し始めた時期には、ブ

レークポイントが設定しにくいこともあり、各株の

MICにも注目すべきである。

（抗生物質製剤検査室　石原加奈子）

　前号からわずか２ヶ月。あっという間に桜が散り、

風薫る新緑の季節も終わり、梅雨空を迎えた。当所は、

それなりに緑の残る武蔵野の地にあるせいか、季節の

移ろいがよく感じられ、改めてその早さに驚いている。

　さて、この間、当所では、17年度に向けた予算及び

組織定員の要求作業が続いており、動物薬事行政及び

当所の新たな展開に向けて、関係者の理解と合意が得

ち
きゅ
うにやさしい

みどりをまも る
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