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１．事業概要

　「動物用医薬品危機管理対策」の内容としては、①医

薬品の検査（表示事項・品質検査）②医薬品の使用実態

調査・指導（薬剤残留）及び③抗菌剤耐性菌の発現状況

検査等に関する情報を収集しようとするものであり

（「総合食料対策事業実施要領」（平成16年４月１日付け

15生畜第7339号農林水産省事務次官依命通知）及び「平

成16年度動物用医薬品危機管理対策の検査対象医薬品

等の指定及び研修会の開催について」（平成16年５月13

日付け 16 消安第 963 号農林水産省消費・安全局長通

知））、③について本年度は５年目（第２クールの初年

度）の事業となる。耐性菌実態調査（JVARM）に関し

ては、同じ趣旨から飼料添加物抗菌性物質を対象とし

た調査が流通飼料対策事業の中にも組み込まれている。

なお、本年度事業での調査対象となる健康家畜は、第１

クールと同様に肥育牛、肥育豚、採卵鶏及びブロイラー

（糞便材料）に限定される。分離の対象となる菌種も、調

査地域に偏りが生じないよう年次ごとにローテーショ

ンを組み、各都道府県の担当菌種をサルモネラ、腸球

菌、カンピロバクター及び大腸菌に変えていくことと

なる。

　今般、これら二つの耐性菌実態調査事業を円滑に実

施するため、全国４７都道府県の家畜保健衛生所等の

担当者が当所に集まり、消費・安全局衛生管理課の主催

で平成１６年度標記研修会が前期（サルモネラ担当県

と腸球菌担当県；６月８日（火）～６月10日（木））と

後期（大腸菌担当県とカンピロバクター担当県；６月15

日（火）～６月17（木））に分けて開催された。本稿で

は、研修会の概要を紹介したい。

２．研修会の内容

（1）講義及び技術紹介

　①本年度耐性菌実態調査事業の概要説明（衛生管理

課薬事第二班及び飼料検査指導班）：最近の耐性菌を巡

る国内外の動向を背景に、野外で分離される各種健康

動物由来の食品媒介性病原細菌及び指標細菌の各種抗

菌性物質に対する感受性状況を調べ、その現況を明ら

かにしていくための国内での全国的な耐性菌実態調査

が急務の課題とされ、1999年から実施されてきている。

昨年12月には抗菌性飼料添加物及び動物用抗菌剤が家

畜等に給与又は投与された場合に選択される薬剤耐性

平成16年度動物用医薬品の危機
管理対策に関する研修会の開催

菌について、食品安全委員会に対して食品健康影響評

価を諮問しており、リスク管理手法の選定及びリスク

コミュニケーションの適正な実施のためにも継続的な

全国的レベルでの耐性菌の動向監視は必須であり、各

都道府県の積極的な支援・協力をお願いしたい。

　②動物用抗菌剤を巡る世界動向（検査第二部長）：世

界保健機関（WHO）、国際獣疫事務局（OIE）及び国連

食糧農業機構（FAO）を中心とした公衆衛生、家畜衛

生及び食品衛生分野での耐性菌を巡る活発な議論の中

で、食品媒介性病原細菌の薬剤耐性が動物と人の間で

どの程度発現し、拡散しているのかとの疫学的知見を

得るための国際レベルでのモニタリング及びその危険

度分析等の重要性がクローズアップされてきた。また、

2003年12月以降、上記３機関の合同専門家会議が開催

され、適正なリスク評価及びリスクコミュニケーション

に基づき、今後は食品生産システム全般に及ぶリスク

管理の実施を検討していくことの重要性が勧告された。

　③過去５年間の薬剤耐性菌実態調査成績の概要（検

査第二部抗生物質製剤検査室・肥飼料検査所）：1999～

2003年度に各都道府県において実施された健康動物の

糞便からのサルモネラ、カンピロバクター、腸球菌及び

大腸菌の分離成績及びそれら分離菌株約7,000株につい

ての各種性状検査成績、薬剤感受性試験成績等を概説

した。

　④外部講師の講演－「公衆衛生分野における耐性菌

問題」（国立医薬品食品衛生研究所　五十君　静信）：食

品安全委員会で策定中の「家畜由来の薬剤耐性菌の食

品健康影響に関する評価指針（案）」について、そのリ

スク評価の流れ等を中心に概説すると共に、公衆衛生

分野で問題となっている耐性菌に関しての最新の知見

を紹介した。

　⑤総合討論：事前に各都道府県から意見・質問事項等

として集めた具体的な事業全体に係る課題及び検査技

術に係る課題に対して、動物医薬品検査所と薬事・飼料

安全室等が中心となり取りまとめたこれら課題に対す

る対応・改善策が文書で当日提示され、これに基づき本

年度以降の円滑な調査実施に向けて活発な意見交換が

行われた。

（2）試験実習の概要

　４菌種ごとに、本調査事業の遂行に最低限必要な具

体的な試験手順書等の資料を策定し、これら配布テキ

ストに基づき、以下の内容で試験実習を行った。

　①サルモネラ：遅延二次増菌・分離培養法、生化学的

性状検査による同定、菌株の保存法びNCCLS－寒天平
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板希釈法による薬剤感受性試験等

　②腸球菌：分離選択培養法、生化学的性状検査（API

20 STREP）等による菌種鑑別、菌株の保存法及び薬剤

感受性試験等

　③カンピロバクター：分離選択培養法、生化学的検査

とPCRによる菌種鑑別、菌株の保存法及び薬剤感受性

試験等

　④大腸菌：一般大腸菌の分離選択培養法、生化学的性

状検査による同定、菌株の保存法及び薬剤感受性試験

等

３．調査事業の実施及び調査成績の報告等
（1）試験方法等の一部改変

　①調査薬剤：昨年度より国際調和等の観点から、本事

業における薬剤感受性試験法を一濃度ディスク法（半

定量的な推定MIC測定法）から国際的標準法として認

知されているNCCLSの提唱する標準法に準拠した寒天

平板希釈法（定量的なMIC測定法）へ変更することと

したが、本年度は担当県の負担をさらに軽減化して本

調査を一層効率的に実施していくため、エフロトマイ

シンを調査薬剤から削除した。

　②サルモネラ関係：原則的に分離株（約30株／年間）

のH群型別は各県では実施せず、事業の効率化を図る

ため、菌株収集後に当所で纏めて実施することとした。

　③カンピロバクター関係：原則的にC.jejuniの血清型

別は各県では実施せず、事業の効率化を図るため、菌株

収集後に当所で纏めて実施することとした。また、菌種

同定にmultiplex PCR法を導入することにより、馬尿酸

塩加水分解試験及び酢酸インドキシル加水分解等の生

化学性状検査を一部省略した。

　④腸球菌関係：バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）の

スクリーニング系においてバンコマイシンを２倍増量

添加した選択培地を導入し、VREを一層、選択的かつ

効率的にスクリーニングすることとした。また、

E.faeciumとE.faecalis に菌種限定していた検出系を腸

球菌全体を検出する系に変更することにより、由来動

物種ごとの分離株数を是正して、指標菌としての位置

づけを一層明確にした。

　⑤大腸菌関係：O157（数株／年間）を調査対象から

除外し、PL業務での収集対象に変更することにより、

担当県の負担を軽減して調査事業の効率化を図った。

（3）調査成績の報告

　調査成績の報告は、各担当菌種ごとに所定の報告様

式により行い、その際にはデータを入力したフロッ

ピーデイスクの提出も求める。なお、本年度の調査報告

書の提出期限は、平成16年 12月 17日（薬剤感受性試

験を自ら実施する県：大腸菌担当県と腸球菌担当県）又

は平成16年 10月 15日（薬剤感受性試験を自ら実施し

ない県：サルモネラ担当県とカンピロバクター担当県）

とした。

（4）分離菌株の送付

　当所におけるその後の疫学的解析調査等に供試する

ため、本年度の調査事業の中でも各都道府県において

分離収集された全ての菌株の収集を行う。

（5）全国調査成績のとりまとめ

　当所等において、疫学的解析を含めて各都道府県か

ら送られてきた成績の取りまとめを行い、一定の手続

き等を経た上で、年度ごとに全国調査成績を順次公表

しく予定である。

（抗生物質製剤検査室長　高橋敏雄）
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鳥インフルエンザワクチン等緊急開発事業の概要
　鳥インフルエンザ不活化ワクチンは緊急時の対応と

して本年２月６日にH５N２亜型株を製造用株とする

ワクチン320万ドーズが備蓄されている。しかしこれは

薬事法上未承認製品であるため、法に基づく審査によ

り承認された製品の適正な確保を行うことが必要とさ

れている。また、安全性・有効性等が確認され、承認さ

れた輸入又は国内製造ワクチンを安定的に確保してお

くことは、本病の防疫の混乱回避及びに公衆衛生的な

関心等から喫緊の課題となっている。更に、仮にワクチ

ンが使用される場合には、ワクチン接種環境における

野外ウイルスからの清浄性を調査・確認するための、識

別可能な診断薬の開発もあわせて推進することが求め

られている。

　そのため、平成16年度の新規の取り組みとして（財）

全国競馬・畜産振興会の助成による（社）日本動物用医

薬品協会を事業主体とした「鳥インフルエンザワクチ

ン等緊急開発事業」を立ち上げ、平成18年までの３年

計画で、輸入及び国内製造ワクチンについてそれぞれ

開発促進を行うこととされた。

　本事業の鳥インフルエンザワクチン開発検討委員会

の第1回会議は平成16年 6月 2日に馬事畜産会館で開

催された。委員は学識経験者として大学関係３名と独

立法人及び財団研究機関から計３名、使用者代表２名、

都道府県代表３名、輸入社３名、国内製造社４名及び指

導機関として農林水産省関係者５名が出席して進めら

れた。主な議題は以下のとおりであった。

　1.　事業の仕組み、推進方法及び年次計画等本事業の

　　骨格的な概要の紹介

　2.　鳥インフルエンザ不活化ワクチンに関する承認申

　　請資料内容

　3.　臨床試験（治験）を実施する際の留意事項

　4.　平成16年度の鳥インフルエンザワクチン等緊急

　　開発事業における輸入及び国内製造ワクチンの試

　　験計画に関する具体的な取り組み

　5.　鳥インフルエンザ不活化ワクチンの攻撃試験方法

　　（案）について

　その結果、３社による輸入製品に関する本年度中の

事業計画の推進に向けた取り組みを本事業として採用

し、積極的な支援を行うことが確認された。また、これ

らの輸入製品の有効性を日本で分離された鳥インフル

エンザウイルス山口株を攻撃ウイルスとして、（独）動

物衛生研究所で７月から開始する計画であることも了

解された。また、一層の安全性と有効性を担保する国内

製造の開発に今後、産学官が一致して協力することも

合意された。国内開発に向けては開発検討委員会等に

よって製造用候補株を選定・配布する方向で検討する

ことが了承された。

（検査第一部長　伊藤　治）

VICH第14回運営委員会会合の概要
　VICH第14回運営委員会(SC)会合が、平成16年5月

12,13日に東京（農水省三番町分庁舎）で開催されたの

で、その概要を報告する。

１．出席者

　日・米・欧三極の規制当局から10名及び業界から8

名、オブザーバーであるオーストラリア・ニュージーラ

ンド及びカナダの規制当局及び業界から各1名、事務局

である世界動物薬連盟(IFAH)から１名の合計23名が出

席した。日本側からは境政人、嶋崎智章（消費・安全局

衛生管理課薬事・飼料安全室）、牧江弘孝、高橋美幸（動

物医薬品検査所）、安藤茂、時吉幸男、大島慧（日本動

物用医薬品協会）の7名が参加した。議長は高橋美幸が

務めた。

　また、この他に、専門家作業部会(EWG)の進捗状況を

報告するためにEWG座長の伊藤治、小池好子（動物医

薬品検査所）、永田正（日本動物用医薬品協会）の３名、

準会員のOIE、関係団体として米国の動物用生物学的

製剤協会（AVBC）及び動物用医薬品の登録及び管理の

ハーモナイゼーションに関する米州委員会(CAMEVET)

の各代表１名が参加した。

２．会合の概要

（1）ガイドラインの承認

  ステップ6として次のガイドライン（GL）が承認され、

平成16年 5月までに実施することとされた。

　GL-36　ヒト食品中残留動物薬の安全性を評価する試

験―微生物学的ADI設定の一般的アプローチ

  GL-37　ヒト食品中残留動物薬の安全性を評価する試

験―反復投与（慢性）毒性試験

（2） 各EWGへの指示等

　既存の6つのEWGの進捗状況を検討し、各EWGへ

VICH　－動物用医薬品の承認審査
資料の調和に関する国際協力－
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の指示、次回会合の承認等を行った。

　①　品質EWG

　FDAが活動を再開したこと及びそれにより作業が進

展したことを確認した。VQ6A,VQ6B（新動物用原薬・

製品の規格：試験方法と判定基準）については、6月末

を目処にstep２とすること。

　②  生物学的製剤検査法EWG

　GL-34（マイコプラズマ汚染検出試験法）を前進させ

るため、遅れているEDQMの標準株の配布を待たずに

GLを修正して実施して後に改訂を行う等の種々のオプ

ションについて、作業の期限を明確にして検討するこ

と。必要があれば会合を開催すること。

迷入ウイルス否定試験については、ＳＣでの議論を継

続することとした。

　③  対象動物安全性EWG

　次回会合を９月に東京で開催することを了承した。

　④  安全性EWG及び微生物安全性特別会合（TF）

　既存のヒト食品中残留動物薬の安全性を評価する試

験のGL-22 ,23 ,31 ,32 ,33 の文章上の修正提案に合意

し、各極はそれぞれ適当な時期に修正することとした。

GL-28（癌原性試験）の修正提案については合意（（3）

の③参照）し、書面により作業すること。

　⑤  医薬品監視EWG

　カナダ（オタワ）での規制当局の会合により作成され

たポジションペーパーに基づき国際誕生日、第三国報

告等について議論した。各メンバーは文書でコメント

を提出し、カナダ規制当局が取り纏めを行い、次回ＳＣ

で更に議論することとした。

　⑥　環境毒性EWG

　次回の最終会合を９月に米国で開催することを了承

した。

（3）新規トピック

　①　GL-10、GL-11（新動物用原薬・製剤の不純物）の

見直しについては、品質EWGで検討を開始すること。

トピックリーダーはEUとすること。

　②　代謝及び残留動態については、さらに検討する

こととし、次回会合前に書面で意見交換をすることと

した。

　③　GL-28については、病理検査についてGL-37（反

復投与（慢性）毒性試験）との整合性を取るための修正

がEWGから提案され、合意した。修正案はstep４と

して７月までの２ヶ月間のコンサルテーションを実施

することとした。

（4）VICHフェーズⅡ（2006-2010）の活動

　OIEを座長として日本、米国、EU、オブザーバーの

各地域代表者４名により構成されるタスクフォース

（TF）が作成したフェーズⅡのVICH活動の戦略案につ

いて議論した。フェーズⅡは、メンテナンスを重視し、

新たなトピックも採択するが、リソースやコスト／ベ

ネフィットを考慮すべきであるとされた。各メンバーと

TFはさらに書面で戦略案を検討することとした。

（5）VICH３の準備

　第３回VICH公開会議（VICH３）を米国ワシントン

DCにおいて2005 年 5月 25,26,27 日に開催することと

し、プログラム等の概要について決定した。

（6）次回会合

　次回SC会合は、2004年10月19,20日にベルリンで開

催することを確認した。次々回は、2005年5月24,25,28

日にワシントンDCで開催する予定となった。

３．所感

　今回の会合では、筆者が議長を務めましたが、動物医

薬品検査所及び日本動物用医薬品協会の皆さんによる

会場設定・運営、そしてＳＣメンバーの議事運営の協力

等により、成功裏に会議を終えることが出来ましたこ

とに深謝いたします。

今回の会合は、前回のように多くの意見の不一致に立

ち往生することもなく、作業が再開された品質EWGや

８つのGLを完了させた安全性EWG、それらに関連す

る新規トピックスや近くsign-offが期待出来るであろう

GL等、明るい話題が多かったと思います。出口の見え

ないままの迷入ウイルス否定試験法、医薬品監視、代謝

及び残留動態等も一方では残っているものの、これら

についても解決の糸口を探る努力が続けられています。

　重要課題であったフェーズ IIについては、時吉運営

委員が参加するTFが作成した新戦略案が大変よくまと

められており、今回の議論を踏まえることで次回SCで

の合意が期待されている。これにより2006-2010年の活

動が具体的に規定されることとなりVICH活動の今後

の進展が図られるでしょう。

　また、VICH第３回公開会議の日程、場所、プログラ

ム概要が決まったことで、これから１年間の大きな目

標ができ、活動に一層の活性化が期待されます。プログ

ラムでは、環境、安全性、品質、生物／医薬品監視、対

象動物安全性／薬剤耐性、コスト・ベネフィット、今後
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のVICHの展望の各セッションが用意される予定で、日

本からも大勢の参加が期待されています。

（検査第二部長　　橋美幸）

第７回OECD・GLP調査官訓練課程の概要　　

　第７回OECD・GLP調査官訓練課程が、平成16年４月

25日から30日までの６日間、ベルギーのブラッセルに

あるホテルベッドフォードの会議場で開催され、日本

の動物用医薬品の承認申請資料に係るGLP調査の担当

者として参加したので、その概要を報告する。

　OECD（経済開発協力機構）による本訓練課程は、

OECD加盟各国のGLP調査当局の調査担当官及び一部

の非加盟国の関係部局の担当者を対象に２年に１回開

催されている。過去６回の訓練課程には、日本の動物用

医薬品のGLP調査担当者の参加例はないが、国内の他

の法令に基づくGLP関係部局からは参加しているよう

である。

　第７回の今回はベルギーのGLP調査の当局が開催国

として事務局を努め、約30カ国、約60名の受講者及び

10数名の講師の参加により開催された。

１．訓練課程の概要

　今回の訓練課程は、複数場所試験（Multi-site studies)

におけるＧＬＰへの適合性調査をテーマに、OECDの

GLPシリーズ文書のNo.13の複数場所試験に関する指

針（Consensus Document：The Application of the

OECD Principles of GLP to the Organisation and Man-

agement of Multi-Site Studies、OECDのホームページ

参照）に沿った内容で進められた。この指針によると複

数場所試験とは、「２カ所以上の場所（site）において

試験のフェーズ（phases）が実施される試験」とされ

ており、試験の「フェーズ（phase）」とは「一つの試

験の実施における、明確にされた一つのactivityあるい

はその組み合わせ（set of activities）」と規定されてい

る。複数場所試験では、１人の試験責任者、１つの試験

計画書、１つの最終報告書が基本的要件となる。

　複数場所試験は、多くの構成メンバーが関与するた

め、単一の施設で行われる試験に比べて様々な面で複

雑になることから、GLP調査における重要な課題の１

つとされている。

　今回の訓練課程は、各国のGLP調査当局からの講師

による講義、ベルギー国内の試験施設の実地見学及び

ロールプレイングによるワークショップの３部構成で

行われた。

（1）講義

　講義は、次の10題について行われた。

　　①規制当局：役割と責務

　　②複数場所試験の範囲

　　③試験計画と責務

　　④複数場所試験における信頼性保証の役割

　　⑤主計画表及び試験計画書

　　⑥野外試験

　　⑦農薬の残留分析

　　⑧試験結果の報告

　　⑨標準操作手順書

　　⑩試験記録及び試験資料の保存

　これらの講義の要点を以下に列記する。

�複数場所試験には、例えば異なった気象条件下で試験

のフェーズを行う「地理的に離れた複数の場所」の場合

と地理的には必ずしも離れているとは限らないが、複

数の企業が参加する又は１つの企業の複数の部署にお

いて行う「組織的に異なる複数の場所」の場合が含まれ

る。例えば、農薬の残留試験の事例では、地理的に異

なった条件の複数の国（例えば、フランス、イタリア、

スペイン）で野外試験のフェーズを行い、英国の施設で

分析等のフェーズを行うというような試験がある。こ

の場合、英国の施設を試験施設（TF：test facility）と

位置づけ、その施設に試験責任者（SD:Study Director）

を置き、野外試験のフェーズを行う各国の試験場所

（TS:Test Site）には、試験責任者の責任の一部が委任

される試験主任者（PI:Principal Investigator）を置く

という構成が考えられる。

�試験責任者の責務の中で、各試験場所の試験主任者と

海外出張報告
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のコミュニケーションは重要であり、あらかじめどの

ように意志疎通を図るのか規定し、記録することが重

要である。

�運営管理者により指名された主信頼性保証部門（Lead

Quality Assurance）は、他の試験場所の信頼性保証部

門（Test Site Quality Assurance）及び試験責任者と

コミュニケーションを適切に行い、試験全体に対する

信頼性の保証に責務を有している。

�最終報告書にはすべての試験主任者からの各試験の

フェーズのデータを含む必要がある。

�複数場所試験に特有な標準操作手順書として「試験責

任者と試験主任者とのコミュニケーションに関する手

順書」、「試験場所の選定及びモニタリングに関する手

順書」等があり、ＧＬＰ調査ではそれらの確認が重要で

ある。

（2）試験施設の実地見学

　ブラッセルの郊外にある２つの試験施設、 Philip

Morris Research Laboratories 及び UCB の実地見学

を行った。

　施設側から施設の概要及びこれまでに実施した複数

場所試験について説明があった後、施設の見学を行っ

た。

（3）ワークショップ

　参加者が課題ごとに、以下の４つのグループに分か

れた。

Group１：責務

Group２：信頼性保証

Group３：試験計画書及び標準操作手順書

Group４：試験実施及び報告

　各グループは、役割分担によりさらに４つサブグ

ループ（例えば、調査官の役割、試験責任者の役割、試

験主任者の役割及び信頼性保証部門の役割）に分けら

れた。複数場所試験として実施されたある毒性試験の

試験計画書及び最終報告書について、サブグループご

とにディスカッションをしながら、GLP上の問題点を

検討した。

　その検討結果に基づき、各サブグループから選ばれ

た１名ずつが、実際のGLP調査を想定し、各役割を演

じてロールプレイを行った。

　ロールプレイ後、各グループ内でのディスカッショ

ンが行われ、ロールプレイの中で演じられたGLP調査

のやりとりに対する意見等が集約された。各グループ

の討議内容については、さらに参加者全体でのディス

カッションが行われた。

　最後に本ワークショップのコーディネーターが結論

をとりまとめて発表し、訓練課程が終了した。

２．所感

　薬事法に基づく日本の動物用医薬品のGLP基準（「動

物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準

に関する省令」平成９年農林水産省令第74号）では、第

19条に複数の施設にわたって実施される試験に関する

規定が定められているが、ここで規定されている試験

は、各施設で行われる試験がそれぞれ独立したGLP試

験として成り立っている場合を想定したものである。

したがって、この場合は、各試験施設には、それぞれ試

験責任者が存在し、試験計画書及び報告書を作成する

必要がある。このような試験の実施は、残留性試験にお

いて、動物への被験物質の投与、観察、試料採材等の「動

物試験」の段階と試料中の濃度測定等を行う「残留分析

試験」の段階を別の施設で行う場合に一般的である。

　複数の試験の段階が存在する場合に、それらを１つ

の試験の中のフェーズとしてとらえ、OECDの指針の

複数場所試験と位置付けて実施するか、あるいは、各試

験の段階をそれぞれ独立した試験として実施するかは、

ケースバイケースであると考えられる。いずれの場合

もGLP基準上認められるものと考えられるが、必要に

応じて、動物用医薬品GLPおける複数場所試験につい

ての考え方を整理する必要もあるのではないかと思わ

れる。

会場の様子（ワークショップ）
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他紙掲載論文

Lactococcus garvieae 及び Photobacterium

damselae subsp. piscicida培養条件における最小発

育阻止濃度（MIC）の精度管理値

　○川西路子、小島明美、石原加奈子、江嵜英剛、

　高橋敏雄、鈴木�子、廣野育生１、飯田貴次２、

　青木宙１、田村豊３

　  １東京海洋大学大学院　資源育成学専攻遺伝生化学講

　座、２独立行政法人水産総合センター養殖研究所、３酪

　農大学獣医学部

　薬剤感受性試験法の精度と正確性を確保し、異なる

検査機関での薬剤感受性試験の成績を比較可能にする

ためには精度管理が必要である。人由来、動物由来細菌

においては、米国検査標準委員会（NCCLS）の定める

薬剤感受性測定法及びその精度管理が広く使用されて

いる。水生動物由来細菌の制度管理については、現在

NCCLSによりDisk法のみについて薬剤感受性測定法

及びその精度管理が定められている。

　今回水生動物由来細菌として、ぶり属魚類で経済的

被害の大きい疾病であるα溶血性連鎖球菌症および類

結節症の原因菌であるL. garvieae 及び P. damselae

subsp. piscicidaの 2菌種を選択し、各菌の培養条件に

おける制度管理値を人及び動物由来細菌のNCCLSの寒

天平板希釈法に準拠した方法により定めた。　

　L. garvieaeの培養条件は、培養温度25℃、培養時間

24時間、培地ミューラーヒントン寒天培地とし、P. damselae

subsp. piscicidaの培養条件は25℃、48時間2％NaCl添

加ミューラーヒントン寒天培地とした。各精度管理株7

株について各14薬剤のMIC値をL. garvieaeの条件で

18回、P. damselae subsp. piscicidaの条件で13回測定

し、MICの最頻値±1 log2を仮の精度管理値とした。

　NCCLSの精度管理限界値設定のガイドラインに準拠

するには最低5試験実施機関における100回以上の試験

成績に基づき、設定する精度管理値の範囲は95％信頼

限界を含むことが必要である。そのため、今回の精度管

理値は動物医薬品検査所の試験成績に基づき設定した

暫定的な参考値である。今後NCCLSにより、水産動物

由来細菌のための寒天平板希釈法による薬剤感受性測

定法の制定が望まれる。

　（情報；Quality Control Ranges of Minimum Inhibi-

tory Concentrations for Lactococcus garvieae and

Photobacterium damselae subsp. piscicida；

Fish Pathology, 39(2), 2004, pp.111-114)

平成16年度共同研究の概略

　今年度当所が関係する共同研究の一部について紹介す

る。

課　題：異常プリオン蛋白特異プローブを用いた異常

　　　　プリオンの構造解析

内　容：プリオン蛋白及びプリオン蛋白由来ペプチド

　　　　に結合するプローブを作出し構造解析等に応

　　　　用する。

参加者：動物医薬品検査所検査第一部　能田　健

　　　 （独）農業・生物系特定産業技術研究機構動物

　　　　衛生研究所プリオン病研究センター　横山　隆

課　題：プリオン蛋白に対するアプタマーの創製

内　容：プリオン蛋白及びプリオン蛋白由来ペプチド

　　　　に結合するＲＮＡアプタマーを創出する。

参加者：動物医薬品検査所検査第一部　能田　健

　　　　　　　〃　　　　企画連絡室　永井英貴

　　　　　　　〃　　　　　　〃　　　丹菊直子

　　　　（独）産業技術総合研究所生物機能工学研究部門　

　　　　　　　　　　　〃　　　　　西川諭

　　　　　　　　　　　〃　　　　　ﾍﾟﾝﾒｯﾁｬK.R.ｸﾏｰﾙ

課　題：水産用ワクチンの検査・検定用ブリ小型種苗

　　　　の開発

内　容：病気の発生が無い健全なブリ種苗を生産する

　　　　技術を開発するとともに生産した種苗を水産

　　　　用ワクチンの検定又は検査法開発に係わる調

　　　　査研究に用いて使用期間中の死亡状況、成長

　　　　等を調査し水産省ワクチンの検定等における

　　　　有用性について検討する。

参加者：動物医薬品検査所検査第一部　鈴木祥子

　　　　　　　　　　〃　　　　　　　木島まゆみ

　　　　　　　　　　〃　　　　　　　川西路子

　　　　（独）水産総合研究センター五島栽培漁業センター

　　　　　　　　　　〃　　　　　　　虫明敬一

　　　　　　　　　　〃　　　　　　　長倉義智

調査�
　研究� 調査研究の紹介
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ケトプロフェンを含有する犬の製剤の効能追加

（平成16年１月承認）

　ケトプロフェンは、プロピオン酸由来の非ステロイ

ド系抗炎症剤（NSAID）で、犬及び猫の運動器疾患に

伴う急性の炎症及び疼痛の緩和の目的で５日間を限度

に投与する製剤として平成12年に承認された。本剤は

錠剤で、5、10及び20mgの３種類の用量がある。今般、

犬及び猫の急性の炎症及び疼痛に加え、犬の変形性関

節症に伴う慢性の疼痛に対する効能・効果の追加が承

認された。

１．成分及び分量

　１錠中　ケトプロフェン　　5mg、10mg又は20mg

２．用法及び用量

犬、猫の運動器疾患に伴う急性の炎症及び疼痛の緩和：

　１日１回、体重１kg 当たりケトプロフェンとして

1.0mgを基準量として５日間を限度に経口投与する。

犬の変形性関節症に伴う慢性の疼痛の緩和：

　１日１回、体重１kg 当たりケトプロフェンとして

0.25mgを基準量として経口投与する。

 （下線部が追加された。従前の用法・用量がより明確

　 な記述に改められた。）

３．効能又は効果

犬、猫：運動器疾患に伴う急性の炎症及び疼痛の緩和

新薬紹介

犬：変形性関節症に伴う慢性の疼痛の緩和

　（下線部が追加された。従前の効能・効果の対象を明

　  確にするため「急性の」と明記された。）

４．追加された特筆すべき使用上の注意

（従来の用法等に対する追加の注意）

・犬、猫の運動器疾患に伴う急性の炎症及び疼痛の緩

和の目的に使用する場合には、体重1.25kg未満の動物

には投与しないこと。４ヶ月齢未満の動物には慎重に

投与すること。

（追加の効能等に対する注意）

・犬の変形性関節症に伴う慢性の疼痛の緩和の目的に

使用する場合には、18ヶ月齢未満及び体重６kg 未満

の犬には投与しないこと。

・犬の変形性関節症に伴う慢性の疼痛の緩和の目的に

使用する場合には、１回の処方日数が14日間を越えな

いこと。

（共通で追加された注意）

・妊娠動物に対する安全性は確認さていないため、投

与しないこと。

・高齢動物及び消耗性疾患の動物には慎重に投与する

こと。

・人で痙攣が報告されているので塩酸シプロフロキサ

シンと併用しないこと。その他のニューキノロン系抗

菌剤を併用する際には、痙攣等の中枢神経系の症状に

十分に注意しながら投与すること。

（一般薬検査室長　　石丸雅敏）

主 な 行 事

16. 6.  2 鳥インフルエンザワクチン開発検討委員会出席 （財）馬事畜産会館

3 動物用医薬品等部会出席 本　　　　省

〃 関東地域連絡会議出席 さいたま新都心合同庁舎

4 技術系初任職員等研修（動物検疫所見学） 動物検疫所

8 第２回犬等の検疫制度検討会出席 三田共用会議所

08～ 10 動物用医薬品危機管理対策に関する研修会（前期）開催 当　　　　所

15 軽種馬防疫協議会出席 虎ノ門パストラル

15～ 17 動物用医薬品危機管理対策に関する研修会（後期）開催 当　　　　所

18 第 235回鶏病事例検討会出席 動物衛生研究所

　　月　日 行　　　　　　　　事 場　　　　所
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人 の 動 き

　　月　日 行　　　　　　　　事 場　　　　所

海外出張
　期　　間 官職 氏　名 所　属 摘　　　　　　要

16. 7.26 技 蒲生恒一郎 検査第一部 タイ及び周辺国における家畜疾病防除計画プロジェクト短期派遣
～8.20 専門家として

23 動物医薬品検査所創立48周年記念式典 当　　　　所

〃 動物用医薬品再評価調査会出席 本　　　　省

25 第 496回技談会開催（演題：発表者） 当　　　　所

○平成16年度管理監督者研修について：小池良治

○メキシコ家畜衛生事情調査：岩本聖子

○Nucleic Acid Sequence-Based Amplification(NASBA)を用いた

H5亜型鳥インフルエンザウイルス検出キットの検討：吉永麻希子

○豚丹毒菌の簡易分離方法について：山本欣也

○動物実験倫理規定について：高木昌美

○小談話会に関するアンケート結果並びに話し合いの内容について：菊池栄作

29 薬事・食品衛生審議会農薬・動物用医薬品部会出席 ﾎﾃﾙﾌﾛﾗｼｵﾝ青山

7. 5 技術系初任職員等研修（（独）肥飼料検査所見学） （独）肥飼料検査所

6 家畜衛生講習会（豚疾病特殊講習会）出席 動物衛生研究所

〃 共済支部運営委員会出席 さいたま新都心合同庁舎

〃 水産用医薬品調査会出席 本　　　　省

0 8～ 9 鶏病研究会編集委員会出席 ホテル聚楽

9 残留分析法検討会出席 経済産業省

14 動物用生物学的製剤調査会出席 本　　　　省

〃 平成16年度所属所共済事務担当者会議出席 大手町合同庁舎３号館

15 第１回薬剤耐性菌の出現等に関する文献の収集・整理及びその 南青山会館

解析調査検討委員会出席

16 日本獣医学会微生物シンポジウム委員会出席 東  京  大  学

〃 次世代バイオ製剤実用化促進委員会出席 薬業厚生年金基金

20 第３回犬等の検疫制度検討会出席 三田共用会議所

〃 動物用医薬品一般薬調査会出席 本　　　　省

23 第 497回技談会開催（演題：発表者） 当　　　　所

○出張報告（OECD・GLP調査官訓練過程）：関谷辰朗

○薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会、農薬・動物用医薬品

部会の報告－暫定残留基準値（暫定MRL）の設定に関して－：小池好子

○VICH第 14回運営委員会について：高橋美幸

○ウシにおける細胞性免疫と宿主防御に関する研究：永田知史

28 動物用抗菌性物質製剤調査会出席 本　　　　省

29 平成16年度希少診断薬検討委員会 薬業厚生年金基金

29～ 30 平成16年度北海道・東北家畜衛生ブロック会議出席 かみおか温泉獄の湯

30～ 31 第 33回薬剤耐性菌シンポジウム参加 富山観光ホテル
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見  学  者
　期　　間 氏　　　　名 摘　　　　　　要

16.  6. 1 鳥海  貴之、辻山  弥生 消費・安全局衛生管理課

7. 9 鐘月容、周秀冠、鄭守訓、王慧英 台湾行政院衛生署

研  修  者
　期　　間 氏　名 所　　属 研　修　内　容

16. 6.21　　　  坂井　貴光 バイオ科学（株）開発部 魚類ウイルス性ワクチンの検査方法
　　　～ 7. 9 及び各種細胞培養方法の習得

６．多剤耐性、交差耐性及び共耐性

　多剤耐性（multi-resistance）とは、複数（２種類以

上）の薬剤に耐性を示すことで、そのような耐性を持つ

細菌は多剤耐性菌と呼ばれています。耐性を示した薬

剤の種類やその耐性獲得機構などによって、交差耐性

や共耐性に分けられます。多剤耐性は、複数耐性遺伝子

をもつプラスミドやインテグロンによって伝達するも

のも知られています。

　交差耐性(cross-resistance)は、同系統の薬剤や同一の

薬理作用を持つ薬物に対して耐性を示すことで、テト

ラサイクリン耐性やキノロン耐性菌などでは、同系列

の薬剤に対してMICが上昇します。

　共耐性(co-resistance)は、複数の異なる系統の抗菌剤

などに耐性を示すことで、共耐性の場合には、耐性菌が

業務紹介（用語解説）
（６月号からの続き）　

異なる系統の薬剤によって選択されてしまいます。こ

のため、異なる系統の薬剤を使用することでも、耐性菌

の出現につながります。使用歴のない薬剤に対する耐

性がみられた場合には、異なる系統の薬剤によって選

択された可能性も疑う必要があります。また、特定の薬

剤に対する耐性菌をコントロールする場合、その薬剤

だけではなく、共耐性を示す薬剤の使用にも注意する

必要があります。

（抗生物質製剤検査室　浅井鉄夫）

７．食品媒介性病原菌と指標菌

　もともと、食中毒は「food poisoning」から字を当て

られた言葉であり、その中で細菌性食中毒は「食品中で

細菌が増え、その食品を大量の細菌あるいはその産生

毒素とともに摂取することによって起こるもの」と考

えられていました。しかし、必ずしも食物を介さなくて

も、経口的に摂取した細菌によって起こる腸管感染症

（コレラ、赤痢等）との明確な区別がつけられません。そ

所員研修

期　間 官職 氏      名 研　　修　　内　　容 研　修　場　所

16.06.03～ 04 事 飯塚　秀夫 平成16年度予算・決算関係事務研修 さいたま新都心合同庁舎

16.07.06～ 09 事 羽賀　雄太 平成16年度農林水産省接遇研修 本　　省

16.06.20～ 23 事 宮崎　光樹 情報システム統一研修 九段合同庁舎
（第４回セキュリティⅡ）

16.06.21～ 23 技 吉永麻希子 鳥インフルエンザウイルスゲル沈抗原 動物衛生研究所
作製についての検討

16.06.28～ 30 技 平澤　　緑 第２回人事院指揮監督者研修（JST） 国家公務員研修センター
基本コース
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こで1999年から厚生労働省は、食中毒について「食品

を介した健康被害（food-born disease）」という概念の

もとに、食品を介して引き起される腸管感染症の原因

菌によるものも、細菌性食中毒の範疇に捉えることと

しました。食品媒介性病原菌とは、この細菌性食中毒を

引き起す原因菌です。主な食品媒介性病原菌を図１に

示しました。これらの病原菌は人や環境に生息する場

合もありますが、サルモネラやカンピロバクターのよ

うに、食用に供される健康動物に保菌されている場合

も少なくありません。また、食用動物、魚及びそれらの

生産物（乳、鶏卵等）が人に供されるための処理･加工

過程における不適切な衛生管理によっても汚染が起こ

る可能性があります。

　食品媒介性病原菌は、食中毒菌としての病原性が問

題になるばかりではありません。細菌性食中毒は、罹患

しても数日を経過すれば自然治癒する場合が少なくあ

りませんが、場合によっては治療が必要になることが

あります。その際、下痢による脱水症状に輸液等を行う

だけでなく、病原菌を排除するために抗菌性物質を投

与する場合があります。ここで問題となるのは、食品媒

介性病原菌が抗菌性物質に対して耐性を持っている場

合です。耐性化した病原菌に対しては、抗菌性物質を投

与しても満足な治療効果が得られず、症状は悪化し、深

刻なことになる危険性があります。

　一方、食品を媒介して経口的に摂取される大腸菌や

腸球菌はどうでしょうか。これらは人や動物の常在菌

でもあり通常は非病原性ですが、抗菌性物質に耐性に

なっている場合は問題となります。つまり、どこにでも

いる非病原菌であっても、耐性菌はその細菌が持つ耐

性遺伝子が人の病原菌に伝達される可能性があり、間

接的に薬剤による治療を困難にすることによって悪影

響を及ぼす可能性があります。もちろん、人に対する影

響ばかりではなく、動物の病原菌にも耐性遺伝子を伝

達し、その治療を困難にする可能性もあります。

　現在、家畜衛生分野における薬剤耐性モニタリング

システム（JVARM）では健康家畜由来細菌の抗菌性物

質感受性調査を実施していますが、調査対象菌種には

食品媒介性病原菌ばかりではなく、人と動物が常在菌

として保有し、非病原性の細菌である大腸菌と腸球菌

もその対象としています。これら2菌種は、薬剤感受性

における指標菌とされています。つまり、どこにでもい

る細菌だからこそ、その環境(宿主)が抗菌性物質に暴露

された場合に､そこに棲息する細菌にどのような影響が

起こったかを反映するものとなります。したがって、こ

れら指標菌の抗菌性物質に対する感受性をモニタリン

グすることは、抗菌性物質の使用による耐性菌の出現

の状況を把握することや、それらの耐性遺伝子の伝達

という危険性を予測する上で重要な役割を担っていま

す。

（抗生物質製剤検査室　小島明美）

８．動物用医薬品と抗菌性飼料添加物

　家畜に使用される抗菌性物質には、動物の疾病の治

療を目的とした「動物用医薬品」と飼料の栄養成分など

の有効利用の促進を目的とした「飼料添加物」がありま

す。動物用医薬品は人用医薬品と同様に「薬事法」によ

り、また飼料添加物は「飼料の安全性の確保及び品質の

改善に関する法律」により規制されています。動物用医

薬品は注射剤、飲水添加剤、乳房注入剤など様々な剤形

があり、なかでも飼料に添加する「飼料添加剤」は投与

の方法から飼料添加物と誤解されることがありますが、

飼料添加剤は医薬品であり、特定の疾病治療を目的と

し、獣医師の診療および指示を受けない限り、購入する

ことが出来ません。動物用医薬品と飼料添加物の両方

に使用される抗菌性物質もありますが、通常治療目的

の医薬品では飼料添加物より投与する量が多く、短期

間です。

　近年、食用動物に抗菌性物質を使用することにより

耐性菌や耐性遺伝子が選択され、それらが食品等を介

して人に伝播する危険性について議論されています。

なかでも、給与期間が長い抗菌性飼料添加物は、議論対

象の中心でありEUでは、1997年にアボパルシン、1998

年にタイロシン、スピラマイシン、バージニアマイシン

およびバシトラシンの使用を禁止しました。また、2006

年には現在使用されているフラボフォスフォリポール、

アビラマイシン、サリノマイシンおよびモネンシンも

使用を禁止する予定です。なかでもデンマークはいち
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早く、抗菌性飼料添加物の使用を禁止し、家畜における

抗菌性物質の使用量の変化や家畜由来細菌の耐性率の

変化に対する使用禁止の影響を評価しています。使用

禁止後、家畜に使用される抗菌性物質の総量は減少し、

家畜由来腸球菌のバージニアマイシン、アビラマイシ

ン、アボパルシンおよびエリスロマイシンの耐性率は

低下しています。一方、治療目的の抗菌性物質の使用量

は増加し、なかでもテトラサイクリン系、ペニシリン系

及びマクロライド系で大きな増加が認められています。

　現在、我が国で行われている家畜由来細菌の薬剤感

受性調査は、治療目的および成長促進目的で使用され

た抗菌性物質の両者について、その影響を評価する

データを収集しています。

（抗生物質製剤検査室　石原加奈子）

９．今注目されている主な耐性菌

　近年、世界保健機関(WHO)が、食用動物に抗菌性物

質を使用することの人の医療への影響を検討し始めま

した。そして、国際獣疫事務局(OIE)が家畜衛生及び公

衆衛生上問題となる薬剤耐性菌を制御するため、国際

的に比較可能な薬剤耐性モニタリングの重要性を指摘

しました。1990年代後半から、各国の家畜衛生分野で

家畜病原細菌ばかりでなく、食品媒介性病原菌及び指

標菌の薬剤感受性に関する科学的なモニタリングが行

われています。

　このようなモニタリングから、人由来薬剤耐性菌の

出現が、食用動物へ抗菌性物質を使用したために拠る

ものとされた例もありますが、まだ結論が出ているも

のばかりではありません。今、人の医療に影響を及ぼし

ている薬剤耐性菌のうち、JVARMの調査でも食用動物

が保有することが認められ、注目されているものを以

下に挙げます。

（1） サルモネラDT104

　Salmonella Typhimurium DT104は、サルモネラに

2000種以上ある血清型の一つであるTyhimuriumのう

ち、サルモネラに感染するウィルス（バクテリオファー

ジ）を用いた識別法で104型に分類される菌です。健康

家畜やペットが保菌している例が報告されています。

一般的なサルモネラ食中毒と同様に、サルモネラに汚

染した食品や水等を介して経口的に人に感染します。

人の重症のサルモネラ食中毒では抗菌性物質による治

療が行われますが、S.Typhimurium DT104は各種抗菌

剤（基本として、ペニシリン、ストレプトマイシン、テ

トラサイクリン、クロラムフェニコール及びサルファ

剤）に耐性を持っているため、初期治療で不適切な薬剤

を選択すると、患者の体内で選択的に病原菌を増やし

てしまう恐れがあるので、危険視されています。

（2） フルオロキノロン耐性カンピロバクター

　カンピロバクターは健康家畜に保菌されていて、家

畜には病気を起こしませんが人の食中毒の原因菌とし

て知られています。食中毒のほとんどの原因菌種は、

Campylobacter jejuniが主で、その他C.coliによるもの

があります。牛と鶏は主にC.jejuniを、豚は主にC.coli

を保菌しています。人の食中毒の原因としては主に汚

染鶏肉と考えられています。カンピロバクターによる

腸炎では重症化した場合に抗菌性物質による治療とし

て、第一選択薬にはマクロライド系薬剤が使用されて

いますが、実際にカンピロバクターによる腸炎と判断

できないうちは、広く細菌性下痢症に対応するためフ

ルオロキノロン剤が使用されます。米国では家禽用フ

ルオロキノロン剤が使用され始めてから、急激に人の

カンピロバクター感染症例にフルオロキノロン耐性菌

が出現・増加したと報告され、フルオロキノロン剤を使

用することによる人の健康危害を懸念して、家禽用フ

ルオロキノロン剤の認可取消しが提案されています。

（3） バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）

　人の院内感染で重要なメチシリン耐性黄色ブドウ球

菌(MRSA)の特効薬として、バンコマイシンは重要な抗

菌剤です。腸球菌は非病原性であり人や動物の腸管内

等の常在菌ですが、バンコマイシンの頻繁な使用によ

り、これに耐性となった株（VRE）が出現し、人の院

内感染の治療を困難にしています。現在6つの型が知ら

れているVREのうち、人の医療に与える影響が大きい

型は、バンコマイシンに高度耐性であり、かつ耐性因子

が他の菌へ伝達してしまうVanA型及びVanB型です。

一方、家畜では成長促進の目的で飼料添加物として、バ

ンコマイシンと同じグリコペプチド系の抗菌性物質で

あるアボパルシンが各国で使用されていた時期があり

ました。人の医療への影響を考慮し、1990年代後半か

ら各国でアボパルシンを飼料添加物として使用するこ

とが禁じられました。禁止後、欧州を中心に家畜及び人

からのVREの分離率が激減したことが報告されていま

すが、家畜由来のVREが人へ伝播するかについては、

今なお議論されているところです。

（4） 基質拡張型β-ラクタマーゼ(ESBL)産生菌

　本来、ペニシリンだけを分解するペニシリナーゼと

いう分解酵素が、突然変異によりセフェム系薬剤やそ
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の他のβ-ラクタム系薬剤まで分解する能力を獲得した

ものをESBL産生菌と呼んでいます。グラム陰性桿菌が

原因となる感染症の治療に支障を来す耐性菌として、

最近問題となっています。国内ではまだ症例報告は多

くありませんが、海外ではVREと同様に院内感染にお

いて重大な問題となっています。ESBL産生菌がなぜ問

題になるかというと、人の医療で頻繁に使用される広

域スペクトルのβ-ラクタム系薬剤に耐性であり、耐性

遺伝子が伝達性プラスミド上に存在するため、菌種を

超えて様々なグラム陰性桿菌に耐性因子が伝達される

ことにあります。また、同じ伝達性プラスミド上にイン

テグロン構造を持つ例も多く、β-ラクタム系以外の薬

剤耐性因子まで伝達してしまうことになります。家畜

では人に比べて使用可能なβ-ラクタム系薬剤の種類が

少なく、かつ使用頻度も低いことから、現在のところ

ESBL産生菌の分離率は数%以下と低い状況です。人の

医療においては効果が期待できるβ-ラクタム系薬剤が

あるので適切な診断のもとにそれを利用することが出

来ますが、家畜にはESBL産生菌に効果のあるβ-ラク

タム系薬剤はありません。まだ家畜分野では報告が非

常に少ないので、今後ともこのような耐性菌を選択し

増やさないように、薬剤の慎重使用が重要であると言

えます。

（抗生物質製剤検査室　小島明美）

【お詫び】

　前号（No.259）「海外出張報告」の中で、2.調査内容

（2）国立動物用生物学的製造製造所（PRONABIVE）と

（3）AVIMEX社 ①AVITEC社産卵鶏舎の写真が入れ

替わって掲載しておりました。謹んでお詫び申し上げ

ます。

　残暑の候、読者の皆様にはいかがお過ごしでしょうか。

　今年は記録的な猛暑が続きましたが、本号が出る頃

にはどうなっていることか、夏バテにならぬよう十分

に気を付けて早く秋を迎えたいものです。とはいって

も、猛暑は景気にかなりの好影響を与えているとのこ

と。エアコン、ビール等々、個人消費は大幅に増加して

おり、GDPの押上げ効果が報道されるのを見るたびに、

当方もビールではかなり貢献していると自負しています。

　ところで、当所の夏の恒例といえば「こども見学

けやきコラム

デー」。本年は８月25、26日に開催することとし、呼び

かける範囲を従来の国分寺市から多摩地区の６市に拡

大しました。職員一同、催し物にも工夫を凝らし、小中

学生の元気をいっぱいもらいたいと考えています。し

かし、大人には夏の暑さは堪えるもの。注意力も散漫と

なりがちで、慣れた作業にも「ついうっかり」というこ

とのないよう常に注意を払う必要があると感じている。

最近、ビジネス関係のマネージメントに関して、ハイン

リッヒ（１：29：300）の法則について触れた記述をい

くつか見た。ご存じの方も多いかと思うが、この法則

は、労働災害の発生確率を分析したものであり、１つの

重大災害の背後には、29のかすり傷程度の軽災害、300

のヒヤリとした事象があるとしている。いずれの記述

でも、大きな事故や経営上の問題の発生は氷山の一角

であり、その背後にはちょっとしたミスや失敗が見過

ごされていると注意を促している。

　動物用医薬品を取り扱う当所では、日頃から、多様な

化学物質、病原微生物等を取扱い検査・検定等を行って

いる。また、薬剤耐性菌対策、海外悪性伝染病ワクチン

の調査・試験、シードロットシステムの構築、狂犬病検

疫制度の見直しへの技術的支援等の新たな業務対応が

目白押しである。これらを的確に推進していくために

は、常に最適な技術・管理水準及びバイオセキュリ

ティーを確保する必要がある。このためには、その根幹

となる技術、手法を常に検証し、わずかなミスも見過ご

すことなく、問題点を確認し、改善していく積み重ねが

必要である。企業と同様に事業体として当所をとらえ

たとき、個々の職員が果たす役割と責任の重要性が痛

感される。職員一同、日々の業務において問題点を検証

するアンテナとなり、当所の機能を向上させていきた

いと考えている。


