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１　はじめに
　平成15年度の薬剤耐性菌の発現状況調査（家畜由来

細菌の抗菌性物質感受性調査）は、主要な抗菌性物質

に対する耐性菌の発現状況等の動向を把握すると共に、

家畜に使用する抗菌性物質の人の健康と獣医療に対す

るリスク分析の基礎資料を得ることを目的としたもの

である。本調査は、生産振興総合対策事業実施要領（平

成14年４月15日付け13生畜Ｂ第10200号農林水産省

総合食料局長及び農林水産省生産局長通知）に基づき、

①動物用医薬品については家畜衛生対策事業、②飼料

添加物については流通飼料対策事業によって実施され

た。

　公衆衛生分野への影響に配慮した薬剤耐性菌発現状

況調査は、食品媒介性病原細菌としてサルモネラとカ

ンピロバクターを、薬剤感受性の指標細菌としては腸

球菌と大腸菌を対象に平成12年度から本格的に開始さ

れた。

　今般、平成15年度に実施されたこれら家畜衛生対策

事業及び流通飼料対策事業による調査について、各都

道府県より提出された報告を取りまとめたので、その

概要を紹介する。

２　材料及び方法

（1）調査検体数
　検体は健康家畜の糞便とし、検体数は都道府県ごと

に各菌種とも４畜種（肥育牛、肥育豚、採卵鶏及びブロ

イラー）×６畜産経営体以上×１検体＝24検体以上（流

通飼料対策事業の調査も実施する県は８経営体以上、

32検体以上）を原則とし、１検体から都道府県ごとに

指定された菌種を２株まで分離することとした。

（2）試験方法
　本調査は、対象菌種ごとに統一化、平準化された分離

培養法、菌種同定法及び薬剤感受性試験法により実施

した。同定は、形態学的及び生化学的性状検査により

行った。

　分離菌株の供試薬剤に対する感受性の測定は、米国

臨床検査標準委員会（NCCLS）の提唱する寒天平板希

釈法に準拠した方法により実施し、最小発育阻止濃度

（MIC）を求めた。なお、耐性限界値（ブレークポイン

ト）は、基本的に平成13年度の値とした。

平成15 年度家畜由来細菌の抗菌性
物質感受性調査成績の概要について

３　調査成績

（1）サルモネラ
　サルモネラは、供試された331検体中10検体（3.0％）

から20株（肥育牛由来0株、肥育豚由来4株、採卵鶏

由来4株及びブロイラー由来12株）が分離された。分

離菌株の血清型は、5種類認められ、そのうちSalmonella

Infantisが10株（ブロイラー由来8株、採卵鶏由来2株）、

S. Typhimuriumが 4株（肥育豚由来4株）であった。

　分離された20株の薬剤感受性試験成績を表１に示し

た。調査薬剤のうち5薬剤（DSM, OTC, KM, TMP及

びNA）に耐性が認められ、その耐性率は20.0～70.0％

であった。セフェム系薬剤（CEZ及びCTF）及びフル

オロキノロン剤（ERFX）に対しては全て感受性を示し

た。由来動物ごとの各薬剤に対する耐性率は、OTC及

びDSMに対しては、産卵鶏以外の動物由来株におい

て、いずれも50％以上の高い耐性率を示した（表2）。

表2　動物別耐性率の比較

表1　平成15年度サルモネラの薬剤感受性試験



3

動薬検ニュース　№ 2 6 2

（2）カンピロバクター
　カンピロバクターは、供試された365検体中140検体

（38.4％）から247株（肥育牛由来36株、肥育豚由来86

株、採卵鶏由来70株及びブロイラー由来55株）が分離

された。菌種の内訳は、C.jejuni 122株及びC.coli 125

株であった。肥育牛、採卵鶏及びブロイラーからは主に

C. jejuniが、肥育豚からはC. coli が分離された。

　分離された247株の薬剤感受性試験成績を、表３に示

した。調査薬剤のうち7薬剤のMIC分布に二峰性が認

められ、9.3-58.7%の耐性率を示した。菌種別の耐性率

は、EMでは、C. jejuni 0%及びC. coli 34.4%であった。

ERFXではC.jeuni 12.3%及びC. coli 35.2%であった。

由来動物別に耐性率を比較すると、ABPCに対する耐

性がレイヤー由来株で最も高かったが、ABPCを除く

薬剤では肥育豚由来株の耐性率がもっとも高かった

（表２）

表3　平成15年度カンピロバクター属菌の薬剤感受性試験

（3）腸球菌
　腸球菌は、一般腸球菌（Enterococcus faecalis 及び

E.faecium）の選択培地による分離では、供試された328

検体中167検体（50.9%）から、一般腸球菌286株（肥

育牛由来21株、肥育豚由来56株、採卵鶏由来108株及

びブロイラー由来101株）が分離された。一方、バンコ

マイシン（VCM）添加培地を用いた選択分離において

は、同検体中93検体（28.4％）から135株のVCM低感

受性腸球菌が分離された。

　分離された一般腸球菌286株の薬剤感受性試験成績を

表４ -(1)に示した。調査薬剤のうち11薬剤（DSM,GM,

KM, OTC, EM, LCM, CP, AVM, EFM, VCM及びNHT）

に対して耐性株が存在し、その耐性率は2.1～68.2％で

あった。特に、OTCに対する耐性株が多く（68.2%）、動

物種別で見ると、ブロイラー（76.2%）、次いで肥育豚

（75.0%）の順に耐性率が高かった（表2）。なお、VCM

低感受性腸球菌135株のうち2株（ブロイラー由来１検

体から分離）のVCMに対するMIC値は＞128μg/ml

であった。（VCM低感受性腸球菌135株の薬剤感受性試

験成績は表４-（2）参照）これら２株はVCM耐性遺伝

子及び菌種同定を実施した結果、いずれもVCM耐性遺

伝子（vanA）を保有するE. faeciumであり、VCM高

度耐性のVREであった。

表4-（1）平成15年度 一般腸球菌（E.faecalis&E.faecium）の薬剤感受性試験

表4-（2）平成15年度 VCM低感受性腸球菌の薬剤感受性試験

（4）大腸菌
　大腸菌は、供試された277検体中258検体（93.1％）

から、475株（肥育牛由来133株、肥育豚由来121株、

採卵鶏由来122株及びブロイラー由来99株）が分離さ

れた。同時にBCM O157寒天培地（栄研化学（株））を

用いてO157（志賀毒素産生性大腸菌）の分離を試みた

結果、今年度はO157の分離株はなかった。

　分離された大腸菌475株の薬剤感受性試験成績を表５

に示した。調査薬剤のうち13薬剤（ABPC, CEZ, CTF,

DSM, GM, KM, OTC, BCM, CP, CL, NA, ERFX及び

TMP）に対して耐性株が存在し、それらの耐性率は0.4

～49.1％であった。フルオロキノロン剤（ERFX）に対

しては、1.9%に耐性株が認められた。また、セフェム

系薬剤（CEZ及びCTF）に対しては、それぞれ3.2%及

び 1.7％に耐性株が認められた。由来動物別でみると

OTCでは肥育豚（70.2%）、次いでブロイラー（60.6%）

の耐性率が高く、DSMでは豚（55.4%）、次いでブロイ

ラー（44.4%）の耐性率が高く、ABPCではブロイラー

（44.4%）、次いで肥育豚（29.8%）の耐性率が高かった。

ERFX耐性は、ブロイラー（4.0％）と肥育豚（4.1％）由

来株のみであった（表2）。
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表5　平成15年度 大腸菌の薬剤感受性試験

４　おわりに
　本稿では、平成15年度に実施した家畜由来細菌の抗

菌剤感受性調査成績の概要を紹介した。平成15年度の

家畜由来細菌の抗菌性物質感受性調査の実施によって、

過去４年間における日本全国の各種細菌の感受性成績

が集積された。現在、一連の調査成績を総括的に取りま

とめ、畜産分野における年次別及び由来動物別の耐性

菌の動向として公表していく準備をしている。

　今回の調査４菌種における由来動物別の主要薬剤、

すなわち、β－ラクタム系、アミノグリコシド系、マク

ロライド系、テトラサイクリン系及びキノロン系薬剤

に対するそれぞれの耐性率を比較した成績を表５に示

した。いずれの菌種でも、由来動物ごとの耐性率に特徴

が認められた。OTCに対する耐性率は、いずれの菌種

においても豚で高く、また、産卵鶏由来株における耐性

株の出現は、ブロイラー由来株に比べて全体に少な

かった。これらは、野外での抗菌剤の使用実態を反映し

ているものと推察された。フルオロキノロン剤に対す

る耐性株は、過去の調査と同様に、カンピロバクターと

大腸菌分離株の一部に認められており、今後とも耐性

動向を特に注視しなければならない。

　従って、全国レベルでの畜産分野における各種細菌

の抗菌性物質感受性調査を継続し、成績の集積・解析に

取り組むこととしている。また、野外での抗菌性物質の

使用実態と分離菌の薬剤感受性の年次変化との関係に

ついての解析を進めている。同時に、調査事業の遂行

上、公衆衛生や食品衛生の関係機関・部署等との協力、

連携を一層深め、情報交換や調査データの共有化等を

推進しながら、畜産業における抗菌性物質の使用が人

の医療に及ぼす影響の評価、リスク管理に向けた取り

組みを実施していく計画である。

　抗菌性物質の使用に当たっては、国際的共通認識で

ある「慎重使用の原則」に従い、①動物用医薬品につい

ては、抗菌性物質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）や原因菌の薬剤感受

性データに基づき慎重に行うこと、②適応症に対応す

る用法・用量並びに使用上の注意事項の厳守等をより

厳格にすること及び③抗菌性飼料添加物については、

定められた使用の方法の基準を遵守することが重要で

ある。

　今回取りまとめた調査成績については、畜産現場に

おける抗菌性物質の適正な使用の一助として活用され

たい。

（抗生物質製剤検査室　高橋敏雄、浅井鉄夫、

小島明美、原田和記）

○第15回運営委員会会合の概要
　VICH第15回運営委員会（SC）会合が、平成16年10

月19、20日にベルリンで開催されたので、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9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2名の合計23名が出

席した。農水省（JMAFF）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）及び　橋美

幸（動物医薬品検査所）の3名が参加した。議長はEU

のクロッカー博士が務めた。

　また、この他に、専門家作業部会(EWG)の進捗状況を

報告するために環境EWGトピックリーダー、準会員の

OIE及び関係団体として米国の動物用生物学的製剤協

会の各１名が参加した。

２．会合の概要

（1）ガイドライン（GL）の承認
  ステップ3としてGL-41「病原性復帰試験」を承認し、

コンサルテーション期間を2005年4月25日までとした。

  ステップ6としてGL-38「動物用医薬品の環境影響評

価（第２相）」を承認し、実施期限を2005年 10月まで

とした。

（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

の指示、次回会合の承認等を行った。

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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  ①品質EWG

　　GL-39「新原薬及び新製剤の規格：試験方法と判断

　基準」及びGL-40「新生物薬品の規格：試験方法と判

　断基準」のパブリックコメントが終了し、GL-3「新

　原薬及び新製剤の安定性試験」、GL-10「新動物用原

　薬の不純物」及びGL-11「新動物用医薬品の不純物」

　の見直しが書面手続きにより進んでいることをSCは

　賞賛し、早期のステップアップを期待した。

　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」の試験に

　用いる5株の低継代リファレンス株のEDQMでの作

　製状況に変化はなく、SCは前回の結論と同じく、

　EDQMのリファレンス株の供給状況を見ながら、リ

　ファレンス株を用いないGLのオプションを書面手続

　きで検討することを指示した。

　　「哺乳動物ウイルスワクチン中の迷入ウイルス検出

　試験」については、日本におけるシードロットシステ

　ムの導入に向けた準備のため、当該GLの検討を１年

　間保留することが了承された。JMAFFは、EWG座

　長の伊藤　治が退任し、後任は同じく動物医薬品検

　査所の中村成幸となることを報告し、了承された。

　③対象動物安全性EWG

　　生物学的製剤のGLについて、地域内だけで流通す

　る製品では１試験群の動物数を規制当局の判断で削

　減出来る場合があるとされた。

　　次回会合の2005年5月23-25日ワシントンDCでの

　開催を承認した。    　

　④安全性EWG及び微生物安全性特別会合（TF）

　　GL-28「ヒト食品中残留動物薬の安全性を評価する

　試験―癌原性試験」の修正案については、日本でのパ

　ブリックコメントが未実施であるが、年内に終了す

　ることを報告した。

　⑤医薬品監視EWG

　　ポジションペーパーの修正案について議論し、国

　際誕生日及び「類似の製品」の定義（同一製品のみで

　はなく、処方、用法用量、効能効果が類似している製

　剤を含む。）について合意した。第３国報告のタイミ

　ング、定期要約更新報告（PSU）の頻度、データ領域

　等については、さらにSCで検討することとした。

　⑥環境毒性EWG

　　EWG作業が終了したことを確認した。

（3）新規トピック
　JMAFFは、食安委・厚労省・JMAFFの担当者での

協議結果を踏まえてトピックの開始について議論した

が結論は得られず、国内で再度協議し、年内に新たな

EWGの設置に合意できるか否かを事務局に回答するこ

ととした。

　なお、新たなEWGが設けられた場合は、GL作成作

業に先立って、合意の可能性を検討することとした。

（4）VICHフェーズ II（2006-2010）の活動
  SCは前回SCで検討し、タスクフォースが修正提案し

たVICH戦略（2006-2010）案を逐条で議論し、修正し、

２日目に修正案についてさらに議論した。組織規定の

見直し案についても、戦略案と共に逐条で見直しを

行った。

  両案は、事務局が議論を踏まえて整理し、さらにSC

メンバーにコメントを求め、最終案とすべく作業する

こととした。

  各種VICH作業ガイダンスの見直しも併せて行うこと

とした。

（5）VICH第３回公開会議（VICH３）の準備
  プログラムについて協議した。品質、対象動物安全性

の各セッションの座長は、それぞれJMAFF、日本業界

が行うこととなった。第１回目の案内の文書が各地域

のコーディネーターに近く送付される。

（6）次回会合
　次回SC会合は、2005年5月24,25,28日にワシントン

DCでVICH3を挟んで開催することを確認した。次々

回は、2005年11月１,２日に日本で開催する予定となっ

た。

３．所感
  出発時の成田空港の混雑、特に出国審査は尋常でな

く、飛行機にたどり着いたら既に出発予定時刻で、その

後も遅れた人を20分ほど待って離陸した。フランクフ

ルトで駆け足で乗り換えて、目的地ベルリンの空港に

着いたが、荷物はしっかりフランクフルトで乗り遅れ

ていた。さい先の悪いスタートではあった。

  今回の会合の最大の焦点は、フェーズIIの新たな戦略

の作成とそれに伴う組織規定の見直しにあった。２日

間に渡って相当の時間を割いて議論が行われ、構成や

内容はほぼ決まり、表現等を整理して予定通り合意さ

れるのではないかと考えられる。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。また、この内容はVICH３で

広く知らしめられることとなる。
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  EWGの活動については、品質EWGや対象動物安全

性EWGの作業が順調に進み、環境毒性・環境影響評価

EWGは作業を終了し、３件のGLがステップアップし

たことは、今回の大きな成果であった。一方、出口の見

えなかった迷入ウイルス否定試験法、医薬品監視の問

題点、代謝及び残留動態の新規トピック等も、それぞれ

解決の糸口を探る努力が続けられ、今回のSCでは問題

処理の方向と時間枠が示された。その時間枠にした

がってステップが進められ、結果が得られると期待さ

れる。

　また、来年5月25-27日にワシントンDCで行われる

VICH3では、約10年のフェーズⅠをまとめ、フェーズ

Ⅱの新たなVICHの扉が開かれることが期待される。主

催するAHIののんびりとした準備に少し焦りを感じる

が、近く開催案内が配布されれば、一気に盛り上がるこ

とが期待され、日本やアジア地域からも多くの参加が

望まれている。　　　　　（検査第二部長　　橋美幸）

VICH運営委員会メンバー

（連邦消費者保護・食料安全庁前にて）

○希少使用及び希少動物種用（MUMS）動物用医薬

品に関する国際ワークショップの概要
　2004年10月７日～８日に米国メリーランド州ロック

ビルにあるダブルツリーホテルの会議場で開催された

希少使用及び希少動物種用医薬品（ＭＵＭＳ）に関する

国際ワークショップに参加したのでその概要を報告す

る。

１．本ワークショップ開催の背景及び目的
　ＭＵＭＳとは、"Minor Use Minor Species"の頭文字

であり、発生が少ない疾病等をその適用対象とするよ

うな使用が稀な動物用医薬品"Minor Use"及び飼養頭数

が少ない等の理由で動物種として稀なものを使用対象

とした動物用医薬品 "Minor Species" のことである。

　我が国ではＭＵＭＳという言葉は必ずしも一般的で

はないが、米国では、これまでＦＤＡ（米国食品医薬品

局）及びＵＳＤＡ（米国農務省）を中心として使用可能

なＭＵＭＳを増加させていくための検討作業が行われ

てきており、2004年8月にThe Minor Use and Minor

Species Animal Health Act 2004（ＭＵＭＳ法）が成

立し、ＭＵＭＳに関する法的枠組みが整備された。本

ワークショップは、このＭＵＭＳ法の成立を背景にＦ

ＤＡのＣＶＭ（動物用医薬品センター）の主催、ＵＳＤ

Ａの協力の下、ＭＵＭＳの開発を促進し、使用可能なＭ

ＵＭＳを増加させていく観点から、ＭＵＭＳの必要性

及びそれらの承認・許可等に関する現状、展望等につい

て国際的な専門的知見を集約することを目的として開

催された。

２．ワークショップ
　米国、ＥＵ、日本、カナダ、オーストラリア、アフリ

カ及び南米からの代表者により、それぞれの国及び地

域におけるＭＵＭＳをとりまく状況等について発表が

行われ、それらを踏まえて発表者及びその他の参加者

を含めての討論が行われた。

　動物用医薬品の承認を取得するためには莫大な費用

と時間等がかかるため、ＭＵＭＳのように市販後の販

売・収益に多くを望めない医薬品の開発は、商業的な観

点から困難であり、ＭＵＭＳの不足という状況は各国

及び地域で共通の問題となっているようである。

（1）米国の状況
　米国で成立したＭＵＭＳ法は、通常の動物用医薬品

の取扱いとは異なる許認可の制度を適用すること等に

より、医薬品企業の負担を軽減し、ＭＵＭＳの開発・認

可を促進しようというものである。

　ＭＵＭＳ法によると、希少動物種（Minor Species）

とは、牛、馬、豚、鶏、七面鳥、犬及び猫（Major Species）

以外の動物種であり、希少使用（Minor Use）とは、

Major Speciesを対象としているが、発生が稀である場

合や発生が地理的に限定的な場合で適応対象とされる

海外出張報告
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動物が少数である医薬品と定義されている。

　ＭＵＭＳ法はConditional Approval、Indexing及び

Designationの３つの大きな柱となる規定からなってい

る。

　Conditional Approvalは、安全性に関する十分なデー

タがある場合に、有効性に関する必要なデータを作成

している間に、最大５年間の条件付きの承認が与えら

れ、条件付き承認である旨表示した上で合法的に販売

することが許されるという制度である。

　また、Indexingは、食用動物以外の例えば動物園の

動物、実験動物等を使用対象とした医薬品のように市

場規模が著しく小さいためConditional Approvalの適

用も難しいような医薬品について、一定の条件のもと

インデックスにリストアップされたものは、未承認で

あっても合法的に販売することを認めようという仕組

みである。

　人用のオーファンドラッグ制度をモデルとしたDesig-

nationは、指定されたＭＵＭＳについて、承認申請に必

要な安全性及び有効性に関する試験の実施のための補

助や承認後の独占販売権の延長等の措置がとられると

いうものである。

（2）ＥＵの状況
　ＥＵでは、欧州医薬品審査庁（ＥＭＥＡ）が1998年

からＭＵＭＳに関する問題を取り上げ、タスクフォー

スによる検討等が行われてきており、ＭＵＭＳの法的

な枠組みはないが、動物用医薬品委員会（ＣＶＭＰ）が

2004年に発出したPosition PaperではＥＵにおける希

少動物種は、牛（肉用牛、乳牛）、羊（肉用）、豚、鶏（産

卵鶏を含む。）、サケ科魚類、犬及び猫以外の動物種とさ

れている。現在ＣＶＭＰによるＭＵＭＳの開発に関す

る無料の科学的な相談制度の導入や、ＭＲＬの設定に

おけるMajor Speciesから希少動物種への外挿等の試み

が行われてきているとのことである。ＥＵ拡大に伴い、

畜産の事情や食文化等が多様な加盟国で構成されるＥ

Ｕでは、ＭＵＭＳの取扱いの検討にも困難な面がみら

れる。

（3）日本の状況
　日本からは、筆者が我が国におけるＭＵＭＳを取り

巻く状況等について、「ＭＵＭＳ：Perspective of Japa-

nese Situation」と題して発表した。

　我が国では法令等による明確なＭＵＭＳの定義はな

いが、いわゆる特用家畜を対象とした医薬品、多様化す

るコンパニオン動物用の医薬品等、ＭＵＭＳに対する

ニーズは増大していると考えられること、それらの医

薬品の承認の現状及び開発・承認を促進するために承

認申請に必要な試験の実施を補助する「特用家畜等用

医薬品承認推進事業」のような事業が行われてきてい

ること等について紹介した。

（4）討論
　ワークショップ参加者による討論では、ＭＵＭＳに

ついてＶＩＣＨ（動物用医薬品の承認審査資料のハー

モナイゼーションに関する国際協力会議）で取り上げ

てはどうか？等ＭＵＭＳに関する国際的なハーモナイ

ゼーションの必要性やデータ・情報の共有の重要性に

ついての意見が多くみられた。一方では、ある国では希

少動物種とされるものであっても国が異なればそれが

Major Speciesとされる場合も多く、また、ＭＵＭＳと

してどのような医薬品の必要性が高いかについても国

によって異なることから、ハーモナイゼーションが難

しい側面があるとの指摘もあった。また、文献情報の受

け入れやMajor Speciesでの安全性及び有効性データの

希少動物種への外挿の促進についても検討の必要性が

議論された。

３．所感
　ＭＵＭＳの不足は、治療方法等の制限やいわゆる適

用外使用の増加にもつながり、家畜衛生上あるいは獣

医診療上の問題、さらには食品の安全性にも関係して

くる可能性もある。今後、各国での取扱いも参考としな

がら、国際的なハーモナイゼーションを含め、ＭＵＭＳ

の開発・承認を促進し、使用可能なＭＵＭＳを増やして

いくための方策を検討していく必要があると考える。

（残留化学検査室　　関谷辰朗）

ワークショップ会場（議事終了後の様子）
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○他紙掲載論文

1999-2001年に農場で分離された家畜由来カンピロ

バクターの薬剤感受性：JVARM成績
　　　石原加奈子、吉良智子、荻窪かおり、守岡綾子、

　　　小島明美、木島まゆみ、高橋敏雄、田村　豊

　日本の農場における家畜由来カンピロバクターの薬

剤感受性モニタリングを行うため、1999 年 6 月から

2001年 3月までの間に計468株のカンピロバクターを

収集した。分離株は、オキシテトラサイクリンおよびジ

ヒドロストレプトマイシンに高い耐性率を示した。ア

ミノグリコシド、マクロライド、テトラサイクリンおよ

びキノロン系に対し、Campylobacter coliはCampylobacter

jejuniと比べ有意に高い耐性率を示した。なかでも、マ

クロライド系にはC. jejuni の全株が感受性であったの

に対し、C. coliは48.4%が耐性であった。フルオロキノ

ロン耐性はブロイラー由来C. jejuniでは12%、レイヤー

由来C. jejuniでは2.6%であり、日本でのフルオロキノ

ロン耐性レベルは他国に比べて低いと考えられた。

（Antimicrobial susceptibilities of Campylobacter iso-

lated from food-producing animals on farms（1999-2001）:

results from the Japanese Veterinary Antimicrobial

Resistance Monitoring Program; International Journal

of Antimicrobial Agents, 24（3）, 2004, pp. 261-267）

鶏サルモネラ症（サルモネラ・エンテリティディス・

サルモネラ・ティフィムリウム）（油性アジュバント

加）不活化ワクチン
（平成16年９月承認）

　サルモネラ食中毒の原因菌であるSalmonella Enter-

itidis（SE）やS.Typhimurium（ST）は、公衆衛生上

問題となる菌だが、近年、「農場から食卓まで」の衛生

管理が問われる中、家畜伝染病予防法が改正され、届け

出伝染病として「鶏サルモネラ症」が規定され、畜産分

野において防疫対策を講じる必要性のある重要な問題

となっている。既に８種類の不活化ワクチンが承認さ

れ、サルモネラ防疫の一環として活用されている。従来

の製剤の全ては主成分としてSEのみであるが、今回、

従来のSEに加え、新たにSTを主成分とした油性アジュ

バントの不活化ワクチンが承認された。

１　成分
　ワクチンは、１ボトル（500mL、1000羽分）中に、　

食中毒症例由来株SE（E-926株、E-136株）及びST（T-

023株）の不活全菌体を各々1010.1 個以上と、アジュバ

ント成分として軽質流動パラフィンを含有する。

２　用法及び用量
　５週齢以上の種鶏及び採卵鶏の頚部中央部の皮下　

に１羽当たり0.5mLを注射する。

３　効能及び効果
　鶏の腸管におけるSE及びSTの定着の軽減。

４　特筆すべき使用上の注意
（1）肉用鶏には使用しないこと。

（2）本剤は、出荷前44週間は注射しないこと。

（3）本剤を接種した鶏は、ひな白痢の抗体検査で　陽性

を示す。従って、本ワクチンを種鶏に使用する場合は、

標識した未接種鶏を残し、家畜防疫対策要綱に基づく

ひな白痢防疫対策に支障がないようにしなければなら

ない。また、本ワクチンを種鶏に使用する場合には、事

前に最寄りの家畜保健衛生所に相談し、指示を受ける

こと。

（4）頚部上部の皮下に注射すると、摂餌の際ワクチン液

が頭部に流れ、頭部が腫脹することがある。

５　検定の概要
　小分製品について次の試験を実施する。

（1）無菌試験

（2）安全試験：５～７週齢のSPF鶏に試験品0.5mL　

ずつを頚部皮下に注射し、４週間、対照群とともに臨床

観察を行う。観察期間中、試験群及び対照群に臨床的な

異常を認めず、剖検した時、試験群の注射局所に著しい

異常を認めない場合、試験に適合とする。

（3）力価試験：SE及びSTの各々について力価試験を

行う。

（3）－１　SE力価試験：安全試験終了時に採取した血

清について、「ひな白痢急速診断用菌液」を用いた凝集

反応を行う。完全凝集の認められた血清の最高希釈倍

数を抗体価として表す時、試験群の抗体価の常用対数

の平均値が100以上を示した場合、試験に適合とする。

この場合、対照群の抗体価は全て10倍以下でなければ

ならない。

新薬紹介

調査�
　研究� 調査研究の紹介
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（3）－２　ST力価試験：５～７週齢のSPF鶏に試験品

0.5mLずつを頚部皮下に注射し、４週間後、リファンピ

シン耐性ST株を用いて攻撃試験を行う。攻撃後５日目

に、試験群及び対照群の各鶏の盲腸便から定量的菌回

収を行う。試験群の生菌数が対照群のそれより有意に

低い値を示したとき、試験に適合と判断する。

（細菌製剤検査室長　高木昌美）

　（その２）平成15年度収去検査結果について

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 三共エール薬品株式会社 硫酸ピペラジン「三共」 T79B 2004/3/5 合　格

鹿児島県 第一ファインケミカル株式会社 アプシードソーダ DA103 2004/3/5 要指導 添附文書等の表示記載整備

長野県 セラケム株式会社 プリンペラン経口用 0660 2004/3/5 要指導 添附文書等の表示記載整備

栃木県 バイエル株式会社 バイトリルワンショット注射液 KP02DX6 2004/3/10 要指導 添附文書等の表示記載整備

静岡県 日産合成株式会社 ビプロソーラ 78041 2004/6/4 合　格

静岡県 バイエル株式会社 バイトリル10％液 KP02ERK 2004/3/9 要指導 添附文書等の表示記載整備

静岡県 バイエル株式会社 バイトリル10％注射液 KP02ETE 2004/3/10 要指導 添附文書等の表示記載整備

静岡県 東亜薬品工業株式会社 ビオエンチ 0613 2004/3/11 要指導 使用上の注意の記載整備

静岡県 ファイザー株式会社 テラ・コートリルスプレー 395401B 2004/3/29 合　格

東京都 ヤシマ産業株式会社 グルタクリーン C0070 2004/5/10 不合格 有効成分の含有量不足

広島県 株式会社シーエーエフラボラトリーズ CAF－ SEエリーザ SE－ 10 2004/9/30 合　格

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

山口県 協和醗酵工業株式会社 水産用アモトレート散 837ABE 2004/4/14 合　格

北海道 日本全薬工業株式会社 オキシテトラサイクリン注NZ 3266 2004/9/1 合　格

北海道 日本全薬工業株式会社 カナマイシン注NZ 3290 2004/9/1 合　格

大分県 川崎製薬株式会社 オキシテラシン注 206251 2004/9/8 要指導 一般的名称の記載整備

大分県 ファイザー株式会社 テラマイシン・ＬＡ注射液 4033204 2004/9/8 要指導 一般的名称の記載整備

大分県 呉羽化学工業株式会社 ゴバルジン 3YC2 2004/9/10 合　格

大分県 明治製菓株式会社 アンチセダン ANTPD27 2004/9/10 合　格

大分県 明治製菓株式会社 硫酸カナマイシン注射液250明治 KNLDOT0042 2004/9/15 合　格

熊本県 コーキン化学株式会社 動物用OTC「コーキン」－100 45107 2004/10/6 要指導 使用上の注意等の記載整備

熊本県 武田薬品工業株式会社 CTC－ 100「TSA」 H076 2004/10/6 合　格

熊本県 ファイザー株式会社 テラマイシン注射液 4033504 2004/10/6 合　格

熊本県 コーキン化学株式会社 動物用OTC「コーキン」－200 34816 2004/10/6 要指導 使用上の注意等の記載整備

熊本県 フジタ製薬株式会社 CTC散 100「フジタ」 100986 2004/10/6 要指導 使用上の注意等の記載整備

熊本県 川崎製薬株式会社 ドキシサイクリン散50 205184 2004/10/6 合　格

熊本県 明治製薬株式会社 カナマイシン液鼻内用 BKNSGD327 2004/10/6 合　格

熊本県 明治製菓株式会社 硫酸カナマイシン注射液100明治 KNSLDT0052 2004/10/6 合　格

熊本県 川崎製薬株式会社 CTサイクリン・100 205061 2004/10/6 合　格

熊本県 三鷹製薬株式会社 OTC注「ミタカ」 OTH4002 2004/10/6 合　格

熊本県 三鷹製薬株式会社 セファガード CBT401 2004/10/6 合　格

熊本県 バイエルメディカル株式会社 アドバンテージ　プラス犬用 KP02XZR RP02X04 2004/10/20 合　格

熊本県 バイエルメディカル株式会社 アドバンテージ　プラス猫用 KP02V2D KP02U4A 2004/10/20 合　格

静岡県 三鷹製薬株式会社 セファガード CBT401 2004/11/2 合　格

宮城県 フジタ製薬株式会社 カナマイシン注 250「フジタ」 102776 2004/11/10 要指導 使用上の注意等の記載整備

宮城県 株式会社インターベット エンゲマイシン10％注射液 22 2004/11/10 合　格

熊本県 文永堂製薬株式会社 プレドニゾロン注「文永堂」3014 2004/11/17 合　格

熊本県 明治製菓株式会社 ドミトール DOMPD34 2004/11/17 合　格

熊本県 東亜薬品工業株式会社 ネオアス注射液 164 2004/11/17 合　格

熊本県 三鷹製薬株式会社 アイアン２００ IRA3012 2004/11/17 合　格

不適合の理由、
改善を指導した内容

　（その１）平成16年度収去検査結果について
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　　月　日 行　　　　　　事 場　　所

16. 10.  4 VICH企画調整委員会出席 本      省

5 第４回犬等の検疫制度検討会出席 三田共用会議所

7 第２回薬剤耐性菌の出現等に関する文献の収集・整理及びその解 南青山会館

析調査検討委員会出席

8 鳥インフルエンザワクチン開発検討委員会出席 薬業健保会館

12 動物用一般医薬品調査会出席 本      省

14 動物用生物学的製剤調査会出席 本      省

15 日本豚病研究会幹事会及び研究集会出席 つくば農林ホール

〃 動物医薬品検査所ＯＢ会 国分寺Ｌホール

〃 高病原性鳥インフルエンザに関する意見交換会出席 三田共用会議所

18 講演会の開催 当      所

　講演者：Dr.Tomas R.shryock(Elanco Animal Health)

　演　題：抗菌剤耐性問題に関するリスクアナリシスの手法等について

21 馬感染症研究会出席 競走馬総合研究所栃木支所

22 第 499回技談会開催（演題：発表者） 当      所

○VICH環境毒性／環境影響評価ガイドライン文書及びプロジェクト

　研究について：遠藤裕子

○食用動物用医薬品のための毒性試験法ガイドライン：吉村治郎

○βレンサ球菌症不活化ワクチンの力価試験に関する検討：木島まゆみ

○人工種苗ブリを用いた水産用ワクチンの検定成績：木島まゆみ

○NCCLS Subcommittee on Veterinary Antimicrobial Susceptibility

　Testing（11-12 June 2004）の概要及び発表内容：川西路子

○プリオン蛋白に結合するRNAアプタマーの結合部位と濃縮法の検討：能田　健

○牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛の摘発による牛郡清浄化

　の試み：小佐々隆志

○ニワトリの消化管内分泌細胞、特にニューロテンシン分泌細胞に絶食

　及び再給餌が与える影響：松本幸子

○ラットの腎組織構造における特性－系統差、雌雄差及び精巣・

　 　卵巣摘出の影響－：村田奈々惠

26 平成16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 当      所

検査個別研修会（肝臓疾患用剤等）開催

27 （社）日本獣医師会テキスト編集委員会出席 南山ビル

28 平成16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 当      所

検査個別研修会 （合成抗菌剤（サルファ剤））開催

28 平成16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 当      所

～ 29 検査個別研修会（ビタミンBCK含有製剤）開催

29 動物用医薬品残留問題調査会出席 本      省

11. 8 平成 16年度全国動物薬事監視事務打合せ会議出席 三田共用会議所

9 平成16年度関東ブロック家畜保健衛生所長会議出席 群馬県庁

〃 施設保全連絡会議出席 立川防災合同庁舎

10 薬事・食品衛生審議会動物用医薬品等部会出席 本      省

11 自衛消防訓練実施 当      所

19 第 500回技談会開催（演題：発表者） 当      所

主 な 行 事
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海外出張
　期　　間 官職 氏　名 所　属 摘　　　　　　要

16.10. 6～10 技 関谷  辰朗 企画連絡室 「希少使用及び希少動物種用（MＵＭＳ）動物用医薬品に
関する国際ワークショップ：世界的展望」に出席のため（米国）

18～22 技 　橋  美幸 検査第二部 VICH第 15回運営委員会出席のため（独国）

23～31 技 高橋  敏雄 検査第二部 FAO/WTO合同食品規格計画第15回残留動物用医薬品規格
部会出席のため（米国）

11.14～19 技 浅井  鉄夫 検査第二部 薬剤耐性に関するOIE(国際獣疫事務局)特別グループ
会議出席のため（仏国）

15～ 25 技 中村  成幸 検査第一部 口蹄疫予防液の製造・検定の立会調査のため（独国）

21～ 25 技 伊藤    治 検査第一部 フランスにおけるOIE（国際獣疫事務局）及びOIE
　〃 蒲生恒一郎 〃 リファレンスラボとの意見交換のため（仏国）

人 の 動 き

人事異動
   月日 異動内容 官職 氏　　名 摘　　　　　　　要

16.12. 1 命併任 技 能田    健 検査第一部主任研究官兼消費・安全局衛生管理課（検査第一部
主任研究官）

〃 免併任 技 峯戸松勝秀 検査第二部（検査第二部兼消費・安全局衛生管理課）

○第500回技術談話会（技談会）を迎えて：牧江弘孝

○犬等の検疫制度見直しと我が国の狂犬病ワクチンについて：荒尾　恵

○ In Situ Hibridization法についての基本的な手技および鶏伝

　染性気管炎ウイルスに対する特異的なprobeについての検討：岩本聖子

○VICH第 15回運営委員会について：　橋美幸

○「International Workshop on Minor Use and Minor Species

　（MUMS）」（希少使用及び希少動物種用動物用医薬品（MUMS）に

　関する国際ワークショップ）の概要：関谷辰朗

○国内の健康家畜から分離されたバンコマイシン高度耐性腸球菌

　（VRE）の性状解析：小島明美

25 第８回機関連携技術連絡会議 当      所

26 改正薬事法説明会出 総評会館

　　月　日 行　　　　　　事 場　　所



13

動薬検ニュース　№ 2 6 2

見 学 者
月　　日 氏　　　　　　 名 所　　　　　　　　属

16.10. 08 佐々木  家治 ほか７名 岩手県県北家畜保健衛生所ほか

19 Bongkot Noppon タイ国コンケン大学獣医学部助教授

〃 Wasan Rucha タイ国畜産開発振興局生物製剤センター

所員研修

期　間 官職 氏      名 研　　修　　内　　容 研　修　場　所

16.10.25～28 事 宮崎  光樹 情報システム統一研修（第４回）ネ 九段合同庁舎
ットワークⅡ）受講

 16.11.16～19 技 吉永麻希子 平成16年度家畜衛生研修会（病性鑑 動物衛生研究所
定（ウィルス））受講

19 事 吉田  陽子 平成16年度災害補償実務担当者研修 さいたま新都心合
会受講 同庁舎１号館

　11.29～ 30 事 菊池　 馨 防火管理者講習 立川防災教育センター

30 技 山本    実 平成16年度農林水産省第２回幹部研 本      省
～ 12. 3 修受講

研修者
期　　間 氏　　名 所　　　属 研　修　内　容

16.10. 5 Dr.Mohd Ali Bin Abdul マレーシア国獣医学研究所 狂犬病ワクチンの検定法
Rahman

16.11. 1～ 峯　 寛子 東京農工大学 動物由来サルモネラの多剤耐性遺伝子
17. 3. 31 の解析手法の習得

16.11. 4～ 山崎  芙美 日本獣医畜産大学 鶏伝染性気管支炎ウイルスの
17. 3.31 検査技術の習得

16.11.17 草薙  公一、大森  崇司 （財）日本生物科学研究所 酵素抗体法を用いた狂犬病ウイルス

江副  伸介 （財）化学及血清療法研究所 中和抗体価の測定手技の習得

西條加須江 （社）北里研究所生物製剤研究所

安田  博美 （株）微生物化学研究所

横田美由貴 松研薬品工業（株）
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業務紹介（用語解説）

○タイ王国「タイ及び周辺国における家畜疾病防除

計画」短期専門家派遣報告

　平成16年７月26日から平成16年８月20日までタイ

王国（以下タイと略す。）における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」に短期専

門家としてワクチン製造工程管理について指導してき

たのでその業務概要を報告する。

１　背景

　農業共同組合省畜産振興局（以下DLDと略す。）動物

用生物学的製剤製造部（以下BVBと略す。）は、タイ王

国（以下タイと略す。）唯一の動物用生物学的製剤の製

造所である。

　BVBの組織は、総務部門、製造部門、品質検査部門

品質保証部門及びリサーチアンドデベロップメント部

門（以下R＆Dと略す。）から構成されている。さらに、

製造部門は口蹄疫ワクチン課、鶏病ワクチン課、細菌ワ

クチン課、豚コレラ・アヒル病ワクチン課から構成され

ている。BVBで製造されたワクチンはDLD、各県を通

じて畜産農家に無償又は安価で供給されている。

　タイでは本年５月から動物用医薬品製造業者及び人

体用医薬品製造業者の製造所に対して医薬品の製造管

理及び品質管理の方法の基準（Good Manufacturing

Practice, 以下GMPと略す。）を製造業の許可要件とす

ることが施行されたことから、BVBはGMPに適合した

製造を確立しなければならない。そこで、DLDはJICA

に対しGMPの専門家の派遣を要請した。

　これを受け筆者は平成15年10月にBVBに派遣され、

鶏病ワクチン課において、GMPの基本的な概念が記載

されたテキストを作成後、講義し、カウンターパート

（以下CPと略す。）とともに、GMPに必要な各種基準

書、苦情処理、回収の標準手順書（以下SOPと略す。）

を作成した。

　タイでは許認可の所掌官庁が食品医薬品省であるこ

とから、動物用医薬品製造業者も人体用医薬品製造業

者と同一のGMPを許可要件としている。医薬品の輸出

を念頭に置いているため、タイのGMPはWHOのGMP

に準拠している。さらに、WHOに倣い生物学的製剤を

対象とした補完的なGMPを施行する予定である。

２　指導内容

　1）GMPの講習会について

　製造業者においてGMPに適応する体制を確立するた

めには一部の製造担当者のみならずBVBの長であるダ

イレクターをはじめとするBVBの職員がGMPを理解

することは重要である。そこで、R＆Dと協議しながら

主としてBVBの技術者に対してGMPの講習会を開催

した。

　2）製造部門に対する指導について

　WHOのGMPに基づき、構造設備及び文書、組織等

のソフト面について以下の事項について指導した。　

（1）鶏病ワクチン課

　構造設備等についてはあまり問題が認められなかっ

たが、教育訓練、キャリブレーション、参照品、サンプ

リング、サンプルの保存、安全性試験、返品、環境モニ

タリング、害虫コントロール、記録簿等のSOPを作成

するよう指導した。

（2）口蹄疫ワクチン課

　構造設備については、休憩休養室が他から離れてい

ないこと、便所は製造区域又は保管区域と直接つな

がっていること、内装（壁、床及び天井）は滑らかでは

なくひび割れがあること、試験検査室が製造区域から

隔離されていないこと等の問題点を指摘した。ソフト

面については、上記鶏病ワクチン課と同様の問題点を

指摘した。

３）品質管理部門に対する指導について

タイのGMPによるとサンプリングは品質管理部門の業

務であるが、BVBでは製造部門の職員が実施している。

そこで、サンプリングは品質管理部門が実施するよう

にSOPを整備するように指導した。また、サンプリン

グの対象に包装資材等も加えるように指導した。

３　提言

　日本では動物用医薬品は畜産の生産資材の１つとい

う考えから、動物用医薬品は人体用医薬品と同様に薬

事法の規制を受けているものの、必要最小限の規制に

とどめている。このような観点から、BVBがDLDを通

じてタイ食品医薬品省に動物用医薬品は畜産の生産資

材の１つであるのでGMPの基準の緩和を要請するよう

に助言した。

　各ワクチン課のGMP対応の進捗度合いは異なり、鶏

病ワクチン課はSOPを整備すればGMPに適合すると

考えられる。口蹄疫ワクチン課は大がかりな工事が必

要であるが、SOPは着実に整備されつつある。豚コレ

ラワクチン課は新たな製造棟を建設したがGMPの対応

は遅れている。細菌ワクチン課は製造棟が老朽化して

おり、GMPの対応がなされていない。構造設備の改善
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は予算措置が必要となり必ずしも速やかに対応できな

いが、SOP については共有可能なものが多いので、

GMP対応委員会を設立し、全てのワクチン製造課が協

力してGMPに対応するよう助言した。

　また、品質管理部門はそれぞれのワクチン製造所に

おいて品質管理業務を実施しているが、GMPでは試験

検査室は隔離されていなければならないこと、また、効

率的な業務を遂行するために検査設備及び人員を１つ

の建物に集中した方が良いと助言した。

４　所感

　今回の派遣は昨年に続き2回目の派遣であったので、

現地での生活にとまどうことなく業務に集中すること

ができた。また、前回の派遣以降CPと業務内容につい

て打ち合わせをしていたので効率よく業務を遂行でき

たと満足している。

　製造業者がGMP体制を確立することは容易ではない

が、BVBでは着実にGMPが整備されつつある。今後と

も多くの問題が明らかになると考えられるが、電子

メール等で支援したいと考えている。　

　最後に、業務はもちろんのこととして、生活面のこと

まで親切に対応してくださったCPをはじめ、タイ側の

スタッフに心から深謝の意を表したい。

（鶏病製剤第２検査室　蒲生恒一郎）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○用語解説：標準品配布の現状と展望：検査一部

　動物医薬品検査所が行う標準製剤、菌株及びウイル

ス株の配布は、昭和45年5月1日農林水産省告示第637

号の動物医薬品検査所標準製剤等配布規程に基づいて

行われるもので、主に動物用生物学的製剤及び動物用

抗生物質製剤の品質検査その他各種試験の精度を確保

するための指標となる標準微生物株50種類（生物学的

製剤関係32種類・抗生物質関係12株）及び抗生物質の

標準物質（常用標準品）57種類を配布している。平成

15年度の配布実績は、生物学的製剤関係133本、抗生

物質関係12本及び抗生物質常用標準品204本の計349

本であった。これらの配布先は、動物医薬品の製造（輸

入販売）業者及び都道府県の家畜保健衛生所等が大多

数となっている。

　一方、海外における標準製剤等配布については正確

な情報を得ていないが、ホームページ等の関連ウエブ

の紹介を要約すると主に以下のとおりと考えられる。

米国においては、動物用医薬品の審査を行っている農

務省動物用生物製剤センター（CVB：Center for Vet-

erinary Biologics）で、シードや最終製品等の試験目的

のために各種の標準試料・参照製剤を準備し、配布して

いる。2004年 2月のリストには、嫌気性細菌製剤用標

準試料としてトキシン、抗トキシン及び抗血清等の33

種類、好気性細菌製品の規格検査のための参照製剤と

して4種類、標準試料の14種類が提供できる配布品と

されている。ウイルス製剤関連では参照ウイルスとし

て67種類、攻撃ウイルスとして38種類、特異抗血清の

68種類、動物別標識抗体の6種類及び供試細胞の17種

類がリストされている。

　ヨーロッパ薬局方を管理している欧州医薬品品質理

事会（ＥＤＱＭ：European Directorate for the Qual-

ity of Medicines）においては、主に化学定量等に用い

られる標準試薬として1,200を超える種類とワクチン、

培養細胞及び抗血清の数種類が配布品として2004年 9

月の情報誌にリストされている。これらの試薬等がど

の程度の数量について配布されているのかの情報は見

かけられなかったが、年次的に充実・整備されているこ

とから、相当数の利用があるものと推測される。

　これらの標準製剤は医薬品開発時や製造過程を含む

製剤の規格検査に係る各種試験等に利用され、試験成

績の保証や安定性確保等に活用されることにより、申

請資料や自家検査成績の信頼性の確保にもつながる。

わが国においても、将来的に海外と同様に製剤原料の

基準を整備し、最終小分品の検定を見直す場合には、こ

れらの標準製剤の種類・品質を更に充実・整備して、製

剤開発及び承認の迅速化、ＧＭＰによる製剤管理の一

助となることが期待される。

（検査第一部長　伊藤治）

○平成16年度動物医薬品検査所ＯＢ会総会の報告

　昨年5月に発足した動物医薬品検査所ＯＢ会の本年度

総会が、秋が次第に深まり行く中、さる10月15日に新

加入の平山紀夫前所長及び三谷猛前庶務課長を含む会

員46名及び現役職員19名の出席の下で国分寺Ｌホール

（JR駅ビル内）において開催された。

　村松幹事が司会進行役となり午後6時半に開会し、約

１年半余ぶりに会員が集ったことを慶ぶ畦地会長の挨

拶に引き続き、所長が当所の現況について、配布した現

組織図・職員名一覧票、動薬検ニュース第260号の写し

及び第4回こども見学デーの実施レポートをもとに、次

のように報告した。

　昨年6月から本年4月までの人事異動において、幹部

（所長、両部長、企画連絡室長、庶務課長及び会計課長）

が全て入れ替わった。

　業務に関して検定・検査とともに動物用医薬品の危
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機管理対策が重要となっており、本年も薬剤耐性菌の

全国的な実態調査事業を実施するために都道府県の家

畜保健衛生所職員に対する研修を6月に実施した。ま

た、高病原性鳥インフルエンザ対策として緊急に備蓄

した不活化ワクチン（H5N2亜型）の安全性に関する試

験を総合検査棟で実施した。今後、平成17年 4月から

の改正薬事法施行への対応が求められている。

　一方、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）において、これまでに40近いガイドラ

インが検討され、本年5月に東京で開催された第14回運

営委員会会合では　橋美幸検査第二部長が座長を務め

た。

　さらに、当所の業務を世間に広く知ってもらうため

にこども見学デーを8月に開催した。今年は、国分寺市

の他、近隣の小金井市、武蔵野市にも案内して小・中学

生の参加を呼びかけた。

　その後の議事において、昨年度の会計報告が了承さ

れ、また、今後OB会の運営を次のようするようにOB

会規約の改正が行われた。

１．OB会総会は、隔年開催とする。

２．役員の任期は、総会から次回の総会までとする。

　　　なお、次の現役員は、留任された。

　　　会長：畦地速見

　　　幹事：貝塚一郎、村松昌武、沢田利光、守谷武子、

　　　　　　藤井　孝（会計担当）

３．会費は総会開催年に２年分を徴収する。

　以上の議事終了後、沢田實氏の乾杯音頭により懇談

の場に移った。OB同士、現役とOBそれぞれの会話の

中でお互いの近況、懐かしい思い出の交換に花が咲き、

話が尽きないまま予定の２時間が過ぎてしまった。

　貝塚幹事が、次回に開催される平成18年度の総会は

動物医薬品検査所創立50周年の節目の年であるので、

今回以上の盛会となるように企画することを約束して

本会を締めくくった。

　なお、OB会総会を終えた翌日、畦地会長から準備に

当たった庶務課長、課長補佐をはじめとする方々への

ねぎらいのお言葉を頂いた。

　昨年、芽が出たばかりの動物医薬品検査所ＯＢ会で

あるが、第２回目の総会を開催したことで、ようやく根

づくことができたと考えている。今後、本会が益々発展

していくために事務運営に協力していくつもりである。

（所長　牧江弘孝）

○平成16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

　動物用一般医薬品の品質確保について、昨年に引き

続き当所において研修会を開催したので、その概要を

報告する。

　研修会の日程、対象とした製剤群及び参加した都府

県は以下のとおりである（①及び③は一般薬検査室、

②は残留化学検査室がそれぞれ担当した）。

①10月26日：肝臓疾患用剤及び解熱剤、アレルギー用

剤（参加県；宮城、福島、群馬、山梨、富山、広島、熊

本）

②10月28日：合成抗菌剤（サルファ剤）（参加県；青

森、秋田、茨城、埼玉、神奈川、長野、島根、大分）

③10月28～29日：ビタミンBCK含有製剤（参加都府

県；岩手、山形、東京、福井、岐阜、三重、大阪、岡山、

長崎）

　一般薬検査室での研修では、講義と実習を行った。講

義は、製剤群ごとの主な定量法（滴定法、吸光度法、高

速液体クロマトグラフ法）に関する原理、操作法等の説

明及びテキストで使用している用語等について日本薬

局方における解釈に関する説明を行った。

　実習は、予め当所で準備した製品又は各都府県が収

去した製品を用いて、検体、試薬及び標準品の秤量・作

製・調整から測定に至るまでの一連の操作を行った。さ

らに、測定で得られたデータから製品の含有量を求め、

規格値内の値か否かの判定までを行った。

　この研修の参加者からは、テキストの記載内容に関

して理解が深まった、操作の留意点が明確になった等

の暖かい感想を多くいただき、意義のある研修会で

あった。今後は、今回の研修で習得した知識、技術を十

分に活用し、実際に収去した製品でより的確な検査が

行われること期待したい。

残留化学検査室での研修では、滴定法の種類、基本操作

等についての講義及び研修対象のサルファ剤の滴定法

であるジアゾ滴定の原理や定量における留意点の説明

を行い、その後スルファジメトキシン製剤を用いてジ

アゾ滴定法による定量試験の実習を行った。さらに、収

去検体を持参した参加者はその検体の定量も実施し、

遅い時間まで非常に熱心に研修を行った。

今回の研修参加者のほぼ全員が、滴定操作は大学での

実習以来久しぶり、もしくは初めてということで、多く

の方が研修を受けずに収去検査を実施することに不安

を感じていたということであった。しかし、研修に参加

したことにより、テキストを読んだだけでは理解し難

かったことや器具及び試薬の管理・取扱いなどの細か

い点について理解することができ、都府県に戻ってか

ら自信を持って検査に当たれるようになったとの嬉し
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い意見が聞かれた。実習を担当した我々としては、今後

はテキストに定量操作を行う上での留意点等について

も記載するとよいのではないかと感じた。

　今年度の研修全体を見ると、24都府県が参加し、昨

年度の10県に比べ大幅に増えた。このことは、動物用

医薬品の品質確保の重要性を認識していただいている

がゆえに、研修の必要性が強く認識された結果である

と考える。引き続き、優良な動物用医薬品を供給するた

めに、都道府県と国が一体となり、平準化した技術レベ

ルの品質検査体制を維持していくために、次年度以降

も当所で継続的に研修会を開催することとしたい。一

方、各都道府県にあっては品質検査に係る知識、技術の

内部での伝達が継続性のあるものとなるよう一層の努

力をお願いしたい。　

（一般薬検査室長　石丸雅敏、残留化学検査室長　小池好子）

研究風景（合成抗菌剤）

○技術談話会（技談会）の500回を迎えて

　動物医薬品検査所に勤務する技術者の学識、技術の

向上と相互理解を深め、本所の業務遂行に資するため

の発表会として開催している技談会が、平成16年11月

19日に500回目を迎えた。本会は、「動物医薬品検査所

業績集1956～1985」（S.61.10創立30周年記念誌）によ

れば、①抄読会（S.32.1.24～）、②水曜会（S.35.8.5～）、

③技談会（S.41.7.29に通算第105回として開始）という

ように名称を変更して発展してきた。

　本会におけるこれまでの発表内容は、次のように多

岐にわたっている。

１．調査研究報告：医薬品検査方法の開発・改良のため

　の研究及び医薬品等の試験検査業務に関する報告

２．検査技術の紹介：新検査技術及び検査機器の紹介

３．調査情報の報告：検査に関連する事項の文献的調査

　等の報告

４．学会報告：学会への出張者による報告

５．法規の改正、新制度等の紹介：　法律、規則等の改

　正・制定及びその検討状況の紹介

６．研修報告：外部研修受講者による報告

７．海外出張報告：海外技術協力、国際会議等への出張

　者による報告

８．映画、ビデオの放映：家畜衛生関係の映画又はビデ

　オの観賞

９．特別講演：当所OB又は所外の先生方による講演

10．その他：職員の学生時代の研究、旧職場での業務の

　紹介

　また、創立30周年記念誌、40周年記念誌「動物医薬

品検査所業績集 1986 ～ 1995」及び動薬検ニュース

No.190(1996.6.1)～本号に掲載された技談会の記録によれ

ば、次のように139人が本所職員として発表を重ねてき

た（備考：氏名は、初めて発表した順に記載）。

１．第1回（S.32.1）～第104回（計25名）
　佐藤卯三郎　西村　豊　　沢田　實　　花木琢磨

　田中稔治　　畦地速見　　田中義一郎　阿部尚人

　藤江　昇　　米沢昭一　　二宮幾代治　倉田一郎

　武川義照　　信藤兼蔵　　中村　久　　川島秀雄

　貝塚一郎　　瀬戸健次　　村木和男　　藤木正之

　伊藤重夫　　窪道護夫　　小林信達　　蒲地五四郎

　西川美知子　

２．第105回（S.41.7）～第200回（計30名）
　小山敬之　　小川信雄　　吉田欣哉 　　鈴木勝夫

　佐澤弘士　　山本富史　　小枝鐵夫 　　寺門誠致

　佐々木英治　中川秀次　　小河　孝　 　小華和忠

　井上剛光　　太田修一　　源　宣之 　　村松昌武

　山岡良三　　大前憲一　　後藤義之 　　佐々木信夫

　大橋克行　　福所秋雄　　澤田拓士 　　吉村治郎

　白井浄二　　田口邦史　　福井公夫 　　野川浩正

　平山紀夫　　田村　豊

３．第201回（S.51.9）～第300回（計24名）
　後藤起佐子　田中正三　　牧江弘孝　　中村政幸　

　江口正志　　池田澄雄　　　橋美幸　　梶　隆　　

　山口徳子　　鈴木　子　　高橋敏雄　　石丸雅敏　

　加藤和好　　高木昌美　　濱本修一　　中村成幸　

　伊藤　治　　荒尾　恵　　小池好子　　野牛一弘　

　杉山　誠　　遠藤裕子　　木島まゆみ　中島直彦

４．第301回（S.61.8）～第400回（計19名）
　大石弘司　　筒井真理子　河野　彬　　長峯範行

　吉田親雄　　永井英貴　　石原好仁　　蒲生恒一郎
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　小池良治　　乘松真理　　石川清康　　嶋　智章

　小形智子　　小島明美　　齋藤明人　　関谷辰朗

　白倉　篤　　荻窪恭明　　星野幹子

５．第401回（H.7.10）～第500回（計41名）
　関口秀人　　荻野智絵　　山本欣也　　嶋　洋子

　佐々木貴正　宮本英昭　　守岡綾子　　青木博史

　江口　郁　　岩本聖子　　大槻紀之　　高橋周子

　小澤真名緒　阿久澤久美　高島宏子　　石原加奈子

　丹菊直子　　西口明子　　西田岳史　　境　政人

　水野安晴　　能田　健　　川西路子　　平澤　緑

　江嵜英剛　　菊池栄作　　小泉順子　　川波万利子

　浅井鉄夫　　原田和記　　竹田智子　　吉永麻希子

　新井明子　　小林理絵子　堀内隆史　　井上大輔　

　小川　孝　　永田知史　　小佐々隆志　松本幸子　

　村田奈々惠

　技談会は、各技術者の業務のとりまとめとその発表

の原点であり、とりまとめ結果の考察、問題提起、意

見交換、情報提供を通じた技術と学識の向上、相互理

解、問題解決への糸口・道筋を探る場である。

　また、本会は、動物医薬品検査所の技術対応業務の

原動力であるとともに業務内容の記録、対外的な情報

提供、外部からの情報収集の機能を有している。

　このようなことから、今後も更なる発表と活発な議

論を続けていきたいと考えている。

　なお、技談会の下部組織として昭和60年7月に文献

紹介を行う小談話会を設置し、本年10月末までに709

回開催してきた。この活動を更に活性化するために、11

月に技談会規定を改正し、新技術習得等の文献紹介以

外の活動を行うことができるようにした。

（所長　牧江弘孝）

　情報化時代、IT関連の動きは本当に早い。国は、「高

度情報通信ネットワーク社会形成基本法」に基づき内

閣にIT戦略本部を置き、e-Japan重点計画を策定し、行

政の情報化や情報セキュリティ等の政策を加速してい

る。

　IT弱者の当方は、肩身が狭いが、電子化対応を推進

していくべき立場にもある。当所では、情報化の観点

から、動物用医薬品、動物用医療用具、副作用情報に

関するデータベース（DB）や各種Q＆A等を作成し、

ホームページ（ＨＰ）で提供している。また、今後、電

本紙は再生紙を使用しています

けやきコラム

子申請（ぺーパーレス）化や改正薬事法に対応した原薬

等登録原簿ＤＢの作成等を進めていくこととしている。

一方、情報セキュリティについては、「行政機関の保有

する個人情報の保護に関する法律」等の個人情報保護

関連５法が17年４月１日から全面施行され、情報シス

テムの適切な運用と安全確保対策の強化が求められる

こととなる。

　このような対応を進めながら、関係者が情報化のメ

リットを享受するためには、都道府県の家畜衛生・動物

薬事部局においても、電子化の推進、特に、国との連携

強化に不可欠なLGWANの利用体制の構築に努めて欲

しい。国と都道府県が情報システムを共同利用し、情報

の共有、各種手続きの一体的な処理等が可能になれば

極めて効率的であり、電子政府の実現には欠かせない

ものである。

　また、関係者が意識・理解を共有し、コミュニケー

ションを成立させるためには、繰り返し、わかりやす

く、適切な情報を発信すること、双方向性のやり取りを

行うことが重要と考えている。動薬検ニュースについ

ては、製薬関係者の他、都道府県（家畜保健衛生所）、獣

医師会、獣医系大学等へ広く配布しており、前述の電子

化対応と連携しながら、当所をよりよく理解してもら

うための編集を企画していきたい。

　具体的には、これまで同様に当所の概要、個々の検査

室等の業務、施設などを折りに触れて紹介するととも

に、新たに、一般に馴染みのない専門用語の解説（「用

語解説」）、読者の関心のある事項についてのＱ＆Ａ、要

望・意見の募集欄を掲載したり、バックナンバー（PDF

版）を当所ＨＰへ掲示する等の対応を進めていきたい

と考えている。読者の皆様からも積極的にご意見をお

寄せいただきたい。ご意見は、本コラムの後の編集・発

行欄の電話番号から企画連絡室へご連絡いただくか、

ＨＰのお問合せ欄を通じて、いつでも受け付けていま

す。

東京都国分寺市戸倉1－15－ 1
〒185-8511

電話 042－ 321－ 1841
URL  http：//www.nval,go.jp
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