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2005年を迎えて

動物医薬品検査所長　牧江弘孝

　新年明けましておめでとう

ございます。

　今年こそ、数年来続いてき

た食の安全・安心を脅かし、

社会的に大きく取り上げられ

るような動物衛生・薬事に関

する問題に直面することな

く、的確な危機管理の下で粛々と過ごせるように切に

願っております。

　さて、昨年は、１月早々、79年ぶりに高病原性鳥イ

ンフルエンザが発生し、家畜衛生に携わる者にとって

緊張感がみなぎる年開けでした。幸いにも本病は、関係

者の懸命な対応により４月に終息しました。しかし、ア

ジア地域における発生状況等を見ますと再発する危険

性は依然として高く、その監視、予防対策に手を抜くこ

とはできません。その後、農林水産省は、9月に衛生管

理を徹底することにより伝染性疾病の発生を予防する

ために家畜の所有者が遵守すべき基準として「飼養衛

生管理基準」を制定し、さらに11月から12月にかけて

高病原性鳥インフルエンザ、牛海綿状脳症及び口蹄疫

に関する「特定家畜伝染病防疫指針」を相次いで公表

し、これら疾病の予防及びまん延防止措置の迅速かつ

円滑な実施を図ってきました。動物医薬品検査所は、こ

のような家畜伝染病防疫対策の中で、各種備蓄用ワク

チンの検査、診断薬の検定、海外医薬品等の有用性評

価、医薬品開発の支援といった業務を実施しています。

　また、海外で発生が拡大している狂犬病の我が国へ

の侵入を阻止するため、昨年11月から犬等の輸出入検

疫制度が強化され、この中でワクチン接種犬等の抗体

検査が必要となりました。この抗体検査は、OIEマニュ

アルに収載された蛍光抗体ウイルス中和試験又は迅速

蛍光フォーカス抑制試験で実施することになっていま

す。当所で開発した間接酵素抗体法による中和試験は、

これらの方法よりも利便性が高いと考えており、本法

を国際的に評価してもらうための検討を急いでいます。

　このような海外悪性伝染病等に対する危機管理対策

とともに、畜水産食品中の薬剤残留防止のための取り

組みも急務となっています。すなわち、来年５月までに

導入されるポジティブリスト制度に対応するために必

要な残留試験を仕上げる時期になっています。

　また、抗菌性物質の耐性菌対策として平成11年度か

ら開始した調査体制（JVARM: Japanese Veterinary

Antimicrobial Resistance Monitoring System）は、我

が国の抗菌性物質の薬剤耐性状況を把握するために着

実な成果を挙げており、今後、得られた情報をもとに適

正使用、慎重使用の方向を検討していく必要がありま

す。

　さて、いよいよ平成14年7月に公布された改正薬事

法の第2条関係（医薬品等の承認・許可制度の見直し、

製造後安全対策の充実、医療用具（機器）の安全対策の

見直し等）が本年4月から施行されます。これに当たり、

動物医薬品検査所は、本省の薬事・飼料安全室と連携し

て、新たな国の業務となる製造販売承認審査における

GMPソフトの基準適合性調査、原薬等登録原簿の管理

を実施していく予定です。

　また、動物用医薬品の原薬についてGMPが適用され

るようになり、ワクチンについて製造用株を含めた製

造及び品質管理体制の一層の充実が求められています。

そこで、我が国にシードロットシステムを導入すべく、

昨年から関係団体と協力して準備を進めてきました。

これから、製造用株の管理方法の検討、その検査に必要

な標準品の確保等、具体的な業務に着手していきます。

本システムの構築により、ワクチンの品質管理が製造

の上流段階から適切に行われ、最終小分製品（下流段

階）での品質管理の合理化が可能となると考えており

ます。

　一方、９年目を迎える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）は、既に作業部会にお

いて41のガイドライン（GL）案が作成され、そのうち

28が日・米・EU共通のGLとして施行されています。

中でも、発足当初から検討してきた環境影響評価に関

する第2相GLが昨年10月にベルリンで開催された第

15回運営委員会でstep 6（三極の最終合意段階）に達

し、第１相GLとともに本年10までに国内GLを制定す

ることになっています。また、本年5月に第3回VICH

公開会議がワシントンで開催されることになっていま

す。

　このように、当所は、生命の安全に直結する食品の安

全性確保等の極めて重要な課題への対応を強化しつつ

動物用医薬品の有効性、安全性及び品質確保のための

業務を推進しています。しかし、国の機関であるからに

は、業務の一層の合理化・効率化とともに都道府県や業

界への技術指導を図る必要があります。

　2005年を迎え、決意も新たに業務に励みますので、職

員の皆様におきましても当所で働く意義を常に意識し
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てください。また、関係各位におかれましても旧年にも

増して御支援・御協力を賜りますようにお願い申しあ

げますとともに、皆様方のご健勝・ご活躍を祈念して新

年のご挨拶といたします。

　平成16年12月24日の閣議で平成17年度予算政府案

が決定されました。一般会計総予算額は82兆1,829億円

で、16年度当初予算比0.1％増でした。

　当所の平成17年度予算額は、総額で981,242千円（対

16年度比101.5％）となりました。拡充予算要求（動物

用医薬品危機管理安全対策費、動物用医薬品検定申請

等電子化対応費、食品安全基準設定対応検査費及び動

物用医薬品等安全性評価基準開発費）は認められまし

たが、昨今の経済状況や財政再建のため非常に厳しい

査定となり、既存の予算を若干減額された上、新規予算

は認められませんでした。拡充が認められた予算の概

要は、次のとおりです。

１　動物用医薬品危機管理安全対策費（拡充）

　　　　17,701千円（前年度比101.3％）

　高度封じ込め施設（総合検査棟）における海外悪性伝

染病のワクチン及び診断薬等の評価及び開発の支援等

を行う。

２　動物用医薬品検定申請等電子化対応費（拡充）

　　　　26,349千円（前年度比147.2％）

情報システム関係予算

　改正薬事法の施行に対応するため原薬等登録原簿用

データベースのプログラムの作成及び既存システムの

修正等を行う。

３  食品安全基準設定対応検査費（拡充）

　　　　23,198千円（前年度比100.2％）

　暫定残留基準値等の設定に伴う使用基準の設定又は

見直しに必要となる残留確認試験を迅速に行う。

４　動物用医薬品等安全性評価基準開発費（拡充）

    　　　23,551千円（前年度比111.8％）

科学技術関係予算

　薬剤耐性菌対策として従来のモニタリング等に加え、

薬剤・対象菌ごとの耐性閾値の設定及び現場で必要と

なる検査試薬の開発に向けた検討等を行うとともに、

シードロットシステム導入に対応するための検査体制

を強化する。

　また、組織・定員については、シードロットシステム

の構築に必要な検査等体制の強化を目的として新規に

標準品管理研究官（研究3Ｇ）1名及び振替でシードロッ

ト監理官（研究4Ｇ）1名が認められました。

　　　　　　（企画連絡室企画調整課長　石原　好仁）

　平成7年度より製造物責任法（PL法）が施行され、当

所では、動物用医薬品の使用に伴う事故防止・被害対応

業務を継続的に実施している。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の情報提供を関係機関へ

行っている。本稿では、平成15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、ブドウ球菌、

レンサ球菌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。昨年までの

調査で、交差耐性が認められた同系統の薬剤について

は、使用状況等を考慮しながら代表的な一薬剤に限定

した。なお、耐性限界値（ブレークポイント）は、微生

物学的ブレークポイントを採用した。

表１　供試薬剤の種類及び略号

平成15年度事故防止・被害対応業務に

おける病性鑑定由来微生物の薬剤感受性

調査結果概要

平成17年度予算及び組織・定員の
概要
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１．サルモネラ

　収集した 72 株の血清型は、Typhimurium が 31 株

（43.1%）と最も多く、Enteritidisが７株（9.7%）、Infantis

が５株（6.9%）、Choleraesuisが３株（4.2%）の順であっ

た。薬剤感受性試験には、表2に示した11薬剤を供し

た。昨年までと同様、DSM及びOTC耐性が、半数以

上の株で認められた（表2）。ERFX及びCEZに対する

耐性株は認められなかった。S. Typhimurium 31株中

11株（35.4%）がDT104と型別された。

表２　サルモネラの薬剤感受性（n=72）

２．大腸菌

　収集した51株の薬剤感受性試験には、表３に示した13

薬剤を供した。TPを除く12薬剤で耐性菌が、3.9～76.5%

で認められた。TPのMICは、全て64μg/ml以上と高値で

あった。ABPC（60.8%）、DSM（76.5%）及びOTC（76.5%）に

対する耐性率が高く、CEZ及びERFXに対する耐性株が

15%前後認められた。

表３　大腸菌の薬剤感受性（n=51）

３．アクチノバチルス・プルロニューモニエ

　収集した25株の薬剤感受性試験では、表４に示した

10薬剤を供した。最も高かったOTCの耐性率は、36.0%

で昨年とほぼ同様であった（表４）。

表４　アクチノバチルス・プルロニューモニエの薬剤感受性（n=25）

４．マンヘミア・ヘモリティカ

　収集した11株の薬剤感受性試験には、表５に示した

11薬剤を供した。ABPCに対する耐性株が増加（54.5%）

し、NAに対する耐性も認められた。しかし、CEZ や

ERFXに対する感受性の低下は認められなかった。

表５　マンヘミア・ヘモリティカの薬剤感受性（n=11）

５．ブドウ球菌

　収集した38株の薬剤感受性試験には、表６に示した

10薬剤を供した。PCとABPCに対する耐性株が30%以

上と高く、KM、EM及びOTCに対する耐性率は、10%

程度で、他の薬剤に対する耐性率は、低率であった。ま

た、PCとABPC両薬剤に耐性を示した12株の内１株

は、CEZ、KM、EM及びERFXに耐性を示す多剤耐性

株であり、MPIPCにも耐性を示した。

表６　ブドウ球菌の薬剤感受性（n=38）

６．レンサ球菌

　収集した23株の薬剤感受性試験には、表7に示した

10薬剤を供した。DSM、KM、EM、OTCに対する耐

性株は、高率であった。PC、ABPC、CEZ及びCPに
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対する耐性株は認められなかった。

表7　レンサ球菌の薬剤感受性（n=23）

７．緑膿菌

　収集した5株の薬剤感受性試験は、CEZ、DSM、KM、

GM、OTC、NA、ERFX及びTPを対象に行った。CEZ、

KM、NA及びTPのMIC値は、32μg/ml以上と高値で

あった。今回の５株の中に、GM、ERFX、OTC耐性株は、

認められなかった。

８．まとめ

　抗菌剤治療では、獣医師は、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抗菌剤を適切に選択し、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、サルモネラや

大腸菌で高率に耐性菌が認められたが、豚や牛の呼吸

器病の病原体であるアクチノバチルス・プルロニュー

モニエやマンヘミア・ヘモリティカでは有効性が維持

されていた。しかし、OTCに限らず呼吸器病の治療に

使用した抗菌剤によって、腸内細菌叢において、その治

療薬に対する耐性菌が出現することもあり得るため、

幅広い視野に立った抗菌剤の適正な選択が必要となる。

（抗生物質製剤検査室主任研究官　浅井鉄夫）

○第７回対象動物安全性試験作業部会

　平成16年９月21日～24日の４日間で農林水産省分

庁舎において会議が開催され、対象動物安全性(TAS)試

験ガイドラインについて協議がなされた。

（1）一般医薬品TASガイドライン

　これまでの協議により基本的な要件がほぼ定まった

Draft16 を元に、最初の２日間で協議がなされた。　

Draft16では、安全域試験は投与量０、1X（推奨用量）

及び3Xの3群について1群8頭で試験を行うこととなっ

ていたが、米国では投与量０、1X、3X及び5Xの４群

を国内承認要件としていることから、更に情報が得ら

れる用量として5X投与群も含めるべきであるとの提案

がFDAより提出された。しかし、EU、カナダ及び日

本は、３群を承認要件としており、４群設定には反対し

ている。また、乾乳期用製剤の乳腺安全性試験における

供試動物については、泌乳期動物とするか、泌乳後期

（乾乳直前）動物とするかで各極の意見が分かれた。こ

れらの点について合意するために、以下のような質問

を作成し、各極で更に十分な調査・検討を行い、2005年

2月末までに回答を提出することとされた。

①安全域試験における5倍用量投与試験から、市販後の

製品における副作用が予測できたのは何回あるか？こ

の回数は5倍用量の使用を正当化するものであるか?

②いくつの製剤が、5倍用量投与で観察された毒性によ

り承認されなかったか?

③一般医薬品に対して要指示薬、既存クラスの物質の

新しい分子(化合物)に対して新しいクラスの物質、等に

はそれぞれ異なる安全域基準を設定するべきか?

④ 3 倍用量投与試験と比較して、5 倍用量投与試験に

よって得られた追加の情報は、どのような決定につな

がったか?

⑤5倍用量投与によって得られた情報は、実験動物にお

ける毒性試験・薬理試験（EU基準及び米国基準）から

も得られたであろうか?

⑥乾乳牛用製剤について、（後期）泌乳牛におけるGLP

試験及び乾乳牛におけるGCP野外試験の組み合わせと

比較して、乾乳牛におけるGLP試験及び乾乳牛におけ

るGCP野外試験の組み合わせからどのような追加の情

報が得られるか?

　これらについては、国内メーカーに対してアンケー

ト調査を実施中である。各極からの回答を基に、5月開

催予定の次期会合にはStep2のDraftを完成させる努力

をすることで合意された。

（2）生及び不活化ワクチンTASガイドライン

　Draft９について事前に提出された意見を基に内容の

検討を行った。以下に主な修正点等を示す。①各国で定

められた稀少動物については、本ガイドラインに従わ

なくてもよい。②実験室内安全試験における投与量に

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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ついては、JMAFFとしては出荷時最大量を承認におい

て規定することを今後検討するとした。従って、規定の

無い米国では何倍量とするのかを明記すべきではない

かとしたが、明確な答えは得られていない。また、供試

頭数1群8頭羽以上についても一般医薬品ガイドライン

において合意していることから、JVPAから妥当な反対

理由が提出されない限りJMAFFも合意するとした。投

与経路については、複数の投与が想定される場合は、全

ての経路で試験を実施することが推奨されるが、副作

用が最も強く現れる経路が明らかである場合には、そ

の経路で実施しても差し支えない。③1用量及び反復投

与試験における追加投与については、基礎免疫後4～6

週間目に行う。④繁殖安全試験はラベルに投与しない

旨等を記載しない限り、妊娠動物に用いるワクチン、種

雄に用いるワクチン及び精液中に排泄されるワクチン、

採卵鶏に用いるワクチンにおいて実施する。

（3）生ワクチン病原性復帰否定試験ガイドライン

　前回の協議結果を踏まえ、更に記載内容の検討がな

された。その結果、作業部会各メンバーの合意が得ら

れ、Step2ドキュメントとして各委員により署名が行わ

れた。

　次回（第８回）TAS作業部会は、平成17年５月に開

催されるVICH3の前３日間に、米国での開催を予定し

ている。

（鶏病製剤第１検査室長　鈴木　子）

○FAO/WHO合同食品規格計画第15回残留動物用医

薬品部会の概要

　FAO/WHO合同食品規格計画第15回残留動物用医

薬品部会（CCRVDF）が米国FDA/CVM（Center for

Veterinary Medicine）所長のDr. Stephan Sundolof氏

を議長とし、米国バージニア州で開催されたので、その

概要を報告する。

１　出席者

　会議には、45ヶ国と12の国際機関から167名が出席

した。日本からは、他に農林水産省消費・安全局衛生管

理課の元村課長補佐、厚生労働省医薬食品局食品安全

部基準審査課の近藤食品規格専門官、内閣府食品安全

委員会事務局評価課の長尾係員、テクニカルアドバイ

ザーとして社団法人日本食品衛生協会の岡野氏及び斎

藤氏が出席した。

２　概要

（1）第60回及び第62回JECFAからの報告（議題４）

　JECFA事務局より、第60回、第62回会合の結果に

ついて説明がなされた後に各国デレゲーションとの意

見交換がなされた。　

＜第60回 JECFA会議報告＞

　JECFAは7種類の動物用医薬品、2種類の抗菌剤（ネ

オマイシンとフルメキン）、3種類の殺虫剤（デルタメ

トリン、ジシクラニル及びトリクロルホン）、1種類の

抗原虫薬（イミドカルブ）、1種類の成長促進剤（カル

バドックス）の評価を行った旨の説明がなされた。

　また発癌リスクの評価として、IPCSの化学物質発癌

性作用機序評価の概念を採択したこと。評価データに

ついては、試験が適切に実施されたことを明確に証明

できない場合、当該試験の検討を行わないことにした

こと。残留標識物質は単一化合物を定めることが重要

であること。カルバドックスについては、ADIが設定

できず、MRL を撤回したことについて説明がなされ

た。

　部会は、第60回JECFAの提言を承認し、第20回CAC

で採択されたカルバドックスのMRLを第28回CACで

撤回することを要求した。

＜第62回 JECFA会議報告＞

　JECFAは10種類の動物用医薬品、3種類の抗菌剤（セ

フロキシム、フルメキン及びピルリマイシン）、2種類

の殺虫剤（シハロトリン、シペルメトリン/αシペルメ

トリン）、1種類の成長促進剤（ラクトパミン）の評価

を行った旨の説明がなされた。なお、デレゲーションか

らはレポートの配布が遅く十分な検討を行う時間がな

いことに懸念が表明された。

　また、具体的な毒性エンドポイントについて、一貫性

と透明性を向上させるため、遺伝毒性や発癌性、生殖毒

性について一貫性のある結論を導く基準を作成すべき

としたこと。乳のMRLについては全乳として設定する

こととしたが、乳脂肪ベースでの基準設定については、

今後もJMPRと協調し検討することとしたこと。MRL

設定に関する統計的手法については、今後とも改良を

行うこととしたこと。分析手法の用語については、

CCMASの用語に合わせることに大筋で合意したこと

について説明がなされた。

　さらに、クロラムフェニコールについてコメントが

海外出張報告
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なされ、再生不良性貧血の誘発に関連する研究に基づ

き、ADIの設定は適切でない旨がまず報告された。ま

た、低濃度で食品中に検出されるクロラムフェニコー

ルについては、①自然に土壌中で合成される仮説を支

持する証拠はなく、その可能性は非常に低いこと、②

2002 年にモニタリングで検出されたクロラムフェニ

コールは、過去使用され、環境中に存在する当該物質が

原因と考えられ、これは様々な環境条件がクロラム

フェニコールの半減期に影響を与えていることも可能

性として考えられることが報告された。

（2）VICHの活動報告を含むOIEの活動報告（議題５）

　公衆の健康保護と世界貿易の推進のため、Codex委

員会とOIE活動の連携強化の必要性が強調された。ま

た、食品安全に関する国際基準の作成にあたって重複

等を防ぐ努力の必要性についても強調された。

　2006 年から 2010 年の対策決定のため、OIEの基で

VICHが行っている作業は、2005年5月26～27日にワ

シントンで開催される第3回VICHで報告されることが

報告された。また、OIE代表者からは、動物薬の流通管

理、国際貿易、食物連鎖の安全性確保におけるVICHの

役割を強調した。

　薬剤耐性菌については、他の世界的レベルの関係機

関が協力して作業を進める必要があり、2003 年 12 月

（ジュネーブ）、2004年2月（オスロ）で行われたWTO/

FAO/OIEからなるワークショップで確認された実行す

べき作業については、FAOとWHOの協調作業が必要

であることが報告された。

（3）動物薬の最大残留基準値（MRL）の検討（議題６）

議題６の検討結果は以下のとおりである。

・Phoxim（ホキシム）

　第62回 JECFAは、評価に使用できる新たなデータ

提示が無かったことから、暫定MRLを却下。部会は、

JECFAの提言に合意し、牛の組織及び乳のMRLの作

成作業を中止した。

・Cyhalothrin（シハロトリン）

　第62回 JECFAは、ADIの暫定値を変更し0-5μ g/

Kgを設定。また、羊肝臓のMRLについて50μg/Kg

を設定した。部会は、第62回JECFAのｼﾊﾛﾄﾘﾝのMRL

をStep8に進めた。

・Cefuroxime（セフロキシム）

　第58回JECFA会合では、暫定ADIと牛乳中の暫定

MRLを設定。ただし、乳中残留に関する追加データが

必要とされたが、第62回 JECFAでは、新たなデータ

は提供されず、それ故、JECFAは暫定ADIとMRLの

却下を提言。部会は第62回JECFAの提言に合意し、牛

乳中のセフロキシムのMRLの作成作業を中止した。

・Melengestrol Acetate（酢酸メレンゲステロール：MGA）

　JECFA事務局から、モノグラフ編集の際にTMDIの

計算に不正確な部分が見受けられたため、TMDI と

MRLを次回のCCRVDFまでに再評価する旨の説明が

なされた。

　このため、MGAについてはStep6として、次回の第

16回CCRVDFにおける検討のため、再計算MRLのコ

メントを求めることとされた。

・Flumequine（フルメキン）

　第60回 JECFAでは、毒性に関する新たなデータが

認められたことから、第48回会合で設定したADIが却

下された。第62回 JECFAでは、追加のデータが提示

され、第60回 JECFAで却下されたADI及びMRLが

再設定され、さらに、ブラックタイガー海老の新しい暫

定MRLが提言された。

　なお、JECFA事務局からは、ブラックタイガー海老

の評価は同種類の海老のみのデータで評価された旨が

説明され、他の種類の海老への準用については引き続

き検討を行うこととなった。

　部会は、ブラックタイガー海老を除く全てのMRL案

をStep8に進めた。なお、ブラックタイガー海老のMRL

については、Step5とした。

・Neomycin（ネオマイシン）

　第47回 JECFA会合以来の全てのデータベースを検

討した結果、第60回 JECFAでは、牛の腎臓と肝臓の

MRLを第47回JECFAで勧告された数値に戻すことが

決定され、牛の腎臓、肝臓、乳、筋肉、脂肪についてMRL

が提言された。

　部会は、第60回 JECFAで提言されたネオマイシン

のMRL案をStep8に進めた。

・Dicyclanil（ディシクラニル）

　第60回JECFAは羊組織（筋肉、肝臓、腎臓、脂肪）

について新たなMRLを提言。部会は、第60回JECFA

で提示されたディシクラニルのMRLをStep8に進めた。

・Trichlorfon（Metrifonate）（トリクロルホン（メトリホネート））

　第60回JECFAは、新たなデータに基づきADIの再

評価を行い、0-2μg/KgBWを設定した。この点に関し

、ECデレゲーションは、第60回JECFAの勧告は、in

vivo及びin vitro双方の変異原性の明確な証明の観点か

ら、受諾できない旨を発言。また、CI（Consumers

International）のオブザーバーは、部会に対してトリク

ロルフォンの神経毒性の発現に関する研究は、近年、
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USEPA（Environmental Protection Agency）で受理

された旨の情報提供を行った。このため、部会は

JECFAの再評価に係る新たなデータ提出の必要性を理

由としてトリクロルホンのMRLをStep7に保留した。

・Imidocarb（イミドカルブ）

　第60回JECFAでは、牛可食組織（筋肉、腎臓、肝臓、

脂肪、乳）の新しいMRLが提言された。部会は、Step5/

8として、Step8にイミドカルブのMRLを進めた。

・Pirlimycin（ピルリマイシン）

　第62回JECFAでは、ADI 0-8μg/KgBWが設定さ

れた。また、MRLは牛の組織（肝臓、腎臓、筋肉、脂

肪）と牛乳について提言された。

　部会は、牛の組織に関するMRLをサポートしたが、

牛乳のMRLに関して、IFAH（Intrnational Federation

for Animal Health）から、現行のMRLは安全性のみ

ならず、乳スターターカルチャーの阻害可能性に基づ

いており、国際基準としては不適当と考えられること

を発言した。加えて、提案されたMRLは、不必要な乳

の廃棄を招くであろうことにも言及し、牛乳のMRL

は、安全性にのみ基づきJECFAで再検討するよう要求

した。

　部会は、食品の安全あるいは食品製造技術の検討に

基づくMRLの決定は、リスクマネージメントポリシー

に基づくことを言及。部会のリスクマネージメントポ

リシーの選択によっては、MRLの再検討は可能である

ことも言及した。

　部会は、ピルリマイシンの全MRLをStep5に進めた

が、加盟国からさらなるコメントを求めることとした。

・Cypermethrin/alpha-cypermethrin（シペルメトリ

ン /α -シペルメトリン）

　第62回 JECFAは、シペルメトリン及びαシペルメ

トリンのグループADI及びMRLの設定を目的として

再評価を実施し、以前設定したαシペルメトリンのADI

に基づき、シペルメトリンとαシペルメトリンにグルー

プADIを設定した。新しいMRLは、牛と羊の脂肪、牛

と羊の腎臓、肝臓、筋肉そして羊と牛の乳について提言

された。

　部会は、シペルメトリンとαシペルメトリンのグループ

MRLをStep5に進めた。なお、両物質を区分した検討

作業を中止することで合意した。

・Doramection（ドラメクチン）

　第14回CCRVDFの要請に基づき、第62回 JECFA

は、牛乳に関する新しいMRL を提言した。また、必要

とされる排泄時間が非常に長く、GVP（Good Veteri-

nary Practice）により承諾されるものではないことか

ら、休薬期間に関する注記を付け加えた。多くのデレ

ゲーションは透明性のあるMRLの観点から、JECFA

が注記を付すことをサポートした。

　部会は、注記を含め、牛乳のドラメクチンのMRLを

Step5に進めた。

・Ractopamine（ラクトパミン）

　第 62回 JECFAは、ラクトパミンの再評価を行い、

ADI 0-1μg/KgBWを設定し、新たなMRLは、豚と牛

の可食組織（筋肉、肝臓、腎臓そして脂肪）について提

言された。 EC その他のデレゲーションは、第 62 回

JECFAの配布が遅く、検討する十分な時間がなかった

ことから、ラクトパミンのMRLの前進はサポートでき

ない旨を声明した。一方、米国等のデレゲーションは第

40回 JECFAにて提起された全ての毒性関連事項は無

く、このことは第62回 JECFAにおいて十分に位置づ

けられたとし、ラクトパミンのMRLを進めることを主

張した。

　なお、JECFAのADIに係るラウンディングについて

は、JECFAに意見を求めることとなった。

　コンセンサスの不足の観点から、部会はラクトパミ

ンのMRLについてStep4を維持し、今後、JECFAの

報告書を精査したした上で、次回会合でStep5/8に進め

るための議論を行うこととされた。

（4）抗菌性物質耐性の最小化及び抑制のための実施

規範素案（議題７）

①　部会での議論を促進するため、部会の前日にワー

キング・グループが各国の意見を踏まえて作成した改

訂素案(CRD14)をもとに検討を行うこととされた。本案

は規制当局、動物用医薬品製造業者、流通業者、獣医師

及び畜産農家が採るべき措置のガイドラインを示すも

のであり、

　・食用家畜での抗菌性物質の使用については、獣医師

　 等による処方を義務付けるか、又は法令に明記され

　 た方法に従うべきであること

　・成長促進目的の抗生物質については、人に用いられ

　 る種類のものと交差耐性を示す可能性のあるものに

　 ついてリスク評価なしに使用してはならないこと

　・家畜の適正管理を含むGAP（Ｇood Agricultural 　

　　Practice）及びGVP（Good Veterinary Practice）の実

　　施に努めるとともに、感染症防止のための代替法

　　の開発・使用を促進すること

　・耐性菌のサーベイランスを行うこと

等を内容とするものであった。

②　検討を始めるに当たって耐性菌問題に関してコー
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デックスとOIEのジョイント・タスク・フォースが予

定されていることを踏まえ、ワーキング・グループか

ら、「OIEの関連文書との格差を小さくするよう完成を

早める（ステップを上げる）べき」との説明があり、各

国がこれを支持した。

③　草案の検討において、定義の中で抗コクシジウム剤

を抗菌性物質に含めるか否かで議論があり、「抗コクシ

ジウム剤は人の医療上問題となる薬剤耐性に関与してお

らず、抗菌性物質の定義からはずすべき」との意見と

「抗コクシジウム剤には原虫と細菌の両方に効果がある

ものがあり厳密に線を引けず、抗コクシジウム剤を抗生

物質に含めるべき」との意見があり、議論の結果、最終

案では「抗コクシジウム剤のうち、抗菌作用のあるもの

は抗菌性物質に含める」との定義が採択された。

④　その他、人に重要な抗菌剤のリスト化が進んでい

ないことから、これに関する記述を削除する、文中の用

語を統一する等の修正が行われ、Step5/8に進めること

について合意された。

（5）食品中の残留動物薬の管理に関する規制プログ

ラム確立のためのガイドライン改正案（乳、乳製品中

に残留する動物薬の予防と管理についての付属書を

含む）（議題８）

　ニュージーランド主導で作成された改正案について

検討が行われた。

　各国からは、残留動物用医薬品のモニタリングを制

限すること、農薬等の汚染物質の管理に関する事項等、

輸出国に配慮した事項の削除要求がなされ、反映され

ることなった。なお、ニュージーランドからは、ADI/

MRLが設定されていない物質についてガイドラインに

組み込むことは困難であり、今後、個々の作業部会で付

録を作成することを提案したが、合意を得なかった。

　全体的なアプローチについては同意を得たものの以

下の問題等が指摘された。

　・抗菌性物質は他の文書で扱われているため、本文

書で取り扱うべきではない。

　・抑制プログラムを段階的に実施する国を明らかに

する必要性を取り扱うべきではない。

　・合法的／非合法的使用を明確に区別すべきである。

　・HACCPシステムをプログラムに適用する方法を明

確に示すべきである。

　・単一の急性暴露に関する問題に注意を払うべきで

ある。

　なお、ニュージーランドからは、困難な課題が多くド

ラフティング作業が遅れる可能性を懸念する発言がな

され、これについては承認された。また、当該ドラフ

ティング作業を援助するため、日本を含め、16ヶ国（及

び団体）が協力を表明した。

　本改正案については、Step2に戻され、修正案につい

ては2005年 9月までに作成することで合意した。

（6）食品中の残留動物薬の管理に関する規制プログ

ラム設置のためのガイドライン中の、「残留管理に関

する分析法の一般的な考察」の改正案（議題９）

　分析方法及びサンプリング方法に関する特別作業部

会の共同議長、Dr.James NacNeil（カナダ）から報告

がなされた。

　作業部会では、プログラムの修正の内、ガイドライン

Ⅱ及びⅢ（動物用医薬品残留物の分析方法の特性）につ

いては、Bangkok Meetingにおいて提案された分析方

法等に焦点をあてることとし、サンプリングに係るガ

イドラインⅠについても見直す提案を行った。

　部会としては、今後の作業を進める場合、共通のバリ

デーション基準の採択や、

　CCPRの同内容を考慮することが必要であることを示

した。さらに、ECからは理解しやすい文章へ再構築、

また、タイからはBangkok Meetingで示された分析方

法とサンプリング方法に関する問題にテーマを絞る重

要性が強く主張された。

　部会は、ガイドラインⅠ～Ⅲの修正に同意し、Step2

にドラフト修正ガイドラインを戻した。

（7）CCRVDFにおけるリスク評価方針を含むリスク

管理手法に関する討議資料（議題10）

　フランス主導により作成された文書について、Work-

ing Principles for Risk Analysis in the Framework of

the Codex Alimentariusに基づき修正がなされている

旨が示された。なお、日本デレゲーションからは、CAC

の要望はリスクアナライシスに関するものであり、リ

スクマネジメントに限らずリスクアナライシス全般に

ついて文書を作成することが望ましい旨を発言、議事

録に反映された。なお、今後ともリスクアセスメン　　

トに関してJECFAとの連携が必要であるとの一部の代

表からの発言に対し、JECFAからは今後とも検討に参

加する旨が表明された。

　部会は、リスクアナライシスの中でリスクミュニ

ケーションをさらに検討する必要を認め、その作業に

ついてはWorking Principles for Risk Analysis in the

Framework of the Codex Alimentariusのリスクコミュ

ニケーションの項が検討可能であることに言及した。



10

動薬検ニュース　№ 2 6 3

また、リスクマネジメントに関しては、知的所有権の問

題、長い使用経験のある動物用医薬品等について再検

討を行うかとの提案がなされ、重要であるとの認識　

　は得たが具体的な結論は得られなかった。

　部会は、ADI/MRLが設定されていない動物用医薬

品のリストをまとめる必要があることで一致したが、

その方策について結論は得られなかった。部会は、フラ

ンス主導で、可能であればBangkok Meetingにて提言

された内容を含め、再検討を行うことに同意し、同作業

に関しては日本を含む22ヶ国（又は団体）の協力の下、

2005年 9月までに修正案を提示することとなった。

（8）食品中の残留動物薬分析法における精度基準の

見直し（議題11a）

　第14回CCRVDFで作成された資料（CX/RVDF 03/

10）を、「食品中の残留動物用医薬品に対する規制プロ

グラム設定のためのガイドライン」の第Ⅱ部と第Ⅲ部

の基となる文書として使用することで合意した。

（9）食品中の残留動物薬の定型化された分析法の検

証（議題11b）

　分析法及びサンプリングに関する特別作業部会から、

以前、JECFAが勧告した残留動物用医薬品の分析法に

関する編集を行い、リストを作成する予定であること

が説明され、同リストには

　・検証が完了した分析方法、

　・暫定的に検証が完了した分析方法、MRLがない物

質の分析方法等が含まれる旨の説明がなされた。

　また、このリストについては加盟各国のため定期的

に更新することが合意された。なお、部会は、同リスト

の素案を作成し、加盟各国に意見を求めることとし、さ

らに次回のCCRVDFで検討する前に、再度、分析法・

サンプリング法に関する特別作業部会を開催すること

で合意した。

（10）動物薬の評価及び再評価の優先順位リストの検

討（議題12）

　本会議に先立ち開催された「動物薬の評価及び再評

価の優先順位リストの検討」に関する特別作業部会の

報告書が、議長のLee Cook博士（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）から説明

がなされた。

　JECFAからは、評価に必要なデータ提示がなされな

ければ、評価が実行不可能であることが説明され、エジ

プトのデレゲーションから提出されたClindamycin（ク

リンダマイシン）については、評価に必要な情報が得ら

れないことから、優先順位リストには含まないことと

した。また、インドデレゲーションは、Pirlimycin（ピル

リマイシン）、Cyhalothrin（シハロトリン）、Cypermethrin

（シペルメトリン）、α-Cypermethrin（αシペルメトリ

ン）、Dramectin（ドラメクチン）、Chloramphenicol（ク

ロラムフェニコール）、NItorofurans（ニトロフラン類）

の再評価を提案したが、提出時期が遅かったため優先

順位リストに含まないこととした。

　なお、タイのデレゲーションから提出されたTylosin

（タイロシン）、Erythromycin（エリスロマイシン）、

Enrofloxacin（エンロフロキサシン）、米国デレゲーショ

ンから提出されたRactopamine（ラクトパミン）、ECデ

レゲーションから提出されたTrichlorfon（トリクロルホ

ン）、韓国デレゲーションから提出されたColistion（コ

リスチン）のについては、優先順位リストに含むことと

した。

　その他の優先順位リストに関する事項としては、

Bangkok Meetingについて協議を行った旨の報告がな

され、ADI/MRLが設定されていない動物用医薬品の

取扱について加盟各国から個別物質等に関して意見を

求め、これらの結果を踏まえ検討を進めることで合意

した。

（11）その他の作業及び今後の作業（議題13）

　米国デレゲーションより、MRL設定に先立つADIの

補正（ラウンディング）に関して文書が提出された。提

出された文書では、JECFAのADI評価において、有効

数字が 2 桁以上ある場合、補正を行わない A D I

（Calculate ADI）と補正を行ったADI（Rounding ADI）

で、MRLに顕著な差異が認められる事例を紹介した。

　この問題に対して、米国からは３つの検討すべきオ

プションが提示された。

　①MRL設定前に、全てのADIを次の有効数字まで切

　　り上げる

　②ADIの設定はCalculate ADIで行い、JECFAの公

　　表はRounding ADIで行う

　③ADIの設定はCalculate ADIで行い、JECFAの公

　　表もCalculate ADIで行う

　米国デレゲーションは、MRL設定の透明性確保の観

点から、オプション③を支持するよう提案を行ったが、

JECFAとして現行のADI設定の手順について変更する

意志がないことを表明し、可能性としてもオプション

②であることを表明した。部会は、残留農薬と動物用医

薬品のADIとMRLの設定に及ぼす影響について検討

し、JMPR及びJECFAの基本活動に位置づけられるべ
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きとした。なお、部会はオプション③を支持し、JECFA

に更なる検討を要請した。

（12）次回の開催日及び開催場所（議題14）

　次回の会合は、2006年にメキシコで開催される予定

である。　　　　 （抗生物質製剤検査室長　高橋敏雄）

○狂犬病抗体測定法に関するナンシー研究所及びOIE

本部訪問

　当所で開発し、日本で実施されている狂犬病抗体検

査法の国際獣疫事務局（OIE）が発行しているマニュア

ルへ収載されるための要件及びリファレンスラボラト

リーとなるための手続きについて、フランス食品衛生

安全局（AFSSA）のナンシー研究所及びOIE本部との

意見交換のために平成16年11月21日から11月25日の

間、フランスへ出張したのでその概要を報告する。

　訪問したナンシー研究所は欧州における狂犬病の血

清学的検査の中心的研究機関（European Reference

Institute）であると同時にOIEの狂犬病レファレンス

ラボとして活動している。職員は40～50名で、狂犬病

関連の主な業務は年間4000検体について蛍光抗体ウイ

ルス中和試験（FAVN）での中和抗体測定、主に欧州へ

の犬等の移動に際して必要とされる抗体測定の機関と

しての適否性を確認するための狂犬病抗体検査習熟度

試験、フランス国内からの依頼による狂犬病診断、アラ

イグマや狐におけるワクチン接種試験及びP3 施設を

用いた攻撃試験である。その他、エキノコックス症診断

や公衆衛生に係る野生げっ歯類由来病原体の調査が行

われていた。

　22日に所長のDr. Florence CLIQUETとDr. Franck

BOUE及び狂犬病の血清学的な実務者として紹介され

たDr. ALEXISANと面談し、日本で狂犬病の抗体調査

等に用いている間接酵素抗体反応を応用した中和試験

（VNT）法について、持参した報告集、材料及び操作手

順書、反応発色した写真及び測定吸光度値を用いて説

明した。今日までの試験成績から、試験の再現性、直線

性及びOIEにより標準法とされている迅速蛍光フォー

カス抑制試験（RFFIT）法との比較試験で相関性が確

認されていることを紹介した。その後、質疑と回答が繰

り返された。特に記憶に残っている質問としては、この

試験では何日間で抗体価が判定できるのか、陽性（感染

防御抗体価）は何倍希釈に相当するのか、発色が微弱と

なる頻度とその判断方法等、試験法の有用性評価に直

接関係する事項であった。また、試験法に求められる要

件として、狂犬病抗体にのみ特異的に反応することの

ほかに国際的な防御基準である0.5IU/mlの抗体価及び

それ以下の低抗体価の血清の感度について確認する必

要のあることが重要であると指摘された。

　その結果、OIEマニュアルへVNTを収載するには、

VNTとOIEマニュアルに規定されているFAVN又は

RFFITのいずれかとの比較が必要である。また、VNT

の有用性に関するより広範な血清を用いた研究報告を

科学雑誌に掲載することも推奨された。もし、VNTと

FAVNとの相関性の検討を推進するつもりであるなら

ば、ナンシー研究所としてはFAVNで抗体価が測定さ

れた血清200検体を分与する用意のあること、そして動

物医薬品検査所からVNTで測定した血清100検体を送

付することが可能ならばナンシー研究所でFAVNによ

る抗体価の測定を行っても良いという提案が所長から

伝えられた。我々としては願ってもない協力条件を提

示されたことに感謝の意を伝え、今後の支援と協力を

重ねて依頼した。

　その後ナンシー研究所を離れるまでは、Dr. Franck

BOUE及びDr. ALEXISANによるナンシー研究所の業

務紹介や、更に具体的な今後の作業手順、OIEマニュア

ルに記載されているバリデーション法や参考となる資

料の解説、ナンシー研究所がFAVNとRFFITについ

て行った比較試験の内容等の説明が詳細に行われた。

また、ナンシー研究所が実施している狂犬病抗体検査

習熟度試験のあり方及び第三国を含むＥＵコミッショ

ンの検査指定機関が３１機関であり、日本を含め世界

各国の11機関からの申請がされている現状等、興味深

い事項についての情報紹介があった。

　24日はOIE本部において科学技術部長のDr. Alejandro

SCHUDELと面談し、昨日までナンシー研究所を訪問

し、VNT法のOIEマニュアルへ収載するための技術的

な協議を行ったこと及び積極的な協力が期待されるこ

となどを紹介し、VNTのOIEマニュアル化及び狂犬病

リファレンスラボについて将来的に意思表示をする意

向のあることを説明した。Dr. SCHUDELから次の説明

が行われた。

a. VNTをOIEマニュアルに収載するための手続きとし

ては

　① 衛生管理課長がOIEのBiological Standard Com

missionに申請する。

　② 日本側がVNTについてBiological Standard Com

　　 missionにおいて発表する。

　③ Biological Standard Commissionに専門家及びリ

　　 ファレンスラボを加えVNTの妥当性を検討する。

　④ その結果、現行法をVNTに変更するか、併記す

るか、または拒否するか申請者に通知される。
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　⑤ 直近のBiological Standard Commissionは来年１

月に開催される予定である。もし成績が提出でき

るのであるならば至急、正式な表明をすべきであ

ることが知らされた。しかし、ナンシー研究所の

支援を得ながら試験を開始する段階であり、現状

はその段階に至っていないことを伝えた。Dr.

SCHUDELからは、その次は９月に計画されてい

るので是非報告するように準備を急ぐように案内

された。

b. 狂犬病のリファレンスラボに指定されるための要件

　・適切な施設と専門家が必要である。

　・専門家は適当な研究等機関に所属し、特定分野の

専門家である必要がある。

　・単クローン抗体、血清、抗原等必要な資材を配布・

提供する準備があること。

　・専門家は国際経験豊富で、関連する国際会議に出

席し、必要に応じて他機関の調査研究について指

導しなければならない。

　その他、手続きや関連情報の詳細についてはOIEの

ウエブサイトを参照するように説明を受けた。最後に、

当所は狂犬病ワクチンとその抗体検査法についての調

査研究の実績はあるが、狂犬病診断等の分野について

は経験のないことを伝え、そのような専門家であって

もリファレンスラボの認定を受けることが可能か質問

したところ、大いに興味のある分野であり、そのことが

障害となることはないとの回答であった。

　所感：ナンシー研究所のDr. Florence CLIQUETと

は、出張前に我々の意向をメールで伝え、ある程度の協

力の得られる可能性のあることが期待されたが、具体

的なものでなく、不安のうちに訪仏することとなった。

しかし、面談によって相互の意思を丁寧に伝え合うこ

とが出来、その結果として我々にとっては想定外の大

きな支援が約束され、VNT法のOIEマニュアル収載へ

のロードマップのスタートラインに立てることが確認

されたように感じている。また、会議の終了間際には、

VICHの生物製剤検査法作業部会のＥＵ規制側メンバー

であったAFFSAのDr. Philippe VANNIERやベルギー

の大学教授をしていたProf. Dr. Paul. P. PASTORET

の話題が出るなどの和やかな雰囲気で終えることの出

来たことは今後の協議にもプラスになるものと思えた。

技術的な比較・評価のためには更に数回訪問して調整

及び協議をすることが必要となるだろうから、推進及

び支援する日本側の体制の確保を万全とすることも課

題と思われる。また、OIE 本部の科学技術部長Dr .

Alejandro SCHUDELからは、具体的な希望を表現でき

る材料をもたずに行ったにもかかわらず、我々の訪問

目的に合致した的確で詳細な説明を受け、指導者とし

ての寛容さに感銘を受けた。これらの親切な支援の約

束が単に社交辞令で終わらないためにも、我々が彼ら

の期待に応えられるような成果を出す努力と明確な行

動が必要とされている。

（検査第一部長　伊藤　治、鶏病製剤第２検査室　蒲生

恒一郎）

OIE本部でDr. Schudelと

○第８回機関連携技術連絡会議（厚生労働科学研究

費補助事業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」）の概

要について

　平成16年 11月 25日当所において第８回機関連携技

術連絡会議が開催されたのでその概要を紹介する。

　耐性菌問題については国際的な大命題である「食用

動物に対して抗菌性物質を使用することにより、どの

程度耐性菌が選択され、家畜で新たに生じた耐性菌あ

るいは耐性遺伝子が食物連鎖等を介してヒトへどの程

度伝播され、拡散しているのか、さらに、このことがヒ

トの細菌感染症の治療を困難にする潜在的危険性をど

の程度もたらす可能性があり、それをどの程度予測で

きるのか」等に少しでも近づき、それらに貢献できる有

用なデータを提供していくことが、薬剤耐性菌の調査

研究に携わる関係機関等に強く求められてきている。

その目的達成のためには特に、医療、食品及び家畜衛生

分野との密接な連携が不可欠であり、平成13年９月に

「技術連絡会議」が設立され、定期的に薬剤耐性菌問題

等について、試験データ等を中心とした情報交換と共同

研究等の取組みを協議してきた。

　第８回目の今回の会議では、国立感染症研究所、国立

医薬品食品衛生研究所、東京都健康安全研究センター、

埼玉県衛生研究所、独立行政法人農技研動物衛生研究
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所及び肥飼料検査所の各関係機関の参集の下、以下の

演題について活発な討論が交わされた。

演題：

（1）「2003-2004年のEHECの動向」：寺嶋　淳（国立感

染研）、（2）「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（農

水省動薬検）（3）「市販鶏肉のサルモネラ汚染状況」：尾

関由姫恵（埼玉衛研）、（4）「過去４年間に食肉と農場か

ら分離されたSalmonella Infantis の薬剤感受性の比

較」：浅井鉄夫（農水省動薬検）、（5）「ナリジクス酸耐

性Salmonella Enteritidisの出現状況-ヒト及び食品由来

株の解析-：小西典子（東京都健安研）、（6）「飼料中の

サルモネラに関するモニタリング結果の概要-飼料の安

全性確保調査指導事業・調査結果 -」：佐藤　剛（肥飼

検）、（7）「メコンデルタ水系からのサルモネラ分離と分

離菌の性状解析」：秋庭正人（動衛研）、（8）「リステリ

アの集団事例について」：五十君静信（国衛研）、（9）「人

症例由来及び家畜由来カンピロバクターの性状比較」：

原田和記・石原加奈子（動薬検）、（10）　｢カンピロバク

タ－食中毒防御について｣：山本茂貴（国衛研）

　次回会議の開催については、来年３月頃に開催され

る国立感染研での研究班会議には本メンバーが参集す

る予定となっているため、その際にあらためて日程等

について決めることとした。

（抗生物質製剤検査室長　高橋敏雄）

フェバンテルを含有する水産用の寄生虫駆除剤

（平成16年７月承認）

　フェバンテルを有効成分とする水産用の飼料添加剤

（散剤）が承認されたので、その概要を紹介する。

１．成分及び分量

　　1g中 フェバンテル　　　250 mg

２．用法及び用量

１日１回、魚体重１kg当たり、フェバンテルとして下

記の量を飼料に均一に混じて５日間経口投与する。

　　フグ目魚類：12.5～ 25 mg

３．効能又は効果

   フグ目魚類：ヘテロボツリウム（Heterobothrium

okamotoi）の駆除

４．特筆すべき使用上の注意

・ 本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用

すること（なお、使用禁止期間は「食用に供する

ために水揚げする前21日間」となっている。）。

・ 主剤であるフェバンテルは、実験動物の高用量投

与で催奇形性（ラット）が、また、長期間の高用

量投与で肝臓の脂肪化（ラット）や骨髄機能の低

下（イヌ）が認められたという報告があるので取

扱いには注意すること。

・ 本剤は、エラムシ（ヘテロボツリウム）の陽性動

物群に対して投与すること。

・ 本剤投与により、一過性の摂餌不良が起きること

がある。

・ 本剤の投与は１日１回とし、投薬後の給餌を避け

ること。

（一般薬検査室長　　石丸雅敏）

インターフェロンαを含有する牛用製剤

（平成16年７月承認）

　インターフェロンαを有効成分とする牛用の経口投

与剤（散剤）が承認されたので、その概要を紹介する。

１．成分及び分量

　１g中　インターフェロン アルファ（BALL-1）原液

　　　　　　　200 国際単位

２．用法及び用量

　１日１回、体重１kgあたり、2.5 mg［インターフェ

ロン　アルファ（BALL-1）として0.5 国際単位］を５

日間経口投与する。

３．効能又は効果

　牛（１ヶ月齢未満）：ロタウイルス感染症による軽度

下痢の発症日数の短縮、症状改善、増体重低減の改善

４．特筆すべき使用上の注意

 ・軽度の下痢に使用し、食欲廃絶、活力消失、脱水症

状等の重篤な症状を呈している子牛には使用しない

こと。

 ・大腸菌やサルモネラなどの細菌による下痢が疑われ

る場合には、適切な抗菌性薬剤を使用し、本剤は使

用しないこと。

 ・本剤は経口投与以外に使用しないこと。

 ・本剤は初乳を給与した牛に対して投与すること。

（一般薬検査室長　　石丸雅敏）

新薬紹介
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牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢－粘膜病２価・

牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症・牛ア

デノウイルス感染症混合ワクチン

（平成16年９月承認）

　牛の呼吸器病の予防のため、牛伝染性鼻気管炎・牛ウ

イルス性下痢－粘膜病・牛パラインフルエンザ・牛RS

ウイルス感染症・牛アデノウイルス感染症混合生ワク

チンが広く使用されている。

　今般、新たに遺伝子型の異なる２種類の不活化牛ウ

イルス性下痢－粘膜病ウイルスと生ウイルス（牛伝染

性鼻気管炎ウイルス、牛パラインフルエンザウイルス、

牛RSウイルス及び牛アデノウイルス）を組み合わせた

混合ワクチンが承認されたので、その概要について紹

介する。

１．成分

　ワクチンは、乾燥生ワクチンと液状不活化ワクチン

から成る。乾燥生ワクチンには、弱毒牛伝染性鼻気管炎

ウイルス758-43株、弱毒牛パラインフルエンザ３型ウ

イルスBN-CE株、弱毒牛RSウイルスrs-52株及び牛ア

デノウイルス（７型）TS-GT株を含む。液状不活化ワ

クチンは、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス１型

（Nose/T株）及び2型（KZ-cp/T株）を不活化したも

のを含んでいる。アジュバントは、含まれていない。

２．用法及び用量

　乾燥生ワクチンに液状不活化ワクチンを加えて溶解

し、その２mLを牛の筋肉内に注射する。また、追加免

疫用として使用する場合には、半年から１年毎に２mL

を筋肉内に注射する。

３．効能又は効果

　牛伝染性鼻気管炎、牛ウイルス性下痢－粘膜病、牛の

パラインフルエンザ、牛RSウイルス感染症及び牛アデ

ノウイルス（７型）感染症の予防

４．特筆すべき使用上の注意

・過敏な体質の牛及び本剤を複数回（２回以上）接種し

た牛では、接種後短時間でアレルギー反応等の異常な

反応を呈することがあるので、接種後は注意深く観察

すること。

・本剤を接種後、発熱が認められることがある。　　　

・移行抗体の高い個体では、ワクチン効果が抑制される

ことがあるので、幼若な牛への接種は、移行抗体が消失

する時期を考慮すること

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）迷入ウイルス否定試験

（3）ウイルス含有量試験

（4）不活化試験

（5）異常毒性否定試験

（6）安全試験

（7）力価試験

　上記試験のうち乾燥生ワクチンは、既承認の牛伝染

性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢－粘膜病・牛パラインフ

ルエンザ・牛RSウイルス感染症・牛アデノウイルス感

染症混合生ワクチンと同じである。

　液状不活化ワクチンは、不活化試験及び牛ウイルス

性下痢－粘膜病ウイルスに係る力価試験が新しい試験

項目である。

　不活化試験は、液状不活化ワクチン２mLを、１mL

につき20cm２以上の牛精巣継代細胞に接種し、37℃で

60分間静置吸着後、ウイルス増殖用培養液を加え、34

～36℃で５日間培養し、CPEの有無を観察した後、細

胞を10本の小試験管に継代し、５日間培養し、CPEの

有無を観察する。培養液を除き、１mL中約105TCID50

の牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルスNose株を含むウ

イルス増殖用培養液0.5mLずつをそれぞれに加え、34

～ 36℃で７日間回転培養し、CPEの有無を観察する。

　観察期間中、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルス接

種前の培養細胞にCPEを認めず、接種後の培養細胞に

CPEを認めた場合、活性ウイルス陰性と判定する。試

料に活性ウイルスを認めてはならない。　

 力価試験は、注射材料0.5mLずつを25匹の４週齢のマ

ウスに21日間隔２回腹腔内注射し、第２回目の注射後

14日目に得られた血清について中和試験を行う。

 マウス血清は、任意に５匹ずつプールし、５プールを

用いる。中和抗体価２倍以上を陽性とする。プール血清

の中和抗体陽性率は、１型及び２型それぞれのウイル

スに対し80％以上でなければならない。

（ウイルス製剤第２検査室長　中村成幸）
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主 な 行 事

　　月　日 行　　　　　　事 場　　所

16. 12.  7 平成 16年度家畜保健衛生所病性鑑定技術検討会出席 北海道上川家畜保健衛生所

8 動物用医薬品再評価調査会出席 本      省

16 平成16年度秋季全国鶏病技術研修会出席 佐賀県立女性・生涯学習センター

〃 第４回耐性菌出現調査委員会出席 南青山会館

17 シードロット検討委員会出席 薬業健保健康開発センター

〃 第501回技談会開催（演題：発表者） 当      所

○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

○豚丹毒菌の簡易分離方法について－２：山本欣也

○豚丹毒菌のキノロン耐性機構に関する検討：川波万利子

○改正薬事法について：小池良治

○動物医薬品検査所微生物等取扱規程の制定について：山本実

22 平成16年度(第 46回)東京都家畜保健衛生業績発表会出席 東京都家畜保健衛生所

〃 「ベトナム国立獣医学研究所強化計画」終了時評価調査団帰国報告会出席 （独）国際協力機構本部

人 の 動 き

所員研修

期　間 官職 氏      名 研　　修　　内　　容 研　修　場　所

　　　　―

人事異動
   月日 異動内容 官職 氏　　名 摘　　　　　　　要

　　　―

海外出張
　期　　間 官職 氏　名 所　属 摘　　　　　　要

　　　　　―
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○用語解説：GLP、GCPについて

１．GLP（Good Laboratory Practice）

　動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の

基準のことです。昭和55年４月に動物用医薬品の製造

（輸入）承認申請書（以下「承認申請書」という。）に添

付される資料の信頼性を確保するために一定の試験施

設等において試験を行うよう通知され、昭和63年３月

に外国試験施設等で実施された試験データの受入を促

進するために基準として整備されました。さらに、平成

９年10月に動物用医薬品の承認審査等の制度の充実を

図る一環として現在の「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」（農林水産省

令第74号。以下「GLP省令」という。）が公布されまし

た。

　GLP省令は、牛、馬、豚、鶏、うずら、みつばち、食

用に供するために養殖されている水産動物、犬又は猫

に使用されることが目的とされている動物用医薬品の

承認申請書等に添付する資料のうち急性毒性、亜急性

毒性、慢性毒性、催奇形性その他の毒性に関する資料、

安全性に関する資料及び残留に関する資料について適

用されます。

　その内容は、信頼性を確保し、一層の安全性を確保す

るために、これら試験を行う試験施設が遵守すべき事

項を示したものであり、ソフト及びハードの両面につ

いて規定されています。

　主にソフト面については

　①　職員及び組織に関する規定

　②　信頼性保証部門責任者の設置に関する規定

　③　標準操作手順書の作成に関する規定

　④　被験物質及び対照物質の取扱いに関する規定

　⑤　試験計画の作成等に関する規定

　⑥　報告及び記録等の保存に関する規定

　また、ハード面については

　①　試験施設の構造等に関する規定

　②　試験に使用される機器及び施設の環境制御に使

　　　用される機器等に関する規定

となっています。

　２．GCP（Good Clinical Practice）

　動物用医薬品の臨床試験の実施の基準のことです。

昭和55年９月に動物用医薬品等取締規則（農林省令第

３号）第69条に基づき治験を依頼しようとする者が従

わなければならない基準が定められ、平成９年３月に

動物用医薬品の安全性を確保することを目的として治

験制度の改善を行い、「動物用医薬品の治験の実施の基

準に関する省令」（農林水産省令第22号）が公布されま

した。さらに、平成９年10月に動物用医薬品の承認審

査等の制度の充実を図る一環として現在の「動物用医

薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」（農林水産

省令第75号。以下「GCP省令」という。）が公布され

ました。

　GCP省令は、牛、馬、豚、鶏、犬又は猫に使用され

ることが目的とされている動物用医薬品の製造（輸入）

承認申請書等に添付する資料のうち臨床試験及び市販

後臨床試験に関する資料に適用されます。

見 学 者
月　　日 氏　　　　　　 名 所　　　　　　　　属

16. 12. 6 伊藤裕子、西倉由美子 北海道大学獣医学研究科

10 Mr.Abraham Jose MASSA PENICHE メキシコ国ハリスコ州エルサルト家畜疾病地域診療所

16 青島大吾、河野力也、久保田智紀、 東京大学大学院農学生命科学研究科
澁谷真弘、牧村幸敏、渡辺俊平、神山浩子

業務紹介

研修者
期　　間 氏　　名 所　　　属 研　修　内　容

16.12. 6～ 佐藤　博昭 日本獣医畜産大学 動物由来大腸菌の多剤耐性遺伝子
　　17. 3.31 解析手法の習得
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　その内容は、信頼性を確保し、一層の安全性を確保す

るために、これら試験に係わる治験依頼者、実施機関等

が遵守すべき試験の計画、実施、モニタリング、監査、

記録、解析、報告等の事項を示したものです。

（企画連絡室　荻窪恭明）

○ 動物医薬品検査所の紹介

動物医薬品検査所(NVAL、National Veterinary Assay

Laboratory)

－動物の生命と食の安全を守るために－

　動物医薬品検査所はどんなところか、改めて読者の

皆様へ紹介させていただきます。当所を身近に感じ、気

軽に活用していただければ幸いです。

　〈組織と業務〉

　組織定員は84名で、パートの方を含めると約100人

の職場です。また、そのうち約半数が獣医師、薬剤師で

あり、研究職は20名となっています。

　検査第一部では、動物用生物学的製剤の検定、同等性

試験、国家備蓄される口蹄疫、高病原性鳥インフルエン

ザ等のワクチンの評価、シードロットシステムの導入

のための調査等を行っています。

　検査第二部では、抗生物質製剤の命令検査、薬剤耐性

菌の調査（JVARM）、薬剤残留規制のポジティブリス

ト化に伴う残留確認試験、環境毒性の評価、収去検査と

都道府県職員への研修などを行っています。

　企画連絡室では、当所業務の企画立案、連絡調整の他、

再審査・再評価に関する調査、GLP・GCP調査、標準製

剤の配布、承認相談、副作用情報や動物用医薬品データ

ベースの作成などを行っています。

　〈沿革〉

　当所の沿革をご存じですか。昭和23年7月の旧薬事

法制定、同年10月の旧動物用医薬品等取締規則の施行

とともに家畜衛生試験場（北区西ヶ原、現動物衛生研究

所）内に検定部が置かれ、主に動物用生物学的製剤の国

家検定を実施。昭和25年5月、農林省畜産局に薬事課

が新設され、薬事課分室として国家検定業務を継続。昭

和31年3月の薬事課廃止に伴い、一時畜産局衛生課の

分室となり、同年6月に動物医薬品検査所として独立。

昭和34年4月に現在地（国分寺市）に移転し、現在に至っ

ています。

　

正面玄関

　〈取り組み〉

　普段お知らせする機会の少ない取り組みをいくつか

ご紹介します。

○海外悪性伝染病等への防疫対応:総合検査棟(高度封じ

込め施設)において、国家備蓄している牛疫、口蹄疫ワ

クチン、ウエストナイルウイルス感染症、鳥インフルエ

ンザのワクチンの安全性確認試験等を行っています。

また、鳥インフルエンザの診断薬の有用性の評価や診

断用抗原の作成等を行うなど、事前対応型の危機管理

対策に総合検査棟をフル稼働して対応しています。

○動物用医薬品の環境に対する安全対策:農薬、ダイオ

キシン、環境ホルモン等の環境影響が大きな問題とし

て取り上げられる中、動物用医薬品については、平成10

年度からVICH環境影響評価ガイダンス(第Ⅰ相)に沿っ

た評価、物理化学的性質の調査、抗菌剤・駆虫剤／殺虫

剤及び殺菌消毒剤成分の水生生物や陸生生物に対する

毒性試験等を実施しています。なお、VICHによる環境

影響評価ガイドラインの作成作業が終了に近づいてお

り、今後このガイドラインヘの対応が重要となります。

○調査・研究:信頼性の高い検定・検査を行うためには、

－動物医薬品検査所組織機構図－
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　編集・発行

農林水産省動物医薬品検査所
企画連絡室

常に学問、技術水準の向上に対応した改善や新しい手

法の導入などが必要です。そのため、検定検査業務と並

行して調査・研究を実施しており、その成果は製剤基

準、検定基準等に反映するとともに、学会、学術雑誌等

で報告しています。

けやきコラム

　新年あけましておめでとうございます。

　読者の皆様には、いかがお過ごしでしょうか。  本誌

が発行される頃、当所では年度末、来春に向けて多忙な

日々が始まっていることと思いますが、職員一同、新

年の抱負を忘れずに努力して参ります。引き続き当所

をお引き立ていただくとともに、本年も動薬検ニュー

スをご愛読いただきますよう、よろしくお願い申し上

げます。

 昨年は、思い返すまでもなく、高病原性鳥インフルエ

ンザの発生など家畜衛生、動物薬事を巡る大変な出来

事が続いた。あっという間に１年が過ぎ去ったが、この

間の家畜衛生等の担当者のご努力とご苦労には改めて

頭が下がります。また、消費・安全局が発足して１年半、

これまでの様々な出来事や対応を通じて、検査等機関

である当所においても職員の意識がかなり変わってき

たのではないだろうか。当所では、国家検定や薬剤耐性

菌調査のように読者に馴染みの深い業務を始め、動物

用医薬品に関する広範かつ多様な業務を行っている。

しかし、いわゆるセキュリティーやセーフティーの確

保といった危機管理への心構えは、どの業務において

も同じである。各種マニュアルや手順書の整備という

一通りの対応で事足りるものではない。常に適切な対

応を進め、問題点が発生したときに速やかに対策を講

じるためには、面倒ではあるが、日頃からの継続的な取

組み（努力の積み重ね）が必要である。また、相応の費

用（コスト）や体制を要する。このような努力がなされ

ないと、社会的な理解は得られず、説明責任も果たせな

い等々のことが、我々職員の意識として強くなってき

たように感じる。

　さて、本年は当所にとってどのような１年となるの

であろうか。予想もつかないが、動物薬事行政において

は、４月に改正薬事法が施行され、製造販売業制度、原

薬等登録原簿制度等が始まる。ワクチンの原薬として

のシードロットの取扱いや海外悪性伝染病、薬剤耐性

菌への対応は益々重要となるであろう。当所の予算は

紙面で紹介したとおり極めて厳しいが、個々の業務対

応の中で前述のような努力を積み重ねていくことによ

り説明責任を果たすとともに、積極的に新たな業務を

展開していくことにより、さらに社会に貢献し、よき年

となることを年初に祈念する。

お知らせ
　芸術・文化や教育・行政などの分野で功績があった人

に贈られる平成16年秋の叙勲で、当所所長を務められ

ました田中正三氏（71）が瑞宝小綬章を受けられまし

た。

本紙は再生紙を使用しています

東京都国分寺市戸倉1ー15ー 1
〒185-8511

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

　主な調査・研究の課題（平成15年度実施）

　1   海外ワクチン等の有用性に関する評価

　2   島インフルエンザウイルス迅速検出キットの比較検討

　3   動物用医薬品の環境影響評価法の確立

　4   動物用医薬品におけるプリオン否定試験法の確立

　5   家畜由来細菌の抗菌剤感受性実態調査

　6   動物用医薬品の使用基準設定に関する研究

（企画連絡室長　山本　実）


