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EU域内における薬剤耐性菌の対策の実施状況
及びリスク管理の実態調査について

抗生物質製剤検査室長　高橋　敏雄

　EU域内の薬剤耐性菌対策とリスク管理に関する実態

調査の目的で、農林水産省衛生管理課薬事・飼料安全室

の西田岳史係長と共に、平成17年4月6日（水）～4月

14日（木）までの9日間、スペイン、ベルギー及びオ

ランダへ外国出張したので、その概要を報告する。

1．抗菌性物質（抗生物質及び合成抗菌剤）に係るEU

の規制についての基礎的情報

（1）EU で動物に使用される抗菌性物質は動物用医薬

品、成長促進剤及びコクシジウム剤の3つのカテゴ

リーに分類されている。一方、日本では同じ成分を

有するものであっても、その用途により動物用医薬

品と飼料添加物の２種類に分類される。

（2）関連規制には、①ＥＵ委員会が策定し、そのまま国

内法として適用となるRegulation（各国政府の裁量

権がない）、②各国でアレンジすることが可能な

Direction（ＥＵ委員会指示）及び③各国独自に策

定可能なものの3種類が存在している。

2．実態調査その1

（1）訪問機関：スペイン農業・漁業・食糧省畜産局家畜

生産対策担当部局

（2）対応者：Juan Jase Mejias Montbardo（次長）ら

（3）収集情報：先方より農業省及び担当部局の位置付

け・業務内容等について説明を受ける。EUのスペ

インを含むMember State は上記 1. の（2）の②

及び③の策定や、17の州・56の県に対する指導等

を業務としている。当方より事前に送付していた

Questionnaireに対し、先方は以下のように回答受

けた。

○Q1 成長促進剤以外の抗菌性物質についての
見直しの有無

先方：飼料に混ぜて使用する資材には成長促進剤

の他に動物用医薬品とコクシジウム剤が存在して

いる。コクシジウム剤については2012年までに廃

止を検討するが、その代替策として亜鉛、有機酸、

酵素類、プロバイオティックス、プレバイオ

ティックス、粘土、アロマテラピー、衛生環境改

善等々の活用に関する研究調査を現在進めている

ところであるが、残念ながらそれらの効果を完全

に代替できる効果は必ずしも得られていないのが

現状であるとの説明であった。従って、今後とも

これらの研究成果が期待できない場合には使用を

継続することもその選択肢のひとつである。

○Q2 成長促進目的の抗生物質の使用禁止につ
いてのstakeholderに対する説明

先方：stakeholderが一同に会する機会は持ってい

ないが、農業組合を通じて消費者、業界及び政府

関係者等が集まって説明会（リスクコミュニケー

ション）が実施されている。成長促進剤の使用禁

止に対して、農家からの反発は少なかったが、こ

れは成長促進剤の使用禁止に伴い生じた経済的損

失（5～7％程度の飼料効率の低下等）を補填する

位置付けの補助金制度を設置したからではないか。

ただし、この制度では現金支給によりその損失を

直接補填するものではなく、抗菌性物質を使用せ

ずに飼養するために必要な設備機材等を供給する

ことによる補助が行われている。

○Q3 成長促進目的の抗生物質の使用中止に
よって生じた問題点とその対処法

先方：ウサギにおいてモネンシンの使用を中止し

たことによると思われる感染症の多発が認められ

た。具体的な解決策としては、使用を中止する前

に政府、業界、農家を交えて飼養管理方法や疾病

海外出張報告
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3．実態調査その2

（1）訪問機関：マドリッド近郊の飼料工場（Piensos

Nanpro社）

（2）対応者：Jose Daniel Orient Sapina（工場長）ら

（3）収集情報

　 工場の概要等について次のような説明があった。

　　2004年実績

 　　　製造量：2,200,000トン（グループ全体）

 　　　飼料工場数：15

 　　　生産割合：鶏44％、豚28％、牛12％、

 　　　　　　　　ウサギ8％、羊7％、ペット1％

 　　　AENOR（スペイン版 ISO）取得第1号

発生時の対応等について十分議論することが重要

である。スペインでは、ウサギ肉も食肉として流

通消費されており、専業肥育農家もある。

4．実態調査その3

（1）訪問機関：スペイン保健衛生・消費省動物用医薬

品担当部局

（2）対応者：Margarita Arboix Arzo（担当課長）

（3）収集情報

保健衛生・消費省及び担当部局の業務内容等につい

て説明があり、その後次のような動物薬に関連する

質問について回答を受けた。

○Q4 獣医師の処方箋発行→動物薬混合飼料の
製造→農家への配送までの一連の流れ等
について

先方：動物用医薬品の飼料工場での添加（medicated

feedの調製）は、行政機関の認定工場のみで可能

である。処方箋は3枚複写となっており、獣医師、

飼料工場及び農家が1枚ずつ5年間の保存義務を

有する。獣医師による混合は必須ではないが、本

工場では3人の獣医師を雇用している。飼料原料

の粉砕のみのラインと混合のラインが各1本あり、

有薬から無薬への切り替え時に厳密なライン洗浄

は実施していないが、キャリーオーバーの心配は

ない。輸送は主にトランスバックを使用してお

り、バルク車で配送することもあるが、混合ライ

ンと同様、厳密な洗浄は行われていない。

　なお、スペインでは州政府による定期的な立入

・収去検査が実施されており、処方箋どおりに製

造されているか、禁止薬が使用されていないか等

がチェックされているが、キャリーオーバーまで

は見ていない。15 日間隔で薬事監視員が巡回指

導して無作為に選ばれた飼料工場を検査し、違反

事例が見つかればかなり厳しく罰せられ、ブラッ

クリストにも載せられる。

○Q5 成長促進目的の抗生物質の使用中止によ
り動物用医薬品の使用は増えたか。

○Q6 スペインではカンピロバクター等のフル
オロキノロン耐性率が非常に高いがその
原因は何と考えるか。また耐性率を下げ
るための具体的な対策はあるのか。

先方：細かい数字は把握していないが、全体的に

動物用医薬品の使用量は年々増えている。スペイ

ンはEUでも動物用医薬品の使用量が多く上位3

番目以内に入っており、抗菌性物質ではマクロラ

イド､テトラサイクリン､β－ラクタム､キノロン

がよく使われている。フルオロキノロンは農家に

人気が高く、特にマイナーブランド（いわゆるゾ

ロ品）は安価なため使用量が多いと思われる。ス

ペイン独自に法的な規制を設けることはできない

が、代替法の開発や獣医師、農家に対しそれらの

適正使用について教育、指導することで対応して

いる。US-FDAがフルオロキノロンの家禽での使

用中止を勧告していることは承知しているが、い

ずれにしてもEU全体で使用段階における統一し

た対策をとることが必要と考えている。

5．実態調査その4

（1）訪問機関：国立コンプルテンセ大学獣医学部動物衛

生研究所

（2）対応者：Dr. Miguel Angel Moreno教授ら
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（3）協議事項及び収集情報

　ア．研究所の概要

　　本研究所は、マドリード郊外に位置する国立コン

　プルテンセ大学（1793年設立：大学全学部の学生総

　数は約10万人）の獣医学部に付属する動物衛生研究

　所である。研究所の専門分野は細菌学、免疫学、疫学、

　分子生物学及びワクチン学等、広範に及んでおり、耐

　性菌関連の調査研究もその一環として実施している。

　　スペインの家畜衛生分野における耐性菌の動向に

　関するモニタリング（Network of Surveillance of An

　timicrobial Resistance in Bacteria of Veterinary 　

　Origin：スペイン語の頭文字をとって呼称「VAV」）は、

　農業・漁業・食糧省及び保健衛生・消費省の協力要請

　を受けて当研究所がcentral reference laboratoryと

　なり、1998年に国家レベルのネットワークシステム

　として構築された。なお、当研究所では耐性菌関係

全般について、耐性機構の解析やその分子疫学な

　どを中心とした基礎研究も精力的に実施されており、

　それらの研究成果は国際専門誌にも多数掲載されて

　いる。

　（イ） VAVにおける調査研究成績のトピック

　　①サルモネラ：鶏由来S. Enteritidisの30～68％は

　　ナリジクス酸に対して耐性を示し、今後のフルオ

　　ロキノロン耐性株の出現増加が危惧される。最近

　　フルオロキノロン耐性を示す豚由来S.Typhimurium

　　（DT104と同定）が1株分離された。

　　②カンピロバクター：分離株全体のの97％以上は、

　　フルオロキノロンに対して耐性であった。

　　③大腸菌：病畜由来株の15％は、フルオロキノロン

　　耐性を示した。つい最近、健康豚の糞便材料からア

　　ルベカシンに耐性を示す大腸菌が1株分離された。

　　動物由来株としては、アルベカシン耐性は世界的

　　にも最初の検出報告である。アルベカシンは、バン

　　コマシンと同様に人におけるメチシリン・セフェム

　　耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）感染症の治療薬とし

　　て広く用いられている。

　　④腸球菌：飼料添加物としてのアボパルシン禁止

　　直後の1997年にはVREは10～20％分離されてい

　　たが、それ以降は激減して現在は全く検出されて

　　いない。

　（ウ）JVARMの紹介

　　我が国の耐性菌モニタリングシステム（JVARM）

　について、準備していたパワーポイント資料に基づ

　き概要を紹介した。

6．実態調査その5

（1）訪問機関：世界動物薬連盟欧州支部（IFHA）

（2）対応者：Rick Clayton（IFHA副部長）、Stany Lens

　　（ALPHARMA社部長）

（3）協議事項及び収集情報

　ア　IFAHの概要、EUの動物用医薬品及び飼料添加

　　物の規制等について概要説明があり、我が国にお

ける耐性菌のリスク評価の手続等についても、当方

より紹介した後、意見交換を行った。

　イ　抗菌性物質の使用規制には科学的な視点が必要

である。例えば、化学物質でADI、MRLが設定

されているように、抗菌性物質についても科学的に

許容できる耐性の閾値（threshold）を設定すれば

いいのではないか。具体的にどのように評価手法が

採用されるのか分からないが、科学的なリスク評価

を行った上で対策を取るという日本のスキームは素

晴らしいとの見解であった。

　ウ　1997年以降の成長促進剤の一部使用禁止後には、

　　主に豚の壊死性腸炎及び豚・鶏のクロストリジウ

ム症が増加している。牛、豚、鶏等に使用可能な医

薬品は数多くあるが、ウサギや七面鳥といったマイ

ナー種の認可薬は少なく、これらの開発が急務課

題の一つである。ほとんどの加盟国で耐性菌のモ

ニタリングを実施している。ただし、この後に訪問

したEU委員会保健･消費者保護総局によると、　

後述の4カ国以外のモニタリングシステムは欧州食

品安全機関（EFSA）によって正式に認められたも

のではなく、データとしてはnon-acceptable であ

るとのことであった。

7．実態調査その6

（1）訪問機関：EU委員会保健・消費者保護総局

（2）対応者：Willem Penning（課長）

（3）協議事項及び収集情報

　当方より我が国の抗菌性物質に関する規制及び耐性

菌のリスク評価の手続等について説明した後、事前に

送付したQuestionnaireに沿って意見交換を行った。
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8．実態調査その7

（1）訪問機関：オランダ／ヘルモンド市内の飼料工場

（Coppens Feed Mill 社）

（2）対応者：J.R.Jonkers（Coppens）、Jelle de Haas　

（Intervet）、他

（3）収集情報

Coppenns Feed Mill の業務概要及び品質管理につ

いて説明があった。

○Q10 治療薬添加飼料は製造量も少なく、非常
にバリエーションが多くなると思われる
が、きめ細かいオーダーに対してどのよ
うに応えているのか。

○Q11 医薬品成分ごとにラインを分離しているのか。

先方：3本の製造ラインのうち、最もサイズの小さ

いラインを使用し、医薬品の切り替え時には自社

の品質管理プログラムに基づいて数回のライン洗

浄を行っている。治療薬添加飼料は、一度に多く

とも数トンの製造であり、処方箋と共に獣医師自

らが工場に赴き、混合作業に立ち会っている。

○Q12 成長促進剤の使用中止により治療薬添加
飼料のオーダーは多くなったか。獣医師
が自ら配合作業を行うと価格に反映され
るのではないのか。

○Q13 農家での治療薬添加飼料の誤用防止対策
として何を実施しているか。

先方：オーダーの推移については、すぐにデータを

提供できないが、指摘のとおり、価格は上昇した。

しかし、顧客の飼料の品質及び安全性に対する関

心は高く､オーダーが激減したようなことはない。

特に抗菌性物質については、と畜場での残留が確

認された際の農家に対するペナルティーが大きい

ため、農家段階での誤用はオランダやベルギーで

は起こりにくい。また、仮に飼料原料段階の汚染

が発見された場合等の危機管理体制、トレーサビ

リティシステムも完備されており､製品の回収等

もすぐに実施できる体制を整備している。

○Q7 成長促進剤以外の抗菌性物質の見直し予
定について

先方：Regulation（EC）No.1831/2003に従い、コ

クシジウム剤については2012年までに全ての使用

を取り止めるべく、使用の実態、代替物質（フレー

バーや酵素等）に関するレポートと共に、少なく

とも2007 年末までに欧州議会に対しRegulation

の改正案を提出する予定である。動物用医薬品と

して、耐性菌問題の観点からの見直しは未定であ

るが、毒性の観点からADI/MRLを設定するため

の評価を随時進めているところである。

○Q8 成長促進剤の使用中止による効果及び問
題点を検証するためのモニタリング等の
実施について

先方：デンマーク、フィンランド、ノルウェー及び

スウェーデンには確立されたモニタリングシステ

ムがあり、家畜糞便などの細菌の耐性率が減少し

ている傾向は確認している。成長促進剤の中止

による経済的な損失は殆どないとしている。

○Q9 成長促進剤の使用中止に関するstakeholder
への説明とその反応について

先方：サリノマイシンやモネンシンナトリウムに

ついては、成長促進剤のほかに動物用医薬品及び

コクシジウム剤としての使用を認めている。全面

禁止の対象となるのは成長促進剤としての用途の

みであり、その他の使用は引き続き可能である。

いずれにせよ、コクシジウム剤としての使用も含

めて、全体的な見直しを2012年までに行うことと

している。このように少しずつ使用できる範囲を

狭める（先方は soft measure と表現）ことで

stakeholder の同意は得られる（反発を抑えられ

る）との認識であった。

　2004年実績

　　製造量：220,000トン /工場

　　種類：豚、ブロイラー、養魚用飼料

　　　　　（Helmond工場）、採卵鶏用飼料

　　　　　（Oirlo工場）、牛用飼料（Veghel工場）

　　当該工場は数多くのCertificationを取得。特に

　品質管理には重点的に取り組んでおり､原料の導

　入から配送までのポイントごとにGMPを整備し

　ているほか､独自のキャリーオーバー検査のプロ

　グラムを持つ。スペインの工場よりも管理が厳し

　く、非常に高品質の飼料を製造。

　また､工場内を視察し、Questionnaireに基づき次のよ

うな質疑応答を行った。



6

動薬検ニュース  　　 № 2 6 5

微細藻類を用いた動物用抗微生物薬の環境影響評価

○江口　郁、永瀬裕康1、小澤真名緒、遠藤裕子、後藤起佐子、
平田收正1、宮本和久1、吉村治郎　（1阪大薬）

調査研究紹介
調査�
　研究�

　動物に投与された医薬品は、生体内で目的とする作

用を発現した後に一部は代謝され、排泄されて環境中

に放出される。我々は放出された医薬品成分が環境に

及ぼす影響に関する検討の一環として、我が国におい

て動物用医薬品として承認されている主要な抗菌性物

質製剤の成分数種類について、微細藻類である

Selenastrum capricornutim及びChlorella vulgarisを

用いた、OECD化学物質試験ガイドラインに準拠した

増殖抑制試験を行った。その結果、エリスロマイシン

（0.035mg/L EC50）のように比較的強い増殖抑制効果を

示すものから、アンピシリン（>1000mg/L EC50）のよ

うにほとんど増殖抑制を示さないものまで大きな差が

見られた。

　また、サルファ薬については、合剤として用いられる

トリメトプリムとスルファメトキサゾール又はスル

ファジアジンを同時に曝露させることにより、明らか

に単独曝露と比較して増殖抑制は強くなり、サルファ

薬の主要な代謝体も加えて、薬剤配合比を実際に動物

から排泄される時を想定した比としても、同様の結果

が得られた。さらに合剤による増殖抑制が見られてい

る条件下で、微量の葉酸を培地に添加することにより

増殖抑制が軽減されたことから、観察された毒性はこ

れら薬剤の作用機序である葉酸合成経路の阻害による

ものであることが示され、医薬品としての作用が生態

系に影響を及ぼすことがあり得ることが示唆された。

 （chemosphere 57,1733-1738,2004.英文）

動物用抗寄生虫剤の淡水生物に対する急性毒性

○吉村治郎、遠藤裕子

　動物用医薬品は動物に投与された後、糞尿と共に排

泄される。尿を主体とする排泄物は汚水処理された後、

河川に放流される。糞を主体とした排泄物は、堆肥とし

て畑に散布されるが、わが国では、堆肥は水生生物の生

息する水田にも散布される。そのため動物用医薬品成

分は最終的には水生生物の生息する水系に達すること

になる。抗菌剤の水生生物に対する毒性を調べた報告

はいくつかあるが、抗寄生虫剤について調べた報告は

乏しい。今回、我々は動物用抗寄生虫剤の水生生物に対

する急性毒性を調べた。供試薬剤は硫酸アンプロリウ

ム（APH）、ビチオノール（BT）、硫酸レバミゾール

（LVH）、ピリメタミン（PYM）及びトリクロルフォン

（TRC）の５種類で、水生生物はOryzias latipes（メダ

カ）、Daphnia magna（オオミジンコ）及びBrachionus

calyciflorus（ワムシ）の3種類であった。メダカに対

する毒性はOECDガイドライン（1993）に従って実施

し、24、48、72及び96時間LD50値を測定した。オオミ

ジンコに対する24及び48時間EC50値はDAPHTOXKIT

FTM magna、ワムシに対する24時間EC50値はROTOXKIT

FTMを用いて測定した。高速液体クロマトグラフィーで

分析したところ、APH、LVH及びPYMは水中で安定

であったが、BTは不安定であり、24時間後には平均し

て84％にまで低下することが分かった。TRCの分解は

速く、96時間後には初期濃度の0.7%にまで分解され、

ジクロルボスとなった。TRCのメダカに対する毒性は、

同一の薬液に96時間にわたり曝露させる止水試験と24

時間毎に薬液を交換する半止水試験の２つの方法で調

べた。APH、LVH及びPYMは止水条件下で、BTは半

止水条件下で試験を行った。BTはメダカに対して最も

毒性が強く、96時間LC50値は0.24mg/Lであり、5.6mg/

LのPYMがこれに続いた。TRCの止水条件下での24、

48、72及び96時間LC50値はそれぞれ92.0、45.2 、29.5



7

動薬検ニュース  　　 № 2 6 5

及び17.6mg/Lであり、半止水条件下での値よりも特に

観察期間後期で低い傾向を示した。オオミジンコは

T R C に最も感受性が高く、4 8 時間 E C 5 0 値は

0.00026mg/Lという低さであった。BT、PYM及びLVH

のオオミジンコに対する48時間EC50値はそれぞれ0.3、

5.2及び 64.0mg/Lであった。ワムシに最も感受性が高

かったのはBTで、そのEC50値は0.063mg/Lであり、

次いで感受性が高かったのはPYMであった（EC50値

＝15.0mg/L）。供試薬剤のなかでAPHがいずれの水生

生物に対しても最も毒性は低く、メダカに対する96時

間LC50値は>600mg/L、オオミジンコに対する48時

間EC50 値は 227mg/L、ワムシに対するEC50 値は

403mg/Lであった。

（Acute toxicity to freshwater organisms of antiparasitic

drugs for veterinary use. Environmental Toxicology

20, 60-66, 2005. 英文）

人及び家畜由来ブドウ球菌の薬剤感受性の比較

北爪文子１、○浅井鉄夫２、杉山誠3、石原加奈子４、原田和記２、小島明美２、高橋敏雄２、
片岡　康１、澤田拓士１（日獣大１、農水省動薬検２、岐阜大3、農水省消費・安全局4）

　ブドウ球菌は健康なヒトや動物の皮膚や粘膜などに

広く分布し、食中毒や化膿性疾患の起因菌として知ら

れている。今回、過去2年間に人及び家畜から分離され

た株について薬剤感受性を調べ、耐性パターンを比較

した。

【材料と方法】健康成人30人のうがい液より分離され

た54株と全国の家畜保健衛生所等で病畜から分離され

た38株（牛由来30株、豚由来5株及び家禽由来3株）

の計92株を供試した。菌種同定はN-IDテスト・SP-18

（ニッスイ）により行った。主要な抗菌剤についての薬

剤感受性試験は、NCCLS標準法に準拠した寒天平板希

釈法で実施した。

【結果と考察】人由来株の主な菌種は、Staphilococcus.

aureusが23株、S. epidermidisが20株であった。一方、

家畜由来株では、S. aureusが 32株、その内28株は乳

用牛由来であった。人由来と乳用牛由来S. aureusの薬

剤感受性を比較した結果、人由来株では、PCG 耐性

（60.9%）とABPC耐性（73.9%）が高率に認められたが、

KM耐性（4.3%）とEM耐性（4.3%）は低率であった。

その他の薬剤（MPIPC、CEZ、DSM、GM、KM、OTC、

CP及びERFX）には感受性であった。一方、乳用牛由

来株では、PCG耐性（25.0%）とABPC耐性（32.1%）が

高率にみられ、MPIPC （3.6%）、CEZ（3.6%）、DSM

（7.1%）KM（10.7%）、EM（3.6%）、OTC（3.6%）及び

ERFX（3.6%）にも低率ながら耐性株が認められたが、

その他には全て感受性であった。以上の成績から、人と

乳用牛由来S. aureus の耐性化傾向には異なる耐性パ

ターンが散見された。今後は病畜の投薬歴との関連性

についても解析を進めていきたい。

（第139回日本獣医学会）

国内のブロイラー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１、石原加奈子２、原田和記１、浅井鉄夫１、織田千歳１、杉本泰俊３、
佐藤 剛３、高橋敏雄１（１農水省･動薬検、２農水省消費・安全局、３（独）肥飼検）

【背景･目的】国内では平成８年にアボパルシン（AVP）

を使用していたブロイラー農場のうち、3地域の農場か

らバンコマイシン（VCM）高度耐性腸球菌(VRE)が8株

分離された。この調査結果を受け、翌9年3月には、VCM

と同系統のグリコペプタイド（GPs）系抗菌性物質であ

るAVPやオリエンチシン（OET）が、飼料添加物とし

ての指定を取り消された。その後、全国の家畜由来細菌

における抗菌性物質感受性調査では全く検出されな

かった。しかし、15年度の調査において、ブロイラー

農場１件からVanA型のEnterococcus faeciumが分離
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平成13～15年度の国内における病鑑由来大腸菌の
抗菌剤感受性調査及び耐性遺伝子の検出

○原田和記１、浅井鉄夫１、小島明美１、石原加奈子２、高橋敏雄１　
（１農水省・動薬検、２農水省・消費・安全局）

された。GPsの選択圧がない状況下でVREが分離され

たことから、今回の分離株と過去の分離株との相違を

調べた。

【材料･方法】15年度の調査でVanA型VREが分離され

た農場内の鶏糞便等の材料を用い、VCMを添加した腸

球菌用選択培地で分離した株について、菌種同定、薬剤

感受性試験、耐性因子の伝達試験及び耐性因子の構造

解析を実施した。

【結果･考察】鶏舎内の糞便、敷料及び鶏舎外の土から計

89株のVanA型VRE（E. faecium）が分離された。全

ての株はGPs のうちテイコプラニン（TEIC）以外の

VCM、AVP及びOETに高度耐性を示し、87%の株は

バシトラシン（BC）耐性を持っていた。一方、8年度分

離株はTEIC以外のGPs、アミノグリコシド、マクロラ

イド、リンコマイシン及びBCに耐性であった。耐性因

子の伝達率は8年度分離株と同様に10－9～ 10－8 と低

かった。VCMのセンサーであるVanSには8年度分離

株と同じ3点のアミノ酸変異があったが、VCM耐性因

子を担うTn1546-like elementの構造は、今回の株は8

年度分離株や人由来株とは異なっていた。以上のこと

から、今回分離されたVREは過去に分離された株とは

起源が異なることが示唆された。

（第139回日本獣医学会）

【背景・目的】大腸菌は動物の腸管内に普遍的に生息し、

薬剤感受性の指標となる細菌である一方で、家畜に下

痢等を引き起こす病原体として知られている。当所で

は、動物用医薬品の野外有効性確認に係る情報等の収

集・解析業務の一環として病鑑由来の大腸菌を定期的

に収集している。今回、平成13～15年度に全国から収

集された病鑑由来の大腸菌株について、耐性菌の出現

動向を調べると共に、保有する耐性遺伝子の検索を

行ったので報告する。

【材料・方法】過去3年間に、全国の家畜保健衛生所等

において大腸菌症又は大腸菌の感染による疾病と診断

された家畜等の病変部位から分離された大腸菌計187株

を調査対象とした。収集された株について、NCCLS標

準法に準拠した寒天平板希釈法により、14薬剤に対す

るMIC値及び耐性率を求め、既に報告されている健康

畜由来株との比較及び毒素型別の比較を行った。また、

クロラムフェニコール（CP）系薬剤耐性に着目し、PCR

によりCP系薬剤耐性遺伝子（cat1、cat2、cmlA、flo）

の検出を行った。

【結果・考察】牛及び豚由来株において各薬剤に対する

耐性率を比較したところ多くの薬剤で病畜由来株の耐

性率は健康畜由来株のそれよりも有意に高かった。志

賀毒素産生性大腸菌及び非産生性大腸菌の比較におい

ては、豚由来株では前者がコリスチン及びエンロフロ

キサシンに対して有意に高い耐性率を示したが牛由来

株では全ての薬剤について有意差は認められなかった。

また、薬剤耐性遺伝子の検出の結果、牛由来CP耐性株

にはcat1、豚由来CP耐性株にはcat1及びcmlAが多く

分布していた。

（第139回日本獣医学会）
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豚及び鶏組織中のピペラジンのLC/MSによる残留分析法
Determination of piperazine residue in swine

and chicken tissues by LC/MS

〇浜本好子、堀内隆史、北園裕子、水野安晴、関谷辰朗（動薬検）

【目的】平成15年5月に食品衛生法が改正され、動物用

医薬品約230成分について暫定残留基準値（暫定MRL）

が設定され、平成18年にはポジティブリスト制として

施行されることとなった。ピペラジン（PZ）は、回虫

等の駆虫剤として古くから豚や鶏等に用いられている

ことから、暫定MRLの設定成分となっている。農林水

産省では、MRLの設定に伴って、動物用医薬品の使用

禁止期間の設定又は見直しを行っている。PZの高感度

な残留分析法については報告がなっかったことから、

我々は豚及び鶏の臓器中PZのLC/MSによる残留分析

法を開発したので報告する。

【実験方法】組織1.0gを取り、一部組織はアセニトリル

でホモジナイズし、抽出溶媒で震蕩により抽出、他の組

織は、抽出溶媒でホモジナイズ及び震蕩により抽出し

た。これらの抽出液に10㎜ol/Lへプタンフルオロ酢酸

（HPBA）アセトニトリル溶液および5㎜ol/LHPBA液

牛及び豚組織中のHPLCによるカナマイシンの残留分析法の検討
Determination of Kanamycin Residues in Bovine and Swine Tissues

by HPLC.

○関谷辰朗、堀内隆史、水野安晴、北園裕子、浜本好子（動薬検）

【目的】平成15年５月の食品衛生法の改正により、食品

中に残留する動物用医薬品等については、公布後３年

以内にポジティブリスト制を導入することとされた。

この改正に伴い、現在残留基準が設定されていない動

物用医薬品等については、暫定的な残留基準（暫定

MRL）を設定することとされており、農林水産省では、

それに対応して既に承認されている動物用医薬品の使

用基準の見直し、設定等の作業を進めている。今回、動

物用医薬品として牛、豚等の肺炎、細菌性下痢症等に広

く用いられている抗生物質であるカナマイシン（KM）

について、牛及び豚の組織中における残留分析法を検

を添加した後、30℃で約0.5mLまで濃縮し、水で1mL

とした後、濾過した試料をLC/MS 装置に注入した。

HPLCカラムはカプセルパックC18 MGⅡ（2×100㎜）

を用い、5㎜ol/LHPBA：アセトニトリル（88：12）の

移動相を流した。MSはESI法にてイオン化し、ポジティ

ブモードでのSIM分析には87.2m/zを選択し測定した。

【結果及び考察】豚の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、腸管及

び鶏の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、心臓のそれぞれに暫定

MRL（案）の量（100～1000ppb）を添加した添加回収

率は全て70 %以上で、変動係数は10%以下であった。

薬物無添加コントロール組織のクロマトグラムには、

妨害ピークがほとんどみられず、検出限界は 2 0 ～

30ppbであり充分な感度であった。この結果より、今回

開発したPZのLC/MSによる残留分析法は、豚及び鶏

組織中のPZの残留分析に有用であることが示された。

（第125回日本薬学会）

討した。

【方法】KMの残留分析法は、これまで微生物学的方法

によるものの他、牛の筋肉及び腎臓中のKMについて

は、o- フタルアルデヒドを用いた蛍光誘導体化による

HPLC法（中屋ら、食衛誌27,258-262（1986））が報告

されている。そこで、牛及び豚の組織試料について、固

相抽出用カートリッジカラム（Waters 社製、0ASIS

MCXカートリッジカラム）により試料の精製・前処理

の簡略化を検討し、上記蛍光誘導体化によるHPLC法

を用いて測定した。
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【目的】メトクロプラミド（MCP）は、精神安定性を持

たないドパミン拮抗薬であり、制吐作用と胃腸管運動

促進作用を持っている。国内では牛や豚、犬、猫等の制

吐剤及び整胃腸剤として用いられている。食の安全に

国民の注目が集まる中、MCPは厚生労働省が食品中に

残留する動物用医薬品の暫定残留基準値（MRL）の設

定を予定している成分の一つであり、その数値は牛、豚

ともに筋肉、肝臓、腎臓、脂肪、その他の臓器等で30ppb

である。暫定MRLの施行に併せて、農林水産省では使

用基準を設定するための休薬期間の見直しを行ってい

るが、メトクロプラミドにおいては十分な感度の残留

分析法がなかったため、牛及び豚の組織（筋肉、肝臓、

腎臓、脂肪、小腸）中のMCPのHPLC法による残留分

析法を検討したので報告する。

牛及び豚の組織におけるメトクロプラミドの残留分析法の検討

○堀内隆史、関谷辰朗、水野安晴、浜本好子

【結果及び考察】牛の筋肉、肝臓及び腎臓、豚の筋肉、肝

臓、腎臓及び脂肪について検討したところ、設定が予定

されている暫定MRL相当の濃度でのKM添加による添

加回収率は、牛の組織では72.2％～82.8％、豚の組織で

は69.8％～ 80.0％（いずれも変動係数10％以下）であ

り、検出限界は0.01ppmであった。これらの結果から、

前処理に固相抽出用カートリッジカラムを用いた蛍光

誘導体化によるHPLC法は、KMの残留分析法として有

用であることが示された。

（第125回日本薬学会）

【方法】組織中のMCPをアセトニトリルで抽出し、ヘ

キサンで油性成分を除去後、減圧乾固した残留物を

0.1mol/L NaOHで溶解し、固相カラム（Oasis HLB）に

通した。溶出液を減圧乾固し、アセトニトリルで溶解

後、UV検出器を用いたHPLC法により検出した。移動

相として0.2％酢酸加5mmol/Lヘキサンスルホン酸Na

溶液とアセトニトリルの混液（80：20）を用いた。

【結果】この分析方法でのMCPの検出限界は牛で4ppb

～7ppb、豚で4ppb～6ppbといずれの組織においても

30ppb以下であった。検量線は良好な直線性を示し、添

加回収率は牛で84.3％～107.6％、豚で84.3％～107.8％、

変動係数は牛及び豚でいずれも10.0％以下であった。以

上より、今回開発した分析方法は牛及び豚組織中の

MCPの残留分析法として有用であることが示された。

（第125回日本薬学会）
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新薬紹介

豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症・豚丹毒混合

（アジュバント加）不活化ワクチン

（平成16年12月13日承認）

　豚の萎縮性鼻炎、パスツレラ性肺炎及び豚丹毒は養

豚経営に多大な被害をもたらす疾病である。本製剤は

ボルデテラ・ブロンキセプチカ（Bb）、パスツレラ・ム

ルトシダ（Pm）及び豚丹毒菌の各々の培養菌液を不活

化後、アルミニウムゲルアジュバントを添加した混合

ワクチンで、妊娠豚に適用し、妊娠豚の豚丹毒を予防す

るとともに産子に乳汁免疫を付与することにより、産

子の萎縮性鼻炎、パスツレラ性肺炎及び豚丹毒の予防

を目的としている。

１．成分及び分量

　ワクチン 1 ドース（5mL）中に不活化前菌数でBb

GL28株1.9×1010～9.5×1010個、 Bb GL29株1.9×1010

～9.5×1010個、Pm GL16株（莢膜抗原型D） 1.0×1010

～5.0×1010個、Pm GL37株（莢膜抗原型A ）1.6×1010

～ 8.0×1010個、豚丹毒菌GL20株5.25OD530（2.0×109

個）～12.25OD530（1.0× 1010個）を含む。

２．用法及び用量

　妊娠豚に分娩予定の 7～ 5 週前とその 3週間後に各

5mLを筋肉内に注射する。

３．効能又は効果

　妊娠豚の豚丹毒予防、並びにその産子の萎縮性鼻炎、

パスツレラ性肺炎及び豚丹毒の予防。

４．特筆すべき使用上の注意等

（1）本剤は妊娠豚以外には使用しないこと。

（2）副反応として、一過性の軽度の発熱、元気消失又は

食欲不振が見られることがあるが、数日内に回復す

る。また、注射局所に軽度の紅斑、腫脹が発現する

ことがある。

（3）本剤の過量接種によって、まれに食欲不振及び体温

上昇を伴った臨床症状の後に流産がみられることが

あるので、本剤を過量に接種しないように注意する

こと。

（4）本剤は妊娠豚に注射し、子豚が免疫母豚の初乳を飲

むことで予防効果が発揮される。免疫母豚が十分量

の初乳を分泌しているかどうか、また初乳を飲んで

いない子豚がいないかどうかを確認すること。

５．検定の概要

　検定対象品目であり、以下の試験項目により品質検

査を行う。

（1）無菌試験

（2）無毒化試験

（3）毒性限度確認試験

（4）力価試験

　Bb及びPmの力価試験には体重350gのモルモットを

用い、試験品0.5mLを4週間隔で2回、試験群の皮下に

注射し、第2回注射後2週目に採血して得られた血清を

用いて、それぞれに対する抗体価測定を行う。

　Bbについては、Bbトキシンに対する抗体価をELISA

で測定する。各被検血清と血清対照との吸光度の差が

0.2以上を陽性とし、そ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256倍以上を示したとき

適合とする。この場合、対照群では、すべて16倍以下

でなければならない。

　また、Pmについても同様に、Pmトキシン及びPmA

型莢膜抗原に対する抗体価をそれぞれELISAで測定す

る。いずれのELISAにおいても吸光度の差が0.1以上

を陽性とし、試験群では70％以上が抗体価512倍以上

を示したとき適合とする。この場合も、対照群では、す

べて16倍以下でなくてはならない。

　豚丹毒菌については、マウスを用いた攻撃試験を行

う。4週齢のマウス10匹を試験群とし、注射材料（試
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　フルオロキノロン系合成抗菌剤であるオフロキサシ

ン、合成副腎皮質ホルモンであるトリアムシノロンア

セトニド及び動物用として新有効成分の抗真菌剤であ

るケトコナゾールを有効成分とする犬用の液剤が承認

されたので、その概要を報告する。

1．成分及び分量

　　1mL中 オフロキサシン　10mg

　　　　　　ケトコナゾール　10mg

　　　　　　トリアムシノロンアセトニド　1mg

2．用法及び用量

　　1日 1回、患部に3～ 5滴(約 90～ 150μL)を原則

　として7日間滴下・塗布し、耳根部を軽くマッサージ

　する。なお、本剤投与後7日間の時点で投与開始時よ

　り臨床症状が改善されており、かつ発赤等の炎症反

　応が残存し継続的投与が必要と判断した場合は、投

　与開始から14日間を上限として適切な期間、本剤の

　投与を継続する。

3．効能又は効果

　有効菌種：本剤に感受性の次の菌種

　　　　　　スタフィロコッカス属、コリネバクテリ

　　　　　　ウム属、ストレプトコッカス属、シュード

　　　　　　モナス属、プロテウス・ミラビリス、マラ

　　　　　　セチア・パチデルマチス、皮膚糸状菌

　適応症　：犬；細菌性及び真菌性外耳炎

験品をリン酸緩衝食塩液で3倍に希釈したもの）0.1ml

を皮下に注射し、注射後10日目に非免疫対照群マウス

10匹と共に、豚丹毒菌の強毒藤沢株で攻撃（103CFU/

マウス、皮下注射）した後、10日間観察する。攻撃後

の生死を調べ、試験群の70％以上が耐過生存したとき、

合格と判定される。ただし、対照群は攻撃により90％

以上が死亡しなければならない。

（細菌製剤検査室　　鮫島俊哉）

オフロキサシン、ケトコナゾール及び

トリアムシノロンアセトニドを含有する犬用製剤

（平成16年12月28日承認）

4．特筆すべき使用上の注意

　　本剤には、フルオロキノロン系合成抗菌剤におけ

　る一般的な注意事項の他に以下の事項が追加されて

　いる。

　・本剤の使用にあたっては耐性菌の発現等を防ぐ為、

原則として本剤投与前に起因菌のオフロキサシン

に対する感受性を確認し、適応症の治療上必要な

最低限の期間、慎重な投与を行い、15日以上の投

与は行わないこと。

　・本剤投与後7日間の診断で症状の改善徴候が認め

　　られない場合は処方を再検討すること。　

　・鼓膜に穿孔のある場合や炎症が鼓膜周辺まで及ぶ

　　場合は投与しないこと。

　・安全性が確認されていない妊娠中、授乳中の動物

　　には投与しないこと。

　・本剤の主成分であるトリアムシノロンアセトニド

　　には、動物に対する催奇形性が疑われているので

　　妊娠動物での使用は注意すること。また、人で催奇

　　形性が疑われているので、取扱いに注意し慎重に

　　使用すること。

　・本剤の主成分であるケトコナゾールの変異原性に

　　ついては、細菌を用いた復帰変異原性試験、マウス

　　を用いた小核試験では共に陰性であったが、培養

　　細胞を用いた染色体異常試験で陽性の結果が得ら

　　れている。

　・本剤は点耳のみに使用すること。点眼、点鼻、服

　　用は避けること。

（一般薬検査室　荻野智絵）
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熊本県 ベーリンガーインゲルハイムシオノギ メデランチル M20201-B 2004/11/29 合格
ベドメディカ株式会社

北海道 北都製薬株式会社 動物用ホクトヨーチン 06144 2004/12/15 合格

北海道 日本全薬工業株式会社 ザルソブルカ糖注NZ 403170 2004/12/15 合格

北海道 日本全薬工業株式会社 ピラピリン 404220 2004/12/15 合格

北海道 日本全薬工業株式会社 重曹注 406110 2004/12/15 合格

北海道 日本全薬工業株式会社 等張重曹注 406040 2004/12/15 合格

大分県 バイエルメディカル株式会社 セラクタール２％注射液 KP02JFC 2004/12/15 合格

熊本県 三鷹製薬株式会社 水性ビタミンD3注「ミタカ」 BDB4002 2004/12/16 合格

北海道 日本全薬工業株式会社 セデラック２％注射液 403190 2004/12/16 要指導 添付文書等の表示器再整備

大分県 ノバルティスアニマルヘルス株式会社 クロミカルム錠５ｍｇ 308013 2004/12/16 要指導 使用上の注意等の記載整備

大分県 ファイザー株式会社 テキライザー 5211 2004/12/16 要指導 使用上の注意等の記載整備

熊本県 科研製薬株式会社 ウロストン G41930 2004/12/22 合格

熊本県 文永堂製薬株式会社 AD3E注「文永堂」 12024 2004/12/22 合格

熊本県 共立製薬株式会社 デュファゾールAD3E 8608 2004/12/22 合格

熊本県 ファイザー株式会社 リマダイル錠75 2312951D 2004/12/22 合格

高知県 有恒薬品工業株式会社 CTC可溶散「タケダ」 7720 2004/12/22 合格

徳島県 バイオ科学株式会社 水産用OTC20％「バイオ」NC 1AB409 2004/12/22 合格

福井県 シェリングプラウ株式会社 動物用ゲントシン点眼液 DA02E 2004/12/22 合格

山口県 協和醗酵工業株式会社 水産用OTC20％「協和」 030ADE 2004/12/24 合格

熊本県 三鷹製薬株式会社 乳酸リンゲル液「ミタカ」 LRA4001 2005/1/5 合格

高知県 ナガセ医薬品株式会社 フォーベット50注射液 3246 2005/1/5 合格

高知県 三鷹製薬株式会社 バソトップ錠1.25 07A004 2005/1/5 合格

石川県 日本全薬工業株式会社 水性デキサメサゾン注A 406280 2005/1/5 合格

石川県 フジタ製薬株式会社 トンキー200 103076 2005/1/5 合格

山口県 三鷹製薬株式会社 バソトップ錠2.5 07A005 2005/1/5 合格

山口県 ファイザー株式会社 リマダイル錠100 2414646D 2005/1/5 合格

山口県 株式会社科学飼料研究所 メイロング液 3ZA01G 2005/1/6 合格

　（その2）平成16年度収去検査結果について

不適合の理由、
改善を指導した内容収去場所 製造（輸入）業者名 製　　品　　名 製 造 番 号 判定年月日 結　果

業務紹介
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不適合の理由、
改善を指導した内容収去場所 製造（輸入）業者名 製　　品　　名 製 造 番 号 判定年月日 結　果

一般的名称の記載整備及
び添付文書等の記載整備

高知県 帝国臓器製薬株式会社 動物用マクロビン L112 2005/1/7 合格

高知県 参天製薬株式会社 動物用チオラ注射液 TG0023 2005/1/11 合格

岐阜県 ナガセ医薬品株式会社 オプティミューン眼軟膏 04C1507A 2005/1/11 合格

大分県 フジタ製薬株式会社 ビタレラAD3E 101236 2005/1/17 合格

愛知県 株式会社養日化学研究所 パステン TN-5002S 2005/1/24 合格

石川県 メリアルジャパン株式会社 エナカルド錠５ 234962 2005/1/28 合格

山口県 メリアル・ジャパン株式会社 エナカルド錠２．５　 4106A 2005/1/28 合格

大分県 共立製薬株式会社 デュファフラルフォルテ 8587 2005/2/1 合格

東京都 アイデックスラボラトリーズ株式会社 NDエリーザキット 06232-323KZ 2005/2/1 合格

茨城県 株式会社科学飼料研究所 メイロング液 48A24G 2005/2/1 合格

北海道 日本全薬工業株式会社 ビタミンB1加ブドウ糖V注射液5％ 406210 2005/2/4 合格

北海道 日本全薬工業株式会社 ビタミンB1加ブドウ糖V注射液5％ 406290 2005/2/4 合格

茨城県 三共株式会社 動物用ストレスニル NY054 2005/2/4 合格

東京都 アイデックスラボラトリーズ株式会社 AEエリーザキット 06234-296KZ 2005/2/10 合格

東京都 アイデックスラボラトリーズ株式会社 IBDエリーザキット 06233-306KZ 2005/2/10 合格

熊本県 大日本製薬株式会社 イソフル 09800VA 2005/2/16 合格

埼玉県 理研畜産化薬株式会社 プレドリン注 QP016 2005/2/23 合格

茨城県 日本全薬工業株式会社 プレドニゾロン注射液NZ 310080 2005/2/23 合格

大分県 共立製薬株式会社 デュファフラルAD3E 8435 2005/2/24 合格

石川県 フジタ製薬株式会社 ネオヘキサメチオニン 102976 2005/3/1 合格

山口県 三鷹製薬株式会社 プレドニゾロン注射液「ミタカ」 PRA4003 2005/3/1 不合格 添付文書等の不備

石川県 ファイザー株式会社 リマダイル錠25 2415176 2005/3/7 合格

山口県 協和醗酵工業株式会社 ポリアップ16 057ADK 2005/3/8 合格

茨城県 ナガセ医薬品株式会社 デキストラン鉄200「TSA] 402113 2005/3/8 合格

茨城県 日本全薬工業株式会社 キシリット注25％ 412210 2005/3/8 合格

香川県 扶桑薬品工業株式会社 コントラミン注 04E12C 2005/3/9 合格

岐阜県 バイエル株式会社 コンベレン BT2951 2005/3/9 合格

埼玉県 理研畜産化薬株式会社 デキサゾン注 QDK16 2005/3/9 合格

埼玉県 理研畜産化薬株式会社 ホーミングDX QD16 2005/3/9 合格

茨城県 三共エール薬品株式会社 動物用チオクト酸注・500「三共」 V31G 2005/3/9 合格

茨城県 三共エール薬品株式会社 動物用ケタラール50 U28K 2005/3/9 合格

茨城県 三鷹製薬株式会社 ドキシサイクリン散「ミタカ」 DCP4004 2005/3/9 合格

茨城県 川崎製薬株式会社 硫酸カナマイシン注射液100・KSK 210131 2005/3/9 要指導

茨城県 日本全薬工業株式会社 ストマイ顆粒 4002 2005/3/9 合格
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茨城県 日本全薬工業株式会社 オキシテトラサイクリン乳房炎用液NZ 4210 2005/3/11 合格

福井県 三共エール薬品株式会社 動物用ケタラール100 U03B 2005/3/16 合格

茨城県 セラケム株式会社 ソルマＥ 2260 2005/3/18 合格

茨城県 共立製薬株式会社 デュファフラルマルチ 9002 2005/3/18 合格

熊本県 理研畜産化薬株式会社 タウチゲン注 VTA16 2005/3/28 要指導 添付文書等の記載整備

熊本県 理研畜産化薬株式会社 アドサン OAT13 2005/3/28 要指導 定量試験方法の不備

熊本県 三鷹製薬株式会社 ７％重曹注「ミタカ」 JVP4010 2005/3/28 要指導 使用上の注意等の記載整備

徳島県 文永堂製薬株式会社 エフピック100 14014 2005/3/28 要指導 使用上の注意等の記載整備

愛知県 三井化学株式会社 スパレン乳剤 TN-5001S 2005/3/28 要指導 添付文書等の記載整備

茨城県 日本農薬株式会社 フジックス散 D4305 2005/3/28 合格

茨城県 文永堂製薬株式会社 コンドロイチンD3注 09044 2005/3/28 要指導 使用上の注意等の記載整備

茨城県 文永堂製薬株式会社 コンドロイチンD3注 09054 2005/3/28 要指導 使用上の注意等の記載整備

茨城県 文永堂製薬株式会社 コンドロイチンD3注 09015 2005/3/28 要指導 使用上の注意等の記載整備

宮城県 ナーリン株式会社 ナーリン NO40011 2005/3/29 要指導 使用上の注意等の記載整備

茨城県 日本全薬工業株式会社 ラドン 409300 2005/4/15 合格

香川県 内外製薬株式会社 ショクトールN 200310 2005/4/15 要指導 表示の不備

東京都 日生研株式会社 日生研イムノサーチERV 1 2005/5/10 合格

不適合の理由、
改善を指導した内容収去場所 製造（輸入）業者名 製　　品　　名 製 造 番 号 判定年月日 結　果
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主 な 行 事

　月　日 行　　　　　　事 場　　　所

17. 4. 6 血液製剤小委員会出席 本　　省

　 8 動物用生物学的製剤調査会出席 本　　省

　 9 動物用抗菌剤研究会理事会出席 日本獣医畜産大学

　 11 動物用抗菌性物質製剤調査会出席 本　　省

　 13 家きん疾病小委員会出席 本　　省

〃 水産用医薬品調査会出席 本　　省

　 14 平成17年度口蹄疫予防液備蓄検討会出席 本　　省

〃 動物用一般医薬品調査会出席 本　　省

　 15 第79回日本感染症学会総会参加 名古屋国際会議場

19 ～20 全国家畜衛生主任者会議出席 本省７階講堂

21 ～22 第46回全国家畜保健衛生業績発表会参加 千代田区公会堂

　 26 プロジェクト研究等評価委員会 当　　所

　　 27 動物用医薬品再評価調査会出席 本　　省

　 28 動物医薬品検査所研究業績審査会出席 本　　省

〃 豚コレラ・牛豚等疾病小委員会出席 日本郵政公社（本省）

5. 11 平成17年度標準報酬等通知事務説明会出席 農水省共済関東支部

　 13 第１回ヨ－ネ病防疫技術検討会出席 日本郵政公社（本省）

　 16 動物用医薬品残留問題調査会出席 本　　省

　 18 シ－ドロット小委員会出席 薬業保健開発ｾﾝﾀ-

　 19 VICH企画調整委員会出席 本　　省

　 26 （社）日本動物用医薬品協会通常総会出席 マツヤサロン

〃 人事院給与簿監査 当　　所

　 27 第505回技談会開催 当　　所

（演題：発表者）

1.　EU域内における薬剤耐性菌対策の実施状況及びリスク管理の

　　　　　　　　実態調査について（高橋敏雄）

2.　平成16年度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）

3.　multiplex RT-PCR法による馬、牛コロナウイルスおよびA群

　　ロタウイルスの検出（野田紗知子）

4.　鶏の処分方法に関する実証展示

－小区画法及び鶏舎密閉法－ビデオの紹介

5.　狂犬病関係ビデオの紹介
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人   の   動   き

所員研修
期　間 官職 氏      名 研　　修　　内　　容  研　修　場　所

17. 4. 4 ～ 7 技 松本　幸子 平成17年度Ⅱ種試験採用者研修受講 農林水産研修所

6 ～ 8 技 野田紗知子 第39回国家公務員合同初任者研修受講 国立オリンピック記念青少年
総合センター

　 11～15 技 野田紗知子 平成17年度Ⅰ試験採用者研修受講 農林水産技術会議事務局筑波事務所

　 18～20 技 野田紗知子 平成17年度Ⅰ試験採用者専門研修 農業技術研修館
　　　　（農業コース）受講

17. 5. 9 　　 技 小池　好子 改正放射線障害防止法施行直前講習会受講 社会文化会館

17. 4. 6～ 14 技 高橋　敏雄 検査第一部 ・EU域内の薬剤耐性菌対策及びリスク管理に関する実態調査
抗生物質製剤検査室  スペイン、オランダ、ベルギ－国

5.22～ 29 技 鈴木　�子 検査第一部 ・VICH第８回対象動物安全性試験作業部会及び VICH第３回
       　 鶏病製剤第一検査室  公開会議出席

　 ワシントンDC（米国）

　 5.23～ 30 技 高橋　美幸  検査第二部 ・VICH第 16回運営委員会及びVICH第３回公開会議出席
       　 　ワシントンDC（米国）

　 5.25～ 29 技 小池　好子 検査第二部 ・VICH第３回公開会議出席
 　　　 残留科学検査室 　ワシントンDC（米国）

技 中村　成幸 検査第一部ウイルス ・VICH第３回公開会議出席
ルス製剤第２検査室 　ワシントンDC（米国）

海外出張
　期　　間 官職 氏　名 所　属 摘　　　　　　要

人事異動
   月日 異動内容 官職 氏　　名 摘　　　　　　　要

17. 4. 18 復　　帰 技 小形　智子 検査第二部主任研究官

　 22 復　　帰 技 守岡　綾子 検査第一部

17. 5. 22 退　　職 技 吉田　桂子 任期満了（検査第一部臨時的任用）

23 育児休業 技 江原枝里子 検査第一部

23 臨時的任用 技 吉田　桂子 検査第一部（任期18.3.31まで）

見 学 者
月　日 氏　　　　　　 名 所　　　　　　　　属

17.  5.  2 會田裕香外８名 日本獣医畜産大学獣医学科学生

研 修 者
月　日 氏　　　名 所　　　　属 研　　修　　内　　容

17. 5. 9～ 13 金　森　恭　子 酪農学園大学獣医学科 大腸菌の薬剤感受性試験方法及び分子疫学的手法の習得
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Q＆ A

過去の動薬検ニュースを調べたいときは？

動薬検ニュースとは？

　当所の事業・業務内容を紹介する広報誌です。

トピックス、各検査室の業務紹介、調査・研究報告の紹介、収去医薬品の検査結果、主な行事、人の動

き、その他お知らせ等の記事を掲載しています。

これまで何号発行されたのですか？

　当所の独立機関として発足後20周年を契機とし、1976年４月年から毎月の発行を始めました。2000

年１月から体裁を一新して年間６号を発行し、今号で 265号となりました。

どこに配布しているのですか？

　農林水産省、厚生労働省の関係各所、都道府県の畜産主務課、獣医系大学、各種団体などに配布して

います。

バックナンバーはありますか？ 

　2004 年度発行分より、当所HPにバックナンバーを掲載いたしましたので、そちらでご覧いただけ

ます。読みたい号がわかっているときは、ニュースの号数からアクセスできます。掲載記事を探したい

ときには、当所HPのトップページに検索機能で検索してみてください。

（HPアドレス　http://www.nval.go.jp/）

　今後も皆様に当所業務をご理解いただけますよう、さらに読みやすい当ニュースの作成に努力してま

いります。当ニュースの内容についてご意見等ございましたら、企画連絡室までお寄せ下さい。

“PDF”をクリック！

No. をクリック！
動薬検ニュースのページ
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（2）改正された制度

　ア　医薬品等の製造販売業の許可

　　平成17年４月１日以降は、製造又は輸入した動物

　用医薬品等を国内で販売等を行うためには、製造販

　売するための許可（製造販売業許可）及び承認（製造

　販売承認）が必要となりました。

　　製造販売業の許可は、表１のように医薬品等の種

　類ごとに与えられるため、同一の種類内の品目を追

　加する場合、以前のように品目追加許可申請を行う

　必要がなくなりました。もちろん、他の種類内の品目

　を追加する場合には、必要な種類の製造販売業の許

　可を新規に取得する必要がありますが、医療機器に

　あっては、上位の許可を取得している場合には、下位

　の許可が不要とされています。

　　そのため、従来のように許可で製造販売可能な品

　目を制限するのではなく、品目ごとの製造販売承認

　で製造販売可能な品目を制限することになりました。

　　製造販売業の許可の要件は、新しく設けられた品

　質管理の基準（GQP）3）及び製造販売後安全管理の基

　準（GVP）4）に適合していることで、従来の製造業許

　可等に求められていたGMPハード（製造や試験検査

　等に必要な構造設備などのハード部分）やGMPソフ

　トに適合することは求められておりませんし、製造

　予定の品目の承認は要件からはずされました。

　イ　医薬品等の製造販売業の承認

　　承認については、品目ごとに提出された臨床試験

　等の資料から、その有効性及び安全性を審査すると

　いう基本的な考え方は同じですが、品目ごとの許可

　を廃止したことに伴い、承認の要件に、当該品目を製

　造する製造所が許可（製造業の許可：国内の製造所の

　場合）又は認定（外国製造業者の認定：外国の製造所

　の場合）された製造所で製造されていること、GMP

　ソフトに適合していることが加わりました5）。なお、

　従来の輸入のための許可（輸入販売業の許可）はなく

　なりました。

　　GMPソフトへの適合性については、承認申請と同

　時に提出される適合性調査の申請に基づき、書面又

　は実地の調査により確認されます６）。

　ウ　医薬品等の製造業の許可・認定

　　製造業の許可又は外国製造業者の認定は、表２に

　示したように医薬品等の区分ごとに与えられるため、

　同一の区分内であれば、製造する品目を追加しても、

　以前のような品目追加許可申請を行う必要はありま

　せんが、他の区分の品目を追加する場合には、必要

　な区分の追加許可申請（認定）が必要となります。

　　　

　　許可又は認定の要件は、GMPハードのみとなりま

　したが、GMPソフトの適合性調査は製造所に関して

　も実施されるので、事実上GMPソフトへの対応が必

　要とされます。

３　医療機器の安全対策の見直し

　医療用具は、医薬品以上にその材質や使用方法があ

ることから、医療機器と名称が変更され、その規制が見

直されました（図２参照）。

　主な変更点は、①人や動物の生命・健康へのリスクに

応じて三つに区分されたこと、②医療機器の販売業に

許可制が追加されたこと及び③医療機器の修理業が新

許可の種類 医薬品等の種類

第一種医薬品製造販売業 要指示医薬品

第二種医薬品製造販売業 要指示医薬品以外

医薬部外品製造販売業 医薬部外品

第一種医療機器製造販売業 高度管理医療機器

第二種医療機器製造販売業 管理医療機器

第三種医療機器製造販売業 一般医療機器

表２　医薬品等の製造業の許可・認定

① 次の製造工程の全部/一部

　 a 生物学的製剤

　 b 検定対象医薬品（a、③以外）

　 c 遺伝子組換え技術応用医薬品（③以外）等

② 無菌医薬品（①、③以外）の製造工程の

全部/一部（⑤以外）

③ 体外診断用医薬品 の製造工程の全部/一部

（⑤以外）

④ ①～③以外の製造工程の全部/一部（⑤以外）

⑤ 包装・表示・保管のみを行うもの（①以外）

⑥ 製造工程の全部/一部（⑦以外）

⑦ 包装・表示・保管のみを行うもの

⑧ 検定対象医療機器等の製造工程の

全部/一部（⑪以外）

⑨ 滅菌医療機器の製造工程の全部/一部（⑪以外）

⑩ ⑧、⑨以外の製造工程の全部/一部（⑪以外）

⑪ 包装・表示・保管のみを行うもの（⑧以外）

医　薬

部外品

医療

機器

医薬品
表１　医薬品等の製造販売業の許可
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改正薬事法の解説
企画連絡室技術指導課長　小池　良治

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（医療用具を医療機器に名称変更。

　　　以下「医療機器」で統一する。）の特性に対応

　② 「バイオ・ゲノムの世紀」に対応した医薬品等の

　　安全確保対策の充実

　　→ 生物由来製品の安全確保

　③ 医薬品等の市販後安全対策の充実及び承認・許可

　　制度の見直し

　　→ 安全対策責任の明確化及び国際整合性を踏まえ

　　た制度の見直し

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（改

正薬事法第１条関係）については、平成15年７月30日

に施行され、それ以外の部分（改正薬事法第２条関係）

については、平成17年４月１日に施行されました。

　そこで、今回、第２条関係の改正内容についてその概

要をご紹介します。原薬等登録原簿及び第三者認証制

度については、既に動薬検ニュースNo.259で紹介して

いますので省略しました。

図１　承認許可制度の見直し

２　医薬品等の承認・許可制度の変更

　今般の改正で、製造又は輸入した医薬品等を販売す

る行為である「製造販売」１）という新しい概念が導入さ

れ、製造等の行為とこれを流通させる行為（製造販売）

が明確に分けられました２）（図１参照）。

　このことにより、製造販売業者は、市販後の流通段階

における安全対策責任をすべて負うこととなりました

が、製造等をすべて製造業者に委託することが可能と

なりました。

（1）従来の制度

　従来は、動物用医薬品等を製造（輸入）するには、製

造（輸入販売）業の許可が必要であり、品目ごとに許可

されるため、新しい品目を製造（輸入）するためには、

品目の追加許可が必要とされていました。

　許可の要件としては、製造（輸入）予定の品目の承認

があることに加え、

　① 製造の場合では、製造予定品目の製造等が可能な

　　構造設備を有していること（GMP ハード）及び

　　製造管理又は品質管理の基準に適合していること

　　（GMPソフト）

　② 輸入の場合では、輸入予定品目の試験検査等が可

　　能な構造設備を有していること（GMPIハード）及

　　び輸入販売管理又は品質管理の基準に適合してい

　　ること（GMPIソフト）となっていました。

1
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動薬検の見学はできますか？

どんな方々が見学にきていますか？

　昨年度は約50名の方々が当所の見学に訪れました。国内では関係各機関（試験研究機関や家畜保健

衛生所）の方々や獣医系大学の学生が、海外では JICA研修生の方々などです。

見学したいときは？

　見学希望の際は、当所企画連絡室企画調整課までご連絡下さい。通常、当所概要の紹介と所内見学

をしていただいていますが、希望があればできるだけ対応致しますので、申し込みの際にお申し付け

下さい。

子供でも見学できますか？

　夏休み期間中に小・中学生を対象とした子供見学デーを開催し、毎年好評を得ています。

所内見学ツアーをしたり、一緒に検査や実験をしたり、もちろん一番人気は動物とのふれあいコ－ナー。

私達職員にとっても、動物に興味のある子供達や将来獣医師を目指す子供達と直接触れあい、動物や

動物用医薬品について理解を深めていただける大変貴重なそして楽しい時間です。今年も８月 25日

（木）、26日（金）に開催を予定しています。ホームページや市の広報とともに、近隣の小・中学生に

案内していますが、興味のある方は企画連絡室までご連絡下さい。
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本紙は再生紙を使用しています

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

　編集・発行

農林水産省動物医薬品検査所
企画連絡室

お知らせ

　初夏の頃、梅雨空に木々の緑がみずみずしく感じら

れる季節となりましたが、読者の皆様にはいかがお過

ごしでしょうか。５月末にOIE総会、VICH公開会議等

が終わり、本誌がお手元に届く頃には、動物医薬品検査

所では、都道府県の職員に集まっていただき危機管理

対策研修の真っ最中である。本年度から耐性菌と品質

検査の２本立ての研修会とし、各研修会を前期、後期に

分けて開催するので、都合４回（週）にわたり研修会が

開催されることとなる。研修会の副産物として、都道府

県の方々とのコミュニケーションやネットワークづく

りがあり、今年はその機会が増えたことを楽しみにし

ている。また、本号で紹介したように、動薬検ニュース

のバックナンバーを当所ホームページに掲載すること

としたので、ご活用いただきたい。

　さて、中部経済が元気であるといわれて久しい。最近

のニュースを見ていると、中部国際空港が開港したこ

と、愛・地球博が開催されていること、トヨタ自動車は

平成17年３月期連結決算で過去最高、２年連続１兆円

を超える最終利益となったことなどが紙面を賑わして

いる。

　ものづくりの中部ともいわれているが、トヨタ生産

方式を支える技能系職員には「Ｔ字型人材」が求められ

ていると聞いたことがある。Ｔの横棒部分は基礎知識、

業務知識、応用力などの幅広い能力を、縦棒部分は一つ

の分野での深い専門的な知識や経験を意味し、これら

を併せ持った人材ということである。また、技能には、

けやきコラム

◎検定申請書等への記載内容の変更について

　平成17年４月１日付け改正薬事法の施行により、申

請者が製造（輸入販売）業者から製造販売業者に変更さ

れたことに伴い、動物用生物学的製剤の国家検定申請

書への記載内容が次のように変更されました。

① 検定申請書の記の２に、輸入の場合、参考として

仕入書の写しを添付すること。

② 検定申請書の記の６の検査成績は、製造業者から

入手したものの写しを添付。なお、複数の製造業

者で検査を行った場合は全ての製造業者ごとに添

付すること。

③ 輸入品は、輸入販売業廃止に合わせ、輸入販売管

理者等の名称は不要。従来、輸入販売業者として実

施していた検査結果の写しを製造業者から入手し

　　たものの写しとして取扱う。

④ 検査成績書には、当該品名及び検査の成績（検査

年月日を含む。）の他、検査を実施した製造所の名

称、検査の担当者、品質管理責任者及び製造管理

者（外国製造業者にあっては当該製造所の責任者）

を記載。

⑤ 検定申請書の記の７には、製造販売業者の担当者

の連絡先を記載。

  なお、検査命令に基づく検査依頼書は②から⑤に準じ

て記載してください。

生産技術だけではなく、生産現場での問題発見と解決

能力、後進の指導能力等を含むとのことである。他方、

事務･技術職には「プロ人材」、管理職には厳しい職務能

力を要求するとともに組織のフラット化等を進めている。

　生産プロセスを見直し多車種混流ラインを確立する

など革新的な技術・手法に挑戦し、世界に伍していく企

業はさすがと思う一方、我が身を振り返り反省する。動

物薬事行政における当所の明確なビジョンを示し、そ

のための技術対応を進め、その中で必要な技能を育ん

でいくという努力は尽きないものである。日常業務の

背骨となる大きな方向性やビジョンをその一つとして、

当所ではシードロットシステムに取り組んでいく所存

である。これは将来的に動物用生物学的製剤の生産・品

質管理の柱となるものであり、業界とともに議論しな

がら骨格を作っていきたい。


