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平成16年度家畜由来細菌の
抗菌性物質感受性実態調査

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　

1．はじめに

　平成16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、総合食料対策事業実施要領（平

成16年４月１日付け15消安第7339号農林水産省事務

次官依命通知）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、４菌種すなわち、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。本調査においては、各都道府県

が毎年１菌種を調査し、調査対象となる菌種は地域に

偏りがないようにローテーションが組まれ、４年間で

１調査クールが終了することになる。したがって、平

成16年度は５年目（第２クールの初年度）の事業とな

る。

　今般、平成16年度に実施されたこれらの事業による

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

　第1クールと同様に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、NCCLSが定めたものについてはその値とし、

NCCLSで規定されていない薬剤については、平成13年

度の値（二峰性を示すMIC分布の中間点）とした。

3．調査成績

（1）サルモネラ

　サルモネラは、供試された390検体中23検体（5.9％）

から35株（肥育牛由来０株、肥育豚由来８株、採卵鶏

由来10株及びブロイラー由来17株）が分離された。分

離菌株の血清型は、10種類認められ、そのうちSalmo-

nella Infantis が 14 株（ブロイラー由来 14 株）、S.

Typhimuriumが４株（肥育豚由来４株）であった。

表1サルモネラの薬剤感受性試験
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　分離された35株の薬剤感受性試験成績を表1に示し

た。供試した16薬剤のうち８薬剤（ABPC, DSM, KM,

OTC, BCM, CP, NA及びTMP）に耐性が認められ、そ

の耐性率は5.7～60.0％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。

（2）カンピロバクター

　カンピロバクターは、供試された310検体中120検体

（38.7％）から219株（肥育牛由来37株、肥育豚由来75

株、採卵鶏由来70株及びブロイラー由来37株）が分離

された。菌種の内訳は、Campylobacter jejuni 133株

及びC. coli 86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219株の薬剤感受性について、表2にまと

めた。供試した10薬剤のうち7薬剤（ABPC , D SM , EM ,

OTC, CP, NA及びERFX）に対する耐性株が認められ、

それらの耐性率は10.5～ 56.2%であった。菌種別の耐

性率は、EMではC. jejuni 0.75%及びC. coli 52.3%で

あった。ERFXではC. jeuni 12.0%及びC. coli 25.6%

であった。

（3）腸球菌

　一般腸球菌（Enterococcus spp）は、供試された326

検体中281検体（86.2%）から、513株（肥育牛由来132

株、肥育豚由来138株、採卵鶏由来140株及びブロイラー

由来 103 株）が分離された。一方、バンコマイシン

（VCM）を12μg/ml添加した培地による選択分離では、

326検体中４検体（牛由来3検体と豚由来1検体、1.2％）

から7株が分離された。

　一般腸球菌513株の薬剤感受性試験成績を表３に示し

た。供試した15 薬剤のうち９薬剤（DSM, GM, KM,

OTC, EM, LCM, ERFX, CP及びAVM）に対する耐性

株が存在し、その耐性率は5.1～54.6％であった。この

うち71株（肥育牛由来11株、肥育豚由来21株、採卵

鶏由来19株及びブロイラー由来20株）がE. faecium と

して分離された。一方、VCM添加選択培地で分離さ

れた7株のVCMに対するMIC値は16μ g/ml以下で

あり、これらは全てVCM耐性遺伝子としてvanC を

保有しVCMに対し自然耐性を示す運動性腸球菌（E.

gallinarum又はE. casseliflavus）であった。

（4）大腸菌

　大腸菌は、供試された314検体中271検体（86.3％）

から、511株（肥育牛由来124株、肥育豚由来136株、

採卵鶏由来120株及びブロイラー由来131株）が分離さ

れた。

　これらの大腸菌511株の薬剤感受性試験成績を表4に

まとめた。供試した16薬剤のうち13薬剤（ABPC, CEZ,

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

及びTMP）に対する耐性株が存在し、それらの耐性率

は0.2～ 45.4％であった。

表2　カンピロバクターの薬剤感受性試験

表3　一般腸球菌の薬剤感受性試験

表4　大腸菌の薬剤感受性試験
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 4．おわりに

　平成11年度の予備調査（全国の都道府県より送付さ

れた健康家畜の糞便から動物医薬品検査所で４菌種の

分離同定と薬剤感受性試験を実施）及びそれ以降に本

格的に開始された全国調査第１クール（平成12～15年

度）で集積された各種細菌の薬剤感受性試験成績等は、

畜産分野における年次別及び由来動物別の耐性菌動向

として取りまとめを行い、「動物医薬品検査所年報（第

41号,63-67,2004）」に公表した。本稿では、平成16年度

に実施した家畜由来細菌の抗菌性物質感受性成績の概

要を紹介した。表５には調査４菌種における主要薬

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纏めた。

特に、フルオロキノロン剤に対する耐性株につい

ては、これまでの成績と同様、肥育豚由来株とブロイ

ラー由来株を中心にカンピロバクターと大腸菌分離株の

一部で依然として認められており、今後とも耐性動向を

注視しなければならない。平成 16 年度の調査は第２

クール目の初年度となり、現在、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と農場

における抗菌性物質の使用状況調査を継続していく中

で、調査データの更なる集積・解析を進めている。

特に、野外での抗菌性物質の使用状況と分離菌の薬剤感

受性の年次変化との関係についての解析を詳細に行って

いきたい。同時に、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していた

だきたい。

表5　動物別耐性率の比較
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海外出張報告

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～

VICH第16回運営委員会会合の概要

検査第二部長　　橋　美幸　

　VICH第16運営委員会（SC）会合が、平成17年５月

24、25、28日にワシントンD.C.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６

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５名、事務局で

ある世界動物薬連盟（IFAH）から1名の合計21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

USDAのDr. Hill 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TAS及び医薬品監視EWG座長、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９での見直しが行われていた G L - 1 0

　（R）「新原薬の不純物」及び GL-11（R）「新製剤の不

　純物」のstep３のサインオフを行い、コンサルテー

　ション期間を３ヶ月間とした。

（2）各EWGへの指示等

　　既存の４つのEWGの進捗状況を検討し、各EWG

　への指示等を行った。

　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をFDAのみが実施し

　ていなかったが、昨日から開始したとの報告がなされ

　た。

　②  生物学的製剤検査法EWG

　　伊藤座長に代わって、４月から中村座長となった。

　　GL-34「マイコプラズマ汚染検出試験法」について

　は、書面手続きによる検討を行うこととし、低継代リ

　ファレンス株の５株がEDQMから配布され、各局が

　試験を実施してから、会合を開くべきであること。

　　「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、JMAFFが日本におけるシード

　ロットシステムの導入に向けた作業の状況を次回SC

　で報告するとした。

　③  対象動物安全性EWG

　　GL-41「病原性復帰試験」及びワクチン安全試験に

　ついては、Localワクチンの試験頭数の違いをGLに

　残して、書面手続きによりそれぞれ２ヶ月程度で

　step upするEWGの提案を了承した。ワクチン安全

　試験で問題とされている線繊維肉芽種のについては、

　GLの範囲外の事柄であるので作業の対象としないよ

　うに指示した。

　　一般医薬品安全試験については、FDAの10倍量過

　量投与試験の要求に対して、SCはFDAのDr.Sundlof

　に再考を求めることとした。

　④  医薬品監視EWG

　　 SCのポジションペーパーにEWGメンバーが同意

　したことで作業が進展した。特にGL-24（有害事象報

　告の管理）のデータ項目の部分を別のGLに分けるこ

　とで合意に向かった。SCはEWGの作業に弾みがつ

　いてきたので、今回会合の整理を早急に行い、SCの

　ガイダンスと参加のもとで次回会合をEUにおいて早

　期に行うことを指示した。

（3）新規トピック

　①代謝及び残留動態に関するコンセプトペーパー

　　EUを座長とし、EWGを作り、スコープを明確に

　するためのディスカッションペーパーを作成してSC

　に提案する。秋に会合を行い、中間報告を次回SCに、

　最終報告書を次次回SCに報告する。
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　②MICブレークポイントの調和に関するコンセプト

　ペーパーの提案

　　IFAH-Europeからの提案であったが、JMAFFは

　必要性に疑問を呈した。IFAH-Europeはコンセプト

　ペーパーを作成して次回会合に提出する。

　③CTD

　　AHIはコンセプトペーパーのアップデートが必要

　か尋ねた。SCは、ICHの現状のアップデートとVICH

　でのニーズの調査を行うことに合意した。

（4）VICHフェーズ II（2006-2010）の活動

　　VICHガイドラインのモニタリングについては、

　ICHのプロセスを参考とし、EUが次回会合までに

　ディスカッションペーパーを作成する。

　　SCの開催頻度とコミュニケーションについて、

　JMAFFは原則年１回とし、必要があればフレキシブ

　ル（年２回まで）に対応するとした。フェーズ IIの

　最初の会合は2006年 5月とし、以後はEWGの進捗

　状況、コミュニケーションの取り方をみて検討する

　こととしたが、９ヶ月毎の開催が大勢であった。今

　後の会合場所は、米国ではワシントンD.C.、EUでは

　ロンドンのみとした。また、コーディネーターから事

　務局への状況報告を、E-mail で２ヶ月毎に定期報告

　することとされた。

　　次のVICHガイダンス及び方針の見直しを行い採

　択した。

　　・VICHトピックのコンセプトペーパー作成のた

　　　めの注意

　　・専門部会の専門家、座長、TL の選任に関する

　　　SCのためのガイダンス

　　・EWGのためのVICH手順についてのSOP

　　　（VICH/00/151）

　　・EWGの解散のための方針（VICH/00/153）

　　・Step４でのコンサルテーションの方針

　　　（VICH/00/154）

　　・VICHガイドラインの体裁と様式

　　・VICH-EWGメンバーのためのガイダンス

　　　（VICH/00/150）

　　・座長及びEWGメンバーに謝意を表すこと

　　　に関する方針（VICH/00/155）

（5）VICH３公開会議

　　事前の準備状況の確認及び終了後の報告があった。

　　VICH４は、今後状況を見て判断することとされ

　た。

（6）その他

　　JECFAとの作業の重複を避け、VICHへの理解を

　得て、国際的なハーモナイゼーションの中でのVICH

　の責任の強化を図るため、事務局がJECFAにVICH

　のGLを紹介することをEUが提案し、SCは合意した。

（7）次回会合の日時及び場所

　　次回 第17回SCは京都で2005年11月１, ２日（火、

　水）に開催されることとなった。第18回SCは、ロン

　ドンのEMEAで2006年５月31日及び６月１日に開

　催予定とされた。

　５月26、27日の２日間、ワシントンD.C.において第

３回目のVICH公開会議が、米国を中心に世界各国から

約170名の動物用医薬品関係者が集まり、２日間のプロ

グラムで開催された。農水省からは境　政人、嶋崎智

章、関谷辰郎（薬事・飼料安全室）、　 橋美幸、鈴木祥

子、中村成幸、小池好子（動物医薬品検査所）が参加し、

その他アジアからはタイ、マレーシア等のから参加者

があった。

1.　プレナリー・セッション I

　　USDA のDr.Hill の開会の辞で始まり、FDA の

　Dr.Crawfordが序言を述べた。その後、VICH事務局

　のDr.MarionがこれまでのVICH活動の経緯と現状

　を報告し、IFAHのDr.Lichtinger（ファイザー社）が

　業界からみた動物薬の世界的な動向についての基調

　講演を行った。

2.　フォーカス・セッションA

　　AHI の Dr .McGowan が座長を務め、AHI の

　Dr.Robinson 及びEUのDr.DeKnecht から環境毒

　性／環境影響評価の作業部会における活動報告と作

　成したガイドラインの紹介がなされた。

3.　フォーカス・セッションB

　　EUのDr.Greinが座長を務め、FDAのDr.Mulligan、

　FDAのDr.Fernandez、AHIのDr.Hurtt及びNZFSA

第３回VICH公開会議（VICH３）の概要

検査第二部長　　橋　美幸　
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　のDr.Reeveから安全性の作業部会における活動報告

　がなされた。

4.　フォーカス・セッションC

　　JMAFFのDr.Y.Takahashiが座長を務め、JMAFF

　のDr.K.H･koikeが品質作業部会 における活動全般に

　ついての経緯等を報告、AHIのDr.Faulkner、FDA

　のDr.Bensley及びEUのDr.Mollerから、それぞれが

　トピックリーダーを務めるGLの内容と作業状況の紹

　介がなされた。

5.　フォーカス・セッションD

　　まず、JVPAのDr.Tokiyoshiが座長を務め、JMAFF

　のDr.S.Nakamura、USDAのDr.Elsken、AHI の

　Dr.Draayerから生物学的製剤検査法の作業部会にお

　ける活動報告が なされた。

　　引き続き、FDAのDr.Smithが座長を務め、FDA

　のDr.Post、AHIのDr.Hustead、IFAHのDr.O'Rourke

　及びEUのDr.Ibrahimから医薬品監視の作業部会に

　おける活動報告がなされた。

6.　フォーカス・セッションE

　　まず、AVCAREのDr.Holdsworthが座長を務め、

　JVPAのDr.Nagata、EUのDr.Moos 及びUSDAの

　Dr.Gatewoodから対象動物安全性の作業部会におけ

　る活動報告がなされた。

　　引き続き、EUのDr.Krokerが座長を務め、EMEA

　のDr.Torren、IFAHのDr.Bywater 及びFDAの

　Dr.Flynn から抗菌剤耐性の作業部会における活動

　報告がなされた。

7.　プレナリー・セッションⅡ

　　VICHがイニシアチブを取ることの利点について、

　各地域の規制当局代表及び業界代表のよるパネル・

　ディスカッションが行われた。これまでのVICH活動

　によって得られた効果について評価し、今後もVICH

　活動の進展が必要であることが提案された。

8.　プレナリー・セッションⅢ

　　VICHの将来像について、USDAのDr.Hillから紹

　介があり、カナダの規制と国際的ハーモナイズにつ

　いて、Dr. Julia Hillから紹介され、最後に2006年か

　ら始まる新たなVICHフェーズⅡについて、OIEの

　Dr.Dehaumontがその課題と戦略について紹介した。

　閉会の辞を、FDAのDr.Sundlofが述べ、第３回VICH

公開会議は終了した。

VICH第８回対象動物安全性試験作業部会の概要

鶏病製剤第１検査室長　鈴木　　子　

　平成17年５月23～25日に、VICH第８回対象動物安

全性試験（TAS）作業部会がワシントンDC（米国）で

開催された。本作業部会において検討中である「生ワク

チンの対象動物における病原性復帰否定試験ガイドラ

イン(GL)(VICH GL41)」、「動物用生及び不活化ワクチン

のTAS試験GL」及び「動物用一般医薬品のTAS試験

GL」に関わる協議内容について、以下に概説する。

　なお、次回（第９回）作業部会は、2006年４月ある

いは５月に欧州（場所は未定）で開催されることで合意

された。

Ⅰ 生ワクチンの対象動物における病原性復帰否定試

　　験GL（VICH GL41）

　VICH GL41として公表された本GLについて、各極

において提出された意見を元に協議し、修正がなされ

た。これらの修正案について、各極で合意が得られるよ

うであれば、６月末までに書面手続きによりステップ

５の署名を行うこととされた。以下に修正案の概要を

示す。

1. 緒言：国内でのみ承認を得ようとする製剤につい

ても本GLを適用した場合には、試験頭数の問題か

らワクチンの国内開発が妨げられるとの意見に対

して、国内販売のみの製剤の承認を得るためには、

本GLを用いることが強く推奨されるが、その適用

は各国規制当局の判断に依る旨が追加記載された。

これに伴い、2. 試験設計の比較試験における国内

承認のみの製剤に関する記載は削除された。

1.2 範囲と一般原則：ベクター・ワクチンのように対

象動物体内で増殖するのはベクターのみであり、

組み込まれた遺伝子の安全性評価は困難であるた

め、生ワクチンは対象動物体内でのみ増殖するも

のに限定するべきであるとの意見が提出され、生

ワクチンについては脚注に説明が追加記載された。

2. 試験設計：①本試験に用いる初回接種材料である

マスターシードが量的に十分でない場合は、十分

量のある最も継代の低いシードを用いることが明
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記された。②初回接種が５代継代中の１代とみな

さるかどうかが不明であることから、「５代連続継

代」を「５群の動物により」に修正し、初回接種は

継代数中に含まれないこととした。なお、これに伴

い、用語集に「継代」の定義を追加した。③接種と

採材の間隔は、供試株の性状に基づいて妥当な間

隔とした。④継代間における接種材料のin vitro増

殖は行わないことが明記された。⑤継代途中でワ

クチン株が回収されなかった場合に行う10頭（羽）

での再接種試験において、ワクチン株が回収され

た場合にはこれを次代へ用いる接種材料とするこ

と、ならびに10頭（羽）での再接種試験も１代継

代とみなすことが明記された。⑥投与経路につい

ては、野外での実情に適合していない、あるいは卵

内接種ワクチンの場合の投与経路が不明確などの

意見が出されたことから、「最も病原性復帰／増強

がしやすく、動物体内で増殖したワクチン株が回

収しやすい推奨投与経路あるいは自然感染経路」

に修正された。⑦最終継代材料接種動物について

は臨床観察を十分行っておく必要があり、一般的

には接種後21日間以内に何らかの異常が認められ

ることから、「その他の妥当性が示されない限りは

21日間観察を行う。」が追加記載された。⑧継代が

終了した後に、初代及び最終継代用接種材料を最

低８頭（羽）ずつに接種する比較試験については、

最終継代材料接種動物が観察期間中に病原性復帰

を示唆するような病原性の増強を示さない場合に

は、実施する必要がないとされた。これに伴い、継

代に供試する動物頭数は、初回から４群目までは

最低２頭（羽）ずつを用い、最終継代は最低８頭

（羽）を用いることとされた。⑨継代によっていく

ぶん病原性が復帰するが、野外でのワクチンの有

用性も考慮して承認がなされているワクチンもあ

るため、「例外及び妥当性が示されない限り、継代

によって病原性が復帰／増強する株は生ワクチン

株には適さない。」に修正された。

Ⅱ　動物用生及び不活化ワクチンのTAS試験GL

　　（Draft 11）

　各極において提出された意見を元に協議し、修正が

なされた。これらの修正案について、各極で合意が得ら

れるようであれば、書面手続きによりステップ２の署

名を６月末～７月初の間に行うこととされた。以下に

修正案の概要を示す。

1. 緒言：生ワクチンの対象動物における病原性復帰

否定試験GLと同様に、国内販売のみの製剤に関す

る記載が追加された。

1.4 一般原則：「混合製剤中の成分（抗原、賦形剤及

び／又はアジュバントの構成内容）が同一で、抗原

の数のみが少ない組成の混合ワクチンの安全性に

ついては、抗原の数が多い混合ワクチンの試験成

績が使用できるかもしれない。」が追記された。こ

れについては、欧米では当然のこととして受け入

れられているが、日本では従来より各製剤ごとの

安全性に関する試験を承認要件としているため、

この内容で受け入れ可能かどうかは持ち帰って検

討することとした。

2.1.1 生ワクチンの高用量試験：①該当ワクチンを明

確にするために、「疾病の症状や病変を誘発するこ

とによって残存病原性を保有することが示されて

いる生ワクチン」に修正された。なお、高用量試験

は微生物株がワクチン株として許容性があるかど

うかについてのリスク分析の一部として実施され

るものであることが明記された。②試験には、パ

イロットバッチの他に製造バッチも使用可能とし、

製造バッチを用いる場合には通常の製造スケール

の最低1/3 サイズ以上であれば使用可能であると

した。③日本では本GLが施行された際には、各製

剤についてマキシマムリリースタイターを設定し

ていく方針としているため、承認にマキシマムリ

リースタイターを規定していない米国では、「ミニ

マムリリースタイターの妥当性のある複数倍」に

ついて実際に想定される倍数を記載するべきでは

ないかとの意見に対して、通常は最小有効量の10

倍量としているとの回答であった。ちなみに、EU

はミニマムリリースタイターの 30 倍量が要件と

なっている。しかし、本GLの国内承認ワクチンへ

の適用は、規制当局の裁量によるという文章が緒

言に記載されたことから、ミニマムリリースタイ

ターに関する記載は削除することとなった。

2.1.2 １用量及び反復投与試験：①ブースター接種

が必要なワクチンの場合、２回目の接種を４～６

週後とするのは試験期間が長期間になりすぎると

いう意見から、最低２週間以降に修正された。アナ

フィラキシーについても２週間後の再接種でチェック

できるとのEUの意見であった。②高用量試験と同

様に、製造バッチの使用及びその製造スケールに

関する記載が追加された。③不活化ワクチンの場

合に接種前動物の抗体保有状況を検査しておく意

味が不明であるとの意見により、当該文章は削除
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された。

2.1.3 データ収集：①家きんの場合の体重測定は、供

試羽数が少ないので適切なパラメーターにはなら

ないとの意見があったが、ワクチンの安全性を評

価する上で有用であるとの意見も出され、「必要で

ある。」を「可能な限り推奨される。」に修正した。

②追加試験のうち、注射部位の反応については重

要であるとの意見から、「（例えば、注射部位の臨床

症状が認められた場合には組織病理学的検査が必

要であろう。）」が追加記載された。なお、本作業部

会としては、猫の線維肉腫についても調査検討し

ておく必要がある（但し、現状ではワクチンとの因

果関係が明確ではないと考えられることから、GL

中に記載することは前提としない）と判断された

ことから、Dr. Gatewood、Dr. Rhinehart、Dr. Moos

が中心となって情報を収集し、９月末までに報告

書を各メンバーに配布し、次回作業部会までに検

討して議事録に記載することとした。

2.3 野外安全試験：繁殖用動物に用いるワクチンにつ

いては、野外試験において安全性を確認する必要

がある（米国ではデータが承認要件）ため、文章を

修正してその旨を明確にした。

2.3.2 試験場所と接種：製造バッチの製造スケールに

ついて記載が追加された。

Ⅲ　動物用一般医薬品のTAS試験GL（Draft 18）

　各極において提出された意見を元に協議し、修正が

なされた。しかし、米国FDAは、製剤の毒性徴候を対

象動物で評価するために、10X用量接種群を一般安全

試験に組み込み、必須の試験とするべきであるとし

て、同修正案には反対した。これに対して、作業部会で

は、EUと日本の規制当局代表が、10X用量接種試験は

全ての製剤に対して必須ではないというポジション・

ペーパーの作成（Dr. Hahnがリーダー）を10月末までに

行い、作業部会各メンバー内で12月末までに内容を検

討後、FDA代表に対して送付することとした。FDA

代表は、このポジション・ペーパーを元に関係部署に

説明を行い、2006年３～４月までに回答を提出するこ

ととした。FDAがDraft18に合意する場合は、次回作

業部会においてステップ２の署名を行うが、反対の場

合には、これ以上の協議を進めても進展しないことか

ら、本GLの作成を中止することとした。以下に修正

案の概要を示す。

1. 緒言：生ワクチンの対象動物における病原性復帰

否定試験GLと同様に、国内販売のみの製剤に関す

る記載が追加された。

1.3 範囲：マイナー動物種に対する製剤の他に、マイ

ナー使用の製剤についても、各国内承認において

本GLの対象外となる可能性が示された。

2. 一般安全試験：①対象動物種における毒性徴候が

データ（EUは実験動物のデータを想定）に基づい

て明らかにされない場合に必要とされる高用量試

験については、投与量を「（例えば10X）」として追

加記載した。これについては、上記のようにFDA

の反対がある。②安全域試験を実施しなくてもよ

い場合の条件に関する記載を、より明確になるよ

うに修正した。

2.4 投与量、投与回数及び投与期間：①各極での調査

結果を基に、活性成分の薬理学的・毒性学的性状及

び製剤の用法によって妥当性が示されない限り、

一般的には、最高推奨用量（1X）、3X及び5Xと対

照群の４群で試験を実施することとした。②長期

間投与製剤の投与期間について、６か月間以上の

試験が必要とされる場合の例として、薬物の蓄積

が長期投与により増加するかもしれない場合の他

に、単回投与の間隔が２か月間以上の場合が追加

記載された。

3.4 乳腺安全試験：①乾乳牛用製剤に供試する動物に

ついては、各極規制当局からの調査結果を元に、

急性炎症反応を検討するためには泌乳牛を用い

GLP原則下（実験室内）で試験を実施し、慢性炎

症反応を臨床的に検討するためには非泌乳牛を用

いGCP（野外試験）あるいはGLP原則下で試験を

実施することとした。なお、米国では申請に必要

なTAS試験データはGLPによるもののみと法的に

規定されているため、「GCP あるいはGLP 原則」

との記載に修正された。②実験室内試験に供する

動物は、泌乳牛を最低８頭用いることとし、そのう

ちの最低４頭は初回泌乳牛を含めることとした。

初回泌乳牛は、乳房炎などに罹患している可能性

が低く、乳腺に対する炎症刺激を評価するために

適しているという理由で採用されている。
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　平成17年５月24日及び25日の２日間米国のワシン

トンDCにおいて第８回VICH動物用医薬品監視作業部

会が開催されたので、その概要を報告する。

１　出席者

　Dr. Lynn Post （座長、FDA）他、米国、EU及び日

本から計13名の専門家、並びにオーストラリア及びカ

ナダから計３名のオブザーバーが参加した。日本から

は、業界代表として赤司志郎氏 （（社）日本動物用医薬

品協会、ファイザー）、規制当局代表として関谷辰朗（消

費・安全局衛生管理課薬事・飼料安全室）が参加した。

２　議事概要

　（1）前回の会合の議事録の承認、議事次第の承認等

　　　2003年 10月に開催された前回の会合の議事録

　　が承認された。今回の会合の議題については運営

　　委員会から提示されたポジションペーパーに則って

　　検討が行われることとされた。また、議題に入る前

　　に当該ポジションペーパーの作成に係る背景や運

　　営委員会の果たす役割について、米国の運営委員

　　会のメンバーからの説明があった。

　（2）主要議題

　①Management of Periodic Summary Update Reports 　

　　（定期副作用報告）

　ア　国際誕生日（IBD）と報告の同期化

　　　ポジションペーパーでは、国際誕生日（IBD）

　　及び定期副作用報告は本ガイドライン制定後に承

　　認された医薬品に限定し、ガイドライン制定以前

　　に承認されている医薬品については適用しないこ

　　ととされていたが、ガイドライン制定後に承認さ

　　れた医薬品に限定すると、本ガイドラインが適用

　　される医薬品の範囲が著しく狭くなるとの意見が

　　多く出された。日本としては、ガイドラインの定期

　　副作用報告についての規定を、日本における再審

　　査期間（原則的に６年間又は２年間）のみの報告の

VICH第８回動物用医薬品監視作業部会の概要

衛生管理課薬事・飼料安全室　関谷　辰朗　

　　取扱いが認められる規定とした上で、IBD及び定

　　期副作用報告は本ガイドライン制定後に承認され

　　る医薬品に限るとの記載を削除することについて

　　は合意した。

　　　また、日本からIBDの設定方法については、別

　　途具体的に検討が必要であるとの見解を述べた。

　イ　定期副作用報告の作成頻度

　　　前回の会合において、定期報告の報告書作成頻

　　度について、ＥＵは６ヶ月毎、米国及び日本は１年

　　毎の報告を主張していた。ポジションペーパーで

　　は地域の規制当局が定める６ヶ月の整数倍の期間

　　とすることが提案されており、これを踏まえた上

　　で修正が加えられ、定期副作用報告については、販

　　売承認の最初の２年間は６か月毎、または、各地域

　　の法令により６か月以上の頻度が要求されている

　　場合にはその頻度により提出することとされた。

　　したがって、日本における現行の１年毎の報告も

　　認められる内容とされた。

　ウ　定期副作用報告の報告期間

　　　EU、米国とも期限を設けず承認後継続して定期

　　報告することになっているが、再審査期間のみ定

　　期報告を義務付ける日本の制度にも対応した記載

　　とすることとされた。

　②Expedited reporting（迅速報告）

　　日本からは、第３国への報告は同一業者の国際流

　通品のみを対象とし、国内のみで流通している医薬

　品は対象としないこと、報告の期限は各国の法令に

　基づいたものとすること、日本では国内の迅速報告

　については、外国における「成分が同一性を有すると

　認められる医薬品」の副作用についても報告する制

　度となっていることについて、それらを反映した内

　容とするよう意見を述べた。

　③GL24（Pharmacovigilance of Veterinary Medicinal

　　Products Management of Adverse Event Reports）

　　の取扱い

　　GL24中、「有害事象報告の伝達のためのデータ要

　素」の内容の合意にはさらなる検討が必要と考えら

　れることから、当該部分はGL24から切り離して別の
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　ガイドラインとして検討していくこととされた。

　　その他の部分については、概ね合意とされたが、作

　業部会後にドラフトの文書を各極に回覧し、修正等

　を行うこととされた。

　（3）まとめ

　　今回の作業部会では、主に運営委員会からのポジ

　ションペーパーにより指摘された論点を整理するこ

　とが行われたが、各極の理解が異なる事項も多く、各

　ガイドラインのドラフトに基づいた副作用の報告体

　制等の具体化についての検討はこれからであると思

　われる。概ね合意に至ったとされたGL24 について

　も、今回の作業部会の後半で駆け足で検討されたの

　みであり、各極に送付される予定の当該ガイドライ

　ンの修正案について詳細を確認する必要がある。

　　作業部会後に座長から連絡があったところによる

　と、次回の作業部会は今秋に英国のロンドンで開催

　される予定である。

どのくらい動物がいるのですか？

２０７９１
　この数字はなんだと思いますか？

　これは、当所が平成16年度に動物用医薬品の検査に用いた動物の頭羽数なのです。数が多くて驚い

た方もいらっしゃるかもしれませんが、年間800件ほどの検定などにこれだけの動物が用いられている

のです。

どんな動物が試験に用いられているのですか？
　昨年度はマウス、モルモット、ラット、ハムスター、豚、ウサギ、牛、魚、鶏が試験に用いられまし

た。頭羽数は下記表をご覧下さい。

　　　　平成16年度  動物購入数

　魚は一年中飼育しています
　ほとんどの動物は試験の都度、購入していますが、魚は一年のうち入手時期が限定されるため、毎年、

春に一年間の試験に用いる数を購入しています。

　試験に用いる魚は、一年中一定の大きさでなければならないので、あまり大きくならないように飼育

していくのは一苦労。試験よりも飼育の方が大変!?

Q＆A

動物種 頭数（頭） 動物種 頭数（頭）

マウス 9,500 モルモット 1,500

ラット 155 ハムスター 80

豚 200 ウサギ 75

牛 31 魚（ぶり、タイなど） 2,050

鶏 7,200
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新薬紹介

　セファレキシンを有効成分とする犬の経口投与剤

（錠剤）の輸入承認がなされたので、その概要を紹介

する。

　セファレキシンは、第一世代のセファロスポリン系

抗生物質であり、グラム陽性菌及び陰性菌に広い抗菌

スペクトルを有し、細菌の細胞壁の合成を阻害して殺

菌的に作用する。また、本剤は伴侶動物用としては、

初めて認可されたセファロスポリン系抗生物質製剤で

ある。

1.　成分及び分量

　本品100mg中

　セファレキシン　37.5mg（力価）

2.　用法及び用量

　本剤は、体重１kg当たりセファレキシンとして15m

ｇ（力価）を犬に対して、１日２回７日間、経口投与

する。ただし、２回の投与間隔を最低10時間とする。

3.　効能又は効果

　犬：細菌性皮膚感染症

　有効菌種：本剤感受性のブドウ球菌

4.　有効期間

　27カ月

セファレキシンを含有する製剤

                                                 （平成16年12月28日承認）

5.　特筆すべき使用上の注意

（1）一般的注意

　● 本剤は要指示医薬品であるので、獣医師の処方せ

　　ん・指示により使用すること。

　● 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。な

　　お、用法及び用量に定められた期間内の投与で

　　あっても、それを反復する投与は避けること。

　● 本剤の使用に当たっては、適応症の治療上必要な

　　最小限の期間の投与に止めること。

　● 本剤は効能・効果に定められた適応症の治療のみ

　　に使用すること。

（2）使用者に対する注意

　● 本剤の成分又はセファロスポリン系抗生物質に対

　　する過敏症を有する人は本剤を取り扱わないこと。

　● 本剤を取り扱った際、皮膚の発赤などの過敏症の

　　症状が現れたときは、医師の診察を受けること。

（3）対象動物に対する注意

　● 本剤の成分又はセファロスポリン系抗生物質に対

　　する過敏症を有する動物には投与しないこと。

　● 腎機能に高度な障害がある場合には本剤の体内残

　　留時間が長くなる可能性があるので、慎重に投与

　　すること。

　● 本剤の投与により、一過性の嘔吐、食欲不振がみら

　　れることがある。

（抗生物質製剤検査室長　高橋敏雄）
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用語解説：動物用生物学的製剤の検査法
～動物用医薬品の検査はたくさんの種類があり、製剤によって行われる検査も様々です

今回から、動物用生物学的製剤の検査法を紹介していきます～

１．生物学的製剤に共通の検査法（1）特性試験　

鶏病製剤第１検査室長　鈴木　�子　

業務紹介

　動物用生物学的製剤の品質管理試験の一つである特

性試験とは、動物用生物学的製剤の性状等が製剤毎に

定められた規格に適合しているかを視覚及び嗅覚によ

り調べる方法です。以下に記載したような５つの試験

方法により実施されます。

　これら全ての試験に適合した場合に、検査した製剤

は特性試験に適合していると判断されます。最終製品

の容器が無色透明なガラス容器以外のときや、容量が

20mLを超えるようなときには、色調試験及び透明度試

験の実施が困難である場合があるため、直径 1 8 ～

20mmの無色透明なガラス容器に試験検体を移し替え

てから試験を行ないます。

　①色調試験：

　　自然光又は1,000ルクス以上の白色光源下で白色の

　背景を用いて色調を観察します。製剤ごとに固有の

　色調（例えば、無色、淡黄褐色、等）が決められてお

　り、これに適合しなければなりません。

　②透明度試験：

　　自然光又は1,000ルクス以上の白色光源による透過

　光線下で透明度を観察します。製剤ごとに「透明」「不

　透明」「半透明」等の規格が決められており、これに

　適合しなければなりません。この試験において「透

　明」とは液中の微粒子による光線の散乱が認められ

　ないことを、「不透明」とは背景が認められないこと

　を、「半透明」とはそのいずれでもないことを言い

　ます。

　③異物試験：

　　自然光又は1,000ルクス以上の白色光源下で白色又

　は黒色の背景を用いて肉眼で観察します。この試験

　においては、異物を認めてはならないとされていま

　す。

　④異臭試験：

　　容器の口付近の空気を手で扇いでにおいをかぎ、

　異臭の有無を検査します。この試験では、異臭を認め

　てはならないとされています。

　⑤容器ごとの均一性試験：

　　７本以上の最終製品について、容器ごとに性状を

　調べ、均一性があるかどうかを調べます。ただし、乾

　燥製剤では、溶解前の性状を調べるとともに、通常、

　溶解用液を用いて直接の容器等に記載された方法に

　従って溶解又は懸濁したものについても性状を調べ

　ます。この試験では、検査した製品は均一でなけれ

　ばならないとされています。
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主 な 行 事

　月　日 行　　　　　　事 場　　所

17. 6. 3 動物用医薬品等部会出席 本　省

　6.07～ 9 平成17年度動物用医薬品危機管理対策に関する薬剤耐性菌 当　所

の発現状況検査研修会（前期）開催

6. 10 鶏病研究会理事会出席 ホテル聚楽

平成17年度第１回動物用ワクチンシ－ドガイドライン作成委員会出席 東京薬業厚生年金基金

6. 14 養殖衛生管理技術者養成研修会講演 水産資源保護協会

　6.14～16 平成17年度動物用医薬品危機管理対策に関する薬剤耐性菌 当　所

の発現状況検査研修会（後期）開催

6. 15 第９回豚コレラ撲滅全国検討委員会出席 本　省

6. 22 軽種馬防疫協議会・専門委員会出席 虎ノ門パストラル

6. 23 動物医薬品検査所創立49周年記念式典 当　所

6. 24 第506回技談会開催（演題：発表者） 当　所

○鶏伝染性気管支炎ウイルスに対する特異的なPCR probeについ

　ての検討およびIn Situ Hybridization法への応用（岩本聖子）

○韓国における鳥インフルエンザ発生状況及び対策に関する講演会

　の概要（吉永麻希子）

○静脈内麻酔薬および鎮痛薬がLPS刺激イヌ培養血液のTNF-α

　およびIL-10産生に与える影響（吉田桂子）

○インドネシア共和国動物医薬品検定国際研修プロジェクト在外

　技術研修講師派遣報告（山本欣也）

○第8回VICH対象動物安全性作業部会における協議内容について

　（鈴木　子）

○第16回VICH運営委員会及びVICH3の概要（　橋美幸）

6. 27 日本獣医学会シンポジウム委員会出席 東京大学

　6.27～29 茨城県高病原性鳥インフルエンザに係る防疫支援 茨城県下

6. 29 家禽疾病小委員会出席 本　省

　6.29～30 平成17年度動物用医薬品危機管理対策に関する品質検査研修会 当　所

（前期）開催

7. 1 鳥インフルエンザ等緊急開発委員会及び鳥インフルエンザワクチン等 東京薬業厚生年金基金

防疫実践調査研究委員会出席

7. 5 家畜衛生講習会（豚疾病特殊講習会）講演 （独）農業・生物系特定産業技

術研究機構動物衛生研究所

7. 6 動物用抗菌性物質製剤調査会出席 本　省

7. 8 動物用生物学的製剤調査会出席 本　省

7. 12 平成17年度次世代バイオ製剤実用化促進委員会出席 東京薬業建保健康開発センター

　　  〃 第４回牛豚等疾病小委員会及び第16回豚コレラ撲滅技術検討会出席 本　省

   7.13～14 平成17年度動物用医薬品危機管理対策に関する品質検査研修会 当　所

（後期）開催

7. 14 動物用医薬品残留問題調査会出席 本　省
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人 の 動 き

人事異動
   月日 異動内容 官職 氏　　名 摘　　　　　　　要

17. 6. 20 出　　向 技 丹菊　直子 総務省公害等調整委員会事務局審査官補佐（検査第二部抗生物質
製剤検査室主任検査官兼企画連絡室技術指導課）

6. 30 退　　職 事 菊地　文彦 （会計課国有財産係長）

7. 16 命  併  任 技 鮫島　俊哉 消費・安全局衛生管理課（検査第一部主任研究官）

〃 昇　　任 技 守岡　綾子 検査第二部抗生物質製剤検査室主任検査官（検査第一部）

〃 採　　用 事 小野寺　守 庶務課課長補佐（日本中央競馬会事業助成部調査役）

　　月　日 行　　　　　　事 場　　所

7. 15 平成17年度多価混合ワクチン等実用化検討委員会出席 東京薬業厚生年金基金

7. 19 平成17年度所属所共済事務担当者会議出席 さいたま新都心合同庁舎２号館

  　　〃 動物用一般医薬品調査会出席 本　省

7. 22 第507回技談会開催（演題：発表者） 当　所

○親水化半導体ナノ粒子の生物学的応用研究（桃  あさみ）

○間接免疫ペルオキシダーゼ－ウイルス中和法を利用した狂犬病抗

　体測定法＝国際標準法へのアプローチと基礎的検討＝（青木博史）

○日本薬局方第15改正に関わる溶出試験の変化：日本薬局方の新た

　な局面を踏まえてのセミナーに参加して（小池好子）

○平成17年度中央畜産技術研修会（畜産物の安全性）の研修報告

　（峯戸松勝秀）

○中央畜産技術研修会「新任畜産技術職員」の研修報告（堀内隆史）

○第25回動物用医薬品等製造販売管理者講習会（薬事法改正関係）

　の概要（小池良治）

7. 26 平成17年度希少診断薬検討委員会 東京薬業厚生年金基

　　  〃 動物用医薬品飼料添加物開発促進対策事業検討委員会出席 南青山会館

7. 27 動物用医薬品再評価調査会出席 本　省

8. 1 水産用医薬品調査会出席 本　省

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

 17. 6. 6～ 10 技 峯戸松勝秀 中央畜産技術研修会（動物の安全性） 家畜改良センタ－

6.20～ 24 事 宮崎　光樹 情報システム統一研修情報化企画Ⅱコ－ス 九段合同庁舎

6.20～ 24 技 堀内　隆史 中央畜産技術研修会（新任畜産技術職員） 家畜改良センタ－

6.22 事 加藤　直子 平成17年度服務・勤務時間等担当者研修会 さいたま新都心合同庁舎１号館

6.24 事 町田　祐一 平成17年度服務・勤務時間等担当者研修会 さいたま新都心合同庁舎１号館
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けやきコラム

　夏まっ盛り。読者のみなさまはいかがお過ごしで

しょうか。今年は猛暑か、それとも冷夏か。本号がお

手元に届く頃にはわかっているだろうが、やはり夏は

暑くないと焼き肉などの需要に元気が出ない。口蹄

疫、BSE、高病原性鳥インフルエンザなどの相次ぐ

発生にもめげずに、当方も積極的に畜産物の需要拡大

に努めたい。

　その畜産物の需要について、気になることがある。

安全、安心感から、価格が高くとも国産品を選択して

くれる消費者の期待を裏切らないことである。前述

のような病気は、発生の都度、関係者の大変な努力に

より封じ込め、清浄化等に成功しているが、発生農場

の飼養衛生管理に問題が指摘されることも多い。しっ

かりした飼養衛生管理のところでは発生しないので当

たり前かもしれないが、農場の管理は自らの問題であ

る。発生の教訓がいかされずに改善されなければ、関

係者の努力はむなしいものとなる。よく行政の責任で

なんとかすべきという論調を聞くが、飼養管理につい

てもっと自覚を促したい。食べ物を生産しているのだ

という意識がしっかりとあれば、自ずと飼養管理も適

切になるはずである。偽装問題だけではない。ずさん

な飼養管理や動物用医薬品の不適切な使用などが、我

が国の畜産に対する不信感もたらすことがないよう、

関係者の積極的な活動に期待したい。トレーサビリ

ティへの自主的な取り組みが豚や鶏でも進められるな

ど、畜産の生き残りをかけて、多様な取り組みが展開さ

れている。動物用医薬品については、適正使用を推進

していくためには、マイナーな動物や病気に対する製

剤の開発が欠かせないと考えている。このような製剤

は、製薬企業が開発コストをかけにくい分野である。

生産者団体等のユーザーサイドから、基礎試験や治験

（野外臨床試験）への協力、開発経費の一部負担などの

支援措置を期待できないだろうか。当所でも検査手法

の開発や評価などに積極的に対応していきたいと考え

ている。読者のみなさまからも、是非、ご助言や提案を

いただきたい。なお、８月25、26日には「こども見学

デー」を開催する。元気と好奇心でいっぱいの子供たち

から、将来のビジョンや夢につながるヒントをもらい

たいと考えている。

　また、本号からしばらくは、用語解説で動物用生物

学的製剤の検査等に関係する用語を取り上げていく。

解説を希望する用語があればお気軽にご連絡いただき

たい。

見 学 者
月　日 所　　　　　　　　属

17. 6. 9 衛生管理課職員（５名）

7. 5 大韓民国建国大学助教授

7. 22 東京農工大学生（22名）


