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GQP省令（前半）

1　GQP省令の趣旨、概要及び基本構成

（1）GQP省令の趣旨及び概要（第１条：以下条番号は、

GQP省令のもの）

　GQP省令は、薬事法（昭和35年法律第145号。以下

「法」という。）第83条第１項の規定により読み替えて

適用される法第12条の２第１号に規定する農林水産省

GQP省令及びGVP省令の解説
（その１） 　

検査第一部シードロット監理官　永井英貴

　平成17年4月1日の改正薬事法の施行において、新たな業態である製造販売業が導入され、その許可要件として、

「動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の品質管理の基準に関する省令」（平成17年３月９日農林水

産省令第19号。以下「GQP省令」という。GQP：Good Quality Practice）及び「動物用医薬品、動物用医薬部外品

及び動物用医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」（平成 17年３月９日農林水産省令第 20号。以下

「GVP省令」という。GVP：Good Vigilance Practice）が新たに制定された。本稿においては、これらの省令の概

要、要点等について全４回にわたって解説する。

令で定める製造販売業の許可の基準であり、当該業者

が、動物用の医薬品、医薬部外品又は医療機器（以下「医

薬品等」という。）の品質管理業務を適正に実施するた

めに必要な種々の要件を定めたものである。

（2）「品質管理業務」とは（第２条第２項）

　「品質管理業務」とは、製造販売業者が医薬品等を製

造販売するに当たり必要となる、製品（中間製品を含
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む。以下同じ。）の品質を確保するために行う以下の業

務をいう。

①　医薬品等の市場への出荷の管理

②　製造業者、外国製造業者その他製造に関係する業

　務（試験検査等の業務を含む。）を行う者（以下「製

　造業者等」という。）に対する管理監督

③　品質等に関する情報及び品質不良等の処理、回収

　処理その他製品の品質の管理に必要な業務

（3）GQP省令の基本構成（表１）

　GQP省令は全４章からなっており、第１章が総則、そ

して第２章から第４章までが、それぞれ医薬品、医薬

部外品及び医療機器の品質管理の基準である。第３章

及び第４章は、それぞれ第２章を準用して規定されて

いる。

2　品質管理業務に係る組織及び職員（第４条）

（1）品質保証責任者及び品質保証部門の設置（表２）

　製造販売業者は、品質管理業務を適正かつ円滑に遂

行し得る能力を有する人員を十分に有しなければなら

ない。また、品質管理業務の責任者としての品質保証

責任者、及び品質管理業務の統括に係る部門である品

質保証部門を置かなければならない（医薬部外品の製

造販売業者は、品質保証責任者の設置のみで差し支え

ない）。

（2）品質保証責任者の要件

　①　品質保証部門の責任者であること

　②　品質管理業務その他これに類する業務に３年以

　　上従事した者であること

　③　品質管理業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力

　　を有する者であること

　④　品質管理業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及

　　ぼすおそれがない者であること　　

　　②の資格要件は、要指示医薬品又は高度管理医療

　　機器の製造販売業者にのみ課せられている。この

　　「品質管理業務その他これに類する業務」について

　　は、具体的には以下のようなものを想定している。

　　　　ａ　総括製造販売責任者

　　　　ｂ　製造管理者

　　　　ｃ　製造管理責任者

　　　　ｄ　品質管理責任者

　　　　ｅ　輸入販売管理者（旧医薬品GMPI省令1））

　　　　ｆ　責任技術者（旧医療用具GMPI省令2）に

　　　　　おける責任技術者を含む。）

　　　　ｇ　その他製造業の製造管理又は品質管理に

　　　　　係る業務に従事した者

（3）GQPの組織

　製造販売業者におけるGQP及びGVPの組織の位置付

け並びに製造業者等との関係については、図１のとお

りである。

　製造販売業者は、品質管理業務を行う人員の確保、

品質保証責任者等の指名、各種文書の作成、製造業者

等との取決め、文書及び記録の管理・保存その他の

GQPを適正に実施するための体制整備を行う。

　品質保証責任者は、品質管理業務を統括し、品質管

理業務が適正かつ円滑に行われていることを確認し、

品質管理業務に何らかの問題が生じた場合には中心と

なって対応し、総括製造販売責任者への報告を行う。

総括製造販売責任者は、品質保証責任者及び品質保証

部門を監督し、品質保証責任者の意見を尊重し、品質

保証部門とGVP省令における安全管理統括部門の密接

な連携を図らせる。また、品質管理業務に何らかの問

題が生じた場合には、品質保証責任者から報告を受

け、必要に応じて、所要の措置の決定、指示等を行う。

 すなわち、GQPの組織においては、製造販売業者が

GQP実施体制の整備を行い、総括製造販売責任者の監

督下で品質保証責任者が品質管理業務を統括し、何ら

かの問題が生じた場合には、品質保証責任者が中心と

なって対応して総括製造販売責任者に報告を行い、場

合によっては、その指示を受けて所要の措置等を講ず

るという体制が確立されている。

3　製造販売業者の業務

　　製造販売業者が行うべき業務については、品質管

　理業務に係る組織及び人員の整備のほかに以下のよ

　うなものがある。
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（1）各種文書の整備（表３）

　ア　品質管理業務に従事する者の責務及び管理体制

　　について定めた文書（第４条第４項）　

　　　製造販売業者は、品質管理業務に従事する者（総

　　括製造販売責任者及び品質保証責任者を含む。以

　　下同じ。）の責務及び管理体制を文書により適正

　　に定めなければならない。この文書は、医薬部外

　　品の製造販売業者には要求されていないが、動物

　　用医薬品等取締規則（平成 16 年農林水産省令第

　　107号。以下「取締規則」という。）第４条で規定

　　する、製造販売業の許可の申請に必要な書類のう

　　ちの「品質管理に係る体制に関する書類」の一部と

　　なるものであることから、医薬部外品の製造販売

　　業者においても同様の文書を作成しておく必要が

　　ある。

　イ　品質標準書及び品質管理業務手順書（第５条、第

　　６条及び第23条）

　　　製造販売業者は、品目ごとに製造販売承認事項

　　その他品質に係る必要な事項を記載した文書であ

　　る品質標準書（医薬部外品については、作成の規定

　　なし。）と、品質管理業務を適正かつ円滑に実施

　　するための手順に関する文書である品質管理業務

　　手順書を作成しなければならない。

　　　品質管理業務は、品質標準書及び品質管理業務

　　手順書（以下「品質管理業務手順書等」という。）

　　に基づいて行わなければならず、製造販売業者

　　は、品質管理業務手順書等を、総括製造販売責任

　　者がその業務を行う事務所に備え付けるととも

　　に、品質管理業務を行うその他の事務所にその写　

　　しを備え付けなければならない。

（2）文書及び記録の管理（第15条及び第22条）

　製造販売業者は、文書及び記録について、以下のとお

り管理しなければならない。

　ア　文書を作成し、又は改訂したときは、当該文書の

　　承認、配布、保存等を行うこと

　イ　品質管理業務手順書等を作成し、又は改訂したと

　　きは、当該手順書等にその日付を記載し、改訂に係

　　る履歴を保存すること

　ウ　文書及び記録は、作成の日(品質管理業務手順書

　　等については使用しなくなった日)から次の期間保

　　存すること

　　　ａ　生物由来製品

　　　　　有効期間に３年を加算した期間

　　　ｂ　生物由来製品以外の医薬品等

　　　　　３年間。ただし、当該医薬品の有効期間に

　　　　１年を加算した期間が３年を超える場合には、

　　　　有効期間に１年を加算した期間

図1　製造販売業者におけるGQP及びGVPの組織並びに製造業者等との関係
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　　　ｃ　特定保守管理医療機器

　　　　　ａ又はｂにかかわらず、15年間

（3）製造業者等との取決め（第７条）

　医薬品又は医療機器の製造販売業者は、製造業者等

における製造管理及び品質管理の適正かつ円滑な実施

を確保するため、製造業者等と次の事項を取り決め、こ

れを品質管理業務手順書等に記載しなければならない。

①　製造業務の範囲並びに当該製造業務に係る製造管

　理及び品質管理並びに出荷に関する手順

②　製造方法、試験方法等に関する技術的条件

③　製造業務が適正かつ円滑な製造管理及び品質管理

　の下で行われていることについての製造販売業者に

　よる定期的な確認

④　製品の運搬及び受渡し時における品質管理の方法

⑤　製造方法、試験検査方法等についての変更が当該

　製品の品質に影響を及ぼすと考えられる場合の製造

　販売業者に対しての事前連絡の方法

⑥　製品について得た次の情報についての製造販売業

　者に対する速やかな連絡の方法及び責任者

　ａ　当該製品に係る製造、輸入若しくは販売の中止、

　　回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡

　　大を防止するために講ぜられた措置に関する情報

　ｂ　その他当該製品の品質等に関する情報

⑦　その他必要な事項

1）旧医薬品GMPI省令：「動物用医薬品の輸入販売管理及び品質管理に

　関する省令」（平成11年 7月 1日農林水産省令第46号。平成17年 3

　月31付け廃止）

2）旧医療用具GMPI省令：「動物医療用具の輸入販売及び品質管理に関

　する省令」（平成11年 7月 1日農林水産省令第47号。平成17年 3月

　31日付け廃止）
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海外出張報告

1.鳥インフルエンザのモニタリングについて

　大規模農場では、政府によって認定された検査所を

有し、そこで検査（ウイルス分離と抗体検査（ゲル内沈

降反応及びHI試験））を行っているが、中小規模の農場

は、基金によって設立されているComite（政府、州政

府及び生産者が出資して設立した委員会）によって運

営されている検査所が検査を行っている。また、同じサ

ンプルをCPA（口蹄疫及びその他の外来性家畜疾病予

防のための米墨委員会）へ送付してCPAもウイルス分

離と抗体検査を行っている。異なる結果が出た場合に

は、CPAの結果が最終判断とされるが、その場合には

異なる結果が出た原因追求や検査方法のチェック等は

CPAが指導する。なお、通常のモニタリング以外にも、

鳥インフルエンザの発生の疑いがあるとCPAが判断し

た農場については、CPAが独自に検査を行うこともあ

る。

2.動物用ワクチンの認可制度について

　各コード（NOM-番号-ZOO-施行年）によって規制さ

れている。動物用医薬品については、NOM-012-ZOO-

1993によって規制され、ワクチンは、さらにNOM-063-

ZOO-1999で規制され、鳥インフルエンザワクチンにつ

いては、さらにNOM-055-ZOO-1995で規制されている。

なお、認可に際しては、CENASA（国立家畜衛生診断

サービスセンター）が審査を行っている。

3.鳥インフルエンザ不活化ワクチンについて

　現在、メキシコで使用が認められている鳥インフル

エンザワクチンは、不活化ワクチン（H5N2亜型）と遺

伝子組換え生ワクチン（鶏痘ウイルスに鳥インフルエ

メキシコにおける鳥インフルエンザワクチンの
製造・使用実態調査

検査第一部魚類製剤検査室　佐々木　貴正

　平成17年 10月 9日から10月 15日まで、鳥インフルエンザワクチンの製造・輸出国であり、また、使用国でもあ

るメキシコ合衆国（以下「メキシコ」という。）における当該ワクチンの製造管理と使用状況について調査を行うた

めにメキシコに出張したので、その概要を報告する。

ンザウイルスの遺伝子を導入したもの）の２種類であ

り、不活化ワクチンは、国内のワクチン製造業者８社に

対してのみ認可している。なお、遺伝子組換え生ワクチ

ンは、１社（メリアル社）のみに輸入を認可している。

（1）不活化ワクチンの製造

　鳥インフルエンザ不活化ワクチンのマスターシード

及びワーキングシードはPRONABIVE（国立動物用生

物学的製剤製造所）が管理・保管しており、鳥インフル

エンザ不活化ワクチンの製造認可をもったワクチン製

造業者の購入申請を受けて、ワーキングシードのみを

販売している。販売の際にはワクチン製造予定量を確

認し、ワクチン製造業者は実際に製造したワクチン製

造量を家畜衛生局に報告しなければならない。また、例

え輸出用であってもPRONABIVEが販売しているワー

キングシード以外の株で製造することや製造方法を変

更することはできない。

（2）ワクチン効果について

　製造用株（A/Chicken/Mexico/232/94）は1994年に

分離されたH5N2型の弱毒株で、現在メキシコで野外か

ら分離されている株と遺伝子配列が異なっているが、

①東南アジア、香港、グアテマラ、エルサルバドルでの

販売実績があること、②日本において日本で分離され

た強毒株（H5N1型）を使用した攻撃試験の結果は良好

だったとの報告を受けていること、③2004年のメキシ

コにおける野外分離株を用いて攻撃試験を行ったとこ

ろ良好な成績であったとの理由から効果は十分にある

と考えている。ただし、ワクチンの有効性は抗原性に左

右されることは承知しており、現在、製造用株の変更を

検討している。
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（3）ワクチン使用について

　ワクチンを使用する際には、生産者団体と政府の認

可が必要であり、使用する際には必ずワクチンを接種

しないおとり鶏の設置が義務づけられている。

　①ブロイラーにおいては、まず、発生鶏群の殺処分

　　を行い、次にその他の鶏群へワクチンを接種（遺

　　伝子組換え生ワクチンと不活化ワクチンを同時接

　　種）し、その後、鶏の導入を行うごとに導入鶏群

　　に同様にワクチン接種を行う。

　②採卵鶏・種鶏においては、発生鶏群を含む全鶏群

　　にワクチン接種（１回目；遺伝子組組換え生ワクチ

　　ン、２回目；不活化ワクチン）を行い、その後、発

　　生鶏群の早期更新を行う。

（4）感染鶏等の出荷について

　清浄地域の鶏肉・鶏卵については、国内流通に関し

て制約はないが、非清浄地域の鶏肉・鶏卵は発生地域

内への出荷のみ認めている。ただし、非清浄地域の内

臓、足及び頭部についてはウイルス汚染の可能性があ

るためレンダリング処理されている。

Q＆A

動物医薬品の検査はなぜ必要？

　動物用医薬品は、牛、豚、鶏、ブリやタイといった食用動物や犬、

猫、小鳥のような伴侶動物など様々な動物の健康を守るために使わ

れています。

　このような動物用医薬品が、万一、品質が悪かった場合には、動

物が犠牲になるばかりでなく、場合によっては私たちが病気に罹っ

たり、動物用医薬品の成分が残った畜水産食品を食べることなりま

す。特に、品質不良ワクチンでは伝染病のまん延等の重大な影響が

出るおそれがあります。

　このような問題が起こらないように、動物用医薬品の製造業者や

製造販売業者などにおける製造・品質管理に加えて、安全で有効な

動物用医薬品を安心して使ってもらえるよう動薬検では開発、製造

及び流通の様々な段階で動物用医薬品に関する各種検査を行ってい

ます。

　平成16年度は、ワクチンの国家検定809件、検査命令に基づく

検査314件、開発中のワクチンなどの依頼試験検査10件、一般医

薬品などの収去検査106件の検査を実施し、動物用医薬品の品質

確保に寄与しています。（詳細は 2005 年度発行の動薬検年報

No.42をご覧下さい）

安心して使えるね♪

検査してみよう
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調査研究紹介
RNAアプタマーを用いたプリオン蛋白検出法及び濃縮法の検討

○能田健、関矢聡1）2）、PKRクマール1）、永田知史、横山隆3）、西川諭1）2）

（ 動薬検、1）産総研、2）筑波大・連携院、3）動衛研・プリオン病研究センター）

【背景と目的】我々は、プリオン蛋白を標的としたRNA

アプタマー注１を作出し、診断・検出法や増殖機構研究

用のプローブとしての応用を検討している。これまで

に、マウス正常プリオン蛋白（PrPC）に結合するアプ

タマー（抗PrPCアプタマー）を単離している。しかし、

アプタマーに関する検出系や沈降系等の周辺技術は未

整備であり、性質の検討・評価が困難であった。そこで

今回我々は、抗PrPCアプタマーを用いて、ブロッティ

ング検出法及び濃縮法の検討を行った。

【方法および結果】抗PrPCアプタマーにフッ素修飾等を

行い、生体材料に含まれるRNaseに対して耐性とした

後、さらにビオチン化を施した。ニトロセルロース

（NC）メンブランに添加したPrPCに、抗PrPCアプタ

マーを結合させ、これをアルカリフォスファターゼ標

識したストレプトアビジン注２で検出することで、ドッ

トブロッティングを行った。添加試料への反応は用量

依存的であり、最小検出量は約60ngであった。次に、

試料をSDS-PAGEで分離した後NCメンブランに転写

し、抗PrPCアプタマーの結合性を調べたところ、PrPC

と特異的に結合することが確認された。PrPCの濃縮を

行うため、ストレプトアビジンをコートした磁気ビー

ズに抗PrPCアプタマーを結合させたアプタマービーズ

を調製した。アプタマービーズとマウス脳抽出物を混

合し、ビーズ結合画分について6H4抗体注3を用いてウ

エスタンブロッティングにより解析したところ、通常

は検出限界以下の濃度のマウス脳抽出物からも、検出

可能なレベルにまでPrPCが濃縮されていた（図）。

【結論】RNAアプタマーを用いたドット/ウエスタンブ

ロッティング検出系及びビーズを用いた生体材料から

の濃縮系を確立するとともに、抗PrPCアプタマーの標

的蛋白に対する高い結合特異性を確認した。

注1　アプタマー：RNA等の核酸でできた抗体のよう
　　なものであり、標的物質に対して特異に結合する
　　分子
注2　ストレプトアビジン：ビオチン分子と特異的に結
　　合する分子
注3　6H4：プリオン蛋白に特異的に結合するモノクロー
　　ナル抗体

　（第140回日本獣医学会学術集会）
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豚丹毒菌の鑑別分離培地の開発

○山本欣也、川波万利子1）、高木昌美2）、鮫島俊哉
（ 動薬検、1）農林省・消費・安全局、2）動衛研）

【背景・目的】豚丹毒菌は、人獣共通感染症の原因菌で

あり、家畜衛生及び公衆衛生の観点から重要な細菌と

位置付けられている。本菌の分離には、CVアザイド培

地等の選択培地が常用されているが、本菌以外の細菌

の発育も認められるため、疑わしいコロニーを鑑別培

地により同定するという手間と時間が必要とされる。

そこで、より効率的に豚丹毒菌を分離するため、鑑別分

離培地の開発を試みた。

【材料・方法】野外分離株を含むErysipelothrix属各菌

種を用い、豚丹毒菌の特徴的性状である硫化水素産生

性を鑑別指標とする鑑別分離培地を検討した。また、抗

菌剤添加による選択性について、豚の糞便から分離し

た菌を用いて検討した。

【結果・考察】E. rhusiopathiae基準株を用いて鑑別分

離培地の検討を行い、平板塗抹培養により、硫化水素産

【背景・目的】豚丹毒菌は環境中にも広く存在すること

から、家畜衛生のみならず公衆衛生の上からも重要視

されている。また、本菌はサルファ剤や一部のアミノグ

リコシド系抗菌剤を除くほとんどの薬剤に対して感受

性であるが、近年、テトラサイクリン（TC）、リンコサ

マイド、ジヒドロストレプトマイシン（DSM）に対し

耐性を示す株が出現し、特に使用頻度の高いTC や

DSMに対する耐性株が増加傾向にある事が報告されて

いる。こうした背景から野外株の動向を把握するため

に豚丹毒菌野外分離株の薬剤感受性を調査したので報

告する。

【材料・方法】平成13～15年度に東京都芝浦食肉衛生

検査所で豚から分離された豚丹毒菌211株を用いた。こ

れらの菌について、血清型を調べるとともに16種類の

薬剤について米国臨床検査標準委員会（NCCLS）が提

生性を示す黒色のコロニーを形成させる培地を開発し

た。様々な分離株を同様に培養したところ、硫化水素産

生性が認められない株が存在したが、本培地の重層培

養では、全株で硫化水素産生性が確認できた。また、野

外分離株を含むErysipelothrix属各菌種について、重層

培養による硫化水素産生性を確認するとともに、ゲン

タマイシン及びカナマイシンを選択剤として添加した

場合の影響を検討した結果、全株で硫化水素産生性が

確認でき、選択剤の影響は認められなかった。さらに、

選択剤添加培地の豚の糞便由来細菌に対する選択性を

検討した結果、硫化水素産生性の細菌の発育が抑制さ

れた。以上の結果より、選択剤を添加した本培地が、豚

丹毒菌の鑑別分離培地として応用できる可能性が示唆

された。

（第140回日本獣医学会学術集会）

平成13～15年度に食肉処理場で分離された豚丹毒菌の薬剤感受性

○川波万利子、山本欣也1）、荻窪泰明1）、高木昌美2）、鮫島俊哉1）

（農林省・消費・安全局、 1）動薬検、2）動衛研）

唱する寒天平板希釈法による薬剤感受性試験を実施し

た。また、一部の薬剤について耐性機構の遺伝学的解析

について検討した。

【結果・考察】血清型別では、1a型76.8%、1b型9.0%、

2型9.0%、17型2.4%、その他の血清型が2.8%であった。

薬剤感受性試験では、ペニシリン系及びタイロシンに

対して高感受性であったが、テトラサイクリン系、マク

ロライド系に対し２峰性の分布が認められた。さらに

今まで報告がなかったフルオロキノロン系薬剤に対し

ても低感受性の株が認められた。これら低感受性のキ

ノロン耐性機構の遺伝学的解析を行うため、本菌の

gyrA遺伝子のQRDRを含む領域を増幅するPCRを確

立した。

（第140回日本獣医学会学術集会）
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　Salmonella Choleraesuis（SC）は、豚の急性敗血症

の起因菌で、本菌による家畜のサルモネラ症は、届出

伝染病とされている。発病豚は、抗菌剤で治療される

ので、薬剤耐性菌の場合は、本病の難治化につながる。

そこで、2001～ 2004年に関東以西の家畜保健衛生所

等で病豚から分離されたSC48株を用いて、生物型、

パルスフィールド電気泳動（PFGE）型及び薬剤感受性

を調べた。

　国内に分布するSCには、硫化水素産生性により2つ

の生物型に分けられるが、生物型の分布は、関東では

choleraesuis型（硫化水素非産生）が、それ以外の地域

ではkunzendorf型（硫化水素産生）が優勢に分布して

いる。

　PFGEで遺伝子型を調べたところ、choleraesuis型を

中心とした 1 グループと、硫化水素を産生する

kunzendorf型が3グループに分けられた。kunzendorf

型の3グループのうち、1グループは、関東と九州分離

2001～2002年に分離されたSalmonella Choleraesuisの
薬剤感受性と疫学解析

○浅井鉄夫、峯寛子1）、並松孝憲2）、大角貴幸2）、江崎英剛、原田和記、
石原加奈子3）、田村　豊4）、本多英一2）、小島明美、高橋敏雄

（ 動薬検、1）農工大、2）全農家畜衛研、3）農水省・消費・安全局、4）酪農大）

【目的】畜産分野における薬剤耐性菌の動向は家畜衛生

及び公衆衛生分野において常に注目されており、耐性

菌の出現及び増加の主因の一つとして、抗菌性物質の

使用による選択圧があげられる。また、CPは1998年以

降家畜における使用実態がないにも関わらず、その耐

性菌は分離され続けている。そこで、選択圧のない状況

下での薬剤耐性の出現に関する知見を得るために、大

腸菌のCP耐性を例として解析を行った。

【材料・方法】全国の家畜保健衛生所等で大腸菌症と診

断された牛及び豚から分離された大腸菌175株（CP耐

性71株及び感受性104株）を調査対象とした。薬剤感

受性試験は、NCCLS標準法に準拠した寒天平板希釈法

株で、また、もう一つのグループは、近畿・四国分離株

で構成されていた。このように、PFGE型は、生物型及

び地域性を反映していた。

　薬剤感受性は、DSM（98％）、OTC（63％）、ABPC

（33％）及びTMP（33％）に対して耐性を示した。それ

以外の薬剤では、KM、GM、CP、CL及びNAに対す

る耐性率は30％未満で、CEZ、BCM及びERFXにす

べての株が感受性であった。 生物型では、choleraesuis

型で、AMP、OTC及びTMPする耐性率が高く、3剤

以上に耐性を示した株も多く見られた。しかし、AMP-

DSM-KM-GM-OTC-TMPに耐性を示した多剤耐性型は

両生物型で認められ、kunzendorf型で多剤耐性株がい

ないわけではない。

　S. Choleraesuis の野外分離株を提供いただいた家畜

保健衛生所の先生方に深謝する。

（第140回日本獣医学会学術集会）

病畜由来大腸菌の薬剤耐性における共耐性の関与
－クロラムフェニコール（CP）耐性を例に－

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

により行った。遺伝子解析では、PCRによりCP耐性遺

伝子（cat1、cat2、cmlA、flo）及びクラス1インテグ

ロン（Int）を検出し、mappingにより遺伝子保有株に

おける Int内耐性遺伝子の局在を調べた。

【結果・考察】牛由来CP耐性株ではcat1（90.0%）、豚

由来株ではcat1（54.9%）とcmlA（39.2%）が高率に認

められ、これらCP耐性遺伝子保有株は非保有株に比べ

DSMとTMPに対して（牛由来株ではABPCとOTCに

も）高い耐性率を示した。また、Intの保有率では、CP

耐性遺伝子保有株（75.0%）が非保有株（23.4%）より高

く、耐性遺伝子保有株の全てのInt内にDSM若しくは

TMP又は双方の耐性遺伝子が検出された。従って、CP
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【背景･目的】国内の動物用医薬品のセフェム系薬剤

（CEPs）は、第1～3世代の６成分が限定的な用法で牛

と豚に認可されているが、鶏への承認は全くない。しか

し、平成11～14年における全国調査ではCEPsの承認

がないブロイラーからのみ、CEPs 耐性株が分離され

た。この現象はその後の調査においても見られ、さらに

ブロイラー以外の家畜からも少数ではあるが分離され

た。そこで、最近分離されたCEPs耐性大腸菌について、

CEPsの使用に拠らない耐性株の出現に関する情報を得

るため、その性状を解析することとした。

【材料･方法】平成15～16年度に国内の健康家畜（牛、

豚、レイヤー及びブロイラー）の糞便から分離された大

腸菌985株のうち、第一世代セファロスポリンであるセ

ファゾリン（CEZ）耐性株について、β-ラクタマーゼ

遺伝子型、耐性因子の伝達性及びそのトランスコン

ジュガントに伝達された耐性因子を調べた。

【結果･考察】CEZ耐性株の分離率は、畜種別に、牛由

来が0.7%（1検体）、豚由来が1.3%（2検体）、レイヤー

由来が 1.9%（3 検体）、及びブロイラー由来が 10.4%

（14検体）であった。CEPs耐性を担う遺伝子型別では、

平成15～16年度に健康家畜から分離されたセフェム耐性大腸菌の性状

○小島明美、原田和記、浅井鉄夫、高橋敏雄
（動薬検）

染色体性ampCのプロモーター領域の変異によるβ-ラ

クタマーゼ過剰産生型（牛由来1株）、β-ラクタマーゼ

のうちクラスAの基質拡張型β-ラクタマーゼ（ESBL）

産生型（CTX-M-2：豚及びブロイラー由来各1株、CTX-

M-18：ブロイラー由来1株）及びクラスCのプラスミ

ド性CMY-2型（豚由来2株、採卵鶏由来4株、ブロイ

ラー由来16株）に大別された。今回分離されたCTX-

M型及びCMY-2 型株の多くは伝達性プラスミド上に

CEPs耐性遺伝子が存在し、かつ他の薬剤に対する耐性

もCEPs耐性と供に伝達されたことから、CEPs以外の

薬剤耐性因子による共耐性の関与が示唆された。更に、

これらの株の由来個体はいずれも全くCEPsの使用歴は

なかったにも関わらず、ペニシリンやテトラサイクリ

ン系薬剤に耐性を示す株があり、かつペニシリン系や

テトラサイクリン系薬剤が使用されていた農場（４農

場）があることから、直接にCEPsが使用されなくても、

他の薬剤の使用により、CEPs耐性株が選択された可能

性が示唆された。

（第140回日本獣医学会学術集会）

　食用動物用医薬品の毒性試験成績は、ヒトへの長期

の暴露を考慮し、見直しが行われ、以前、投薬期間を器

官形成期のみとしていた催奇形性試験は、着床から妊

娠全期間を通して投薬する発生毒性試験となった。今

回、投薬期間の違いがどのような影響を起こすのかを

検討するために、ラットにおいて器官形成期暴露で催

奇 性 が 報 告 さ れ て い る 寄 生 虫 駆 除 剤 で あ る

Flubendazoleを用いて発生毒性試験を行った。用量群

は、無投与、0、1.96、3.91、7.83、15.67mg/kgの計６

群とした。対照群と投与群を比較した結果、奇形胎仔は

ラットにおけるFlubendazoleの発生毒性試験

○村田奈々惠、江口　郁、1）遠藤裕子、2）吉村治郎、石丸雅敏、 　橋美幸
（ 動薬検、1）農水省・消費・安全局、2）元動薬検）

7.83mg/kg群で有意に多く、無尾、脳膜瘤、横隔膜ヘ

ルニア、肋骨癒合などが認められた。胎仔死亡率及び数

は15.67mg/kg群で有意に高く、１腹あたりの平均胎仔

体重は7.83mg/kg群で有意に低かった。母体重増加量

は 15.67mg/kg 群で有意に少なかった。本試験の結

果、無毒性量は 3.91mg/kg と判断され、過去の報告

（Yoshimura 2003）と一致した。しかし、本試験は過去

の報告より奇形胎仔出現率が少ない等、影響の少ない

結果となった。　

（第140回日本獣医学会学術集会）

耐性大腸菌は、Intなどの多剤耐性機構を介して、他系

統の薬剤の使用により選択されている可能性が示唆さ

れた。

（第140回日本獣医学会学術集会）
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新薬紹介
イヌインターフェロン－γ（組換え型）を含有する犬の注射剤

（平成17年6月8日承認）

　イヌインターフェロン－γ（組換え型）を有効成分と

する犬用の注射剤が承認されたので、その概要を紹介

する。インターフェロン－γを投与することにより、

ヘルパーＴ細胞であるTh２細胞の機能亢進の状態を正

常化し、血清総 IgE量を低下させ、アトピー性皮膚炎

の症状の緩和に用いられる。

1.　成分及び分量

　1 バイアル中　

　　イヌインターフェロン－γ（組換え型）６万単位

2.　用法及び用量

　　本剤１バイアル［イヌインターフェロン－γ（組換え

　型）として６万単位］を用時日局生理食塩液1.2mLに

　て溶解する。通常１回体重１kg当たりイヌインター

　フェロン－γ（組換え型）として1万単位（0.2mL）を

　皮下に注射する。

　　投与回数としては、週３回隔日投与とし、投与期間

　は４週間を限度とする。

3.　効能又は効果

　　犬：アトピー性皮膚炎における症状の緩和

4.　特筆すべき使用上の注意

　・本剤を４週間投与の後追加投与する場合は、８週

　　間を限度とすること。

　・本剤はアトピー性皮膚炎と診断された犬にのみ用

　　い、食物アレルギーやその他のアレルギー性疾患

　　には適用しないこと。

　・本剤を連日投与した試験において、有害事象の発

　　現や症状が悪化する事例が多い傾向がみられたの

　　で、連日投与は行わないこと。

　・ワクチン等生物学的製剤や本剤に対し過敏症の既

　　往歴のある犬には投与しないこと。

　・本剤は４ヵ月齢未満の犬に対する安全性は確立し

　　ていないため、４ヵ月齢未満の犬には投与しない

　　こと。

　・本剤は妊娠中の投与に関する安全性は確立してい

　　ないので、妊娠犬又は妊娠の可能性のある犬には

　　投与しないこと。

　・外部寄生虫症、マラセチア症、膿皮症及び脂漏症

　　を併発した犬には投与しないこと。

　・本剤は静脈内投与では使用しないこと。

　・本剤の使用の際、シャンプーについては獣医師の

　　指導により選択し使用すること。

　・本剤の有効成分はタンパク質であることから、ア

　　ナフィラキシーショックを起こす可能性がある。

　・本剤は使用時に溶解し、速やかに使いきること。

　・本剤を４週間を越えて投与する場合は、ある程度

　　改善がみられた症例に限り週１回を限度とし追加

　　投与を行ってもよい。

（一般薬検査室主任研究官　小形智子）

　鶏コクシジウム症は、腸管で増殖するアイメリア属

の原虫による疾病である。鮮血便をともなった下痢を

呈し、経済的な被害はブロイラー生産で特に大きい。鶏

コクシジウム症の予防には、飼料に添加して用いる予

防剤が長年使用されている。薬剤を使用しない養鶏生

鶏コクシジウム感染症（アセルブリナ・テネラ・マキシマ・ミチス）
混合生ワクチン

（平成17年8月15日承認）

産物に対する消費者の関心が高まっていることもあり、

鶏コクシジウムワクチンに対する需要が増加傾向にあ

る。今般、鶏コクシジウム症の発症を抑制するための生

ワクチンが承認されたので、概要を紹介する。
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　フルオロキノロン系合成抗菌剤である塩酸ロメフロ

キサシンを有効成分とする犬用の外用剤（点眼剤）が承

認されたのでその概要を紹介する。ロメフロキサシン

は広い抗菌スペクトルを有し、殺菌的に作用する。その

作用機序は、他のニューキノロン系抗菌薬と同様に、

DNAジャイレースに作用してDNA合成を阻害するこ

とである。

1.　成分及び分量

　本品100mL中

　塩酸ロメフロキサシン　0.331g（ロメフロキサシン　

　として0.3g）

2.　用法及び用量

　本剤は、1回 1～ 2滴を1日 3回点眼する。

3.　効能又は効果

　犬　　：細菌性の結膜炎、角膜炎、眼瞼及び麦粒腫

　有効菌種：本剤感受性のスタフィロコッカス・イン

　　　　ターメディウス、ストレプトコッカス・カニ

塩酸ロメフロキサシンを含有する外用剤

（平成17年8月19日承認）

　　　　ス、シュードモナス・アエルギノーザ

4.　特筆すべき使用上の注意

　・本剤の成分に対し過敏症の既往症のある犬には投

　　与しないこと。

　・類似化合物（キノロン系抗菌剤）に対し過敏症の

　　既往症のある犬に投与する場合には慎重に投与

　　すること。

　・6 カ月齢未満の犬には投与しないこと。（安全性

　　が確立されていない）

　・点眼用にのみ使用すること。

　・点眼のとき、眼から本剤がこぼれた場合、拭き取

　　ること。（罹患犬または同居犬が本剤を舐める可

　　能性があるため）

　・経口投与により、幼若犬、幼若ラットで関節異常

　　がみられたとの報告がある。

（抗生物質製剤検査室長　鮫島俊哉）

1.　成分

　　弱毒アイメリア・アセルブリナ、弱毒アイメリア・

　テネラ、弱毒アイメリア・マキシマ及び弱毒アイメ

　リア・ミチスをそれぞれ鶏腸管内で増殖させて得た

　オーシストを混合したもの

2.　用法・用量

　　餌付け時の平飼いブロイラーを対象とし、本剤を

　餌付け用の飼料に均一に混合して１回投与する。投

　与方法は、１羽当たり本剤0.004mLを餌付け用の飼

　料約2～5gに均一に混合して投与する。ヒナが混合

　飼料を摂取したことを確認した後に、通常の餌付け

　用飼料を給与する。

3.　効能・効果

　　アイメリア・アセルブリナ、アイメリア・テネラ、

　アイメリア・マキシマ及びアイメリア・ミチスによる

　鶏コクシジウム症の発症抑制

4.　特記すべき注意事項

　・本剤を混合する飼料及び本剤を投与した後に給与

　　する飼料には、ワクチンの効力が失われるおそれ

　　があるので鶏コクシジウム症予防薬を混合しない

　　こと。

　・本剤を他のワクチンと併用した場合、特に、鶏伝

　　染性ファブリキウス嚢ウイルスに対する抗体価に

　　低下が見られる場合がある。

　・本剤を投与した鶏群の糞及び敷料は、鶏のオール

　　アウト後適切に処理すること。

　・本剤の投与に使用した器具類はオルソジクロルベ

　　ンゼン系消毒薬に2日間浸漬して消毒するか、又

　　は熱湯に1時間以上浸漬すること。

（無菌検査室長　能田　健）

注：これまで新動物用ワクチンについては、検定の

　　概要を紹介していました。しかし、当所のホー

　　ム ページの「動物用生物学的製剤基準名等・手

　　数料・抜取数・標準処理期間の一覧」に検定基

　　準の内容を掲載していることから、今後、検定

　　に関する記事を省略することにしました。

（編集事務局）
製剤中のコクシジウムオーシストの写真
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業務紹介

　CCA価測定試験は動物用インフルエンザワクチンの

製造中間工程における不活化ウイルス原液の検査方法

の一つです。CCAとはChicken Cell Agglutination

（鶏赤血球凝集）の略で、CCA価測定試験ではインフル

エンザウイルス原液に含まれる赤血球を凝集させる蛋

白質であるHA（ヘマグルチニン）の量を鶏赤血球を用

いて測定します。

　検体（不活化ウイルス原液）と鶏赤血球浮遊液を混和

すると、検体中にＨＡが含まれている場合には、HAに

よって鶏赤血球が凝集して濁り、検体中に含まれない

場合には、赤血球は沈殿して上清は透明となります。

混和液の濁りによって、凝集か非凝集かを判断するこ

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

前回に引き続き、動物用生物学的製剤の検査法を紹介します～

１．生物学的製剤に共通の検査法（3）CCA価（鶏赤血球凝集価）測定試験

　ウイルス製剤第2検査室　小佐々隆志

とができます。この点が凝集像で判定を行うHA価（血

球凝集価）測定試験と異なる点です。

　凝集反応はHAの濃度に依存して起こるため、凝集

が起こる検体の最大希釈倍数をCCA価としています。

このCCA価の測定はミラーとスタンレイが定めた光電

比濁計を用いる標準的な方法で行います。実験条件に

よる誤差を防ぐため、検体とCCA価が既知の標準品を

同時に試験しており、このような測定方法をミラー・

スタンレイ変法と言います。この検査では、国立感染

症研究所が配布している1,000CCA単位を含む標準品

を用いています。
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主 な 行 事

月　日 行　　　　　　　事 場　　　所

17. 10. 3 中央環境審議会動物愛護部会実験動物小委員会出席 虎ノ門パストラル

　　 5～6 関東甲信越北陸ブロック家畜衛生協議会出席 東京都庁

5 動物用抗菌性物質製剤調査会出席 本      省

8 日本家畜衛生学会理事会出席 日本獣医畜産大学

12 豚丹毒生ワクチン製造用株の性状等の検討に関する会議出席 東京薬業厚生年金基金会館

13 石川県獣医師会家畜衛生部会講習会出席 石川県下

〃 動物用一般薬調査会出席 本      省

17 第1回動物医薬品検査所特別講演会開催 当      所

1. 90年代以降に問題となっている魚病について（独立行政法人水産
　総合研究センター養殖研究所病害防除部長　飯田貴次）

2. 魚類の免疫系について（独立行政法人水産総合研究センター養殖
　研究所健康管理研究グループ長　乙竹　充）

    18～19 北海道・東北家畜衛生ブロック会議出席 福島県下

19 動物用医薬品再評価調査会出席 本      省

20 鶏病研究会専門委員会出席 住友新橋ビル

    20～21 第90回日本食品衛生学会出席 さいたま市

25 動物医薬品残留問題調査会出席 本      省

〃 VICH企画調整委員会出席 本      省

28 動物用生物学的製剤調査会出席 本      省

〃 馬防疫検討会「馬感染症研究会」出席 JRA競走馬総合研究所栃木支所

   11.1～2 VICH第17回運営委員会出席 京都国際会議場

4 第510回技談会開催（演題:発表者） 当      所

1. 国内で分離された牛ウイルス性下痢ウイルスの遺伝子型別と血清
　学的性状の解析（小佐々隆志）

2. 豚繁殖・呼吸障害症候群生ワクチン接種豚における豚コレラ生ワク
　チンの抗体応答に関する検討（関口秀人）

3. 動物用ワクチン製造へのシードロットシステムの導入に対する
　課題（牧江  弘孝）

9 大臣官房経理課旅費監査 当      所

10 第26回食品微生物学会出席 金  沢  市

14 シードロット検討委員会出席 東京薬業厚生年金基金会館

17 UJNR家畜家禽疾病専門部会出席 動物衛生研究所

〃 消防訓練 当      所

18 第2回動物医薬品検査所特別講演会開催 当　　所

1. インフルエンザの糖鎖ウイルス学（静岡県立大学薬学部生化学
　教室教授　鈴木康夫）

2. 機能性核酸RNAアプタマーの基礎と応用 ― HCV、HIV、
　プリオン ― （独立行政法人産業技術総合研究所年齢軸生命工学
　研究センター副センター長　西川　諭）
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月　日 行　　　　　　　事 場　　　所

人 の 動 き

25 第511回技談会開催（演題:発表者） 当      所

1. 第17回VICH運営委員会の報告（高橋美幸）

2. 家畜衛生分野における耐性菌の現状と今後の対応（高橋敏雄）

3. 畜水産食品中のノボビオシン分析（峯戸松勝秀）

4. 鶏伝染性気管支炎ウイルスワクチン株のS蛋白遺伝子領域も解析
　（嶋崎洋子）

5. ニワトリのミエローマを用いたモノクローナル抗体について

　（吉永麻希子）

30 栃木県獣医師会研修会出席 栃木県下

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

17.10.04～ 06 技 荻窪　恭明 人事院研修（JST基本コース） 国家公務員研修センター

10.25～ 28 技 永田　知史 家畜衛生講習会（病性鑑定・細菌） 動物衛生研究所

11.09 技 江口　　郁 危険物取扱者保安講習 都    内

11.18 事 加藤　直子 平成17年度災害補償実務担当者研修 人事院関東事務局会

17.10. 9～ 15 技 佐々木  貴正 検査第一部 鳥インフルエンザに関する現地調査（メキシコ）

10.24～ 30 技 蒲生  恒一郎 検査第一部 口蹄疫ワクチンの製造・検定の立会調査（フランス・イギリス）

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

見 学 者
月　日 所　　　　　　　　属 摘　　　　要

17. 10. 13 （独）動物衛生研究所・病性鑑定特殊講習会受講者 9名
（家畜保健衛生所職員）

17.12.01 命併任 技 浅井　鉄夫 消費・安全局畜水産安全管理課（検査第二部主任研究官）
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 ◎ 「ぶりα溶血性レンサ球菌症不活化ワク
チン」における製剤基準の制定及び検定基準
の一部改正について

1.　背景及び目的

　α溶血性レンサ球菌症に対する不活化ワクチンは、

混合製剤を含め、各製造所社が開発を進めており、製造

（輸入）承認申請製剤が増加してきている。これらの申

請に伴い、当該製剤の安全及び力価試験において、試験

魚の種類・体重、飼育水温、免疫期間及び攻撃菌株など

の多様化が顕在化してきている。

　一方、効能が同一である製剤において、効能に係る安

全及び力価試験の規格に多様性があることは、製剤の

同一性の評価を行うのに好ましくなく、試験法を含め

た製剤規格の統一が必要であると考えられた。また試

験内容においても、各製造所社での試験における飼育

水温及び攻撃菌株が異なっていることにより、各製造

所社のワクチンごとに検査設備を個別に確保しなけれ

ばならず、確保できない場合には、動物医薬品検査所に

おける検定に支障をきたすことが予測された。さらに、

当該製剤の安全試験における水温は、養殖水産動物に

関する安全性試験のガイドライン（「動物用医薬品関係

事務の取扱いについて」（平成12年 3月 31日付け薬事

室長通知12-33）第４、１（6）及び2（1）イ）におけ

るぶり及びかんぱちの飼育水温（22～28℃）を満たし

ておらず、機会があれば改正する必要があった。

　このような状況に対応するため、平成15年9月から

当該製剤に関わる各製造所社等（９社（順不同）：（社）

動物用医薬品協会、共立製薬（株）、日生研（株）、（株）

微生物化学研究所、日本ファマシー（株）、松研薬品工

業（株）、（財）阪大微生物病研究会、バイオ科学（株）、

（株）インターベット）の協力を得て安全・力価試験法

の統一に関する試験が開始された（動薬検ニュース

お知らせ

No.257，2004.1.1参照）。今般、そのデータをもとに、

薬事・食品衛生審議会水産用医薬品調査会での審議を

経て、ぶりα溶血性レンサ球菌症不活化ワクチンの検

定基準における安全及び力価試験における飼育水温及

び攻撃菌株の統一化が行われた。また、ぶりα溶血性レ

ンサ球菌症不活化ワクチン製剤については、再審査が

終了し、検定基準の改正と合わせて製剤基準に追加す

ることになった。

2.　ぶりα溶血性レンサ球菌症不活化ワクチンの検定基

準の改正点

　（1）安全試験の飼育水温を20℃から25℃に変更

　（2）力価試験の飼育水温を27℃から25℃に変更

　（3）力価試験の攻撃菌株をLactococcus garvieae

KG9502株へ統一

3.　対象製剤

　動物用生物学的製剤基準を制定した製剤

　・ぶりα溶血性レンサ球菌症不活化ワクチン

　動物用生物学的製剤検定基準を改正した製剤

　・ぶりα溶血性レンサ球菌症不活化ワクチン

　・ぶりα溶血性レンサ球菌症（酵素処理）不活化ワクチン

　・ぶりα溶血性レンサ球菌症不活化ワクチン（注射型）

　・ぶりビブリオ病・α溶血性レンサ球菌症混合不活

　　化ワクチン

　・イリドウイルス感染症・ぶりα溶血性レンサ球菌

　　症混合不活化ワクチン

　・イリドウイルス感染症・ぶりビブリオ病・α溶血

　　性レンサ球菌症不活化ワクチン

（注）今回の改正は、ぶりα溶血性レンサ球菌症不活

　　化ワクチンにおける安全試験及び力価試験の変更

　　であり、混合製剤におけるイリドウイルス感染症

　　不活化ワクチン及びぶりビブリオ病不活化ワクチ

　　ンに対する安全試験及び力価試験は変更されてい

　　ない。
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　師走もまっ盛り。気がつけば、今年最後のけやきコラ

ムとなった。この時期、例年どおりであれば、新年度予

算政府案や行政改革の方針が閣議決定される。当所の

来年度予算、組織等の姿が見えてくる時期である。特

に、行政改革推進本部、規制改革・民間解放推進会議等

で行われている徹底した規制改革、減量・効率化の議論

の行方には目が離せない。すべての制度の必要性を徹

底して洗い直し、不必要なものは制度そのものを廃止

する。必要なものであっても「民間でできるものは官は

行わない」ことを基本としつつ、民間における自主検査

や指定機関での検査へ移行する。さらに、官で行うこと

とされたものであっても、市場化テストにより民間へ

の外注を進めるというものである。

　我々が生活している社会やその基盤となる国家シス

テムをより良くしていく上で、あらゆる事柄を見直し

ていくこと、大所高所からの意見に基づき、規制や行財

政の改革を大きく推進していくことは重要である。し

かしながら、このような議論の中で、各規制制度は、き

め細かな措置が政策と密接に関わりながら運営され、

そのことにより円滑で安定的な社会基盤が維持されて

いる面もあることには、あまり目が向けられていない

のではないだろうか。むしろ、そのような評価をするこ

とは、既得権益の維持などに繋がりかねず、悪と見な

されることが懸念される。

　規制制度へのこのような両面の見方はいずれも真実

であろう。我々が携わっている動物薬事行政において

も、良い面をできるだけ引き出していく必要がある。

いうまでもなく、透明で公正、合理的、効率的であるこ

と、かつ、最低限の規制措置を講じることは、規制を受

ける業界のみならず、動物用医薬品の使用者や畜水産

物の消費者からも望まれていることである。当所で

行っている各種業務は、科学技術に基づくことはもち

ろん、社会の状況を考慮しながら、常にその内容を見直

していく必要がある。制度は、見直し続けていくことに

より維持され、評価される。手を入れ続けなければ、時

代にそぐわない、不必要な制度となる。当所職員一同、

年の終わりに、厳しい認識を胸に一年を振り返ること

としたい。本年は改正薬事法の施行、シードロットシス

テムの導入、当所微生物等取扱規程の制定など様々な

取り組みを進めてきたが、魂を入れるのはこれから。職

員の奮闘に感謝しつつ、思いを新たに行く年を送る。

けやきコラム

 ◎ 要覧が新しくなりました

　本年4月の改正薬事法の施行や10月 1日付で検査第

一部にシードロット監理官及び標準品管理研究官が検

査第一部に配置されたことを機に、当所要覧を刷新し

ました。

　当所HPにも掲載しておりますのでどうぞご利用下さい。


