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年頭の挨拶
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。平成18年の

新春を迎え、皆様のご健勝

をお祈りいたします。

　動物薬事に関する昨年の

主な動きを振り返りますと、

平成14年 7月公布の改正薬

事法が平成17年４月に施行

され、製造販売承認、原薬等

登録原簿、高度管理医療機器の販売業許可等の新制度

が動き始めました。これらが定着すれば、医薬品、医

療機器等の市販後安全対策が充実し、承認・許可制度

の国際的な整合性が確保されます。しかし、残念なが

ら、依然として食の安全・安心の確保に影を落とす動

物用医薬品の販売・使用における違法行為が見られま

した。生産者を含め、関係者が一丸となってその是正、

再発防止に取り組んでいかなければなりません。

　また、10月に本省消費・安全局において衛生管理課

が畜水産安全管理課と動物衛生課の２課に再編整備さ

れました。動物医薬品検査所は、畜水産安全管理課の動

物薬事関係の４班と密接に連携して動物用医薬品等の

品質確保のための各種検査、調査、研究及び技術的指導

等を行っているところです。

　家畜衛生面に目を転じますと、昨年６月に茨城県下

で限局的な発生が確認された弱毒性H5N2型ウイルス

による鳥インフルエンザの撲滅は、越年しています。一

方、中国等近隣諸国における強毒のH5N1型ウイルスの

鳥インフルエンザの火勢は衰えず、欧州へと発生が拡

大し、我が国への侵入リスクが高まっており、また、豚

コレラや口蹄疫についても同様の状況下にあり、監視

体制の手を緩めることはできません。当所は、これらの

疾病や馬のウエストナイルウイルス感染症に対する備

蓄用ワクチンの検査を実施しているところです。

　さて、今年の当所業務関係の大きな課題は、5月29日

からの改正食品衛生法の施行により導入される食品中

の残留動物用医薬品に対するポジティブリスト制度へ

の対応です。既に畜水産安全管理課で動物用医薬品使

用基準の改正作業中であり、当所はその根拠となる残

留性確認試験などを実施してきたところです。

　また、動物用ワクチンの製造におけるシードロット

システムの導入に向けた作業が本格化し、本システム

の制度化のために動物用生物学的製剤基準の改正案の

作成とともに製造用微生物株及び製造用細胞の検査に

必要な各種標準品の確保、配布といった当所のリファ

レンス機能を充実・強化しなければなりません。

　その他にも、薬剤耐性菌の発現状況に関する調査研

究を継続し、その成果をリスク評価や管理に反映して

いく必要があります。

　さらに、VICHは、発足後10年が経過し、フェーズ

２の段階に踏み出します。既に35種類のガイドライン

（GL）が日、米、EUを中心とするメンバー国で最終合

意され、そのうち31種類が国内で施行されております。

今後は、これらのGLのメンテナンスにも力を注ぎ、新

たなトピックについては、そのメリット、実現の可能

性等について事前に調整した後に専門家による作業が

開始されます。また、環境毒性／影響評価に関する2つ

のGLが間もなく我が国において制定され、その施行に

向けた作業が必要です。

　このように、当所は、畜水産食品の安全性確保、人獣

共通感染症や家畜伝染病の予防など国民生活の安全確

保及び財産の保護に直接係わる動物用医薬品に関係す

る業務を実施しており、今後も、その役割を担ってい

かなければなりません。このことを職員各自が認識

し、それぞれの任務を果たして国民に安心できるサー

ビスを提供し、社会的な信頼と支持を得なければ、当

所の存在価値はありません。また、限られた予算と人

員の中で、社会的な要請、技術の進歩や各種制度の動

向を踏まえ、的確かつ効率的な業務を推進していく必

要があります。

　動物医薬品検査所は、今年6月には創立50周年を迎

えます。その歴史の重みを感じつつ、新たな決意で

『動物の生命と食の安全を守る』ために前進していく所

存です。関係各位におかれましても引き続き御支援・

御協力を賜りますようによろしくお願い申しあげます。
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　これまで、動物用医薬品等の副作用報告は、製造（輸入

販売）業者（平成17年４月から製造販売業者）にのみ義務

づけられていました。このため、実際に医薬品を使用す

る立場である獣医師からの報告は、農林水産省が都道府

県を通じて情報提供を依頼している臨床獣医師（通称：モ

ニター獣医師）に限られていました。しかし、平成14年７

月30日に改正薬事法が公布され、翌年７月30日から製造

販売業者（薬事法第77条の４の２第１項）だけでなく獣医

師（同第２項）にも医薬品及び医療用具（平成17年４月から

医療機器）副作用の報告が義務づけられました（＊１）。

　これに伴って、副作用報告をより簡便に行えるよう、

平成16年４月から、「動物用医薬品副作用報告システム」

の運用が開始され、インターネットからも副作用報告を

行えるようになりました（これまでは郵送又はＦＡＸの

み）。

　今回は、以上２つの大きな変革を経て、スタートした

平成16年度の１年間に報告された副作用情報についてご

紹介したいと思います。

　平成16年度に農林水産省に寄せられた報告は延べ279

件（製造（輸入販売）業者115件、獣医師164件）です。製造

（輸入販売）業者からの報告の中には獣医師からの報告を

情報源とするものもあるため、その重複を除いて集計す

ると、医薬品77製剤、医療用具１製品、計218件の副作

用報告となりました。その内訳は図１、２のとおりです。

　77製剤の種類ごとの製剤数は、ワクチンが39、一般薬

（駆虫薬、解熱鎮痛消炎剤等）が30、抗菌薬が５、人体用

薬が３でした（図１参照）。また、種類ごとの件数は、ワ

クチンが172、一般薬が33、抗菌薬が７、人体用薬が

３、医療用具が１でした（図２参照）。これは、ワクチン

以外は１製剤につきほぼ１件の副作用報告であったのに

対し、ワクチンは１製剤で複数の副作用報告があったこ

とによります。

　また、副作用が認められた動物種ごとに集計すると、

犬161頭、牛30頭、猫21頭、その他６頭（フェレット２

頭、馬１頭、チンチラ１頭、ヒト１人←米国で牛用製剤

を誤って注射した死亡例）となり、伴侶動物の代表である

犬・猫で全体の83％を占めていました（図３参照）。平成

15年度現在、全国13,151の診療施設のうち、68.4％にあ

平成１６年度に報告された医薬品等の副作用について

企画連絡室技術指導課　桃　あさみ
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たる9,000施設が伴侶動物を対象としており、獣医師から

の報告の増加によって、伴侶動物に関する報告も増加し

たと考えられます。また、家畜と違い、伴侶動物は飼い

主の身近にいることから、「顔が腫れた」「涎を流した」と

いった症状が発見されやすいことも、一つの要因と考え

られます。

　なお、副作用情報のうち、重要と考えられるものにつ

いては、当所ホームページ（http://www.nval.go.jp/）で公

開しています。製造販売業者からの報告は「副作用情報

データベース」としてトップページから次のロゴマークを

クリックすると、品名・成分名等で検索できます。

　また、新しく始まった獣医師からの報告のうち、「法律

で報告の必要な事例」（＊２）に該当しないものについても、

全国の獣医師から寄せられた、現場からの貴重な情報で

あることから、上記データベースとは別にエクセル・

HTMLファイルとして概要を公開しています。 こちらに

ついてはトップページから「動物用医薬品副作用情報」を

クリックし、Ⅰの②の「エクセルファイル」又は「HTML

ファイル」をクリックすると見ることができます。

　最後になりましたが、平成16年度の動物用医薬品副作

用報告システムの利用率は、製造（輸入販売）業者が18％

（全115件中21件）、獣医師が37％（全164件中60件）でし

た。運用開始初年度ということもあり、残念ながら、利

用率が高かったとは言えませんが、平成17年度になって

からは、特に製造販売業者で利用率が上昇しており、

徐々にシステム利用が浸透していることが伺えます。

　システムの利用には基本情報の登録（いわゆるユーザー

登録）が必要であり、現在の登録数は製造販売業者が89、

獣医師（動物病院）が118です。製造販売業者はほぼ網羅さ

れている状況ですが、獣医師については動物診療施設が

全国に9,000存在することを考えると、まだまだ周知不足

であると言えます。

　システムから報告していただくと、当所での情報管理

（保存、HP公開、検索、データ解析等）が容易となること

から、このニュースをご覧になった皆様も、ご協力よろ

しくお願いいします。また、システムについて、ご意

見・ご質問等ございましたら、fukusayou@nval.go.jp ま

でお寄せ下さい。

（参　考）

（＊1）薬事法　第77条の４の２

第１項　医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製

造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、

又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器

について、当該品目の副作用その他の事由によるものと疑わ

れる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるもの

と疑われる感染症の発生その他の医薬品、医薬部外品、化粧

品又は医療機器の有効性及び安全性に関する事項で厚生労働

省令で定めるものを知ったときは、その旨を厚生労働省令で

定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならな

い。

第２項　薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施

設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医

薬関係者は、医薬品又は医療機器について、当該品目の副作

用その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死

亡の発生又は当該品目の使用によるものと疑われる感染症の

発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害

の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、

その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

（＊2）報告の必要な症例

　　  平成15年４月30日付け農林水産省生産局衛生課
　　  薬事室長事務連絡より

① 死亡

② 添付文書から予測できない以下の事項

　ア 障害（通常の活動に支障を来す程度の機能不全の発現を
 　　いう）

　イ 死亡又は障害につながるおそれのある症例

　ウ 治療のために飼育動物診療施設への入院が必要とされる
　　 症例

　エ アからウまでに掲げる症例に準じて重篤である症例

③ 後世代における先天性の疾病又はこれにつながるおそれの
　 ある症例の発生

④ 感染症又はこれにつながるおそれのある症例の発生

⑤ 副作用の発生数、発生頻度、発生条件等の傾向が、添付文書
　から予測できるものから著しく変化したおそれがある場合

⑥ 動物用医療用具の不具合発生のうち、①から④に掲げる症
　例等の発生のおそれがあるもの

参考：平成17年度11月末集計の利用率は

　　　製造販売業者が69％、獣医師が40％
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ＧＱＰ省令及びＧＶＰ省令の解説
（その２）

GQP省令（後半）

4　品質管理業務

（1）品質管理業務の概要

　品質管理業務の概要について表4にまとめた。製造

販売業者が、その組織内において品質管理業務を実施

させる者は、「品質保証部門のあらかじめ指定した者」、

「品質保証責任者」及び「総括製造販売責任者」の３者

であり、業務内容によって担当が分かれている。

　平時の品質管理業務は、品質保証部門のあらかじめ

指定した者（品質保証責任者を含む。以下「あらかじ

め指定した者」という。）が実施する。あらかじめ指

定した者が品質保証責任者以外の者であるときに

は、当該業務の結果等について品質保証責任者に報告

を行う。

　品質管理業務に何らかの問題等が生じた場合には品

質保証責任者が対応し、その結果等について総括製造

販売責任者に報告を行う。また、最も緊急性が高く、重

大な問題である品質不良が判明した場合には、総括製

造販売責任者自らが対応し、所要の措置を決定して、

その実施を品質保証責任者に指示する。

　製造販売業者自らは、品質管理業務を適正かつ円滑

に行うために必要な品質等に関する情報を関係者に適

正に提供する。

　なお、GQP本省令において規定されている「報告」及

び「指示」は、品質不良又はそのおそれが判明した場合

等の緊急を要する場合を除いて、すべて文書により行

わなければならない。

（2）市場への出荷の管理（第９条）

　ア　製造販売業者は、製造管理及び品質管理の結果

　　が適正に評価され、市場への出荷の可否の決定が

　「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）について、前号に引き続き、概要、要

点等について解説する。

　　適正かつ円滑に行われていることを確保するとと

　　もに、当該決定が適正に行われるまで医薬品等を

　　出荷してはならない。

　イ　出荷の可否の決定は、あらかじめ指定した者又

　　は当該製品の製造業者に、ロットごとに行わせる

　　とともに、その記録を作成させなければならない

　　（なお、本条でいう「製造業者」は、国内の製造業

　　者のみを指し、外国製造業者等は含まない。）。

　ウ　出荷の可否の決定（以下この項において「当該業

　　務」という。）を製造業者に行わせる場合は、以下

　　によらなければならない。

　　ａ　あらかじめ、製造業者と以下の事項を取り決

　　　めること。

　　　①　製造業者が行う市場への出荷の管理に関す

　　　　る手順

　　　②　当該業務を行う者を当該製品の製造所から

　　　　あらかじめ指定すること。

　　　③　①に規定する手順からの逸脱があった場合

　　　　には、製造業者は、品質保証責任者に報告

　　　　し、その指示に従うこと。

　　　④　当該業務が適正かつ円滑に実施されている

　　　　ことについて、製造販売業者による定期的

　　　　な確認を受けること。

　　ｂ　ａの④の確認及びその結果に関する記録の作

　　　成は、あらかじめ指定した者に行わせること。

　　ｃ　当該業務に関し、改善が必要な場合には、品質

　　　保証責任者に以下の業務を行わせること。

　　　①　当該製造業者に対して所要の措置を講じる

　　　　よう指示すること。

　　　②　①の措置の実施結果の報告を求め、それを

　　　　適正に評価し、必要に応じて製造所の実地確

　　　　認を行い、記録を作成すること。

　エ　製造販売業者は、出荷の可否の決定を行う者に

　　対し、それを適正かつ円滑に行うために必要な当
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　　該医薬品に係る品質、有効性及び安全性に関する

　　情報を適正に提供しなければならない。

（3）適正な製造管理及び品質管理の確保（第10条）

　ア　製造販売業者は、あらかじめ指定した者に、製造

　　業者等における製造管理及び品質管理が、GMP省

　　令で定める基準及び製造業者等との取決めに基づ

　　き適正かつ円滑に実施されていることを定期的に

　　確認させ、その記録を作成させなければならない。

　イ　製造販売業者は、製造業者等の製造管理及び品

　　質管理に関し、改善が必要な場合は、品質保証責

　　任者に以下の業務を行わせなければならない。

　　①　当該製造業者等に対して所要の措置を講じる

　　　よう指示すること。

　　②　①の措置の実施結果の報告を求め、それを適

　　　正に評価し、必要に応じて製造所の実地確認を

　　　行い、記録を作成すること。

　ウ　製造販売業者は、品質に影響を与えるおそれの

　　ある製造方法、試験方法等の変更について製造業

　　者等から連絡を受けたときは、あらかじめ指定し

　　た者に、製造業者等からの連絡の内容を評価さ

　　せ、当該変更が製品の品質に重大な影響を与えな

　　いことを確認させ、また、必要に応じて製造所等の

　　実地確認を行わせて、その記録を作成させなけれ

　　ばならない。

　エ　製造販売業者は、ウの評価の結果、当該変更が製

　　品の品質に重大な影響を与えるおそれがある場合

　　には、品質保証責任者に当該製造業者等に対して

　　所要の措置を講じるよう指示させなければならない。

　オ　製造販売業者は、適正かつ円滑な製造管理及び

　　品質管理の実施に必要な品質等に関する情報を製

　　造業者等に提供しなければならない。

（4）品質等に関する情報及び品質不良等の処理（第11条）

　ア　製造販売業者は、医薬品等の品質等に関する情

　　報（以下「品質情報」という。）を得たときは、品

　　質保証責任者に以下の業務を行わせなければなら

　　ない。

　　①　当該品質情報を検討し、医薬品等の品質、有効

　　　性及び安全性並びに人又は動物の健康に与える

　　　影響を適正に評価し、また、当該品質情報に係る

　　　事項の原因を究明して、それらの記録を作成す

　　　ること。

　　②　①の結果に基づき、品質管理業務又は製造業

　　　者等における製造管理及び品質管理に関し改善

　　　が必要な場合には、所要の措置を講じ、その記録

　　　を作成すること。

　　③　①の究明及び②の改善措置のために必要な場

　　　合には、製造業者等に対して指示を行い、それ

　　　に対する結果の報告を求め、それを適正に評価

　　　し、必要に応じて製造所等の実地確認を行い、

　　　その結果に関する記録を作成すること。

　　④　当該品質情報の中に、GVP省令で規定する安

　　　全確保措置に関する情報があった場合には、安

　　　全管理統括部門に文書で提供すること。

　イ　製造販売業者は、品質不良又はそのおそれが判

　　明した場合には、総括製造販売責任者及び品質保

　　証責任者に以下の業務を行わせること（以下の①

　　の「報告」及び②の「指示」については、特に文書

　　で行う旨は規定されていない。）。

　　①　品質保証責任者は、品質不良又はそのおそれ

　　　に係る事項を速やかに総括製造販売責任者に報

　　　告し、それを記録すること。

　　②　総括製造販売責任者は、①の報告を受けて、

　　　速やかに危害発生防止等のため回収等の所要の

　　　措置を決定し、品質保証責任者及び関係する部

　　　門に指示すること。

　　③　品質保証責任者は、安全管理統括部門等との

　　　密接な連携を図りつつ、②の措置を適正に講じ

　　　るとともに、その進捗状況及び結果について総

　　　括製造販売責任者に文書で報告すること。　

（5）回収処理（第12条）

　製造販売業者は、医薬品等の回収を行うときは、品質

保証責任者に、回収した医薬品を他の医薬品と区別し

て一定期間保管した後、適正に処理させなければなら

ない。

（6）自己点検（第13条）

　製造販売業者は、あらかじめ指定した者に定期的に

自己点検を行わせ、その結果の記録を作成させなけれ

ばならない。また、その結果に基づき、改善が必要な場

合には、品質保証責任者に所要の措置を講じさせなけ

ればならない。

（7）製品の貯蔵等の管理（第14条）

　出荷の可否の決定した、すなわち製造の終了した医

薬品又は医療機器について、製造販売の目的で貯蔵又

は陳列する場合は、以下の事項を満たさなければなら

ない（①、②及び④：ソフトの要件・③：ハードの要件）。
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　　①　当該業務に係る責任者を置くこと。

　　②　当該業務に従事する者(その責任者を含む。）

　　　は、当該業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力

　　　を有する者であること。

　　③　次に適合する構造設備を適正に維持管理する

　　　こと。

　　　ａ　製品を衛生的に、かつ、安全に保管するた

　　　　めに必要な設備を有すること。　

　　　ｂ　作業を適正かつ円滑に行うために必要な面

　　　　積を有すること。

　　④　製品の出納等当該業務に係る記録を作成する

　　　こと。

5　医薬部外品の品質管理基準

　表１から表３まで（「動薬検ニュースNo.268」に掲載）

で示したように、医薬部外品の品質管理基準は、医薬品

又は医療機器のそれと比べて、簡易な内容となってお

り、その主な相違点は、以下のとおりである。

　（1）品質保証部門を設置する規定がない。

　（2）品質標準書を作成する規定がない。

　（3）作成しなければならない品質管理業務手順書の

　　　種類が少ない。

　（4）製造業者等との取決めを行う規定がない。

　（5）自己点検の規定がない。

　（6）市場への出荷の管理、適正な製造管理及び品質

　　　管理の確保、品質等に関する情報及び品質不良

　　　等の処理及び回収処理が、簡易な内容で規定さ

　　　れて一つの条（第17条）にまとめられており、か

　　　つ、すべて製造販売業者自らが行う規定となっ

　　　ている。

6　医療機器に特有な品質管理基準

　医療機器には修理業、賃貸業及び中古品の販売・賃貸

業という医療品にはない独自の業態があることから、

表１及び表３で示したように、医療機器の品質管理基

準は、医薬品の品質管理基準に以下の規定を上乗せし

たものとなっており、また、作成しなければならない品

質管理業務手順書の種類も医薬品のそれより多くなっ

ている。

（1）修理に係る通知の処理（第19条）

　製造販売業者は、取締規則第147条第６項（第148条

において準用する場合を含む。）の通知（医療機器の修

理業者は、修理をしようとするときは、あらかじめ、当

該医療機器の製造販売業者に通知しなければならな

い。）があった場合は、あらかじめ指定した者に、適正

な修理の方法その他の当該医療機器の品質、有効性及

び安全性の保持のために必要な事項を修理業者に対し

て指示させなければならない。　

（2）販売業者又は賃貸業者における品質の確保（第20条）

　製造販売業者は、医療機器の販売業者又は賃貸業者

（以下「販売業者等」という。）の営業所における品質確

保の方法を、販売業者等に対して指示しなければなら

ない。

（3）中古品の販売又は賃貸に係る通知の処理（第21条）

　製造販売業者は、取締規則第127条第１項（第134条

第３項及び第４項において準用する場合を含む。）の通

知（販売業者等は、使用された医療機器を他に販売し、

授与し、又は賃貸しようとするときは、あらかじめ、当

該医療機器の製造販売業者に通知しなければならな

い。）があった場合には、あらかじめ指定した者に、当

該医療機器の品質、有効性及び安全性の保持のために

必要な措置を当該販売業者等に対して指示させなけれ

ばならない。

7　「医薬品、医薬部外品及び医療機器の品質管理の基

準に関する省令」（平成16年９月22日厚生労働省令第

136号。以下「人体薬GQP省令」という。）との主な相

違点

　動物用医薬品のGQP省令（以下、この項において「動

物薬GQP」という。）と人体薬GQPの主な相違点は表

５のとおりである。

（1）品質保証部門又は品質保証責任者の要件

　人体薬GQPにおいては、品質保証部門は、「医薬品等

の販売に係る部門その他品質管理業務の適正かつ円滑

な遂行に影響を及ぼす部門から独立していること」と

規定されており、また、品質保証責任者は、「医薬品等

の販売に係る部門に属する者でないことその他品質管

理業務の適性かつ円滑遂行に支障を及ぼすおそれがな

い者であること」と規定されているが、動物薬GQPに

おいては、品質保証部門及び品質保証責任者とも上記

の下線の部分は規定していない。すなわち、「販売に係

る部門」と特定せずに、品質管理業務の適正かつ円滑な

遂行に影響又は支障を及ぼすことがなければ、問題な

いとしている。
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（2）品質保証責任者の資格要件

　人体薬GQPにおいては、医薬品と医療機器の品質保

証責任者は、取り扱う医薬品又は医療機器の種類にか

かわらず、「品質管理業務等への３年以上の従事」が資

格要件として課せられているが、動物薬GQPにおいて

は、これを要指示医薬品又は高度管理医療機器の製造

販売業者に限定している。

（3）教育訓練

　動物薬GQPにおいては、「動物用医薬品の製造管理及

び品質管理に関する省令」（平成６年農林水産省令第18

号）と同様に教育訓練については規定していないが、明

文化していなくても、当然行うべきことであると考え

ている。

（4）貯蔵の管理に従事する者の要件

　製造販売業者として貯蔵する場合の責任者及び貯蔵

業務に従事する者は、人体薬GQPにおいては、「品質

保証部門に属する者でないこと」と規定されているが、

動物薬GQPにおいては、この要件については規定して

いない。

（5）貯蔵を行う構造設備の所在地

　人体薬GQPにおいては、貯蔵を行う構造設備は、総

括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地に

有しなければならないと規定されているが、動物薬

GQPにおいては、所在地の規定はない。貯蔵を行う構

造設備として、平成18年３月 31日までの分置倉庫を

そのまま使用することも可能である。

（6）文書及び記録の保存期間

　従来の動物薬GMPにおける保存期間に合わせて規定

している。人体薬GMPにおいては、生物由来製品以外

の医薬品等については、平成17年４月から、３年から

５年へ延長しているが、動物薬GQPにおいては、３年

のままとしている。
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平成18年度予算及び組織・定員の概要
企画連絡室企画調整課長　石原好仁

　平成17年12月24日の閣議で平成18年度予算政府案

が決定されました。一般会計総予算額は79兆6800億円

で、17年度当初予算費3.0％減で、うち一般歳出は、1.9

％減の46兆 3600億円でした。

　当所の平成18年度予算額は、総額1,017,681千円（対

17年度比（103.7％）となりました。新規予算（動物用

医薬品危機管理緊急対策費）並びに組替え拡充予算（動

物用医薬品安全性評価対応検査費）及び施設整備費が

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

ました。新規及び組替え拡充が認められた主な予算の

概要は、次のとおりです。

１　動物用医薬品危機管理緊急対策費（新規）

4,978（前年度　　0）千円

　緊急対応として、動物用稀少医薬品の有効性及び安

全性に関する評価手法の検討を行う。

２　動物用医薬品安全性評価対応検査費（組替え拡充）

　55,569（前年度　23,551）千円

　シードロット製剤の検査のための高度分析機器の整

備、環境影響評価試験体制の充実及び先端技術を利用

した検査技術（新世代試験法）の開発を行う。なお、食

品安全基準設定対応検査事業は廃止する。

　一方、組織・定員については、鶏病製剤第1検査室（5

人）及び鶏病製剤第2検査室（2人）を見直し、鶏病製

剤検査室（5人）及び応用微生物検査室（2人）へと改

組することが認められました。なお、検査員１名及び一

般職員１名が削減され、当所の定員は82名となります。
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海外出張報告

1.　出席者

　日・米・欧三極の規制当局から10名及び業界から8

名、オブザーバーであるオーストラリア・ニュージーラ

ンド及びカナダの規制当局及び業界から4名、事務局

である世界動物薬連盟（IFAH）から1名の合計23名が

出席した。農水省（JMAFF）からは杉浦勝明、嶋崎

智章（消費安全局畜水産安全管理課）及び牧江弘孝、　

　橋美幸（動物医薬品検査所）の４名が参加した。議

長は農水省の　橋が務めた。

　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対象動物安全性専門作業部会

（EWG）及び生物学的製剤検査法EWGの座長、準会員

のOIE及び関係団体として米国動物用生物学的製剤協

会の4名が参加した。

2.　会合の概要

（1） ガイドライン（GL）の承認

　GL-39　新原薬及び新製剤の規格：試験方法と判断基

　　　　  準に関する規格

　GL-40　新生物薬品の規格：試験方法と判断基準

　　上記の２GLをstep６として合意し、2006年11月

　　までに実施する。

　GL-24　動物用医薬品監視：有害事象報告の管理

　GL-42　動物用医薬品監視：有害事象報告の伝達の

　　　　  ためのデータ要素

　　上記の２GLを step３として合意し、2006年 2月

　　1日を期限として3ヶ月間のコンサルテーションを

　　行う。

　GL-36　ヒト食品中残留動物薬の安全性を評価する試

　　　　  験－微生物学的ADI設定の一般的アプローチ

　　上記ＧＬについて、安全性EWG座長から修正の

　　提案があり、経緯等に関する書面報告を受けて検

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―

第17回運営委員会会合の概要

検査第二部長　　橋美幸

　VICH第17運営委員会（SC）会合が、平成17年 11月 1、2日に京都国際会館（京都府京都市左京区宝ヶ池）で開

催されたので、その概要を報告する。

　　討する。

（2）各EWGへの指示等

　既存の5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-3（R）「新原薬及び新製剤の安定性試験」は、

　現在step４のパブコメ中で、GL-10（R）「新動物用

　原薬の不純物」及びGL-11（R）「新動物用医薬品の不

　純物」は、パブコメをEUは終了し、JMAFFとFDA

　は近く実施予定であった。GL-39及びGL-40は、作業

　を終了した。SCはこれらの作業の進展を歓迎した。

②  生物学的製剤検査法EWG

　　GL-34「マイコプラズマ汚染検出試験法」について

　は、EDQMが作成する５株の参照陽性低継代リファ

　レンス株の配布期限をEUが次回SC会合までに明確

　にすること。

　　「哺乳動物ウイルスワクチン中の迷入ウイルス検出

　試験法」については、日本におけるシードロットシス

　テムの導入に向けたJVPAの開発事業を考慮して、　

　2008年 3月まで議論を保留すること。

③  対象動物安全性（TAS）EWG

　　GL-41「病原性復帰試験」については、EUが試験

　群（継代）数の追加（5群から6群に増やす。接種が

　1回2頭増える。）を求め、PharmaceuticalsのTSA-

　GLについては、FDAが主張する高用量試験（X10）

　の問題が解決には至っていない。biologicals（生及

　び不活化）のTAS-GLについては、step２の合意が

　可能とEWG座長は報告した。

　　これらの問題について、電子的に十分に議論し、解

　決策を見出してからEWG会合を計画すること。

④  医薬品監視EWG

　　第9回EWG会合を2005年10月にロンドンで開催
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　し、GL-24及びGL-42の２つのGLをサインオフした

　ことを歓迎した。今後、EWGは書面手続きで他の作

　業中のGLの問題点を整理した後、EWG会合を開催

　する計画を了承した。

⑤  代謝及び残留動態EWG

　　SCの指示によるGLの範囲等に関するEWGの事前

　検討の中間報告が提出された。報告書の内容につい

　てSCは高く評価したが、作業の優先項目についてリ

　スク管理を除外すること等の意見が出された。書面

　手続きにより更に報告書をとりまとめ、EWG会合

　を開催して合意の上、2006年 4月 15日までにSCへ

　報告書を提出することとした。

（3）新規トピック

　①　MIC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のコンセプトペーパーを検討し、　

　　さらに次回SCで再検討することとした。

　②　VICHコモンテクニカルドキュメントに関する提

　　案のアップデート

　　　作業を開始するのは時期尚早で、ICHでの作業

　　やその経緯等について情報を得て検討することと

　　し、次回会合でFDAが ICHに関する情報提供を

　　する。

（4）VICHフェーズⅡにおけるGLのメンテナンスと

　モニタリング

　ICHでの作業を参考として作成したEU案について

議論し、次回SCでさらに検討することとした。モニタ

リングについては、次回会合でEUが提案を行い検討す

る。

（5）その他

　EUから試験動物数の削減等のため、動物試験代替法

の検討が提案され、次回会合で具体的な検討をする。

　国際会議等にVICHとして正式に招聘があった場合

の代表者の選任について検討し、関連するトピックの

座長か、運営委員とした。

（6）次回会合の日時及び場所

　次回第18回会合はEU（ロンドン）で2006年5月31

日（水）～6月1日（木）とする。第19回会合はUSA

（ワシントンDC）で2007年 1月に計画する。

第9回動物用医薬品監視作業部会の概要

畜水産安全管理課薬事監視指導班長　関谷　辰朗

1　出席者

　Dr. Lynn Post（座長、FDA）他、米国、ＥＵ及び日

本から計13名の専門家及び運営委員会のメンバー１名

が参加した。日本からは、運営委員会を代表して嶋崎

智章（消費･安全局畜水産安全管理課）、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・安全局畜水

産安全管理課）が参加した。

　平成17年10月３日から７日の５日間英国のロンドンにおいて第９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。

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

　2005年 5月に開催された前回の作業部会の議事録が

誤記等を修正の上承認された。

　また、事前に配布されていた議事次第（案）が採択

された。

（2）主要議題

　始めに日本から、本作業部会の開催前に行われた
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EU、FDA、IFAH（世界動物薬連盟）及びAHI（米国

動物薬事協会）による電話会議の経緯及び内容につい

て座長に説明を求めた。座長の説明によると当該電話

会議はあくまでも本作業部会の円滑な進行を促進する

ために行われたものであり、作業部会としての全体の

合意を得るためのものではなく、一部のメンバー間で

の有害事象の第３国報告に関する事項の調整を目的と

したものであったとのことであった。しかしながら本

作業部会の直前になって当該電話会議における合意事

項について、座長からの電子メールにより日本が当該

事項に合意できるかについて24時間以内に回答を求め

るというような方法は作業部会の手続きとして不適切

である旨の意見を日本から述べた。　

①GL24動物薬製品の医薬品監視：有害事象報告の管理

　（Pharmacovigilance of Veterinary  Medicinal

　  Products Management of Adverse Event  Reports）

　　本ガイドラインは、基本的な定義等について定め

　ているガイドラインであり、前回の作業部会におい

　て、内容について概ね合意されており、文言の整理

　等を行った上で、ステップ２のサインを行うことと

　されていた。上述のように第３国報告等について本

　作業部会の前に日本以外のメンバーにより再検討が

　行われていたようであったが、最終的には前回の作

　業部会における合意内容に沿った形で若干の文章の

　修正を行い、ステップ２のサインを行った。

②GL42有害事象報告の伝達のためのデータ要素（Data

　 Elements for Submission of Adverse Event Reports）

　　本ガイドラインは、元々GL24のセクションVとし

　て検討されてきた有害事象報告のためのデータ要素

　についてのガイドラインであったが、前回の作業部

　会においてGL24から切り離して、独立したガイドラ

　インとすることとされ、運営委員会で了承されたも

　のである。

　　VICH事務局の指示で本ガイドラインの番号が

　GL42となったことが座長から報告された。内容の

　検討に当たって、運営委員会からのポジション・

　ペーパーにより指示されていた、「データ要素を必

　須項目とそうでない項目に分け、必須項目のみガイ

　ドラインに収載するべきである。」ということにつ

　いて、本作業部会としては、検討中のすべての項目

　は必須であること、それらの項目を"mandatory"（必

　ず報告しなければならない項目）と"optional"（可能

　ならば報告する項目）に分けて整理することが確認

　された。

　　各項目ごとに検討が行われ、独立したガイドライ

　ンとするために、「緒言」や「範囲」等を追加し、全

　体的な整理をした上で、ステップ２のサインが行わ

　れた。

   　本ガイドライン中に規定されてはいないが、報告

　に使用する言語について議論が行われた。ＡＨＩは

　英語のみの使用を主張し、日本の規制当局としては、

　すべての報告に英語を使用するのは難しいという立

　場を主張した。言語については、今後検討を続けて

　いくこととされた。

③GL29定期要約更新報告の管理（Management of

　 Periodic Summary Update Report）

　　本ガイドラインの内容は、有害事象の定期報告に

　関する事項となっているが、現在我が国では、市販後

　調査の一環としての再審査期間中の使用成績等に関

　する報告を求めており、当該制度の範囲から大きく

　逸脱しない範囲で、本ガイドラインで規定される内

　容をカバーしていくこととなる。前回の作業部会に

　おいて、定期報告の頻度や対象となる医薬品の範囲

　について、我が国の現行の制度からかけ離れたもの

　にならないような内容とすることについて合意され

　ているが、定期報告そのものの詳細についての各極

　の認識が異なっている部分もあり、さらに制度的な

　問題点について各極とも検討する必要があることか

　ら、今回の作業部会では、ステップ２のサインには至

　らなかった。

3　まとめ

　今回の作業部会では、GL24及びGL42についてサイ

ンが行われ、一定の成果は得られたと考えられる。

　しかしながら、本トピック（医薬品監視）のガイドラ

インを実際に適用するためには、さらにいくつかのガ

イドラインを引き続き検討していかなければならない。

また、各ガイドラインの内容についての各極の理解に

相違があること、具体的運用が不明確なままであるこ

と等から、さらに詳細について検討を行う必要がある

と考えられる。今後の作業部会は、ガイドラインのドラ

フトによる議論を基本とすべきであり、その中で各極

の相違点を整理し相互に統一的な理解をした上で、次

回会合を開催すべきである。次回会合では少なくとも

GL29についてサインができるように各極が努力すべき

である。

　次回の作業部会は、運営委員会により許可された場

合には、2006年春に東京で開催される予定である。
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調査研究紹介
日本の食用動物における病原性大腸菌（STEC）のサーベイランス成績

○木島まゆみ、石原加奈子1）、小島明美、守岡綾子、永田礼子2）、
川西路子1）、中澤宗生2）、田村豊3）、高橋敏雄　　　　　　

（動薬検、1）農水省・消費・安全局、2）動衛研、3）酪農学園大学）

　O157に代表される志賀毒素（ベロ毒素）産生性大腸

菌（STEC）は、人に出血性腸炎等を起こす食品媒介

性病原菌で、これまで、牛を始めとする様々な動物の

糞便から分離されている。食品媒介性病原菌の場合、

農場段階で耐性菌が生じると、食品を介して耐性菌が

そのまま人に移行することが懸念されており、公衆衛

生上の観点からも農場レベルでの耐性菌動向を把握す

ることが重要とされている。本試験は、日本における

動物用薬剤耐性モニタリングシステム（JVARM）の一

環として、農場段階でのSTECの分布及び薬剤耐性の

状況を調べた全国調査の成績である。

　糞便のサンプリングは、全国47都道府県の家畜保健

衛生所が担当し、596農場の健康家畜・家禽から609検

体（牛272、豚179、ブロイラー158検体）の糞便を採

取した。STECの分離は、志賀毒素遺伝子（stx）をター

ゲットとしたPCRにより、１検体当たり最大96コロ

ニーの大腸菌についてstxの有無を確認することにより

実施した。その結果、23％（62/272）の牛、及び14％

の豚（32/179）からSTECが分離された。ブロイラー

からはSTECは分離されなかった。分離株について、病

原性状（血清型及びeae遺伝子）を調べたところ、牛由

来65株のうち19株は、人で病原性が報告されている血

清型（O157、O26、O113及びO145)に属しており、そ

の多くはeae遺伝子（eae-γ1又はeae-β1）を保有し

ていた。豚由来25株では、人の症例由来で認められる

血清型に属する株は認められず、eae 遺伝子も陰性で

あった。またstxのタイプも、豚の浮腫病との関連が指

摘されているstx2eであった。

　薬剤耐性率は、サルファジメトキシン（68%（豚由来

株）～55%（牛由来株））、オキシテトラサイクリン（64

～32%）、ジヒドロストレプトマイシン（44～31%）、ア

ンピシリン及びカナマイシン（11～16%）の順に高く、

クロラムフェニコールに対する耐性は豚では高い（48

％）ものの、牛では低かった（3％）。トリメトプリムも

同様の傾向にあった。それ以外の11薬剤に対しては、い

ずれも耐性率が4％以下であり、セフェム系、キノロン

系及びビコザマイシンに対する耐性は認められなかっ

た。牛由来株では、豚由来株に比べて耐性頻度が低かっ

たが、O26:non-motile（NM）/H11及びO145/NMに属

する６株では多剤耐性が認められたことから、今後も

注意が必要と考えられた。

（A national surveillance of Shiga toxin-producing Es-

cherichia coli in food-producing animals in Japan. ；J.

Vet. Med. B, 52, 230-237, 2005. 英文）
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　日本における水産動物由来細菌の薬剤耐性について

個々の研究報告はあるが、ここ10年以上組織だって広

範囲に調査した報告はない。そこで、食用の水産動物に

おける薬剤耐性の発現状況を把握するため、水産動物

（養殖魚）由来の細菌を収集し抗生物質の感受性及びパ

ルスフィールドゲル電気泳動（PFGE）パターンのつい

て調査を実施した。

　対象魚種は水産用抗菌剤対象魚の中で使用される医

薬品目が多く、養殖魚の中で最も生産量が多いぶり属

魚類（ぶり、かんばち、ひらまさ）とした。対象菌種

はぶり属魚類の中でも最も発症の多いα溶血性レンサ

球菌症の原因菌であり、近年諸外国において牛の乳房

炎、人の心内膜炎、骨髄炎からも分離されたことから

人獣魚共通感染細菌の可能性も示唆されている

Lactoccocus  garvieaeとした。

　2002年6月～11月に西日本を中心とした9県からぶ

り属魚類由来のL. garvieae170株を収集した。最小発育

阻止濃度（MIC）の測定方法は、動物由来細菌における

NCCLS- 寒天平板希釈法（M31-A2）に準拠し、L.

garvieae に適合する培養温度（25℃）、培養時間（24

時間）に変更した。供試薬剤は本疾病が対象疾病であ

り水産用医薬品として販売実績のある薬剤、魚病細菌

において耐性株が報告されたことのある薬剤及びキノ

ロン剤としアンピシリン、ジヒドロストレプトマイシ

ン、カナマイシン、ゲンタマイシン、エリスロマイシン

（EM）、リンコマイシン（LCM）、オキシテトラサイク

リン（OTC）、ホスホマイシン、フルメキン、エンロフ

ロキサシン、クロラムフェニコール、フロルフェルコー

ル、スルファモノメトキシン、トリプメトプリムの14

薬剤を選択した。

　また、薬剤感受性の結果より、各県由来のEM感受性

株、中等度耐性株、高度耐性株の合計25株及び1974年

日本のぶり属魚類由来Lactococcus　garvieaeの薬剤感受性

及びパルスフィールドゲル電気泳動パターンについて

○川西路子1）、小島明美、石原加奈子1）、江嵜英剛2）、
木島まゆみ、高橋敏雄、鈴木　子、田村豊3）

（動薬検、1）農水省・消費・安全局、2）日新製粉中央研究所、3）酪農学園大学）

に日本で分離されたATCC49156株、ATCC49157株を

選択しApaⅠ、SmaⅠ酵素によるPFGE解析を実施し

た。

　その結果、75株（44.1％）が14薬剤中3薬剤EM（MIC

＞2μg ml-1）、LCM（MIC＞128μg ml-1）及びOTC

（MIC＞4μg ml-1）に同時に耐性を示した。３剤耐性

を示した菌株はいずれの県からも分離されており、分

離時期も平成14年4月11日から11月8日と収集時期全

般に渡っていた。EMはMIC分布が感受性（MIC＜0.25

μ g ml-1）、中等度耐性（2＜MIC＜ 16μ g ml-1）、高

度耐性（MIC＞128μg ml-1）の３峰性を示した。この

MIC分布は、青木ら（1990）によるL. garvieae（1986

～1987年）の薬剤感受性調査成績とほぼ同様であり、新

たな耐性の出現及び耐性率の著しい増加は認められな

かった。

　PFGEパターンは薬剤感受性株と耐性株に差は認めら

れず、2002年に西日本の9県から分離された菌株と1974

年に分離されたATCC株においても切断パターンには

3バンド以下の差しか認められなかった。

　また、Vela ら（2000）が報告する人及び牛由来L.

garvieaeパターンとは相同性が低かった。

　本研究により3薬剤（EM、LCM、OTC）耐性株は日

本のぶり属魚類由来L. garvieaeに約15年間存在してい

ること及び1974年以降日本のぶり属魚類由来株で流布

しているL. garvieaeが由来の同じ株であり、人及び牛

由来株とは異なる由来である可能性が示された。

（Drug resistance and pulsed-field gel electrophoresis

patterns of Lactococcus garvieae isolates from cultured

genus Seriola （yellowtail, amberjack and kingfish）

in Japan；Letter in Applied Microbiology, 40, 2005, 322-

328）
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日本の承認用量で投薬された鶏におけるCampylobacter jejuniでの
フルオロキノロン耐性の出現

○高橋敏雄、石原加奈子1）、小島明美、浅井鉄夫1）、原田和記、田村　豊2）

（動薬検、1）農水省・消費・安全局、2）酪農学園大学）

　本研究の目的は、Campylobacter jejuni ATCC 33560T

（本菌種の基準株）を腸管内に予め定着させたSPF鶏に

対して、代表的なフルオロキノロン剤（FQ）であるエ

ンロフロキサシンを有効成分とした飲水添加剤を諸外

国に比べて、投薬期間がやや短く設定されている日本

での承認用量（50ppm、３日間）に従って、24日齢時

又は32日齢時、各群15羽（無投薬対照群を別に設定）

に投薬することにより、FQ耐性の選択が容易に誘導さ

れかどうかを調べることにある。

　実験１（17日齢時にC. jejuni106 CFU/mlを１回経口

的に感染）では、投薬終了後からFQ感受性株のみが

出現増加し、その後も試験終了時までそれが維持され

た。 これに対して、実験２（18日齢時と23日齢時にC.

jejuni107及び 108 CFU/mlを２回経口的に感染）では、

投薬終了直後からgyrA遺伝子におけるAsp-90-Asnの

点変異を伴ったFQ耐性株が急速かつ高頻度に選択さ

れた。

　以上、ひとつの動物実験（実験１）の成績からではあ

るが、これまでの欧米での文献報告とは異なり、鶏での

FQ使用は必ずしも腸管内のC. jejuniに急速なFQ耐性

の出現をもたらすものではないことが示唆された。こ

の事象は、各国間で本剤の承認用量が異なっているこ

と等に起因するのかもしれない。一方で、今回の我々の

成績は、たとえ如何なる承認用量を使用したとしても、

鶏でのC. jejuni 耐性株の出現は避けられない事実であ

ることを結論付けるものでもある。従って、FQ剤の

適正かつ慎重な使用は必須であり、もし可能であれば、

農場段階でカンピロバクターの定着が無いことを確か

めた後に、本剤による治療を実施することが望ましい

と考えられる。

（Emergence of fluoroquinolone resistance in Campylobacter

jejuni in chickens exposed to enrofloxacin treatment at the

inherent dosage licensed in Japan. ；Journal of Veterinary

Medicine B. 52, 460-464, 2005, 英文）

日本の野外犬における豚丹毒菌に対する抗体調査

○嶋崎洋子、蒲生恒一郎、今田由美子1）、牧江弘孝、神崎政子2）、高橋敏雄
（動薬検、1）動衛研、2）東京都健康安全研究センター）

　Erysipelothrix属菌は豚丹毒の原因菌であるが、豚以

外にも幅広い動物種に感染することが知られている。

欧米での研究報告によれば、犬では心内膜炎症例から

本菌が分離されると共に、本菌が犬に対しても病原性

があることは、実験感染によっても確認されている。し

かし、犬における本菌の感染状況の実態について、血清

疫学的に調査した報告はない。今回、国内の野外犬の血

清について、本菌に対する抗体価を生菌発育凝集（GA）

試験（マイクロプレート法）を用いて測定した。その結

果、野外犬120頭のうち６例（5%）で、GA価が16倍

以上の陽性であり、１例はGA価128倍と極めて高い抗

体価を示した。一方、実験犬（SPFビーグル種）の血

清19サンプルについては、16倍以上の抗体陽性は全く

認められなかった。このことから、国内の野外犬におい

ては、陽性率は５％と低いものの、Erysipelothrix属菌

に感染している犬が存在していることが示唆された。

（Detection of antibodies to Erysipelothrix in stray dogs

in Japan.； Acta Veterinaria Scandinavica  46, 159-161,

2005. 英文）
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業務紹介

　無菌試験は、無菌的な工程で製造された医薬品の細

菌学的清浄性を確認するための一手段です。試験は、

試料を２種類の培地に接種し、２週間の間に増殖する

微生物（細菌または真菌）の有無を調べることで行いま

す（ただし、無菌試験に合格しても、培養方法を変えれ

ば検出できるかも知れない微生物の存在までは否定で

きません）。ここで用いる培地は、液状チオグリコール

酸培地（TGC）とソイビーン・カゼイン・ダイジェス

ト液状培地（SCD）です。TGCは嫌気性菌を含めた細

菌を主に検出するための培地です。チオグリコール酸

は不活化ワクチン等に防腐剤として添加される水銀化

合物を中和する能力があります。SCDは、細菌、酵母、

糸状菌のいずれにも平均した増殖能力を有する守備範

囲の広い培地です。なお、これらの培地は予め指標と

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（4）無菌試験

無菌検査室長　能田　健

なる菌の発育能が確認されているものを使用します。

試験は、無菌操作に習熟した技術者により、特別に管

理された無菌施設内で、行われます。
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新薬紹介
豚ボルデテラ感染症不活化・パスツレラ・ムルトシダトキソイド混合

（油性アジュバント加）ワクチン

（平成17年8月15日承認）

　豚の代表的な呼吸器病である萎縮性鼻炎（AR）と豚

マイコプラズマ性肺炎（MPS）の国内における罹患率

は高く、混合感染しているケースも多い。それに伴い、

発育遅延や飼料効率の低下による経済的損失は大きい

とされている。今般、子豚を適用対象としたARとMPS

との混合ワクチンが新たに承認されたので、その概要

を紹介する。

1.　成分

　本ワクチンは、ボルデテラ・ブロンキセプチカ破砕

上清濃縮液、パスツレラ・ムルトシダ粗精製濃縮液及び

マイコプラズマ・ハイオニューモニエ培養濃縮粗ろ液

をホルマリンで不活化したものをそれぞれ混合し、水

　従来のオイルアジュバントを超高速・超高圧ホモジ

ナイザーで混合・乳化し、オイル粒子径が１μm程度

の微細粒子を形成させたマイクロエマルジョンと呼ば

れる新規性の高い油性アジュバント（ごく少量のオイ

ル成分で十分な免疫賦与能を発揮する一方、オイル成

分が少ないため水酸化アルミニウムゲルと同等の安全

性を有することが特徴）を添加した母豚用の豚ボルデ

テラ感染症不活化・パスツレラ・ムルトシダトキソイド

混合ワクチンが承認されたので、その概要を紹介する。

1.　成分

　本ワクチンは、ボルデテラ・ブロンキセプチカ培養不

活化菌液及びパスツレラ・ムルトシダ培養菌液から部

分精製した不活化皮膚壊死毒素を混合し、マイクロエ

マルジョンアジュバントを添加したものである。

2.　用法及び用量

　妊娠豚に対し、１回２mLずつを１～２か月の間隔で

２回、筋肉内に注射する。ただし、２回目の注射は分娩

予定日の２～４週前に行う。次回以降の繁殖時に行う

補強注射は、２mLをその分娩予定日の２～４週前に１

回、筋肉内に行う。

3.　効能又は効果

　ボルデテラ・ブロンキセプチカ及び毒素産生パスツ

レラ・ムルトシダの混合感染、又はそのいずれかの菌の

感染による豚の萎縮性鼻炎の予防

（細菌検査製剤室長　高橋敏雄）

豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症（粗精製トキソイド）・マイコプラズ
マ・ハイオニューモニエ感染症混合（アジュバント加）不活化ワクチン

（平成17年8月2日承認）

酸化アルミニウムゲルアジュバントを添加したもので

ある。

2.　用法及び用量

　生後１週齢から４週齢の子豚に１頭当たり１mL、

さらに２週間後から４週間後に１mLを筋肉内に注射

する。

3.　効能又は効果

　豚の萎縮性鼻炎の予防及び豚マイコプラズマ性肺

炎による肺病変形成抑制及び増体重・飼料効率低下

の軽減

（細菌検査製剤室長　高橋敏雄）
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主 な 行 事

人 の 動 き

海外出張
　期　　間 官職 氏　名 所　属 摘　　　　　　要

17. 12.05～10 技 青木　博史 検査第一部   口蹄疫ワクチンの製造・検定の立会調査（イギリス）

人事異動
   月日 異動内容 官職 氏　　名 摘　　　　　　　要

　　―  ― ― 　　― 　　　　　　　　　　　　　―

　月　日 行　　　　　　事 場　　所

17. 12. 2 動物用医薬品等部会出席 本　　　省

5 水産用医薬品調査会出席 本　　　省

8 薬事監視事務打合会議出席 本　　　省

9 獣医事講習会出席 本　　　省

 　〃 水産用医薬品薬事監視講習会出席 本　　　省

15 動物用医薬品基準解説書作成委員会出席 東京薬業厚生年金基金

16 第5回医薬品等ウイルス安全性研究会シンポジウム出席 北里大学

22 第512回技談会開催 当　　　所

1. ヒツジにおけるL-NAME誘発性の十二指腸期外収縮と膵液分泌
　抑制の機序の相関　―特に迷走-迷走神経反射の介在の可能性に

　　　　　 　ついて―（清水　裕仁）

2. 離乳前後のウシ空腸・回腸部位におけるHorseradish Peroxidase
　　　　　　 　（HRP）の吸収機構（新田早人）

3. Erysipelothrix 属菌の病因論－主にE. tonsillarum 感染による犬の
　　 　心内膜炎について－（高橋敏雄）

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

17. 12.01～ 2 事 東　　　武 防火管理講習会 消防技術試験講習所

17. 12.05～ 9 事 小野寺　守 平成17年度管理監督者研修（第２班） 農林水産研修所

見 学 者

月　日 所　　　　　属 摘　　　　要

17. 12. 16 畜水産安全管理課課長　他１名

　新年あけましておめでとうございます。今年の干支

は丙戌（ひのえいぬ）。戌年にちなんで、犬の活躍の場

を思いつくままにあげてみると、伴侶動物としての愛

玩犬、懐かしい響きの番犬、長い歴史を有する牧畜犬・

猟犬・そり犬、人の保健衛生に寄与するセラピー犬、盲

導・介助・聴導を行う身体障害者補助犬、犯罪捜査等に

活躍する警察犬、麻薬探知犬、火薬探知犬、動物検疫

犬、その他にも災害救助犬、軍用犬、闘犬、競走犬、当

所で忘れてはならない検査、研究に使用される実験犬

などがある。

　これほど人の生活に多様な形で密接に関係し、伴侶

とまで評される動物は犬の他には思い当たらないが、

その割には「犬」の字を使用した、良い意味の熟語やこ

とわざが少ないのは残念である。一方、英語では、IT

分野の世界で技術革新やビジネスのスピードを表す概

念としてドッグイヤーという言葉が使われている。こ

れは犬の１年が人間の7 年に相当し、通常何年もかか

る進歩や変化があっという間に進められていくという

意味であるが、近年の構造改革、規制改革などの動向は

この言葉のように、めまぐるしく、大きく変化してい

る。

　本年、当所も新たな情勢や技術に後れを取ることな

く、まさにドッグイヤーとして戌年を過ごしていく必

要があるのではないだろうか。新年を迎えて、真っ先に

進めなければならないことがあれこれ思い浮かぶ。

シードロットシステムの根幹となる基準の作成、医療

機器データベースの構築、狂犬病抗体検査手法の検討、

食品へのポジティブリスト制の導入への対応等々を的

確に進めていく必要がある。特に、ポジティブリスト制

の導入に対しては、当所は動物用医薬品の休薬（使用

禁止）期間の再設定等を進めているが、動物医薬品業界

だけでなく、獣医師、生産者、食品産業等の様々な関

係者が５月29日の施行に向けて準備していく必要があ

る。従来の抗生物質等だけでなく、なにげなく使用し

ている一般医薬品の中にもMRLが設定される成分を含

むものがある。また、休薬期間等が大幅に変更される

医薬品もある。仮に残留事例が多発すれば、国産食品

の安全・安心への信頼が大きく揺らぐこととなりかね

ない。日頃の診療や飼養管理に十分に注意していただ

く必要があり、当所からも情報提供に努めるので、関

係者一同遺漏のないようにしていただきたい。なお、

最後になるが、本年、当所は創立50周年を迎える。半

世紀の節目として記念行事も考えていきたい。

けやきコラム


