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ＧＱＰ省令及びＧＶＰ省令の解説
（その３）

検査第一部シードロット監理官　永井英貴

ＧＶＰ省令（前半）

１　省令の趣旨、概要及び基本構成

（1）趣旨及び概要（第１条：以下単に条番号を記載した

場合は、GVP省令のもの）

　GVP省令は、法第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（許可の基準）第2号に規定

する農林水産省令で定める製造販売業の許可要件の基

準であり、製造販売業者が医薬品等の製造販売後安全

管理業務を適正に実施するために必要な種々の要求事

項を定めたものである。

　人用医薬品に関しては、「医薬品の市販後調査の基準

に関する省令」（平成９年３月10日厚生省令第10号。平

成17年４月１日付けで廃止。以下「人体薬GPMSP省

令」という。）は、市販後の安全対策に係る規定と、再

審査又は再評価資料の収集・作成に係る規定から成っ

ており、前者が「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療

機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」（平成

16年９月22日厚生労働省令第135号。以下「人体薬GVP

省令」という。）となり、後者が「医薬品の製造販売後

の調査及び試験の実施の基準に関する省令」（平成16年

12月20日厚生労働省令第171号）となった。一方、人

体薬GPMSP省令に対応する「動物用医薬品の市販後調

査の基準に関する省令」（平成９年10月20日農林水産

省令第73号。平成17年４月１日付けで廃止。以下「動

物薬GPMSP省令」という。）の内容は、再審査又は再

評価資料の収集・作成に係る規定に特化したもので

あったために、GVP省令の規定は、動物用医薬品等の

　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。GQP省令については、本ニュースNo.268及び

269で解説した。本号及び次号においては、GVP省令の概要、要点等について解説する。

製造販売業者にとっては新規のものとなっている。

　

（2）定義（第２条）

　ア　「安全管理情報」及び「安全確保業務」

　　　「安全管理情報」：医薬品等の品質、有効性及び

　　安全性に関する事項その他医薬品等の適正な使用

　　のために必要な情報

　　　「安全確保業務」：安全管理情報の収集、検討及

　　びその結果に基づく必要な措置（以下「安全確保

　　措置」という。）に関する業務

　イ　「第一種製造販売業者」、「第二種製造販売業者」

　及び「第三種製造販売業者」

　　　GQP省令は、医薬品、医薬部外品又は医療機器

　　ごとに規定されているが、GVP省令は、製造販売

　　業者の種類ごとに次のように規定されている。

　　　「第一種製造販売業者」：要指示医薬品又は高度

　　管理医療機器の製造販売業者（第一種医薬品製造

　　販売業許可業者及び第一種医療機器製造販売業許

　　可業者）

　　　「第二種製造販売業者」：要指示医薬品以外の医

　　薬品又は管理医療機器の製造販売業者（第二種医

　　薬品製造販売業許可業者及び第二種医療機器製造

　　販売業許可業者）

　　　「第三種製造販売業者」：医薬部外品又は一般医

　　療機器の製造販売業者（医薬部外品製造販売業許

　　可業者及び第三種医療機器製造販売業許可業者）
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（3）基本構成（表１）

　ＧＶＰ省令は全５章から成っており、第１章の総則

及び第５章の雑則は共通事項である。第２章から第４

章までが、それぞれ第一種製造販売業者、第二種製造販

売業者及び第三種製造販売業者の製造販売後安全管理

の基準となっており、第二種製造販売業者又は第三種

製造販売業者に係る規定は、それぞれ第一種製造販売

業者に係る規定を部分的に準用して規定されている。

　以下においては、第一種製造販売業者に係る規定を

基に解説していく。

２　安全確保業務に係る組織及び職員（第４条及び第

11条）

（1）安全管理責任者及び安全管理統括部門の設置

　製造販売業者は、安全確保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、安全確保業務の責任者としての安全管理責

任者、及び安全確保業務の統括に係る部門である安全

管理統括部門を置かなければならない（第二種製造販

売業者及び第三種製造販売業者は、安全管理責任者の

設置のみで差し支えない）。

（2）安全管理責任者の要件

　①　安全管理統括部門の責任者であること。

　②　安全確保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　安全確保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　安全確保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。　　

　このうち、②の資格要件は、第一種製造販売業者にの

み課せられている。この「安全確保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　市販後調査責任者（動物薬ＧＰＭＳＰ省令）

　ｂ　市販後調査を主たる業務として従事した者

　ｃ　再審査又は再評価に関する業務を主たる業務と

　　して従事した者

　ｄ　感染症定期報告又は副作用等報告に関する業務

　　を主たる業務として従事した者

（3）安全管理実施責任者

　製造販売業者は、安全確保業務のうち、取締規則第

77条各号に掲げる以下のアからエまでの業務の全部又

は一部を安全管理責任者以外の者に行わせる場合に

あっては、当該業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を

有する当該業務の実施に係る責任者(以下「安全管理実

施責任者」という。）を置かなければならない（第一種

製造販売業者のみ）。

　ア　安全管理情報の収集

　イ　安全管理情報の解析

　ウ　安全確保措置の実施

　エ　収集した安全管理情報の保存その他のアからウま

　　でに附帯する業務

（4）GVP組織

　製造販売業者は、安全確保業務を行うために必要な人

員の確保、安全管理責任者等の指名、各種文書の作成、

文書及び記録の管理・保存その他のGVPを適正に実施

するための体制整備を行う。

　総括製造販売責任者は、安全管理責任者及び安全管理

統括部門を監督し、安全管理責任者の意見を尊重し、

安全管理責任者とGQP 省令における品質保証責任者

（以下単に「品質保証責任者」という。）との密接な連携

を図らせる。また、安全確保措置を決定し、それを安全

管理責任者又は安全管理実施責任者に実施させる。

　安全管理責任者は、安全確保業務を統括し、当該業務

が適正かつ円滑に行われていることを確認し、また、

必要があると認めるときは、総括製造販売責任者に対

し文書により意見を述べる。さらに、安全管理情報を

検討し、必要があると認めるときには、安全確保措置

を立案して総括製造販売責任者に報告する。

　安全管理実施責任者は、安全管理責任者に代わって

安全確保業務を行う。

　すなわち、GVPの組織においては、製造販売業者が

GVP実施体制の整備を行い、総括製造販売責任者の監

督下で安全管理責任者が安全確保業務を統括し、また、

安全管理情報に基づき安全管理責任者が立案した安全確

保措置を、総括製造販売責任者が評価・決定して、安全

管理責任者等に実施させるという体制が確立されてい

る。

３　製造販売後安全管理に係る各種の手順書又は文書　

の整備（第５条）

（1）GVP省令において整備しなければならない手順書

又は文書は、以下のアからオまでの文書（以下「製造販

売後安全管理業務手順書等」という。）である。

　ア　製造販売後安全管理業務手順書
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　イ　製造販売後安全管理に関する業務に従事する者の

　　責務及び管理体制を定めた文書

　ウ　安全確保業務の適正かつ円滑な実施のために必

　　要な事項を定めた文書

　エ　取り扱う医薬品又は医療機器の安全性に関する文書

　オ　その他安全確保業務に必要な文書

　安全確保業務は、これらの製造販売後安全管理業務

手順書等に基づいて行わなければならず、製造販売業

者は、総括製造販売責任者がその業務を行う事務所に

製造販売後安全管理業務手順書等を備え付けるととも

に、安全確保業務を行うその他の事務所に、これらの文

書のうち、当該事務所が担当する業務に係るものの写

しを備え付けなければならない。

　以下に個々の手順書又は文書について解説する。

（2）製造販売後安全管理業務手順書

　製造販売業者は、製造販売後安全管理を適正かつ円

滑に行うために、次の手順を記載した製造販売後安全

管理業務手順書を作成しなければならない（第三種製

造販売業者においては、作成の規定はない）。

　①　安全管理情報の収集に関する手順

　②　安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全

　　確保措置の立案に関する手順

　③　安全確保措置の実施に関する手順

　④　安全管理責任者から総括製造販売責任者への報

　　告に関する手順

　⑤　安全管理実施責任者から安全管理責任者への報

　　告に関する手順（第二種製造販売業者においては、

　　作成の規定はない。）

　⑥　自己点検に関する手順

　⑦　製造販売後安全管理に関する業務に係る記録の

　　保存に関する手順

　⑧　品質保証責任者その他の要指示医薬品又は高度

　　管理医療機器（第二種製造販売業者においては、要

　　指示医薬品以外の医薬品又は管理医療機器）の製

　　造販売に係る業務の責任者との相互の連携に関す

　　る手順

　⑨　その他製造販売後安全管理に関する業務を適正

　　かつ円滑に行うために必要な手順

　製造販売業者は、これらの手順書を作成し、又は改訂

したときは、当該手順書等にその日付を記録し、これを

保存しなければならない。

（3）製造販売後安全管理に関する業務に従事する者の

責務及び管理体制を定めた文書

　製造販売業者は、製造販売後安全管理に関する業務

に従事する者の責務及び管理体制を文書により適切に

定めなければならない。本文書は、第三種製造販売業者

には要求されていないが、取締規則第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「製造

販売後安全管理に係る体制に関する書類」の一部を成

すものであることから、第三種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。

　製造販売業者は、この文書を作成し、又は改訂したと

きは、当該文書にその日付を記録し、これを保存しなけ

ればならない。

（4）安全確保業務の適正かつ円滑な実施のために必要

な事項を定めた文書

　総括製造販売責任者又は安全管理責任者は、安全確

保業務の適正かつ円滑な実施のために必要な事項を文

書により定めなければならない。製造販売後安全管理

業務手順書の細則を定めたもの等がこれに該当する。

　総括製造販売責任者又は安全管理責任者は、この文

書を作成し、又は改訂したときは、当該文書にその日付

を記録し、これを保存しなければならない。

（5）取り扱う医薬品又は医療機器の安全性に関する文書

　各品目の添付文書、承認申請書に添付した安全性に

関する資料等がこれに該当する。

（6）その他安全確保業務に必要な文書

　（1）のアからエまで以外のもので安全確保業務に必

要な文書がこれに該当する。　　（以下、次号に続く）
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　第3回目の薬剤耐性Ad hocグループ会議（座長Herbert

Schneider［世界獣医協会会長］）が、平成18年2月6～8

日に、OIE本部（パリ）で開催されました。これまでの

会議でのメインテーマは、第1回目が「『薬剤耐性のリ

スク評価』に関するガイドラインの修正」で、第2回目

が「抗菌性物質の慎重使用と獣医療上極めて重要な抗

菌性物質の定義」でした。今回は、「獣医療上極めて重

要な抗菌性物質リストの作成」が主要な議題でした。

　2003年12月に「人以外への抗菌性物質の使用と抗菌

剤耐性に関するFAO/OIE/WHO（国連食糧農業機関/

国際獣疫事務局/世界保健機関）の合同専門家会議」が、

ジュネーブ（スイス）で開催され、「人の医療分野以外

で抗菌性物質が使用されることによって出現した薬剤

耐性菌や耐性因子が人の医療に影響する」証拠がある

という考え方に集約されました。その後、2004年 3月

にオスロ(スウェーデン）で開催された同合同会議にお

いて、リスク管理に向けた取り組みの必要性が認識さ

薬剤耐性Ad hocグループ会議への参加
－ 平成18年 2月 6～ 8日、パリ、フランス －

検査第二部主任研究官　浅井　鉄夫

れ、「極めて重要な抗菌性物質のリスト」をWHOが医

療、OIEが獣医療上の立場で作成するよう勧告されま

した。

　今回の会議では、2005年の73回総会で採択された「獣

医療上極めて重要な抗菌性物質の定義：①重要な動物

の疾病の治療に用いられることと②代替薬が全くある

いはほとんどない」（動薬検ニュースNo.264（平成17年

4月1日発行）参照）に基づいて、獣医療上極めて重要

な抗菌性物質のリスト作成が行なわれました。本会議

で作成したリストは、2006年 5月のOIE総会で提案さ

れる予定となっています。

　WHOによる医療上極めて重要な抗菌性物質リスト

は、2005年 2月のキャンベラ（オーストラリア）で開

催された会議で作成され、現在インターネットで公開

されています（http://www.who.int/foodborne_disease/

resistance/amr_feb2005.pdf）。

海外出張報告

調査研究紹介

　カンピロバクター腸炎は、鶏肉や牛レバーなどが媒

介する人の感染症であり、カンピロバクターの薬剤耐

性は、食用動物で使用される抗菌性物質により選択さ

　日本における患者および家畜由来カンピロバクターの性状比較

○石原加奈子1）、山本高根2）、佐竹幸子3）、高山貞男4）、久保田しづえ4）、根岸ひろ子4）、
小島明美、浅井鉄夫、澤田拓士5）、高橋敏雄、田村　豊6）　　　　　

（動薬検、1）農水省 消費・安全局、2）山形県農業共済組合連合会、3）群馬大学医学部、
4）伊勢崎市民病院、5）日本獣医畜産大学、6）酪農学園大学）

れていると考えられている。しかし日本では原因食材

が不明な事例も多く、薬剤耐性カンピロバクターにつ

いての分子疫学的解析はほとんど行なわれていない。
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本調査では、日本のカンピロバクター腸炎患者の感染

源解明の一助とするため、患者および家畜由来カンピ

ロバクターの薬剤耐性、血清型および鞭毛蛋白遺伝子

（fla A）の制限酵素パターンを比較した。

　患者由来134株、牛由来38株、豚由来69株、産卵鶏

由来84株および肉用鶏51株のアンピシリン（ABPC）、

ジヒドロストレプトマイシン（DSM）、ゲンタマイシ

ン、エリスロマイシン（EM）、オキシテトラサイクリ

ン、ナリジクス酸およびエンロフロキサシン に対する

MIC を測定し、患者、牛および肉用鶏由来株のfla A型

にもとづくクラスター解析とC. jejuniの耐熱性抗原を用

いた血清型別を行なった。

牛及び豚の病畜由来大腸菌の
クロラムフェニコール（CP）耐性における共耐性の役割

○原田和記1）、浅井鉄夫、小島明美、石原加奈子2）、高橋敏雄
（動薬検、1）農水省・消費安全局、2）鹿児島県肝属家畜保衛生所）

【目的】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ており、一部

では、その使用の廃止は耐性菌の制御に有効であると

考えられている。一方、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耐性に

ついて解析を行った。

【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

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ジ

ヒドロストレプトマイシン（DSM）とトリメトプリム

（TMP）に対して（牛由来株ではアンピシリンとオキシ

テトラサイクリンに対しても）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耐性大腸菌は、Int等の多剤耐

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。

（American Journal of Veterinary Research 67（2）,230-

235, 2006）

　産卵鶏および肉用鶏由来C. jejuni におけるABPCに

対するMIC90 および耐性率は、患者および牛由来C.

jejuniより高かった。患者および豚由来C. coli のDSM

およびEMの耐性率は産卵鶏および肉用鶏由来C. coli

より高かった。fla A型にもとづくクラスター解析と血

清型を組み合わせて解析することにより、宿主特異性

が示され、患者由来カンピロバクターは、鶏由来株だけ

でなく、牛や豚由来株とも類似した性状を示し、日本に

おいては鶏に加え、牛や豚もカンピロバクター腸炎の

感染源となっていることが示唆された。

（Journal of Applied Microbiology 100, 153-160, 2006. 英文）
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新薬紹介

　ラチデクチンを有効成分とする犬用の滴下剤が承認

されたので、その概要を紹介する。ラチデクチンはミル

ベマイシンオキシムよりスペクトラムの広い化合物を

求めた結果開発されたものであり、単一の有効成分で

犬糸状虫の予防と外部寄生虫駆除が可能であることに

加え、同時に皮膚滴下投与により犬消化管内線虫駆除

が可能である。また、国内ではイヌセンコウヒゼンダニ

駆除を効能にもつ唯一の製剤である。

1.　成分及び分量

　1 mL中　ラチデクチン　100mg

2.　用法及び用量

　犬の体重1 kg当たりラチデクチン５mg（0.05mL）を

基準量とし、本剤を１ヵ月毎に１回、以下の投与量を肩

甲骨前方背面部の被毛を分け、皮膚上に直接滴下する。

投与期間は、ノミと蚊の発生が重なる時期とし、体重別

には次の投与量による。

3.　効能又は効果

　犬：犬糸状虫の寄生予防

　　　ノミ、イヌセンコウヒゼンダニ、犬回虫及び犬

　　　釣虫の駆除

ラチデクチンを含有する犬用の外用剤

                                                 （平成17年11月25日承認）

4.　特筆すべき使用上の注意

　・本剤は、ノミ及び蚊が同時に発生する時期に投与

　　すること。本剤をイヌセンコウヒゼンダニ、犬回

　　虫又は犬釣虫の駆除に使用する場合には、ノミと

　　同時に感染した犬に投与すること。

　・本剤投与前に犬糸状虫寄生の有無を検査し、検査

　　陽性の場合は投与しないこと。

　・投与部位の皮膚に異常が無く、被毛及び皮膚が濡

　　れていないことを確認した後、投与すること。

　・本剤投与後は乾燥するまで投与部位を犬に舐めさ

　　せないよう注意すること。

　・投与後６時間以内は水浴び等をさせないこと。

　・本剤の子犬への投与は離乳後に開始すること。た

　　だし離乳後であっても、１ヵ月齢以下の子犬につ

　　いては安全性が確認されていないので、投与しな

　　いこと。

　・本剤は、体重2.5kg未満の犬には投与しないこと。

　・イヌセンコウヒゼンダニについては、１ヵ月間隔

　　で２回投与してもその寄生数が減少せず、十分な

　　効果が得られない場合は本剤の投与による治療を

　　中止し、他の治療法を検討すること。

　・一部のコリー犬種等に認められるイベルメクチン

　　高感受性犬が本剤を経口摂取した場合、中枢神経

　　症状を伴う中毒を起こすことがある。

　・本剤投与後１ヵ月間は他の犬糸状虫症予防薬、ノ

　　ミ成虫駆除薬あるいは犬回虫・犬釣虫駆除薬を使

　　用しないこと。

　・複数飼育の環境下にある犬に対しノミ又はイヌセ

　　ンコウヒゼンダニの駆除を目的とする場合、全頭

　　に投与することが望ましい。

　・本剤は１回投与すると通常約１ヶ月間新規のノミ

　　寄生を防御する。

（一般薬検査室主任研究官　小形智子）

体重 用法及び用量

2.5～05kg未満 0.25mLピペット１個全量

05～ 10kg未満 0.5mLピペット１個全量

10～ 20kg未満 1.0mLピペット１個全量

20～ 40kg未満 2.0mLピペット１個全量

40kg以上 ラチデクチン5㎎/kgを基準量とし、
　 適切な量のピペットを組み合わせる。
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　ニメスリドを有効成分とする犬用の抗炎症鎮痛剤が

承認されたので、その概要を紹介する。ニメスリドは非

酸性型のスルホンアニリド系の非ステロイド性抗炎症

鎮痛剤で、生体の炎症発生時に関与するシクロオキシ

ゲナーゼ２を選択的に阻害し、炎症を誘発するプロス

タグランジンの合成を阻害することにより抗炎症及び

鎮痛効果を発する。

1.　成分及び分量

　　1 錠中　ニメスリド50及び100mg

2.　用法及び用量

　　１日１回、体重1 kg当たりニメスリドとして5.0

　 mgを基準量として３～５日間経口投与する。

3.　効能又は効果

　　犬：運動器疾患に伴う炎症及び疼痛の緩和

4.　特筆すべき使用上の注意

　・胃・十二指腸潰瘍、血液凝固性障害、腎不全があ

　　る動物には投与しないこと。

　・妊娠動物に適用しないこと。

　・体重３kg未満の犬、又は４ヵ月齢未満の犬には適

　　用しないこと。

　鳥インフルエンザウイルスの迅速かつ簡便な検出法

の一つとして、NASBA（Nucleic Acid Sequence Based

Amplification）法を応用した２種類のキットが開発さ

れ、それぞれ輸入販売承認がなされた。

1.　成分

　①は、鳥インフルエンザウイルスA型のマトリック

ス(Ｍ)遺伝子を増幅し、増幅した核酸をプレートを用い

た酵素抗体法により検出するためのキットであり、A型

の鳥インフルエンザウイルスRNA を特異的に検出す

る。②は、鳥インフルエンザウイルスH5亜型の赤血球

凝集素(HA)の特定遺伝子部位を増幅し、増幅した核酸

をプレートを用いた酵素抗体法により検出するための

ニメスリドを含有する犬の経口投与剤

                                                  （平成17年11月25日承認）

　・本剤は非ステロイド系抗炎症剤およびステロイド

　　系抗炎症剤と併用しないこと。

　・本剤は非ステロイド系抗炎症剤であるため血漿蛋

　　白結合能が高く、他の蛋白結合能の高い薬物を併

　　用すると血漿蛋白との結合において競合し、本剤

　　又は他の薬物の血漿中遊離体の濃度が変化して単

　　独投与の場合よりも高くあるいは低くなることが

　　ある。したがって、本剤又は他の薬物の有効性お

　　よび安全性に変化が起きる場合があるので、他の

　　蛋白結合能の高い薬物との併用には十分注意する

　　こと。なお、蛋白結合能の高い薬物としては、ヒト

　　において、抗凝固剤、炭酸脱水素酵素抑制剤および

　　ループ利尿薬等一部の利尿剤、一部のACE阻害剤

　　等がある。

　・投与に際しては、腎機能の観察を行うことを勧め

　　る。乏尿あるいは無尿、高カリウム血症、高クレア

　　チニン血症が見られた場合は使用を中止すること。

　・実験動物において胎子毒性、催奇形性が認められた。

（一般薬検査室主任研究官　小形智子）

　①鳥インフルエンザウイルスＡ型遺伝子検出用酵素抗体反応キット   　

　②鳥インフルエンザウイルスH5亜型遺伝子検出用酵素抗体反応キット

（平成17年12月7日承認）

キットであり、A型の鳥インフルエンザウイルスの内、

H5亜型ウイルスRNAを特異的に検出する。

2.　使用方法

　本キットを使用する前に、口腔スワブ、クロアカスワ

ブ及び臓器乳剤等の検体を、①又は②のキットにおい

て推奨されているRNA抽出用キット（別売）を用いて

調整し、これを各キットの試料として用いる。各キット

に添付の使用方法に従い、試料をマイクロチューブ内

で標的遺伝子の増幅操作を行い、増幅された遺伝子を

添付のストレプトアビジン固相化ELISAプレートを用

いて検出操作を行う。波長405nmでの吸光度を測定し、

E値を算出して判定を行う。
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　マイコプラズマ・シノビエ(MS)は、採卵鶏やブロ
イラーに気嚢炎、呼吸器症状又は滑膜炎等を起こす
病原体として知られている。しかし一般的に不顕性
感染が多く、MS感染症としての被害の実態は必ず
しも明確でないと考えられている。その反面、MS
感染による滑膜炎や気嚢炎による育成率あるいは生
存率の低下、飼料効率や産卵率の低下、種鶏におけ
る受精率やふ化率の減少等の経済的な損失は相当な
ものであるとも言われている。
　今般、新たにMS感染症凍結生ワクチンが承認さ
れたので、その概要について紹介する。
1.　成分

  ワクチンは、凍結ワクチンで、１バイアル（30mL、
1000羽分） 中に、呼吸器症例由来MS（MS-H株）
1010.35CCU以上を含有する。

3.　使用目的

　①は、口腔スワブ、クロアカスワブ及び臓器からの

鳥インフルエンザウイルスRNAの検出

　②は、口腔スワブ、クロアカスワブ及び臓器からの

H5亜型鳥インフルエンザウイルスRNAの検出

4.　特筆すべき使用上の注意事項

　・本キットによる判定結果は、鳥インフルエンザ

　　の確定診断にはならないが、陽性と判定された場

　　合は、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に届け出

　　ること。

　・本キットに含まれるプライマー及びビオチン標

　　識プローブと異なる遺伝子配列を持つ鳥インフル

　　エンザA型（H5亜型）ウイルス株の場合には、遺

　　伝子増幅もしくは遺伝子検出ができず、（偽）陰性

　　と判定されることもある。また、類似の遺伝子配

　　列を持つ非鳥インフルエンザA型（H5亜型）ウイ

　　ルス株の場合には、遺伝子増幅もしくは遺伝子検

　　出がなされ、（偽）陽性と判定されることもある。

　・RNA抽出前の検体は、全て感染性の疑いがあるも

　　のとして取扱いに注意すること。

　・本キットはRNAの存在確認であるため、使用時に

　　は交差汚染のないような施設及び操作を行うこと

　　を推奨する。

　・ヌクレアーゼから試料（RNA）を保護するために、

　　試料に直接触れるマイクロピペットやマイクロ

　　チューブ等の器材は、RNase-free 確認済みのも

　　のを使用し、全ての作業は手袋着用にて実施する

　　こと。

　・本キットにはRNA 抽出キットは含んでいないた

　　め、指定された抽出キットを使用すること。

　・本キットの性能に影響を与える可能性のある保管

　　時あるいは反応時の温度や時間については、十分

　　に留意すること。

（鶏病製剤第１検査室長　鈴木�子）

マイコプラズマ・シノビエ感染症凍結生ワクチン

                                                （平成17年12月22日承認）

2.　用法及び用量

  37℃以下の微温湯中で素早く融解した後に添付の
点眼用器具をつけ、３週齢以上の鶏に、よく撹拌し
ながら、１羽あたり１滴（0.03mL）を点眼で接種す
る。
3.　効能又は効果

　MS感染に伴う呼吸器疾病（気嚢炎）の発症予防
4.　貯蔵方法

  －70℃以下に貯蔵する。
5.　特筆すべき使用上の注意

　・産卵鶏及び産卵開始前４週以内の使用は、産
　　卵に影響が出ることがあるので、使用しない
　　こと。
　・本ワクチンは同居感染性を有しているので、
　　投与に当たってはこれに注意すること。

（応用微生物検査室長　荒尾　恵）
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収去場所 製造販売業者    製　剤　名 製造番号 判定年月日 判定

京  都  府 川崎三鷹製薬株式会社 アイアン200 IRA5007 2005/9/5 合格

群  馬  県 株式会社 科学飼料研究所 マリンバンテル MARIN1100 2005/9/16 合格

福  島  県 株式会社 科学飼料研究所 アストップ EATPM43A47G 2005/10/21 合格

福  島  県 川崎三鷹製薬株式会社 アンドレス軟膏 307251 2005/10/21 合格

神奈川県 田村製薬株式会社 クリアキル－100 CK5A73 2005/10/21 合格

山  形  県 日本全薬工業株式会社 P.Ｌテスター 411300 2005/10/21 合格

福  島  県 ノバルティス　アニマル パイセス P698/048 2005/10/26 合格
ヘルス株式会社

山  形  県 川崎三鷹製薬株式会社 水性アンピシリン注 AIL5010 2005/10/26 合格
「ＫＭＫ」

山  形  県 明治製菓株式会社 懸濁水性プロカインペニ SAPDD206 2005/10/26 合格
シリンＧ明治

神奈川県 川崎三鷹製薬株式会社 動物用プロカインペニシ SOA5003 2005/10/28 合格
リンＧゾル「KMK」

山  形  県 川崎三鷹製薬株式会社 セファゾリンLC「KMK」 CZL503 2005/11/7 合格

神奈川県 ナガセ医薬品株式会社 コンセラール注射液 530601 2005/11/9 合格

山  形  県 明治製菓株式会社 水産用イソジン液10％ ADFG138 2005/11/9 合格

福  島  県 理研畜産化薬株式会社 レスモナ TRM17 2005/11/18 合格

奈  良  県 岩城製薬株式会社 動物用ネオヨジン液 40723 2005/11/22 合格

奈  良  県 星家畜薬株式会社 T. T. 式ケトンテスター 03241 2005/11/22 合格

東  京  都 日生研株式会社 馬インフルエンザウイ 17 2005/12/5 合格
ルスＨＡ抗原Ｎ

神奈川県 株式会社 ビルバックジャパン セボリティック 11B7 2006/1/6 合格

秋  田  県 日本全薬工業株式会社 鉱塩Ｅ100ＴＺ 504180 2006/1/6 合格

沖  縄  県 フジタ製薬株式会社 PVPヨード液L（フジタ） 101787 2006/1/16 合格

奈  良  県 株式会社 科学飼料研究所 パコマ 44A10G 2006/1/16 合格

沖  縄  県 千寿製薬株式会社 パピテイン G004 2006/1/16 合格

神奈川県 川崎三鷹製薬株式会社 ポストンエス 307271 2006/1/16 合格

鳥  取  県 帝国臓器製薬株式会社 レジプロン－Ｃ 3071104 2006/1/16 合格

栃  木 県 日本ファマシー株式会社 SEP・CF抗原「ゼン 29 2006/1/17 合格
ノウ」

福  島  県 フジタ製薬株式会社 ラキサトーン 6045EX0907 2006/1/17 合格

長  野  県 フジタ製薬株式会社 薬用ヨードシャンプー 46711006 2006/1/17 合格

福  岡  県 フジタ製薬株式会社 薬用ヨードシャンプー 4755 0906 2006/1/17 合格

奈  良  県 内外製薬株式会社 犬猫用ドライシャンプー Y270 2006/1/23 不合格 含有量不足、試験法不備、
性状不適合、表示不備

奈  良  県 三共エール薬品株式会社 動物用ギナンドール V01E 2006/1/30 合格

愛  知  県 第一ファインケミカル株式会社 バチリオン粒50％ AMPCD00902 2006/1/30 合格

福  岡  県 明治製菓株式会社 ビクシリンゾル－15％明治 PAOMDN8 2006/1/30 合格

平成17年度収去検査結果（その１）

業務紹介

不適当の理由
改善を指導した内容
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栃  木  県 日本ファマシー株式会社 豚A.P.感染症診断用 20 2006/2/7 合格
ゲル沈抗原「ゼンノウ」

福  岡  県 ファイザー株式会社 動物用プロナルゴン MC1193 2006/2/7 合格
F注射液

福  岡  県 フジタ製薬株式会社 アンピシリンナトリウム 102047 2006/2/7 合格
注「フジタ」

長  野  県 フジタ製薬株式会社 薬用酢酸クロルヘキ 100177 2006/2/7 合格
シジンシャンプー

愛  知  県 川崎三鷹製薬株式会社 カヤテン・Ｌ 303 2006/2/7 合格

愛  知  県 川崎三鷹製薬株式会社 乾乳期用ジクロキサシリンジ DXL501 2006/2/7 合格

愛  知  県 株式会社 共立商会 ホスティーンＳ 0507  6 2006/2/8 合格

鳥  取  県 あすか製薬株式会社 動物用ゴナトロピン T747 2006/2/8 合格
3000

東  京  都 アイデックス　ラボラ IB  エリーザ  キット 06235-KA362 2006/2/10 不合格 表示不備（欠落）
トリーズ株式会社

鳥  取  県 佐藤製薬株式会社 シャレピンキャットカラー LXWZ 2006/2/10 合格

長  野  県 フジタ製薬株式会社 ライデン液 101187 2006/2/13 合格

山  梨  県 フジタ製薬株式会社 カニマールワン 101185 2006/2/24 要指導 表示不備

長  野  県 フジタ製薬株式会社 薬用コールタールシャンプー 4496 2006/2/24 要指導 表示不備

愛  知  県 株式会社 科学飼料研究所 ロンテクト L02010 2006/2/24 合格

山  梨  県 日本全薬工業株式会社 ファースト軟膏 4W5 2006/2/24 合格

沖  縄  県 川崎三鷹製薬株式会社 スポルネン・注 111061 2006/3/1 合格

長  崎  県 川崎三鷹製薬株式会社 レスチオニンＣ注 LCV5032 2006/3/1 合格

鳥  取  県 日本全薬工業株式会社 蹄病軟膏ＮＺ 508030 2006/3/1 合格

長  崎  県 あすか製薬株式会社 動物用ホーリン50 W120 2006/3/6 合格

長  野  県 あすか製薬株式会社 動物用ルテウムデポー T157 2006/3/6 合格

福  島  県 ノバルティス　アニマル アトピカ100 mgカプセル S0011A 2006/3/10 要指導
ルヘルス株式会社

福  島  県 ノバルティス　アニマル アトピカ10mgカプセル S0019A 2006/3/10 要指導 表示不備
ヘルス株式会社

福  島  県 ノバルティス　アニマル アトピカ25mgカプセル S0021A 2006/3/10 要指導 表示不備
ヘルス株式会社

福  島  県 ノバルティス　アニマル アトピカ50mgカプセル S0012A 2006/3/10 要指導 表示不備
ヘルス株式会社

収去場所 製造販売業者    製　剤　名 製造番号 判定年月日 判定 不適当の理由
改善を指導した内容
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　芽胞数試験は、牛又は馬の炭疽の予防を目的とした

生物学的製剤である「炭疽生ワクチン」の製造及び検定

時に実施される試験である。炭疽生ワクチンは無莢膜

弱毒炭疽菌芽胞を50vol％グリセリン加生理食塩液等に

浮遊したものであり、製造の過程で65℃、60分間加熱

して増殖型の菌を殺して芽胞のみを残している点が特

徴的である。芽胞はバシラス属やクロストリジウム属

等の菌においてみられる休眠状態を示す特殊な菌形態

であり、通常、培養環境の悪化に伴って芽胞を形成し、

熱や乾燥などの物理化学的な刺激に対して強い抵抗性

を示すことが知られている。そして再び発育に適当な

環境になれば、発芽して増殖型の菌形態をとると考え

られている。炭疽生ワクチンではその性質を利用して、

製剤の状態では安定した芽胞形態を、ワクチン接種後

は動物の体内で増殖型に復帰して免疫刺激を与えるこ

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（5）芽胞数試験

細菌製剤検査室長　高橋　敏雄

とを期待されている。しかし、芽胞のままではその生死

の判定が困難であることから、一度増殖型に戻してか

ら判定することにより製剤に含まれる生菌数の正確な

判定を行うのが芽胞数試験である。芽胞数試験は以下

の手順で実施する。芽胞数を調べたい検体を普通ブイ

ヨンで10倍階段希釈し、各希釈倍率の試料1.0mLずつ

をそれぞれ2枚以上のシャーレに分注し、融解後約50℃

に保った適量の普通寒天培地を注ぎ、十分混合希釈し

て凝固させ、37℃で18～24時間培養し、生じた炭疽菌

集落数を数える。各希釈毎の集落数の平均値、希釈倍数

及び培地への接種量から生芽胞数を算出する。「炭疽生

ワクチン」の小分け製品では検体の芽胞数は、1.0mL中

1×107～5×107個でなくてはならないと動物用生物学

的製剤基準に規定されている。
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 検査室便り

 ＜企画連絡室企画調整課＞

　企画調整課は、当所の業務全般に関する総合的

な企画、立案及び調整を担っています。また、①標

準製剤の配布を含む検定・検査に関する事務、②都

道府県と協力した品質確保検査、薬剤耐性菌対策

事業等の調整、③動薬検年報やニュースの編集等

の広報、情報システム（HP、データベース等）の

管理等、④見学、研修の受入れ等に関する窓口、⑤

製剤基準案等の作成業務などの実務的な業務も

担っています。

　実際に検査を行う検査室とは異なり、事務的な

業務ばかりですが、動物薬事における重要案件へ

の対応、当所の幅広い業務の円滑な推進のため

日々忙しく勤めており、課員も技術系から事務系

までいろいろな職種の職員がスクラムを組んで対

応しています。

 （企画調整課長　荻窪恭明）

＜検査室便りを設けました＞

　動物医薬品検査所は、動物用医薬品の安全性及び有効性の確保といった生命の安全やそれにつながる食品の安全に

直結する各種業務を企画、立案、実施しています。特に、近年は、薬事法の大幅な改正を受けた業務・組織の見直し

や薬剤耐性菌、海外悪性伝染病へ的確に対応するための危機管理業務の拡充強化が行われるなど、変化のスピードが

増しています。また、本年は当所が創立50周年の節目を迎えます。

　そこで、本号から、各検査室等が業務、トピックや話題などの情報発信を行う「検査室便り」を設けました。企画

連絡室、検査第一部、検査第二部の各課室が持ち回り（順不同）で記事を掲載していきますので、動物薬事や当所を

巡る情勢をさらに身近に感じていただければ幸いです。第１回は企画連絡室企画調整課からの便りです。

（企画連絡室長　山本　実）

図：企画調整課の構成図

写真：企画調整課員
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Q＆A

　国内で、動物用医薬品等の品質確保を図るための検査・調査・指導を行っているのは、当所だけで

すが、海外で、同様の業務を行っている機関についてご存じでしょうか？　ここでは、米国とヨーロ

ッパの主体機関について、ご紹介します。

　

1. USDA

　動物用医薬品のうち、生物学的製剤（以下「動生剤」という。）は農務省（USDA)の動植物衛生検査

部（APHIS）の獣医部（VS）の動物用生物学的製剤センター（CVB）が、所管しています。

　CVBには、下記の部門があります。

　　（１）許認可及び政策立案部門（CVB-ＰＥＬ）

　　　　　動生剤の登録（承認）業務、製造施設の認可業務

　　（２）検査及び監視部門（CVB-IC）

　　　　　製造施設が法令に適合しているか、製品が法規を遵守して製造、検査、販売されているかの

　　　　調査、野外における医薬品の使用及び効能の追跡調査、原材料及び最終製品の検査、動生剤の

　　　　検査に用いられている基準の作成

2. HHS及びEPA

　外用殺虫剤については、環境保護庁（EPA)が所管しています。

　また、それ以外の動物薬と日本における飼料添加物に相当するものについては、保健社会福祉省

（HHS）の食品医薬局（FDA）の動物用医薬品センター（CVM）が所管しています。

USDA : United States Department of Agriculture

　APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service

　　VS : Veterinary Service

　　　CVB : The Center for Veterinary Biologics

　　　CVB-ＰＥＬ : Policy, Evaliation, and Licensing

　　　CVB-IC : Inspection and Compliance

EPA：Environmental Protection Agency

CVM：The Center for Veterinary Medicine

HHS：United States Department of Health and Human Services

　FDA：Food and Drug Administration

　

１．動物薬の審査・登録

　ヨーロッパ連合委員会（EC委員会）は、1995年から市場取引の認定に関する新しいシステムを導入

しました。それにより、生物が工学的に製造された動物用ワクチンは強制的に、また斬新な新製剤は任

意に、ヨーロッパ医薬品審査庁（EMEA）で審査、登録されることとなりました。その他の動物薬は国

別に審査、登録されます。

　また、MA（動物用医薬品の品質、安全性及び有効性の評価に基づいた製造及び販売承認）が1981年

から開始され、EUで製造、輸入されるすべての動物用医薬品は、GMPの必要条件に合致しない限りEU
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メンバー国による承認はされません。

動物薬の登録 中央集中登録方式 パートＡ：生物工学的に製造された動物用ワクチン

　　（遺伝子欠損ワクチン等）（強制的）

パートＢ：斬新な新製剤（任意）

国別登録方式 その他のすべての動物薬

2.　ヨーロッパ医薬品審査庁（EMEA）

　EMEAの役割は、

　　（１）医薬品・動物用医薬品の審査・監視に関してEU加盟国間の調整を行うこと。

　　（２）国別登録方式で１加盟国が承認を取得した後、他の２カ国以上の承認を求める場合に調整を

　　　　 行うこと。

　 （３）加盟国の機関の専門家は、課題ごとにWP（作業班）を形成していて、当該課題に関する指針

　 やその改訂の助言を行うこと。

3.　薬局方委員会（EDQM）

　EDQMは、ヨーロッパ議会（CE）の一部局で、ヨーロッパ薬局方協定に関する技術的な部署として

発展したものです。

　主な業務は、ＥＵに対して品質及び安全性に関する標準を示すことで、EMEAが行う評価や市販後調

査にも協力しています。

EMEA ：the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

WP：Working Party

ＭＡ： Marketing Authorization

EDQM： the European Directorate for the Quality of Medicines

CE：the Council of Europe
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主 な 行 事

18. 1. 13 海外病試験研究成績・計画検討会出席 動物衛生研究所海外病研究部

16 食品の安全・安心確保推進研究事業第2回班会議出席 国立感染症研究所
17 平成17年度食肉衛生技術研修会出席 社会文化会館
18 動物用医薬品基準解説書作成委員会・GMP専門委員会出席 （社）日本動物用医薬品協会

19 動物用医薬品一般薬調査会出席 本　　　省
23 第3回動物医薬品検査所特別講演会開催 当　　　所

　1. 狂犬病の診断等に関する知見
　　 　　講師　万年和明（大分大学総合科学研究支援センター教授）

　2. 狂犬病ウイルスの病原性に関する分子基盤
　　 　　講師　源　宣之（岐阜大学応用生物科学部教授）

24 動物用医薬品残留問題調査会出席 本　　　省
26 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
〃 第513回技談会開催(演題及び発表者） 当　　　所

　1. 平成18年度使用基準対応残留確認試験報告（プロポクスル）
　　（小池好子）

　2. 間接免疫ペルオキシダーゼ法を用いたウイルス中和試験法
　　（VNT-IIP）による狂犬病ウイルス中和抗体価測定法と国際標準
　　法との比較（1）測定法の有用性評価（小川　孝）
　3. 間接免疫ペルオキシダーゼ法を用いたウイルス中和試験法
　　（VNT-IIP）による狂犬病中和抗体価測定法の開発（２）国際標準
　　法との比較（蒲生恒一郎）
　4. 動物用狂犬病ワクチンの副作用の発生状況について（蒲生恒一郎）
　5. PCR法によるマイコプラズマ否定試験の検討（松本幸子）
　6. プロテイネースK耐性ウシプリオン蛋白質標準品作製の検討（永田知史）

　7. 無菌検査室の課題とその対応（能田　健）
27 動物用生物学的製剤調査会出席 本　　　省
30 「畜水産食品における薬剤耐性菌の出現実態調査（プロトコル作成）」 （財）東京顕微鏡院

業務に関する検討委員会出席
31 動物用抗菌性物質製剤調査会出席 本　　　省

2. 1 動物用医薬品再評価調査会出席 本　　　省
6 動物検疫所支所長会議出席 動物検疫所
7 家畜衛生菌株保存推進担当者会議出席 （社）日本動物医薬品協会

8 GMP実地調査に関する検討会開催 当　　　所
　 　講師及び助言者

　　 　　後藤紀久（（独）医薬品医療機器総合機構顧問）
　　 　　櫻井信豪（（独）医薬品医療機器総合機構品質管理部医薬品品質管理

　　　　　　課主任専門員）
10 フードチェーンの安全確保のための研究機関合同会議出席 文科省研究交流センター

13 第3回ヨーネ病防疫技術検討会出席 本　　　省
16 中国四国ブロック家畜保健衛生業績発表会出席 鳥取県下
〃 北海道東北ブロック家畜保健衛生業績発表会出席 秋田県下

17 動物衛生試験研究推進会議出席 動物衛生研究所
21 外部寄生虫（ノミ及びダニ）に関する技術検討会開催 当　　　所
　 　講師及び助言者：吉岡由明（大阪製薬（株）開発室）

22 動物用医薬品等部会出席 本　　　省

　月　日 行　　　　　　事 場　　所
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23 シードロット委員会出席 東京薬業厚生年金基金
〃 外部寄生虫（蚊）に関する技術検討会開催 当　　　所

　 　講師及び助言者：内海　與三郎
　　　　　　　　　　　　　　　（アース・バイオケミカル（株）企画開発部）
24 第514回技談会開催(演題及び発表者） 当　　　所

　 　1. 魚用ワクチンの力価試験に関する検討（野牛一弘）
　2. 水産用ワクチンの検査・検定用ぶり人工種苗に関する検討
　　（野牛一弘）

　 　3. 人工種苗ブリを用いた平成17年度の水産用ワクチンの検定成績
　　（2）及び飼育期間中の斃死事例（木島まゆみ）

　 　4. 我が国で分離された類結節症菌（Photobacterium damselaesubsp.
　　piscicida）の性状解析（2）（木島まゆみ）

　 　5. （財）畜産生物科学安全研究所研修報告（村田奈々惠）
　 　6. 糞中に排泄された動物用医薬品が堆肥化に与える影響とその消長

　　に関する検討（進捗報告）（江口　郁）
　 　7. 図書台帳の整備について（桃あさみ）

　 　8. 改正薬事法について（小池良治）
　 　9. 感染症法の一部改正について（山本　実）
　   10. 豚レプトスピラ症に関する情報収集のための出張報告（守岡綾子）

3. 2 第３回薬剤耐性菌出現調査検討会出席 （財）東京顕微鏡院
3 鳥インフルエンザ合同会議出席 東京薬業厚生年金基金
〃 プリオン病制圧プロジェクト来年度の研究分担に関する打ち合わせ出席 動物衛生研究所

6 動物衛生研究所バイオセーフティー委員会出席 動物衛生研究所
 〃 VICHマイコプラズマ打合会議出席 （社）日本動物用医薬品協会
7 環境毒性評価（水系）に関する技術検討会開催 当　　　所

　講師及び助言者：鈴木一好（（独）農業・生物系特定産業技術研究機
　 　　　　　　　　　構畜産草地研究所畜産環境部環境浄化研究室長）

8 飼料分析基準検討会出席 （独）肥飼料検査所
9 鶏病研究会理事会出席 ホテル聚楽
〃 次世代バイオ推進検討委員会出席 東京薬業厚生年金基金

10 第515回技談会開催(演題及び発表者） 当　　　所
　1.  間接免疫ペルオキシダーゼ法を用いたウイルス中和試験法
　　（VNT-IIP）による狂犬病ウイルス中和抗体価測定法と国際標準法
　　との比較（小川孝）

　 　2. 牛ウイルス性下痢ウイルス国内分離株のE2遺伝子解析と抗原性の
　　検討（小佐々隆志）

　 　3. 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
　　クチンの抗体応答への影響（関口秀人）

　 　4. 鶏伝染性気管支炎ウイルスワクチン株及び野外株のS1蛋白遺伝子
　　領域の解析と血清学的性状（嶋　洋子）

　 　5. 国内の健康家畜が保有するセフェム系薬剤耐性大腸菌の性状
　　（小島明美）

14 多種混合ワクチン実用化検討委員会出席 東京薬業厚生年金基金
 　  18～21 第141回日本獣医学会出席 つくば国際会議場

22 第２回シードロット開発委員会出席 東京薬業厚生年金基金

        22～23 JVARMと都道府県における薬剤耐性に関する調査研究との連携の
ための打合せ会議開催 当　　　所

　　 　情報提供者：菅原　克（福島県県中家畜保健衛生所）

　月　日 行　　　　　　事 場　　所
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　　　　　　 野末紫央（群馬県家畜衛生研究所）
　 　　　　　　 中島博美（長野県松本家畜保健衛生所）

　　　　　　 野元孝子（静岡県中部家畜保健衛生所）
　　　　　　 井出久浩（石川県南部家畜保健衛生所）

　　 　　　　　　 市川雅子（滋賀県家畜保健衛生所）

　　 　　　　　　 尾川寅太（福岡県中央家畜保健衛生所）　　　
　　 　　　　　　 三浦昭彦（長崎県中央家畜保健衛生所）

　　　　　　　村上美雪（熊本県中央家畜保健衛生所）

　助言者：佐藤静夫（（株）科学飼料研究所研究開発部技術顧問）
23 コクシジウム感染症に関する技術検討会開催 当　　　所
　　 　講師及び助言者：中井　裕（東北大学大学院農学研究科資源生物

　　　　　科学専攻動物生産科学講座資源動物群制御科学分野教授）
　　 23～24 ＨＰＬＣ基礎セミナー出席 日本分光

24 鳥インフルエンザに関する技術検討会開催 当　　　所
　　 　講師及び助言者：小池生夫
28 生物学的製剤委員会出席 東京薬業厚生年金基金

　　28～30 第79回日本細菌学会出席 金沢市

　月　日 行　　　　　　事 場　　所

人 の 動 き

人事異動
  月　日 異動内容 官職 氏　　名 摘　　　　　　　要

18. 3. 1 配 置 換 技 荻窪　恭明 企画連絡室企画調整課長（企画連絡室動物用医薬品審査官）

〃 配 置 換 技 嶋�　智章 企画連絡室動物用医薬品審査官（消費・安全局畜水産安全管理課
課長補佐）

〃 免 併 任 技 浅井　鉄夫 検査第二部主任研究官（検査第二部主任研究官兼消費・安全局畜
水産安全管理課）

〃 配 置 換 技 石原　好仁 消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐（企画連絡室企画調整課長）

〃 命 併 任 技 原田　和記 検査第二部兼消費・安全局畜水産安全管理課（検査第二部）

31 退　　職 事 松本　　志 （庶務課長）

〃 退　　職 技 青木　博史 （検査第一部ウイルス製剤第１検査室主任検査官）

〃 退　　職 技 吉田　桂子 （検査第一部：任期満了）

〃 育児休業 技 江原枝里子 育児休業期間の延長（18.4.9まで）

4.  1 配 置 換 事 金子　秀夫 庶務課長（生産局総務課課長補佐）

〃 配 置 換 技 鈴木　�子 検査第一部鶏病製剤検査室長（検査第一部鶏病製剤第１検査室長）

〃 配 置 換 技 荒尾　　恵 検査第一部応用微生物検査室長（検査第一部鶏病製剤第２検査室長）

〃 配 置 換 技 永井　　貴 検査第二部一般薬検査室長（検査第一部シードロット監理官）

〃 転  　任 技 小島　明美 企画連絡室動物用医薬品審査官(検査第一部標準品管理研究官）

〃 昇　  任 事 　橋恵美子 庶務課課長補佐（消費・安全局動物衛生課庶務班会計係長）
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〃 配 置 換 技 　生恒一郎 検査第一部シードロット監理官（検査第一部主任研究官）

〃 転　  任 技 関口　秀人 検査第一部主任研究官（検査第一部ウイルス製剤第２検査室主任検査官）

〃 転　  任 技 嶋�　智章 検査第一部標準品管理研究官（企画連絡室動物用医薬品審査官）

〃 配 置 換 技 嶋�　洋子 企画連絡室動物用医薬品専門官兼消費・安全局畜水産安全管理課
命 併 任 （検査第一部鶏病製剤第１検査室主任検査官）

〃 配 置 換 技 守岡　綾子 検査第一部細菌製剤検査室主任検査官（検査第二部抗生物質製剤
検査室主任検査官）

〃 配 置 換 技 岩本　聖子 検査第一部鶏病製剤検査室主任検査官（検査第二部残留化学検査
室主任検査官）

〃 配 置 換 事 大竹　華夏 企画連絡室技術指導課調査指導係長（動物検疫所総務部庶務課庶
務係長）

〃 配 置 換 事 宮崎　光樹 会計課用度係長(企画連絡室技術指導課調査指導係長)

〃 配 置 換 技 小澤真名緒 検査第二部（消費・安全局畜水産安全管理課薬事審査第２班抗菌
性物質製剤係長）

〃 配 置 換 技 山本　朋子 検査第一部（動物検疫所精密検査部微生物検査課）

〃 配 置 換 技 堀内　隆史 検査第一部（検査第二部）

〃 配 置 換 技 桃　あさみ 検査第一部兼企画連絡室技術指導課(企画連絡室技術指導課）
命 併 任

〃 免 併 任 技 野田紗知子 検査第一部（検査第一部兼消費・安全局畜水産安全管理課）

〃 新規採用 技 笛吹　達史 検査第一部
免 併 任

〃 新規採用 技 川越久美子 検査第二部

〃 新規採用 技 臼井　　優 検査第二部兼消費・安全局畜水産安全管理課
命 併 任

〃 出　　向 事 小野寺　守 （独）肥飼料検査所本部会計課長（庶務課課長補佐）

配 置 換 技 佐々木貴正 消費・安全局表示・規格課表示・規格専門官兼消費・安全局消費・安
全政策課

〃 配 置 換 技 原田　和記 消費・安全局畜水産安全管理課薬事審査第２班抗菌性物質製剤係
免 併 任 長（検査第二部兼消費・安全局畜水産安全管理課）

〃 配 置 換 事 田川　英樹 動物検疫所総務部会計課国有財産係長（会計課用度係長）

〃 配 置 換 技 小林理絵子 動物検疫所精密検査部病理・理化学検査課(動物検疫所精密検査部
免 併 任 危険度分析課兼検査第一部）

〃 再 任 用 事 吉田　陽子 企画連絡室企画調整課行政専門員（任期更新）

  月　日 異動内容 官職 氏　　名 摘　　　　　　　要

　期　　間 官職 氏　名 所　属 　　摘　　　　　　要

18. 2.    5～ 10 技 浅井　鉄夫 検査第二部 薬剤耐性に関するOIE（国際獣疫事務局）特別グループ会議

出席（フランス）

18. 2. 13～ 19 技 荻窪　恭明 企画連絡室 GMP実地等調査（アメリカ）

　〃 技 永井　英貴 検査第一部 　　　　〃

   〃 技 蒲生恒一郎 検査第一部 　　　　〃

3.28～4. 2 技 小池　良治 企画連絡室 VICH代謝及び残留動態作業部会第１回会合出席（ドイツ）

海外出張
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18. 1.19～27 事 町田　祐一 任用実務担当者研修会 人事院関東事務局

23～27 事 樋口　満恵 情報システム統一研修（ネットワークⅠ） 九段合同庁舎

23～27 事 前田　　紅 情報システム統一研修（セキュリティⅠ） 九段合同庁舎

25～27 事 宮崎　光樹 中央畜産技術研修会（公益法人会計） 中央畜産研修施設
事 羽賀　雄太

2.06～17 技 清水　裕仁 薬剤分析法研究研修 国立医薬品食品衛生研究所

20～24 事 宮崎　光樹 情報システム統一研修（データベースⅠ）九段合同庁舎

3.11～27 技 守岡　綾子 動物実験法研修会 東大農学部

技 村田奈々惠

所員研修

期　間 官職 氏      名 研　　修　　内　　容 研　修　場　所

研 修 者
月　日 　氏　　名 　所　　　属 研　修　内　容

見 学 者
月　日 所　　　　　属 摘　　　　要

18.  2. 10 豪州国クイーンスランド大学獣医学科長ほか1名

28 （独）国際協力機構技術研修員ほか2名

3. 10 日本獣医畜産大学学生5名

14 （独）農業者大学校学生ほか3名

16 北海道大学学生5名



22

お知らせ

1　登録免許税課税に伴う薬事法の改正

　個人の資格又は事業の開始等に係る登録、免許等に

ついては、登録免許税が課税されています。平成18年

4月1日より、医薬品の製造販売業の許可等（更新及び

区分の変更は除く。）は、新たに登録免許税の課税象と

なり（表参照）、薬事法に基づく手数料は廃止され

ました。ただし、外国製造業者の認定や修理業の許可

については、実地調査が必要とされる場合、その調査

にかかる実費は手数料として徴収されます。

2　医薬品の販売制度の改正等

　医薬品の適切な使用等のため、医薬品をリスクに応

じて分類し、分類ごとに販売方法を定める等、医薬品の

販売制度全般の見直しと、違法ドラッグ（いわゆる脱法

ドラッグ）の製造、輸入、販売等を禁止する等の改正が

予定されています。

　主な改正内容（予定）は以下のとおりです。

◎組織が変わりました
（応用微生物検査室の設置）

　近年、より有効で安全な動物用医薬品の開発や製造

の効率化、危険な病原体を使用しない弱毒ワクチン株

の作出などの観点から、原材料となる微生物の作出に

おいて、バイオテクノロジーやゲノムテクノロジーの

利用が進められています。また、遺伝子解析やウイル

ス等の構造解析を利用したワクチンの品質管理技術の

開発が急速に進展しています。

　今後、これら先端技術を利用した動物用医薬品の検

査等が大幅に増加することが見込まれますが、これら

の技術を利用したワクチン等の品質、有効性及び安全

性を確保するためには、先端技術に対応したより専門

的な機器や検査技術が必要となります。

　当所では、このような状況に的確に対応するため、

平成18年 4月 1日から、検査第一部鶏病製剤第２検査

室を改組し、ゲノム解析等の先端技術を利用した微生

物学的検査を行う応用微生物検査室を設置することと

しました。また、これに合わせて、これまで鶏病製剤

第2検査室が行ってきたワクチンの検査等（応用微生物

検査室の所掌を除く。）を行うために、鶏病製剤第1検

査室を改組し、鶏病製剤検査室を設置することとしま

した。　　　　　　　　　 （企画調整課長　荻窪恭明）

◎薬事法の改正：医薬品の販売制度の改正作業等
1）医薬品販売制度の改正

　①　一般販売業と薬種商販売業を統合して店舗販売

　　業とする。また、卸売販売業を新設し、特例販売業

　　を廃止する。ただし、動物用については、特例販

　　売業を存続する。

　②　薬剤師又は都道府県知事が行う試験に合格し、

　　登録を受けた者が医薬品の販売に従事することが

　　求められる。ただし、動物用で存続される特例販

　　売業者には適用せず。

　③　医薬品をリスクに応じて分類し、リスクが高い

　　ものについては薬剤師に文書による情報提供及び

　　相談応需を義務付け、リスクが低いものについて

　　は相談応需のみ義務付ける。ただし、動物用では、

　　薬剤師の文書による情報提供は不要とする。

2）医薬部外品の見直し

　医薬部外品の定義の整理、表示事項の追加等。

3）違法ドラッグ対策の推進

　①　幻覚等の作用を有する一定の薬物について、製

　　造、輸入、販売等を禁止する。

　②　①の薬物に該当する疑いのあるものに対する検

　　査命令制度等の新設する。

　改正の大部分の施行は、公布の日から起算して３年

以内の予定です。

　なお、後者については、今後の国会における法案審議

の中で内容が変更されることがあります。

（技術指導課長小池良治）

　製造販売業の許可

　製造業の許可

　製造業の区分の追加の許可

　外国製造業者の認定

　外国製造業者の認定の区分の追加の認定

　修理業の許可

　修理業の許可の区分の追加の許可

　　表　登録免許税の課税対象

　本改正は、平成18年 4月 1日から施行されました。
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　動物用医薬品危機管理対策の事業実施におきまして

は、事業を実施される都道府県職員を対象に研修会を

開催し、事業概要や検査方法等をご案内しておりま

す。今年度も次の日程で開催いたしますので、事業参

加と共に研修会への参加をお願いいたします。

　詳細については、別途都道府県畜産主務課長あてご

連絡いたします。　　　　　（企画連絡室企画調整課）

　当所ホームページ（http://www.nval.go.jp/）でもポ

ジティブリスト制の概要や動物用医薬品の使用基準等

の参考資料を掲載しています。新制度の導入に向けて、

　平成13年のBSE発生や無登録農薬の使用、偽装表示

問題等を契機とする食品の安全性に対する国民の不安

や不信の高まりに対して、健康への悪影響を未然に防

ぎ国民の健康を保護する目的でリスク分析という手法

がシステムとして導入された。平成15年にリスクを評

価するために新たに食品安全委員会が設置され、リス

ク管理を厚生労働省と農林水産省が行うこととなった。

　そのリスク管理の１つとして厚生労働省は平成15年

に食品衛生法を改正し、監視・検査体制の整備等ととも

に規格・基準の強化・見直しを行い、動物用医薬品等の

食品中への残留を規制するため新たな残留基準を設定

し、残留基準が制定されていない動物用医薬品等が一

定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する、いわゆ

るポジティブリスト制（原則禁止とし、禁止しないもの

のリストを示す制度）が導入された。この制度で動物用

医薬品は、人の健康を損なうおそれがないことが明ら

かなもの、残留する量の限界（Maximmam Residue

Limits）が定めたもの、自然に含まれるものと同一であ

ることから通常含まれる量を超えてはならないもの、

食品に含まれてはならないもの及び健康を損なうおそ

れがない一定量（0.01ppm、いわゆる一律基準）を定め

たものに分けられて、加工品の原料を含めて平成18年

5月 29日から規制が実施される。

　一方、農林水産省では動物用医薬品の畜水産物等へ

の残留を防止し、食品の安全性を確保する観点から、こ

のポジティブリストに対応するために動物用医薬品の

使用基準である「動物用医薬品の使用の規制に関する

省令」の追加や見直しを行っている。動物医薬品検査所

では平成15年度から食品安全基準設定対応検査として、

この使用基準の追加や見直しに必要な残留試験データ

の整理、残留分析法や既定の休薬期間の妥当性を確認

するための試験等を緊急的に実施してきた。

（検査第二部長　�橋美幸）

生産段階における円滑な対応が進むよう、ご活用いた

だければ幸いです。　　　　（企画連絡室企画調整課）

◎平成18年度動物用医薬品危機管理対策研修会の開催について

◎ポジティブリスト制の参考資料のHP掲載のお知らせ

◎ポジティブリスト制について

Ⅰ　薬剤耐性菌の発現状況検査研修会

開催期間 前期：平成18年6月16日（火）～6月18日（木）

後期：平成18年6月13日（火）～6月15日（木）

研修内容 前期：サルモネラ、大腸菌

　　　　　 後期：腸球菌、カンピロバクター

Ⅱ　医薬品の検査研修会

開催期間 前期：平成18年6月21日（水）～6月22日（木）

　　　　 後期：平成18年6月28日（水）～6月29日（木）

研修内容 前期：殺菌消毒剤、合成抗菌剤Ⅱ

　　　　　 後期：ビタミン剤（脂溶性）、合成抗菌剤Ⅱ
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◎訂 正
　平成17年 12月 1日発行したNo.269右記の誤りがあ

りました。

　この場をお借りしまして、訂正します。

（企画連絡室企画調整課）

けやきコラム

　平成18年度を迎え、当所では鶏病製剤第１検査室、鶏

病製剤第２検査室を統合し、鶏病製剤検査室とゲノム

テクノロジー等を利用した検査に対応するための応用

微生物検査室が新たに設置された。シードロットシス

テムや環境毒性など、新たに業務を展開させていくべ

き事項がたくさんある一方、動物用医薬品の品質を確

保するためには、これまでに積み重ねてきた基準の作

成、標準品の確保、各種検査の実施等の業務を引き続

き進めていくことが極めて重要である。

　このように、当所は国のリファレンスラボとして、幅

広い要請に応えるために、様々な検査、調査・研究等の

業務を行っているが、有事への備えは万全だろうか。

対応方法（マニュアル）の策定だけでなく、日常業務に

おいて常に想像力を働かせ、問題や事故の発生と対応

措置を想定しておくことが重要である。地震で化学物

質のビンが飛散しないか、被害時にはどのような応急

処置を施せばよいのか、普段の習慣や作業体制が微生

物の漏出事故に直結する恐れはないか等々、人にミス

はつきもの、ミスを前提に考え、心配しすぎるという

ことはない。

　これまで、けやきコラムでも繰り返し述べてきた。

「マニュアルや手順書の整備という一通りの対応で事足

りるものではない・・問題点が発生したときに速やかに

対策を講じるためには、面倒ではあるが、日頃からの

継続的な取組みが必要」、「マニュアルだけでなく・・

従事する全ての人の意識が重要・・Emergency manage-

mentや危機的な状況下でのCrisis management・・様々

な事態に臨機応変に対応するためにはその判断の根拠

となる科学的（基礎的）な理解・・想像力をもって対処

することが重要」、「ハインリッヒ（１：29：300）の法

則・・重大災害の背後には、29のかすり傷程度の軽災

害、300のヒヤリ・・ちょっとしたミスや失敗が見過ご

されている」等々。

　そこで、問題を見過ごすことがないよう別の視点を

持ちたい。当所ホームページを例にあげると、常時全て

を管理し、更新等のメンテナンスを適切に行っていく

ことは至難のワザである。オープンだからこそ、外部の

目の存在が、問合せや苦情という形で問題の発見と改

善に役立っている。日頃の業務においても、透明性を確

保するとともに、外部から見たら、あるいは外部にはど

う説明するのかという視点を持つことが重要である。

今国会の行政改革推進法案にも、基本理念として「透明

性の確保」とある。常に心がけ、皆で職場を点検してい

きたい。

　3頁　　

　　28行目：ワクチンが172→　ワクチンが173

　　 ：一般薬が33→　一般薬が34

　　図１ ：「人体用薬（39製剤）」→　「3製剤」

　　図２ ：ワクチン(172）→　ワクチン(173)

　 ：一般薬（33）→　一般薬（34）

　9頁、7の「（5）貯蔵を行う構造設備の所在地」

　　　　　　　「平成18年」→「平成17年」
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