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務手順書等及び 3の契約書に基づき、受託者に
所要の措置を講じるよう文書により指示し、そ
の文書を保存しなければならない。
7 　製造販売業者は、6 の規定に基づき指示を
行った場合においては、当該措置が講じられた
ことを確認し、その記録を保存しなければなら
ない。
8　 製造販売業者は、委託安全確保業務を行う上
で必要な情報を受託者に提供しなければならな
い。

（6）以上の規定は、ＧＶＰ省令の内容にほぼ準拠した
ものである。よって、第二種製造販売業者の委託の
方法においては、受託安全管理実施責任者の規定が
なく、また、第三種製造販売業者の委託の方法にお
いては、それに加えて製造販売後安全管理業務手順
書等自体の規定もない。

（7）なお、以上の規定のうち、4の（2）において、取
締規則第 77 条第 1 号に掲げる業務（安全管理情報
の収集）を委託する場合を除いているのは、当該業
務を委託する場合には、契約書等に基づき定常的に
その実施を委託することが一般的であり、安全管理
責任者が逐次文書による指示を行うことは不要であ
るためである。

8　「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」
という。）との主な相違点
動物用医薬品のＧＶＰ省令（以下この項において「動

事　　　項 動物薬GVP 人体薬GVP

市販直後調査 規定なし 規定あり

医薬情報担当者・医療機器情報担当者 規定なし 規定あり

安全管理統括部門又は安全管理責任者の
要件：販売に係る部門との兼務 禁止せず 禁止

教育訓練 規定なし 規定あり

記録の
保存期間

生物由来製品に係る記録 規定なし 利用しなくなった日から 10年間

特定生物由来製品に係る記録 規定なし 利用しなくなった日から 30年間

自己点検に係る記録 作成した日から 3年間 作成した日から 5年間

上記以外のものに係る記録 利用しなくなった日から3年間 利用しなくなった日から 5年間

表 2　動物薬GVPと人体薬GVPの主な相違点

おいては、製造販売後安全管理業務手順書等及
び前項の契約書に基づき、次に掲げる業務を安
全管理責任者に行わせなければならない。

（1）委託安全確保業務を統括すること。
（2）受託安全管理実施責任者に委託安全確保業務
の実施につき文書により指示するとともに、そ
の写しを保存すること（取締規則第 77 条第 1
号に掲げる業務を委託する場合を除く。）。

（3）受託安全管理実施責任者に委託安全確保業務
に関する記録を作成させ、文書により報告させ
ること。

（4）受託者が委託安全確保業務を適正かつ円滑に
行っているかどうかを確認し、その記録を作成
すること。

（5）4 の（3）の報告及び 4 の（4）の記録を保存す
るとともに、製造販売業者及び総括製造販売責
任者に文書により報告すること。

5　 第一種製造販売業者は、その製造販売後安全
管理に係る業務のうち取締規則第 77 条第 4 号
に掲げる業務を委託する場合においては、当該
委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行し得る
能力を有する者に委託しなければならない。こ
の場合において、製造販売業者は、製造販売後
安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事
項を記載した文書により受託者との契約を締結
し、その契約書を保存しなければならない。

（1）委託安全確保業務の範囲
（2）その他必要な事項
6 　製造販売業者は、安全管理責任者に委託安全
確保業務の改善の必要性について検討させ、そ
の必要性があるときは、製造販売後安全管理業
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◎訂正
平 成 18 年 8 月 1 日 発 行 の

No.272「ＧＱＰ省令及びＧＶＰ省
令の解説（その 4）」の下記部分
について誤りがありました。この
場をお借りしまして、訂正します。

p.9　 図 1
p.10　30 行目　～行うことも可能

である。すなわち～

物薬ＧＶＰ」という。）と人体薬ＧＶＰとの主な相違
点は表 2のとおりである。
（1）市販直後調査

市販直後調査とは、人体薬GPMSP 省令において
も規定されていたもので、①新医薬品を対象として、
②販売開始直後の 6か月間において、③当該医薬品
の適正な使用を促し、④重篤な副作用等（当該医薬
品の副作用によるものと疑われる疾病、障害、死亡
等をいう。）が発生した場合、その情報を迅速に把
握するために行うものであり、人用の医薬品等にお
いては、法第 79 条第 1 項の規定に基づく承認の条
件として付されているものである。人体薬 GVPに
おいては規定されているが、動物薬 GVPにおいて
は規定されていない。

（2）医薬情報担当者・医療機器情報担当者
医薬情報担当者（MR：Medical Representative）

は、人体薬GPMSP 省令においても規定されていた
もので、医薬品の適正な使用に資するために、医療
関係者を訪問すること等により安全管理情報を収集
し、又は提供することを主な業務として行う者をい
い、その医療機器版として人体薬 GVPにおいて初
めて規定されたのが、医療機器情報担当者である。
いずれも動物薬GVPにおいては規定されていない。
4の（2）のアの③の e（「動薬検ニュースNo.272」

に掲載）の「獣医療関係者への情報の提供」は、人
体薬GVPにおいては、「医療関係者への情報の提供」
として医薬情報担当者又は医療機器情報担当者が行
う規定となっている。

（3）安全管理統括部門又は安全管理責任者の要件
人体薬ＧＶＰにおいては、安全管理統括部門は、

「医薬品等の販売に係る部門その他安全確保業務の
適正かつ円滑な遂行に影響を及ぼすおそれのある
部門から独立していること」と規定されており、ま
た、安全管理責任者は、「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安全確保業務の適性
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」と規定されているが、動物薬ＧＶＰにおい
ては、安全管理統括部門及び安全管理責任者とも上
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、安全確保業務の適正
かつ円滑な遂行に影響又は支障を及ぼすおそれがな
ければ、問題ないとしている。

（4）教育訓練
動物薬ＧＶＰにおいては、動物薬ＧＱＰ等と同様
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。

（5）記録の保存期間
5で記載したとおり、ＧＶＰ省令における記録の
保存期間は、自己点検に係る記録を除き、当該記録
を利用しなくなった日（当該品目の承認を整理した
日等）を起算点としており、十分に長い期間である
ことから、人体薬ＧＶＰより短めに設定し、かつ、
生物由来製品及び特定生物由来製品についても特別
の期間は設定していない。
 （了）
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動物医薬品検査所 第6回こども見学デーの開催

動物医薬品検査所では、中央省庁の「子ども霞ヶ関見学デー」に合わせて、8月 24 日（木）に「こども見学デー」
を開催しましたので、その概要を紹介します。

子供見学デーの概要
当所の「こども見学デー」も本年で 6回目の開催を

数えることとなりましたが、小学校 5年から中学校の
児童と保護者を対象として、近隣市の広報誌や国分寺
市教育委員会でご案内したほか、文部科学省のホーム
ページでも「子ども霞ヶ関見学デーと同時期に開催さ
れる催し」として紹介されました。
例年、2日間実施していましたが、今年は 1日だけ

の開催にも拘らず、予定定員を超える 83 名の参加者
を得て大盛況でした。また、当日は残暑がやや厳しい
真夏日でしたが、天気にも恵まれた夏らしい一日でし
た。
当日は、スライドショーやパネルによる説明のほか、

一日科学者体験と称して、ウサギやモルモットの心音
を聴診器で聞く獣医師体験や、培養細胞、細菌、ミジ
ンコの顕微鏡観察、発育鶏卵の観察など参加型の催し
もいろいろ行い、大好評でした。また、今年は、「獣
医師になるためには」、「食の安全と動物用医薬品」と
いうテーマで、セミナーも行い、こちらも約 30 名の
参加者で賑わいました。以下、それぞれの催しについ
て担当者から紹介しますので、当日の雰囲気を感じて
頂ければ幸いです。
なお、この「こども見学デー」の開催にあたり毎年

多大なご理解とご支援を賜っております市役所のご担
当の方々、業務の合間に準備を進め、当日は子どもた
ちを相手に奮闘して頂いた職員一同に、紙面をお借り
して、厚く御礼申し上げます。
 （企画連絡室長　大石弘司）

○スライドショーによる業務紹介
こども見学デーの導入として、企画連絡室長が簡潔

に当所の業務等を説明しました。
主な内容は、動物用医薬品等が私たちの暮らしにど

のように関わっているのか、動物の病気と病原体、動
物用医薬品等の種類及びそれらの効果と安全性を確認
するための方法、そして当所におけるその他の業務に
ついてです。

例年に比べ時間が 10 分に短縮されたことに伴い、
駆け足の説明となってしまった感がありましたが、熱
心に耳を傾けていたこどもたちの姿が印象的でした。
来年は時間の延長に加え、子どもたち参加型の業務
紹介を行うことも検討したいと思います。
 （会計課　宮崎光樹）
○パネル、医薬品等の展示
パネルの展示コーナーでは、① BSE（牛海綿状脳
症）、口蹄疫など防疫上重要な疾病、②ワクチン、抗
生物質などの医薬品の作用、③医薬品の動物における
残留とその検査法、④当所で試験を行う獣医師や薬剤
師の仕事、⑤当所員の海外における活躍について、各
検査室の協力のもと、写真や図を含めてわかりやすく
説明したパネルを展示しました。
医薬品展示コーナーでは、ワクチン、抗生物質、駆
虫薬、診断薬など様々な種類の動物用医薬品を展示し
ました。

イベント 内容

 １．スライドショー 動薬検の仕事を紹介します！

 ２．パネル展示 獣医師や薬剤師のことなどをパネルを
使って調べてみよう！

 ３．医薬品展示 病気や動物によっていろいろな薬があり
ます！

 ４．顕微鏡観察 ふだん目で見ることの出来ないミクロの
世界をのぞいてみよう！

 ５．検卵 ひながかえる前の卵にふれてみよう！

 ６．動物観察
実際に動物にふれてみよう！

 ７．獣医師体験

 ８．ハンドペタンチェック 手のひらの細菌を調べてみよう！

 ９．pH測定 液体の pHを調べてみよう！

 10．セミナー
　　（創立 50周年記念）

テーマ
「わたしたちのくらしと動物用医薬品」
第１部　獣医師になるためには
第 2部　食の安全と動物用医薬品

表　イベント内容
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