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月　日 行　　　　　　　　　　事 場　　　　所

 18.   8. 1 第 27 回飼料の安全性に関する検討会出席 （独）畜産草地研究所
   4 平成 18 年度第１回特別講演会開催 当　　所
   5 動物用医薬品等残留基準値ポジティブリスト制度導入周知啓発事業資

料作成委員会合同委員会出席
日本動物用医薬品協会

   8 第 27 回家畜衛生講習会講師 （財）化学及血清療法研究所
   22 動物用医薬品等部会 本　　省

各国及び我が国の BSE サーベイランスの分析・評価に関する研究事
業検討会の出席

三菱総合研究所

   24 こども見学デー 当　　所
   平成 18 年度「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」リスク

管理型研究検討会出席
本　　省

   25 第 519 回技談会開催（演題及び発表者） 当　　所
1．リアルタイム PCRを導入したマイコプラズマ検出法の改良 
（松本幸子）

2．類結節症菌（Photobacterium damselae subsp. piscicida）国内分
離株のパルスフィールドゲル電気泳動法を用いた遺伝子型別
（木島まゆみ）

3．フルオロキノロン耐性豚丹毒菌におけるＤＮＡ ジャイレース及
びトポイソメラーゼⅣ変異の解析（山本欣也）

4．家畜におけるフルオロキノロン剤の使用とフルオロキノロン耐
性カンピロバクターの分布との関係（浅井鉄夫）

5．国内における鶏大腸菌症由来大腸菌の抗菌剤感受性調査
（小澤真名緒）

6．Salmonella Typhimuriumの薬剤感受性と多剤耐性の動向
（川越久美子）

7．異常プリオン蛋白質に結合するRNAアプタマーの作出
（能田健）

8．異常プリオン蛋白質に結合する RNAアプタマーの特異性解析
（永田知史）

    9. 13 抗菌性物質薬剤耐性菌評価情報整備検討会出席 南青山会館
   14 ～ 15 平成 18 年度日本魚病学会出席 長崎大学
     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
     20 第 6 回ヨーネ病防疫技術検討会出席 本　　省
   22 ～ 24 第 142 回日本獣医学会出席 山口大学
   27 動物慰霊祭 当　　所

主 な 行 事
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人事異動

月　日 異動内容 官職 氏　　名 摘　　　　　　　　　要

 18. 8. 11 配置換 技 山本　　実 消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐（企画連絡室長）

配置換 技 大石　弘司 企画連絡室長（消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐）

  9. 16 配置換 技 金原真理子 検査第一部兼企画連絡室技術指導課（生産局総務課政策評価班
評価第１係長）

海外出張

期　　間 官職 氏　　名 所　　属 摘　　　　　　　　　要

 18. 9. 22 ～ 19. 2. 18 技 岩本　聖子 検査第一部 平成 18年度派遣行政官短期存外研究員（アメリカ）

 18. 9. 26 ～  10. 2 技 能田　　健 検査第一部 薬事制度と動物用医薬品に関する情報収集（英国）

〃 小澤真名緒 検査第二部

所員研修

期　　間 官職 氏　　名 研　　修　　内　　容 研　修　場　所

 18. 8. 21 ～ 11. 20 事 樋口　満恵 平成 18 年度経営・簿記能力向上研修 本省研修室

 18. 9.  6 ～  8 技 永井　英貴 平成 18 年度中央畜産技術研修会（管理者）（独）家畜改良センター
中央畜産研修施設

     9. 28 事 金子　秀夫 平成 18 年度争訟問題研究会 中央合同庁舎

研修者

期　　間 氏　　名 所　　属 研　　修　　内　　容

 18. 9.  25 ～ 29 睦　　宗　洙 韓国　國立水産科學院 水産物中のアミノグリコシド抗生物質の分析技
術、試料からアミノグリコシド抗生物質の抽出
方法、LC/MC によるアミノグリコシド抗生物
質の分析技術の習得

趙　　美　羅

見学者

月　　日 所　　　　　　　　属 摘　　　　　　要

 18. 8. 23 シリア、バース大学獣医学部副学部長

  9. 5 日本獣医生命科学大学生（7名）

  9. 8 メキシコ、ハリスコ州政府農業開発事務官

人 の 動 き
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◎「ケタミンの麻薬指定について」

お知らせ

「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬
原料を指定する政令」が一部改正され、2－（2－ク
ロロフェニル）－ 2－（メチルアミノ）シクロヘキサ
ノン（別名：ケタミン）が麻薬に指定され、平成 19
年 1 月 1 日（施行日）から、麻薬及び向精神薬取締法
の規制の適用を受けることとなりました。
これまで動物用医薬品が麻薬に指定された例はあり

ませんでしたが、医薬品製造業者、獣医師、研究者等
が業務又は研究のため、施行日以降もケタミンを継続
して取り扱う場合は、施行日までにあらかじめ麻薬施
用者の免許を取得するなどの手続きが必要です。また、

保管のために麻薬保管庫を設置し、麻薬指定後の記録、
保管、届出等の規制に従うなど、管理にも不備がない
ようにする必要があります。
一方、施行日以降、ケタミンを取り扱わない場合は、
所有しているケタミンを施行日までに水で希釈するな
ど回収が不可能な方法によって適切に廃棄処理する必
要があります。
麻薬施用者の免許申請や管理方法等の詳細について
は、各都道府県の薬務主管課等にお問い合わせくださ
い。
 （動物用医薬品審査官　遠藤秀紀）

けやきコラム
本誌面をお読みいただくころには、秋本番、さわや

かな季節となっていることと思いますが、この原稿を
書いている今は、ふと気がつくと蝉の鳴き声に取り巻
かれて汗ばんでいることがまだまだ多い時期でありま
す。こういうあまり定例的とはいえない時期の異動で、
今回より本コラムを担当することになりました。文才
は全くありませんが、折々に触れておきたいこと、触
れておくべきことをコラムに記録していきたいと思っ
ております。
さて、今月号のトピックスでも特集しましたが、去

る 8月 24 日当所の「こども見学デー」を開催し、例
年を越える参加者で賑わったところです。参加後のア
ンケートを見ると、やはり動物に触れるということが
子どもたちの興味・好感の中心でありました。保護者
の方からは「小学生にはこの検査所の意味は深くはわ
からなかったろうが心に残ればいい」という率直な、
しかしこの見学デーの目的をよく示しているご意見も
頂きました。引き続き、子どもたちの心に残るような
見学デーを目指すこととしたいと考えています。
当所は、本年創立 50 周年を迎えましたが、50 年と
いえば半世紀、当方の歳より長い歴史をもつというと
ころでまず一礼。時代の変遷に応じて現在の業務体制
となっているが、技術革新への対応、規制緩和の中
での業務の見直し、国際化への対応、危機管理対策の

強化等々、先人の的確なご対応にはただ頭が下がる思
いです。この 10 月には、節目の記録として創立 50 周
年記念誌を編纂し関係者にお届けできると思いますの
で、ご一読頂ければ幸いです。
現在、米国からの牛肉輸入も再開し、動物衛生・食
品安全を取り巻く情勢は、一時の喧騒を思うと小康状
態にあるという感ですが、この業界では最近はいつ何
が起こり、大波になるかわかりません。アジアの状況
をみると、鳥インフルエンザや口蹄疫は決して楽観で
きるものではありません。当所の危機管理業務関連で
は、年度の後半には備蓄ワクチンの検定・検査業務の
予定が詰まっています。秋を過ぎれば病気の発生の多
い冬がすぐ来ます。必要な作業を怠りなく確実に実施
しておき、後はドキドキしながら、緊急時の対応につ
いて常に頭の体操をしておきたいと考えています。
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