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動物用の体外診断用医薬品の国家
検定対象範囲の見直しについて

検査第一部標準品管理研究官　嶋﨑智章　

はじめに
平成 13 年 9 月に我が国で牛海綿状脳症（BSE）が

発生し同年 10 月よりと畜場でのBSEの全頭検査が始
まりましたが、その一次検査には動物用の体外診断用
医薬品（注 1）が使われています。また、ヨーネ病や豚
コレラ、高病原性鳥インフルエンザなどの家畜伝染病
から小動物医療における犬糸状虫症や犬パルボウイル
ス感染症まで、動物の疾病の診断には様々な動物用の
体外診断用医薬品が使われています。
動物用生物学的製剤として取扱われている体外診断

用医薬品は抗原検出用（病原体（細菌、ウイルス等）
を検出するもの）、抗体検出用（病原体に対する抗体
を検出するもの）及びその他（血液型判定用抗体）に
大別されますが、これまで全ての抗原検出用の体外診
断用医薬品とその検査結果が家畜伝染病予防法に基づ
く被検動物個体の殺処分業の行政処置に直結する抗体
検出用の体外診断用医薬品の一部（各種ブルセラ病
診断用抗原、ヨーネ病診断用抗原等）は、薬事法に基
づき、動物医薬品検査所での国家検定に合格したもの
でなければ販売等をしてはならないとされていました
（図参照）。こうした国家検定の対象としているものは、
特に高度の製造技術や試験技術を必要とするもの又は

製造の過程において特に品質に影響を受けやすいもの
等、製品について公的機関の検査を経ずに使用された
場合に保健衛生上の危害を生ずるおそれの大きいもの
と考えられており、動物用医薬品のうちでは上記の体
外診断用医薬品の他に動物用ワクチン及び血清類が国
家検定の対象製剤として指定されています。

見直しの背景
（１）我が国の体外診断用医薬品の品質管理の動向

このような状況下で過去 5年間における国家検定
を受けた体外診断用医薬品の年度ごとの推移を見て
みますと、表に示しますように不合格又は検定中止
件数はほとんどありません。平成 17 年 4 月に施行
された「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法

表　過去 5年間における国家検定を受けた体外診断用医

薬品の検定件数と不合格又は検定中止件数

年　度 13 14 15 16 17

検定件数 99 124 130 137 133

不合格（検定中止） 0（0） 1（4） 1（0） 0（1） 0（0）

図　動物用生物学的製剤である体外診断用医薬品の検定対象範囲
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の一部を改正する法律」に基づき、体外診断用医薬
品の品質管理の方法は GQP省令（注 2）で定める基準
に適合しなければならないとされ、体外診断用医薬
品の品質管理体制が強化されました。そのため、今
後はさらに、高度な品質管理が行われることか期待
されます。

（２）欧米における体外診断用医薬品の品質管理
欧米では、検定制度による体外診断用医薬品の品

質管理は行われていません。なお、米国では農務省
生物学的製剤センターが製品の一部を抽出して品質
検査を行っています。

（３）検定業務の減量効率化
行政改革大綱（平成 12 年 12 月 1 日閣議決定）に
おいて、国の事業として行う検査検定については、
その減量・効率化を着実に推進することとされてお
り、動物用医薬品の検定業務の簡素化が必要です。
このようなことから、平成18年 8月 8日農林水産

省告示第1111～ 1113号により動物用医薬品の検定に
関する告示の一部が改正され、家畜伝染病予防法に
おいて規定される家畜伝染病及び届出伝染病以外の
疫病を対象とする抗原検出用の体外診断用医薬品を
国家検定から除外することとしました。しかし、家
畜伝染病及び届出伝染病を対象とする抗原検出用の
体外診断用医薬品については、不良品による事故が
発生した場合に畜産業上又は公衆衛生上重要な影響
を及ぼすおそれがあることから、これまでどおり国
家検定の対象とすることとしました。

国家検定対象外とされる体外診断用医薬品
今般、国家検定を受けずに販売等ができることと

なった体外診断用医薬品は以下の 20 種類です。
①　牛コロナウイルス感染症診断用ラテックス標識
抗体反応キット

②　牛ロタウイルス感染症診断用酵素抗体反応キット
③　犬パルボウイルス感染症診断用金コロイド標識
抗体反応キット

④　犬パルボウイルス感染症診断用酵素抗体反応
キット

⑤　犬パルボウイルス感染症診断用ラテックス凝集
反応抗体

⑥　犬パルボウイルス感染症診断用ラテックス凝集
反応キット

⑦　ジステンパー診断用金コロイド標識抗体反応
キット

⑧　犬糸状虫症診断用凝集反応抗体

⑨　犬糸状虫症診断用金コロイド標識抗体反応キット
⑩　犬糸状虫症診断用酵素抗体反応キット（ペルオ
キシダーゼ標識抗犬糸状虫成虫抗原ポリクローナ
ル抗体）
⑪　犬糸状虫症診断用酵素抗体反応キット（ペルオ
キシダーゼ標識抗犬糸状虫成虫抗原モノクローナ
ル抗体）
⑫　犬糸状虫症診断用ラテックス標識抗体反応キット
⑬　猫白血病診断用金コロイド標識抗体反応キット
⑭　猫白血病診断用酵素抗体反応キット
⑮　猫白血病診断用酵素抗体反応キット（デバイス型）
⑯　猫白血病診断用ラテックス標識抗体反応キット
⑰　猫白血病・猫免疫不全ウイルス感染症診断用金
コロイド標識抗体反応複合キット
⑱　猫白血病・猫免疫不全ウイルス感染症診断用酵
素抗体反応複合キット
⑲　猫白血病・猫免疫不全ウイルス感染症診断用酵
素抗体反応複合キット（組換え型猫免疫不全ウイ
ルス抗原）
⑳　猫白血病・猫免疫不全ウイルス感染症診断用酵
素抗体反応複合キット（組換え型・合成型猫免疫
不全ウイルス抗原）

終わりに
動物用の体外診断用医薬品は獣医療の現場において
なくてはならないもので、実際に獣医師はその判定結
果を考慮して診断をします。したがって、体外診断用
医薬品には確かな製造管理及び品質管理が要求され、
人体用と同様に薬事法で規制されています。今般、薬
事法の改正などに鑑み、既述の 20 製品の動物用体外
診断用医薬品を検定対象外としましたが、今後、国は
薬事法に基づく立入検査及び収去（注３）によりこれら
の製品の品質確保に当たることとなります。

（注 1）専ら疾病の診断に使用されることが目的と
されている医薬品のうち、動物の身体に直
接使用されることのないもの

（注 2）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 年農林水産省令第 19 号）

（注 3）製造・流通過程における医薬品等について、
その一部を抜き取って検査し、品質の確保
及び不良医薬品等の排除を図ること。
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ＧＱＰ省令及びＧＶＰ省令の解説（その5）
検査第二部一般薬検査室長　永井英貴

「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）について、動薬検ニュー
スNo.270 及び No.272 に引き続き、概要、要点等について解説する。同ニュースNo.268 から掲載してきた解説は、
今日で終了する。

ＧＶＰ省令（後半：2の 2）

5　安全確保業務に係る記録の保存（第 5条から第 10
条まで及び第 14 条）
（1）ＧＱＰ省令においては、文書及び記録の管理・保
存については、まとめて（第 15 条及び第 22 条）規
定されており、製造販売業者が行うこととなってい
るが、ＧＶＰ省令においては、各業務ごとに当該業
務に関連する文書その他の記録の管理・保存を行う
者が規定されている。

（2）原則は、当該業務の責任者が関連する文書その他
の記録を管理・保存することとなっており、具体的
には以下のとおりである。
ア　製造販売業者が管理・保存する記録
（ア）　製造販売後安全管理業務手順書（第 5条第

1項）
（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（第 5
条第 2項）

イ　総括製造販売責任者が管理・保存する記録
総括製造販売責任者が行う、安全確保措置案の

評価及び安全確保措置の決定に係る記録（第 9条
第 1項第 1号）

ウ　総括製造販売責任者又は安全管理責任者（当該
文書を作成し、又は改訂した者）が管理・保存す
る記録
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（第 5条第 3項）
（3）これらの記録以外のものについては、すべて安全
管理責任者が管理・保存する規定となっているが、
製造販売業者が指定する者が、記録の保存を代行す
ることができる。

（4）各記録の保存期間は、以下に掲げる期間を除き、

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）から 3年間である。
ア　特定保守管理医療機器に係る記録

当該記録を利用しなくなった日から 15 年間
イ　自己点検に係る記録

作成した日から 3年間

6　第二種製造販売業者又は第三種製造販売業者の製
造販売後安全管理基準

表 1（「動薬検ニュースNo.270」に掲載）で示し
たように、第二種製造販売業者又は第三種製造販売
業者の製造販売後安全管理の基準は、それぞれ第一
種製造販売業者の基準を部分的に準用して規定され
ている。

（1）第二種製造販売業者の製造販売後安全管理基準（第
11 条及び第 12 条）
第一種製造販売業者の製造販売後安全管理基準と
の主な相違点は、以下のとおりである。
ア　安全管理統括部門を設置する規定がない。
イ　安全管理責任者の資格要件の規定がない。
ウ　安全管理実施責任者を設置する規定がなく、安
全管理実施責任者に係る製造販売後安全管理業務
手順書等を作成する規定がなく、また、安全確保
業務の実施における安全管理実施責任者に係る規
定がない。

（2）第三種製造販売業者の製造販売後安全管理基準（第
13 条）
6の（1）に加えて、製造販売後安全管理業務手順

書等自体を作成する規定がなく、また、自己点検を
行う規定もない。

7　製造販売後安全管理に係る業務の委託について
（1）2 の（3）（「動薬検ニュースNo.270」に掲載）のと
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おり、法第 18 条第 3 項の規定に基づく取締規則第
77 条に掲げる以下のアからエまでの業務の全部又
は一部は、その業務を適正かつ確実に行う能力のあ
る者に委託することができる。
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アからウま
でに附帯する業務

（2）このうち、イの「安全管理情報の解析」とは、4の（2）
のイ（「動薬検ニュースNo.272」に掲載）のとおり、
安全管理情報の検討に際して、事前に安全管理情報
を統計学的に解析することなどをいう。

（3）また、エの「収集した安全管理情報の保存その他
アからウまでに附帯する業務」とは、例えば、収集
した安全管理情報を他社に依頼して保管すること、
収集した安全管理情報を他社に依頼してデータ入力
すること等が該当する。

（4）取締規則第 78 条では、製造販売業者は、製造販
売後安全管理業務を受託する者に、当該業務を再委
託させてはならないと規定されており、再委託は禁
止されている。

（5）製造販売後安全管理業務の委託については、以下
の基準を参考に実施されたい。紙面が限られているこ
とから、第一種製造販売業者がその製造販売後安全
管理に係る業務を委託する場合に限定して記載する。

第一種製造販売業者がその製造販売後安全管理
に係る業務を委託する方法の基準
1　 第一種製造販売業者が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 1 号か
ら第 3号までに掲げる業務を委託する場合にお
いては、当該業務を受託する者（以下「受託者」
という。）は、次に掲げる要件を満たさなけれ
ばならない。

（1）委託する業務（以下「委託安全確保業務」と
いう。）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。

（2）委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行し
得る能力を有する当該業務の実施に係る責任者
（以下「受託安全管理実施責任者」という。）を
置いていること。

（3）委託安全確保業務に係る次項の手順書その他
委託安全確保業務に必要な文書（以下「製造販

売後安全管理業務手順書等」という。）の写し
を委託安全確保業務を行う事務所に備え付けて
いること。
2　 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 1 号
から第 3号までに掲げる業務を委託する場合に
おいては、次に掲げる手順を記載した委託安全
確保業務に係る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。

（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）受託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

（5）委託の手順
（6）委託安全確保業務に係る記録の保存に関する
手順

（7）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

（8）その他委託安全確保業務を適正かつ円滑に行
うために必要な手順
3　 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 1 号
から第 3号までに掲げる業務を委託する場合に
おいては、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）受託安全管理実施責任者の設置及び当該者の
実施する委託安全確保業務の範囲に関する事項

（3）委託安全確保業務に係る 2の（1）から（4）ま
で及び 2の（6）から（8）までに掲げる手順に関
する事項

（4）委託安全確保業務の実施の指示に関する事項
（5）4 の（3）の報告及び 4 の（4）の確認に関する
事項

（6）6の指示及び 7の確認に関する事項
（7）8の情報提供に関する事項
（8）その他必要な事項
4 　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 1 号
から第 3号までに掲げる業務を委託する場合に
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