
12

る伝統的な煉瓦作りの建物である。

ここで、出迎えてくれた生物学的製剤の責任者であ
るアイロット氏は、現在の承認制度に、どちらかとい
えば否定的な語り口であった。VMDは EU及び英国
の法に基づく動物用医薬品に関して承認の審査、公布、
管理を担当している。つまり、二重の法律に縛られて
いることになり、なかなかややこしい。もはや、ピカ
新薬の承認権限はなく、EMEAの下請け的存在であ
ることを快く思わないのも当然だろう。
上述した、中央審査以外の三種がVMDの担当とな

る。そのうち国別審査方式は、承認がただ 1カ国のみ
で必要な場合のもっともクラシカルな手続きである。
相互承認方式と分散化方式は、メーカーが販売を希望
する特定の複数国で承認を得る方法である。両方式と
も、承認申請の際、メーカーが一つの国（リファレン
ス国）を選ぶ。当然、英国、フランス、オランダ、ド
イツなど自国に動物薬メーカーを有する国は、リファ
レンス国となる事が多い。相互承認方式では一つの国
で承認を得てから他の国に申請が行われ、分散化方式
では複数国に同時に申請が行われる点が異なるが、そ
れ以外はほとんど同じような手続きとなる。つまり、
リファレンス
国の担当機関
が、複数の国
からの指摘事
項をとりまと
めてメーカーに提示し、メーカーからの回答を各国の
担当者に配布するのである。各国のお国事情それぞれ
は異なるので、意見の調整はむずかしい。「申請書は
厚くなる一方で、さらに関係各国に配慮しなければな
らないので動きが取りにくくなるばかりである。」と
アイロット氏は嘆いていた。
興味深いことに、相互承認方式と分散化方式におい

ては、申請した複数国の内一つでも承認しない国が出
てくれば、申請した他の国でも一切の使用が禁止される。
メーカーにとっては、労多くして実りが少なくなる可能

性もあるから、リファレンス国にはメーカーからの圧力
も大きい。アイロット氏が心なしか疲れて見えた。

・・・
実施調査（査察）業務に関してもEMEAへの権限
集中化は確実に進んでいる。EMEAのブレンダンはそ
の風貌とは対照的に、穏やかで人なつこい性格である。
彼によると、EMEAは事務局として EU全域の GMP
査察を統括することになっているが、やはり実行部隊
は各メンバー国の規制当局である。各国の査察のレベ
ルをそろえるために、EMEAは査察官を集めて定期
的な教育訓練を行っている。今年はハンガリーで訓練
集会が開催されるそうだ。EU外からの輸入品に対応
する査察に関しては、基本的に輸入国が対応するが、
現在は一つの品目が複数の国に輸入されている方が多
い。この場合は EMEAと協議の上、一国が代表して
査察対応することでEU全体の査察とすることになっ
ている。
次に特徴的なのが、データーベース化の推進であ
る。ユードラ GMPと呼ばれるデーターベースが設置
され、そこに GMPの査察結果及び認証に関する情報
が集められる。各国の規制当局はこのデーターベース
にアクセスし、査察関連の情報を得ることができる。
2006 年末に運用を開始する予定となっており、ここ
でも EMEAに情報と権限を集中させる仕組み作りが
静かに進行していた。

＊ ＊ ＊

畜産物が自由にEU域内を行き来する以上、消費者

保護の観点からも動物薬管理の集中化は必要不可欠で

ある。EU域内の承認及び査察権限は、次第にEMEA

に移行しており、ヨーロッパの統合はこのような面か

らも着実に進んでいる。だから EMEAは、組織とし

ての活気に溢れているのだろう。一方、英国VMDは

下請け的業務が中心となり、その権限は確実に縮小し

ている。かつての大英帝国を背負う威信のようなもの

は、もはや感じられなかった。これもEUを成立させ

るための産みの苦しみなのだろうか。

次回のニュースでは、VLAのTSE関連部門、ならび
に英国獣医師会年次総会について報告する予定である。
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調査研究紹介
Salmonella Typhimurium の薬剤感受性と多剤耐性の動向

○川越久美子１）、小澤真名緒、浅井鉄夫、鮫島俊哉
（１）農林水産省消費・安全局、動物医薬品検査所）

Salmonella Typhimurium（ST）ファージ型DT104
（DT104）は、1990 年代前半から国内の牛から分離さ
れるようになり、1999 ～ 2001 年では牛から分離され
た STの 71.9% 及び豚から分離された STの 31.4% を
占めていた。今回、2002～ 2005年度に病畜から分離さ
れたSTの薬剤感受性と多剤耐性菌の動向を報告する。
病畜から分離された ST153 株（牛 104 株、豚 49 株）

を用いて、11 薬剤のMIC 値を NCCLS 標準法に準拠
した寒天平板希釈法により測定した。クラス 1インテ
グロンの保有を PCRで確認後、国立感染症研究所へ
ファージ型別を依頼した。
由来別の耐性率（%、牛 /豚）では、DSM（93.3/83.7）、
OTC（88.5/93.9）、GM（1.9/0.0）、CL（1.9/4.1）、及

びNA（3.8/0.0）では差が見られなかったが、ABPC
（88.5/18.4）、KM（53.8/2.0） 及 び CP（34.6/14.3）
耐性は牛由来株で高率で、TMP（7.8/36.7）耐性は豚
由来株で高率だった。3剤以上に耐性を示す株は、豚
由来株（46.9%）に比べて、牛由来株（88.5%）で多
く見られた。薬剤耐性パターンでは、牛由来株では
ABPC-DSM-OTC-KM 耐性（45.2%）、豚由来株では
DSM-OTC 耐性（36.7%）が優勢であった。また、分
離された STの中で DT104 の占める割合は、牛と豚
ではそれぞれ 27.9%、4.1% であり、1999 年度～ 2001
年度に比べて減少していた。このように多剤耐性株の
分布が、動物由来別の耐性率の違いを反映していた。
 （第 142 回日本獣医学会）

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、原田和記１）、小島明美、高橋敏雄、鮫島俊哉
（動物医薬品検査所、 １）農林水産省消費・安全局）

フルオロキノロン（FQ）剤は、医療及び獣医療にお
いて重要な抗菌性物質の一つで、FQ耐性株の出現は、
公衆衛生及び動物衛生上、重要な問題と考えられてい
る。抗菌剤が使用されると選択圧となってその系統に
対する耐性菌が出現するが、多剤耐性菌の場合には、
耐性パターンに含まれる全ての薬剤を使用することで
選択される可能性が考えられる。今回、FQ耐性を示
すCampylobacter が分離された農場におけるFQ剤と
耐性パターンに含まれる他の抗菌剤の使用状況を全国
レベルで調査したので、その概要を紹介する。
2001 ～ 2004 年に実施された健康家畜（肉牛、

豚、ブロイラー及び採卵鶏）における薬剤感受性調
査農場での抗菌剤の使用状況と糞便由来株の耐性
パターンを比較した。糞便を採材する時に、農場

で 6 ヶ月以内に使用した薬剤を聞取り調査していた
ので、その調査票に基づいて集計した。また、分離
株の薬剤感受性データは、これまでに調査した成績
（DSM , EM , OTC , CP 及び ERFX）を使用した。
FQ剤は、1,374 農場中 21 農場で使用されていた。

C. jejuni が分離された273農場中、44農場でERFX耐
性株が検出され、FQ剤は2農場で使用されていた。また、
C. coli では、204 農場中 58 農場で ERFX 耐性株が検
出され、FQ剤は 1農場で使用されていた。ERFX耐
性C. jejuni の 25 株（56.8%）と ERFX 耐性C. coli の
54 株（93.1%）が多剤耐性を示しました。ERFX耐性
C. jejuni が分離された 44 農場中 2農場（4.5％）、C. coli
では 12 農場（20.7％）で耐性パターンに含まれる他
の薬剤が使用されていた。以上の成績を集計すると、
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FQ耐性C. jejuni が分離された農場の 9.1%、ERFX耐
性C. coli が分離された農場の 24.1% で、FQ剤及び耐
性型に含まれる薬剤が使用されていたことがわかっ
た。しかし、FQ耐性株は、FQ剤及び耐性型に含ま

れる薬剤が使用されていない農場でも分布していたこ
とから、FQ剤を含む抗菌剤の使用状況を必ずしも反
映していないことが示唆された。
 （第 142 回日本獣医学会）

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、内山万利子、新田早人、守岡綾子、高木昌美１）、高橋敏雄
（動物医薬品検査所、 １）動物衛生研究所）

我々は、第 140 回日本獣医学会学術集会において、
2001 ～ 2003 年の間に分離された豚丹毒菌 211 株の薬
剤感受性を調べ、フルオロキノロン（FQ）耐性株の
出現を初めて報告した。今回、豚丹毒菌のFQ耐性機
構を解明するため、FQ耐性野外分離株及び in vitro
で選択したFQ耐性変異株を用いて、DNAジャイレー
ス及びトポイソメラーゼⅣの変異について検討した。
FQ 感受性の ATCC19414T 株、藤沢株及び 158 株

からエンロフロキサシンにより選択したFQ耐性変異
株、及びFQ耐性野外分離株 6株について、今回開発
した豚丹毒菌のgyrA、gyrB、parC 及びparE のキノ
ロン耐性決定領域（QRDR）を含む領域を特異的に増
幅する PCRを用いて、各遺伝子の塩基配列及び予想
されるアミノ酸配列の変異を解析した。
ATCC19414 T株の GyrA、GyrB、ParC 及び ParE

の QRDR のアミノ酸配列と他菌種のそれらとの相同

性は、55 ～ 90% の範囲であった。In vitro で選択し
た FQ耐性変異株について各遺伝子の変異を調べた結
果、軽度に感受性が低下した変異株でparC に変異が
生じ、さらに感受性が低下した変異株ではgyrA に変
異が加わることが認められた。また、アミノ酸の変異
は、GyrA の 83 位の Thr 及び 87 位の Asp、ParC の
80 位の Ser 及び 84 位の Glu に好発する傾向が認めら
れた。FQ耐性野外分離株 6株について、ATCC19414T

株との比較により同様の解析をした結果、全株でFQ
耐性変異株において変異が認められた、GyrAの 87 位
のAsp、及びParCの 80位のSerに変異が認められた。
以上の結果より、豚丹毒菌においては、トポイソメラー
ゼⅣが FQの一次標的酵素であり、GyrA 及び ParC
の QRDR のアミノ酸の変異により耐性化することが
示唆された。
 （第 142 回日本獣医学会）

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、川越久美子１）、浅井鉄夫、鮫島俊哉
（動物医薬品検査所、 １）農林水産省消費・安全局）

鶏の大腸菌症は、病型は多様であるが敗血症での死
亡率は極めて高い。本病の予防にはワクチンが市販され
ているが、治療には抗菌性物質が使用されている。今
回、多剤耐性化が懸念されている本症由来大腸菌を収
集し、抗菌剤に対する感受性を調査したので報告する。
2001 年から 2005 年にかけて、全国 17 府県の家畜
保健衛生所等において大腸菌症と診断された鶏の病変
部位から分離された大腸菌 55 株を調査対象とした。

収集された株について、NCCLS 標準法に準拠した寒
天平板希釈法により国内で鶏の大腸菌感染症を効能と
して承認されている７系統の抗菌剤に対するMIC 値
を求めた。耐性限界値はNCCLS のガイドラインに準
拠し、設定されていない薬剤は微生物学的ブレークポ
イントを設定した。
各薬剤に対する耐性率は、ABPC（76.4%）、OTC

（70.9%）、KM（36.4%）、FM（34.5%）、TMP（27.3%）、
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ERFX（25.5%）、FFC（1.8%）であった。全体の 53%
の株は 3薬剤以上に耐性を示し、11％の株が 6薬剤に
耐性を示したが、すべての薬剤に感受性を示した株が
全体の 13% 存在した。また、すべての薬剤に耐性を
示した株は認められなかった。以上のように、国内で
承認されている薬剤については FFCを除いて耐性率

が 25% 以上となっており、また、多剤耐性を示す株
が多いことから、鶏の大腸菌症の治療に当たっては原
因菌の薬剤感受性試験結果に基づき薬剤を選択するこ
とが重要であると考えられた。
 （第 142 回日本獣医学会）

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、関矢聡１） ２）、PKRクマール１）、永田知史、横山隆３）、西川諭１） ２）

（動物医薬品検査所、 １）産業技術総合研究所、２）筑波大学連携大学院、
３）動物衛生研究所プリオン病研究センター）

RNA分子は配列特異的な立体構造をとることによ
り、触媒能や特異的認識能を持つ。この中で、標的分
子に特異的に結合するRNAは特にアプタマー注１と呼
ばれる。
我々は、プリオン蛋白質を標的とした RNAアプタ

マーを作出し、診断・検出、研究用のプローブとして
の応用を検討している。これまでに、正常プリオン蛋
白質に結合する抗 PrPC アプタマーを単離し、検出法・
濃縮法等、周辺技術の整備を行ってきた。
今回は、異常プリオン蛋白質に結合する新規アプタ

マーの作出について報告した。
スクレイピーを感染させたマウスの脳から精製し

たスクレイピー関連繊維（SAF）を標的物質として、
RNAコンビナトリアルライブラリー注２からアプタ
マーの選択を行った。その結果、相同性の高い 16 塩
基の特有な配列を有する数種類の抗 SAFアプタマー
が得られた。抗 SAFアプタマーは組換え蛋白質に比

べ、SAFにより高い親和性を示した。RNase 耐性と
するための化学修飾を行った後も、これらのアプタ
マーは結合能を維持していた。
ヌクレアーゼマッピングによりアプタマーの二次構
造解析を行ったところ、抗 SAFアプタマーは 16 塩基
の共通配列によるループ構造を一端に有しており、以
前単離した抗 PrPC アプタマーとは異なる構造であっ
た。
SAFに結合するRNase耐性のアプタマーを単離し、
それらが配列特異的な立体構造をとることを明らかに
した。 （第 142 回日本獣医学会）

注１ Aptamer：「適合したもの」を表すラテン語の

[apt] と、「分子」を表す［mer］の複合語。

注２ ランダム配列を有する分子の集合体。ラン

ダム配列が 30mer の場合、理論的には 430

（=1018）種類の配列が存在する。
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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、関矢聡１） ２）、PKRクマール１）、横山隆３）、西川諭１） ２）、能田健
（動物医薬品検査所、 １）産業技術総合研究所、２）筑波大学連携大学院、

３）動物衛生研究所プリオン病研究センター）

我々のグループは、牛海綿状脳症（BSE）やスクレ
イピーに関わっているとされるプリオン蛋白質（PrP）
の新しい検出プローブとして RNAアプタマーと呼ば
れる機能性RNAに注目している。
今回の学会発表では、生体材料中のプリオン蛋白質

の結合性について報告し、濃縮や検出に応用可能であ
ることを明らかにした。

スクレイピー感染マウス脳乳剤を超遠心し、沈渣を
PK処理することで得られた SAF及び SAF相当領域
である aa89-230 の組換えフラグメントを抗 SAFアプ
タマーと反応させた。続いて、それぞれをニトロセル
ロース膜にブロッティングし解析した結果、抗 SAF
アプタマーは aa89-230 と比較し SAFにより高い親和
性を有することが確認された。次に RNase に耐性化
されたアプタマーを磁気ビーズに結合させ、正常マ
ウス脳又は SCマウス脳乳剤と混合しアフィニティー
プルダウンを行ったところ、抗 SAFアプタマービー
ズによって SCマウス脳からプルダウンされた PrP は
PK抵抗性であった。また、アプタマー結合ビーズを
用いて希薄脳乳剤から PrP を濃縮可能であることを
確認した。
 （第 142 回日本獣医学会）
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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、永田知史、能田健
（動物医薬品検査所）

検体中のマイコプラズマ検出には、液体培地と平板
培地を組み合わせて行う培養法が一般的に用いられて
いる。これには約１ヶ月の時間と多くの労力を要す
る。一方、PCR法による検出は短時間で遂行可能だが、
感度が低い等の問題がある。そこで我々は液体培地に
よる前培養とリアルタイム PCR法（rPCR）を組み合
わせ、マイコプラズマをより短時間かつ高感度に検出
するための基礎的な方法を検討した。
M.synoviae をマイコプラズマ用液体培地で前培養
した菌液から、セパジーンを用いてDNAを抽出した。
日本薬局方参考情報に収載の PCR検出法に基づいて
設定したプライマーにより rPCRを行った。前培養時
のDNA量および菌数の経時的変化を測定するととも
に、測定感度の比較を行った。

その結果、rPCR法の検出限界は10cfu/0.1mlであり、
平板培地と同程度の検出感度を有していた。特異性の
確認のため E.coli を同様に試験したところ、DNAの
増幅は見られなかった。培地中のDNAは、増殖に伴っ
て累積的に蓄積し、死滅期以降も減少しないため、高
濃度に維持された。一方、平板培地では対数増殖期を
過ぎると検出は不可能であった。
rPCR と前培養と組み合わせる検出法は高感度かつ

特異的であり、培養開始時と終了時のDNA量を比較
することで生菌と死菌の区別も可能であることが明ら
かとなった。rPCR 法は前培養後３時間で測定が終了
するため、平板培地の培養期間に相当する約半月の短
縮が可能となり、労力の大幅な軽減につながる有用な
方法であると考えられた。 （第 142 回日本獣医学会）
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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、川西路子１）、鈴木祥子、野牛一弘、福田穣２）

（動物医薬品検査所、 １）農林水産省消費・安全局、 ２）大分県水産試験場）

類結節症は、日本のブリ属魚類養殖において被害の
大きい細菌性疾病の１つであるが、原因菌の性状が極
めて均一であることが疫学的解析を行う際の支障と
なっている。そこで我々は、パルスフィールドゲル電
気泳動（PFGE）法を用いて類結節症菌の遺伝子型別
を行うとともに、プラスミド型及び薬剤耐性型との関
連性を調べた。
2002 年 6 月～ 10 月に西日本６県で分離されたブ

リ、カンパチ及びヒラマサ由来の類結節症菌 74 株及
び標準株４株を供試株とした。PFGE は、アガロー
スゲル包埋株を proteinaseK で 30 分間処理後、SmaI
又は NotI で切断したものを 1-20 秒のパルスタイムで
各々 24 又は 21 時間泳動して行い、Fingerprinting II
（Bio-Rad）を用いて解析した。また、プラスミドは
FastPlasmid Mini Kit（Eppendorf） 又は Kado&Liu
らの方法に従って分離した。
国内で分離された類結節症菌株は、大きく分けて３

つの PFGE型（Ia , Ib 及び Ic）及び３つのプラスミド
型（pA , pB 及び pC）に分類することが出来た。この
うち最も優勢な PFGE 型は Ia 型で、殆どの株が pA
型のプラスミドを有しており、全て多剤耐性株であっ
た。Ib 型は、殆どの株がカンパチ由来で pB型のプラ
スミドを有する株が多かった。Ic 型は、pC型のプラ
スミドを有している株が多く、多剤耐性株は認められ
なかった。また、同一日、同一地域、同一魚種から分
離された株の中に PFGE 型が異なっている例が認め
られたことから、起源が異なる複数の菌株の重感染、
又は同一地域における菌株の変異が起きている可能性
も示唆された。これまで日本で分離された類結節症菌
は、プラスミド及び薬剤耐性以外の性状は極めて均一
であるとされて来たが、今回、PFGEを用いた解析に
おいて、類結節症菌の遺伝子型が多様であることが確
認されるとともに、今後、類結節症菌の疫学的調査を
行う際には PFGE法が有用であることが示唆された。
 （平成 18 年度魚病学会大会）

新薬紹介
フィロコキシブを含有する犬の経口投与剤（平成 18年 7月 25 日承認）

フィロコキシブ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。
フィロコキシブはコキシブ系の非ステロイド性抗炎

症剤（NSAID）であり、高いシクロオキシゲナーゼ 2
選択的阻害性を有する。

１．成分及び分量

1 錠中 フィロコキシブ 56.88mg 又は 227.28mg
２．用法及び用量

56.88mg 錠は体重 3.0kg 以上、227.28mg 錠は体重
17.2kg 以上の犬に対して、1日 1回、体重 1kg 当た
りフィロコキシブとして 5mg を基準量として下記

の投薬表に基づいて経口投与する。

体 重
1日当たりの用量
（錠剤の数）

56.88mg 錠 27.28mg 錠
3.0kg 以上 5.8kg 未満 1/2  錠
5.8kg 以上 11.5kg 未満 1 錠
11.5kg 以上 17.2kg 未満 11/2  錠
17.2kg 以上 22.8kg 未満 1/2  錠
22.8kg 以上 45.5kg 未満 1 錠
45.5kg 以上 68.2kg 未満 11/2  錠

３．効能又は効果

犬：変形性関節症に伴う慢性の疼痛及び炎症の緩和



18

４．特筆すべき使用上の注意

・ フィロコキシブあるいは他の非ステロイド性消炎鎮
痛剤に対し高感受性を示す犬には本剤を投与しない
こと。

・ 本剤を他の抗炎症剤から変更して使用する際には、
本剤使用前に少なくとも 24 時間の休薬期間をとる
こと。

・ 3 ｋｇ未満の犬には投与しないこと。
・ 10 週齢未満の幼犬には投与しないこと。10～ 13週
齢の子犬に基準量の3～ 5倍量を投与した場合に、死
亡や食欲不振、十二指腸潰瘍、肝臓の脂肪蓄積等の
副作用及び赤血球数の低下、血清アルカリフォスファ
ターゼの増加が発現したことがあるため、7ヵ月齢未

満の子犬に使用する場合には慎重に投与すること。
・ 本剤は、実験動物において催奇形性及び繁殖毒性が
認められている。繁殖中、妊娠中あるいは授乳中の
犬には投与しないこと。

・ 本剤の使用に際しては、獣医師が 14 日ごとに診察
し、その結果に基づいて 56 日間を限度に処方日数
を決めること。

・ 本剤の投与後嘔吐、食欲不振、下痢あるいは嗜眠等
がみられることがある。このような場合は速やかに
投薬を中止し、適切な処置を行うこと。

・ 本剤を利尿剤、ACE阻害剤あるいは塩酸シプロフ
ロキサシン等の腎毒性のある薬剤と併用するときに
は慎重に投与すること。
 （一般薬検査室主任研究官 小形智子）

ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・産卵低下症候群－ 1976・
鶏伝染性コリーザ（Ａ・Ｃ型）・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症

混合（油性アジュバント加）不活化ワクチン
（平成 18年 8月 16 日承認）

養鶏産業における効率的な生産への寄与のために、
1回の注射で予防できる疾病数を増加させ、注射作業
の省力化を目的として、8種類の抗原を混合した油性
アジュバント加不活化ワクチンが開発・承認された。
1．成分及び分量

1 バイアル（500mL）中、発育鶏卵培養ニュー
カッスル病ウイルス石井株（1010.0EID50 以上）、3 種
類の発育鶏卵培養鶏伝染性気管支炎ウイルス滋賀
株（109.3EID50 以 上）・AO-27 株（1010.0EID50 以 上）・
GN-58 株（1010.0EID50 以上）、発育アヒル卵培養産卵
低下症候群－ 1976 ウイルス台畜株（1010.1EID50 以
上）、ヘモフィルス・パラガリナルムＡ型菌 No.221
株（8.0 × 1010 個以上）・Ｃ型菌KA株（1.0 × 1011 個以
上）及びマイコプラズマ・ガリセプチカムTK株（1.0
× 1011 個以上）をそれぞれ不活化したものを混合し、
油性アジュバントを添加したワクチンである。
2．用法及び用量

50 日齢以上の鶏の脚部筋肉内に 0.5mL を注射する。
3．効能又は効果

ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・産卵低下症

候群－ 1976・鶏伝染性コリーザ（Ａ・Ｃ型）の予防
及びマイコプラズマ・ガリセプチカム感染症による産
卵低下の軽減
4．特筆すべき使用上の注意

（1） 本剤は食鳥処理場出荷前 9か月間は鶏に注射しな
いこと。

（2） 本剤は肉用鶏（種鶏を除く）には注射しないこと。
（3） 本剤を産卵開始前 5週間以内あるいは産卵中の鶏

に注射した場合、産卵開始の遅延あるいは産卵低
下を引き起こすことがあるので、これらの時期に
は注射しないこと。

（4） 本剤注射後、注射部位の腫脹、硬結等や一過性の
跛行及び食欲減退等が認められる場合がある。こ
れらの反応が強い場合は、一時的な体重増加の抑
制が認められることがある。

（5） 注射針は、長さ 7～ 10mm、太さ 18 ～ 20 ゲージ
のものを使用すること。また、注射中は汚染を避
けるために、滅菌した針と取り替えること。

（6） 本剤は粘稠度が高いため、予め常温程度（約 20℃）
に戻してから使用すること。

 （鶏病製剤検査室長 鈴木祥子）
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検査室便り

＜検査第二部抗生物質製剤検査室＞

抗生物質製剤検査室は、主に抗生物質に関連した
業務を担当する検査室で、現在 5名（内 1名本省畜
水産安全管理課併任中）体制で各種検査、調査及び
研究に日々勤しんでいます。
当検査室は以下のような業務を担当しています。

１．抗生物質製剤等の検査命令による品質検査
動物用抗生物質医薬品基準に沿って、依頼検査製

剤についての力価及び確認試験を担当しています。
２．収去検査
収去された抗生物質製剤について検査命令による

検査と同様に検査を実施しています。
3．標準製剤等の配布
動物医薬品検査所標準製剤等配布規定に規定され

る以下の標準製剤等の配布を担当しています。
・抗生物質の標準物質（常用標準品）
・抗生物質製剤関係の標準微生物菌株
4．薬剤感受性調査
当所と全国の家畜保健衛生所が連携して、家畜に

おける薬剤耐性菌の出現動向について継続したモニ
タリングを行うために、平成 11年度は予備的に、翌
年度から本格的に家畜由来細菌についての薬剤感受
性調査事業（JVARM . Japanese Veterinary Anti-
microbial Monitoring System）を講策し、調査を実
施しています。事業内容及びこれまでの成績につい
ては動物医薬品検査所のホームページ及び本号の記
事をご参照下さい。
さらに、動物用医薬品の事故防止・被害対応業務

の一環として、主に病性鑑定材料から分離された野
外流行株を収集し、それらについての薬剤感受性状
況についての調査も進めています。

5．技術講習
動物用医薬品危機管理対策研修会のうち、薬剤
耐性菌の発現状況検査研修会を担当し、全国の
JVARM事業担当者に参集いただき、手技・手法、
結果の解析等について共に検討することにより事業
の円滑な進行を支援しています。
その他、国際的評価手法に基づいた薬剤感受性試
験や一部の分子疫学的解析手法について依頼に応じ
て個別研修を実施しています。

以上のような業務を基盤として、薬剤耐性状況の
モニタリング、耐性の発現要因の解明、抗菌剤使用
のリスク管理等、抗生物質製剤についての様々な側
面について解析を進めるために、研究も励行してお
り、プロジェクト研究を始めとしてその結果を今後
の抗生物質のより良い使い方に生かせるよう室員一
同取り組んでいます。
個性豊かな人材のるつぼのような検査室ですが、
どうぞご贔屓にしてください。

 （抗生物質製剤検査室長 鮫島俊哉）
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主 な 行 事

月 日 行 事 場 所

18. 9. 29 第 520 回技談会開催（演題及び発表者） 当 所
1． ぶり抗体に対するモノクローナル抗体の作成
 （2）ぶり抗体（ＩｇＭ）の精製法に関する検討（野牛一弘）
2． 近年の動物用狂犬病ワクチンの副作用の発生状況調査
（蒲生恒一郎）
3． 狂犬病ワクチンの力価試験用参照ワクチン（Ｅ－ 3）の保存安定
性試験（衛藤真理子）

4． 狂犬病不活化ワクチン 2回接種犬における中和抗体価の推移
（衛藤真理子）
5． 経口型狂犬病ワクチン（小川孝）
6． シリア・アラブ共和国アル・バース大学獣医学教育強化計画プ
ロジェクト短期専門家派遣報告（永田知史）

7． 第二回ヨーロッパ獣医免疫学会及び第一回合同ヨーロッパ免疫
学会参加報告（永田知史）

10. 4 鳥インフルエンザ等開発検討委員会及び鳥インフルエンザワクチン等
防疫実践調査研究委員会出席

東京薬業厚生年金基金

4 消費・安全局審議官視察 当 所
4 動物医薬品検査所創立 50 周年記念式典・祝賀会開催 国分寺Ｌホール
11 平成 18 年度種鶏孵卵衛生管理技術研修会（講師） （独）家畜改良センター中

央畜産研修施設
12 家畜衛生講習会（鶏疾病特殊講習会）（講師） （独）農業・食品産業技術

総合研究機構  動物衛生
研究所

12 各国及び我が国のＢＳＥサーベイランスの分析・評価に関する研究第
2回検討会出席

三菱総合研究所

12～13 平成 18 年度関東甲信越北陸ブロック家畜衛生協議会出席 横浜市開港記念館
19 第 1 回鶏コクシジウム症生ワクチン専門家会議開催 当 所
20 平成 18 年度秋季全国鶏病技術研修会出席 山形テルサ
20 平成 18 年馬防疫検討会「馬感染症研究会」（講師） ＪＲＡ競走馬総合研究所

栃木支所
23 第 70 回日本豚病研究会研究集会参加 文部科学省研究交流セン

ター
25～27 食品衛生学会出席 中部大学

26 全国薬事監視事務打合せ会議出席 本 省
27 獣医事講習会、水産用医薬品薬事監視講習会出席 本 省
27 第 521 回技談会開催 ( 演題及び発表者） 当 所

1． 第 33 回日本トキシコロジー学会に参加して（村田奈々惠）
2． ブロムフェノホスにおける免疫毒性試験の予備的検討
（村田奈々惠）
3． 検定における不合格事例について（小佐々隆志）
4． 動物薬事及び動薬検業務の変遷と今後の展望 ―動薬検 50 年の来
し方、行く末―（牧江弘孝）
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月 日 行 事 場 所

18. 10. 30 動物用生物学的製剤調査会出席 本 省
31 動物用一般医薬品調査会出席 本 省

人事異動

月 日 異動内容 官職 氏 名 摘 要

18. 10. 1 昇 任 技 小澤真名緒 検査第二部抗生物質製剤検査室主任検査官（検査第二部）
〃 命 併 任 技 笛吹 達史 消費・安全局畜水産安全管理課（検査第一部）
〃 命 併 任 技 川越久美子 消費・安全局畜水産安全管理課（検査第二部）
〃 免 併 任 技 嶋﨑 洋子 企画連絡室動物用医薬品専門官（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）
〃 免 併 任 技 臼井 優 検査第二部（検査第二部兼消費・安全局畜水産安全管理課）

海外出張

期 間 官職 氏 名 所 属 摘 要

所員研修

期 間 官職 氏 名 研 修 内 容 研修場所

18. 10. 6 事 東 武 平成 18 年度「ニューライフサイクルを考え
るセミナー」

文京シビックホール

18. 10. 6 事 高橋恵美子 健康管理に対する意識啓発講演会
「～健康管理にかかわる人のために～うつ病
の治療と職場復帰」

三田共用会議所

18. 10. 10 ～ 10. 13 技 長坂 孝雄 平成 18 年度動物愛護管理研修 環境省環境調査研修
所

18. 10. 19 ～ 10. 21 技 山崎 雅人 玉掛け技能講習 埼玉県労働会館、カ
ジマメカトロ・エン
ジニアリング（株）

18. 10. 23 ～ 27 事 大竹 華夏 第 16 回情報化企画（業務・システム最適化
概論）

九段研修施設

18. 10. 23 ～ 25 技 峯戸松勝秀 危険物取扱者試験講習会 専売ビル

人 の 動 き
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農林水産省動物医薬品検査所
企画連絡室

◎獣医師の届出をお忘れなく！！

本年は獣医師法（昭和 24 年法律第 186 号）第 22
条の規定に基づき 2年ごとに行われる獣医師の届出
を行う年です。平成 18 年 12 月 31 日現在の状況（住
所、氏名、就業状況、勤務先等）を平成 19 年 1 月
31 日までに、住所地を所管する都道府県に届け出て
ください。届出書の様式は、農林水産省ホームペー
ジ（http://www.maff .go.jp/denmado/tetsuduki/safe/
detail/550C301120100.html）に掲載されていますので、
ご活用ください

けやきコラム
当所の 50 周年記念事業も予定どおり粛々と終わり、

本誌をお届けしている関係機関には記念誌等を送付さ
せていただきましたので、ご一読頂ければ幸いです。
さて、気が付けば平成 18 年も終盤。予算・組織も

大詰めを迎え、もう心は来年度の心配をするべき時期
になった。美しい国を目指す新内閣となって1月経ち、
2月経ち、大事件というと北朝鮮の核実験で、家畜衛
生や食品安全関係では深刻な事件は起こっていない。
しかし、こういう時が一番危ない。去る 9月 28 日に
感染経路究明チームにより「2005 年に発生した高病
原性鳥インフルエンザの感染経路究明について」が取
りまとめられたが、未承認ワクチンの持込・使用が行
われたことを限りなく疑う結論となっている。これが
真実ならば、大変な大罪であり、大変嘆かわしい行為で

あり、家畜衛生に係わる者として許せないという思いを
強くする一方、生ワクチンの怖さ・影響の大きさにぞっ
とさせられた思いであり、ワクチンの審査・検査に携
わる当所の役割の大きさを胸に刻んだところである。

研修者

期 間 氏 名 所 属 研 修 内 容

見学者

月 日 所 属 摘 要

18. 10. 10 ～ 11 韓国国立獣医検疫局

お知らせ
◎訂正

平成 18 年 10 月 1 日発行したNo.273 の 22 頁の執筆
者の所属に誤りがありましたので、この場をお借りし
まして、訂正します。

誤 鶏病製剤検査室長 荒尾 恵
正 応用微生物検査室長 荒尾 恵

 （企画連絡室企画調整課）




