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承認審査等事務の本省消費・安全局畜水産安全
管理課から動物医薬品検査所への移管について

企画連絡室企画調整課長 荻窪恭明
現 消費・安全局動物衛生課
課長補佐（防疫業務班担当）

これまで、薬事法（昭和 35 年法律第 145 号。以下
「法」という。）に基づく動物用医薬品、医薬部外品及
び医療機器（以下「動物用医薬品等」という。）の製造販
売の承認、再審査、再評価等の審査事務（注）につい
ては、本省消費・安全局畜水産安全管理課（以下「畜
水産安全管理課」という。）及び当所が連携して実施し
てきましたが、本年 4月 1日より、より効率的な動物
用医薬品等の審査事務を推進する観点から、承認審査
及びその関連事務は、一括して当所で行うこととし、
本省からの人員の移管及び当所人員の振り替えによ
り、企画連絡室に審査事務を専門的に担当する課長 1
名、係長 3名及び係員 1名からなる審査調整課を新設
しました（参考 1の 1）。
このため、これまで畜水産安全管理課へ送付され

ていた動物用医薬品等の製造販売承認申請書等につ
いては、4月 1 日以降、当所へ提出していただくこと
となりましたのでご留意ください。また、それらの
様式については、当所ホームページ（http://www.
nval.go.jp）の「動物医薬品検査所あてに送付する製造
販売承認申請書等の様式について」からダウンロード
することができますのでご活用ください（参考 2）。

さらに、これまで本省の会議室等で行っていた薬
事・食品衛生審議会薬事分科会の動物用生物学的製剤
調査会、動物用一般医薬品調査会、動物用抗菌性物質
製剤調査会、動物用医薬品残留問題調査会、動物用医
薬品再評価調査会等についても、当所の会議室等で開
催することとし、これらの会議で用いる資料を当所へ
お送りいただくことになります。
なお、畜水産安全管理課においては、より効率的な
審査事務を当所に行わせる観点から、薬事審査第 1班
及び薬事審査第 2班の業務を再編し、その審査事務の
管理等を担う審査管理班が新たに設置されました。
また、ポジティブリスト制度の施行や食品健康影響評
価における薬剤耐性菌の評価の実施等に伴う食品等の
安全性確保に必要な薬事行政の企画立案体制及び動物
用医薬品の適正使用の的確な推進に必要な監視指導体
制を強化するため、薬事安全企画班（薬事安全基準班
から改称）及び薬事監視指導班の体制の整備が図られ
ました（参考 1の 2）。

注 : 製造販売の承認等の審査事務
① 医薬品等の製造販売の承認（法第 14 条第 1項、第 5項、第 6項、第 9項及び第 10 項）
② 新医薬品、新医療機器の再審査（法第 14 条の 4第 1項、第 3項及び第 5項）
③ 医薬品及び医療機器の再評価（法第 14 条の 6第 1項及び第 5項）
④ 原薬等登録（法第 14 条の 11 第 2 項及び第 3項、第 14 条の 12 第 1 項並びに第 14 条の 13 第 1 項及び第 2項）
⑤ 外国製造医薬品等の製造販売の承認（法第 19 条の 2第 1項）
⑥ 治験の取扱い（法第 80 条の 2第 2項、第 3項及び第 6項）等
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（参考１）

１．動物医薬品検査所企画連絡室の組織の変更

旧 新

企画調整課 企画調整課

企画調整係 企画調整係

技術連絡係 技術連絡係

審査調整課

生物学的製剤係

一般薬係

抗菌性物質製剤係

技術指導課 技術指導課

技術審査係 評価指導係

調査指導係 調査指導係

２．消費・安全局畜水産安全管理課の組織の変更

旧 新

薬事安全基準班 薬事安全企画班

安全基準係 安全基準係

原薬登録係

再審査係 企画調整係

薬事審査第 1班 薬事審査管理班

一般薬係 許可管理係

生物学的製剤係 審査管理係

薬事審査第 2班

抗菌性物質製剤係

薬事監視指導班 薬事監視指導班

監視指導係 監視指導第 1係

監視指導第 2係

安全指導係 安全指導係
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（参考 2）

動物医薬品検査所あてに送付する製造販売承認申請書等の様式一覧

文 書 名 根拠法令等 様 式

1 動物用医薬品（医薬部外品）製造販売承認申請書 法 14-1 規則第 13 号（一）

2 動物用外国製造医薬品（医薬部外品）製造販売承認申請書 法 19 の 2-1 規則第 13 号（二）

3 動物用体外診断用医薬品製造販売承認申請書 法 14-1 規則第 13 号（三）

4 動物用外国製造体外診断用医薬品製造販売承認申請書 法 19 の 2-1 規則第 13 号（四）

5 動物用医療機器製造販売承認申請書 法 14-1 規則第 14 号（一）

6 動物用外国製造医療機器製造販売承認申請書 法 19 の 2-1 規則第 14 号（二）

7 動物用医薬品（医薬部外品）製造販売承認事項変更承認申請書 法 14-9 規則第 15 号（一）

8 動物用外国製造医薬品（医薬部外品）製造販売承認事項変更承認
申請書

法 19 の 2-5 規則第 15 号（二）

9 動物用体外診断用医薬品製造販売承認事項変更承認申請書 法 14-9 規則第 15 号（三）

10 動物用外国製造体外診断用医薬品製造販売承認事項変更承認申
請書

法 19 の 2-5 規則第 15 号（四）

11 動物用医療機器製造販売承認事項変更承認申請書 法 14-9 規則第 15 号（五）

12 動物用外国製造医療機器製造販売承認事項変更承認申請書 法 19 の 2-5 規則第 15 号（六）

13 動物用医薬品（医薬部外品 /医療機器）製造販売承認事項軽微変
更届出書

法 14-10 規則第 16 号（一）

14 動物用外国製造医薬品（医薬部外品 /医療機器）製造販売承認事
項軽微変更届出書

法 19 の 2-5 規則第 16 号（二）

15 動物用医薬品（医薬部外品 /医療機器）適合性調査申請書 法 14-6 規則第 17 号（一）

16 動物用外国製造医薬品（医薬部外品 /医療機器）適合性調査申請
書

法 19 の 2-5 規則第 17 号（二）

17 動物用医薬品再審査申請書 法 14 の 4-1 規則第 18 号（一）

18 動物用医療機器再審査申請書 法 14 の 4-1 規則第 18 号（二）

19 新医薬品等の使用成績に関する報告書 法 14 の 4-6 規則第 19 号（一）

20 新医療機器等の使用成績に関する報告書 法 14 の 4-6 規則第 19 号（二）

21 動物用医薬品再評価申請書 法 14 の 6-1 規則第 20 号（一）

22 動物用医療機器再評価申請書 法 14 の 6-1 規則第 20 号（二）

23 動物用医薬品（医薬部外品 /医療機器）（外国）製造販売承認承継
届出書

法 14 の 8-3 規則第 21 号

24 動物用医薬品製造販売届出書 法 14 の 9-1 規則第 22 号（一）

25 動物用医療機器製造販売届出書 法 14 の 9-1 規則第 22 号（二）

26 動物用医薬品（医療機器）製造販売届出事項変更届出書 法 14 の 9-2 規則第 23 号

27 動物用原薬等登録原簿登録申請書 法 14 の 11-1 規則第 24 号
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文 書 名 根拠法令等 様 式

28 動物用原薬等登録原簿登録証書換え交付申請書 規則 53 規則第 26 号

29 動物用原薬等登録原簿登録証再交付申請書 規則 54 規則第 27 号

30 動物用原薬等登録原簿登録事項変更登録申請書 法 14 の 13-1 規則第 28 号

31 動物用原薬等登録原簿登録事項軽微変更届出書 法 14 の 13-2 規則第 29 号

32 動物用原薬等登録原簿登録承継届出書 規則 62 規則第 30 号

33 動物用医薬品（医薬部外品 /医療機器）選任製造販売業者関係事
項変更届出書

法 19 の 3 規則第 35 号

34 外国特例承認関係事項変更届出書 令 35 規則第 36 号※１

35 動物用医薬品（医薬部外品 /医療機器）製造販売承認条件変更申
出書

規則 201-1 規則第 79 号（五）

36 動物用外国製造医薬品（医薬部外品 /医療機器）製造販売承認条
件変更申出書

規則 201-1 規則第 79 号（六）

37 動物用輸出用医薬品（医薬部外品 /医療機器）適合性調査申請書 法 80-1 規則第 80 号

38 治験計画届出書 法 80 の 2-2 規則第 83 号（一）

39 治験計画届出書 法 80 の 2-2 規則第 83 号（二）

40 治験計画変更届出書 規則 206-2 規則第 84 号

41 整理届出書 局長第 3-8 局長別記第 3号

42 動物用医薬品ＧＭＰ適用報告書 局長別紙 4 局長別紙 4別紙様式 1

43 動物用医療機器ＧＭＰ適用報告書 局長別紙 4 局長別紙 4別紙様式 2

44 再調査追加資料提出書 局長別紙 4 局長別紙 4別紙様式 3

45 搬出確認書 局長別紙 4 局長別紙 4別紙様式 4

46 豚オーエスキー病ワクチン等の提出資料 局長別紙 14 局長別紙 14 別記様式 1

47 豚オーエスキー病ワクチン等の治験計画 局長別紙 14 局長別紙 14 別記様式 2

48 ＧＬＰ（ＧＣＰ /ＧＰＳＰ）適用報告書等 局長別紙 15 所長別記様式 1～6

49 使用上の注意の変更について 室長第 1-（1）- ｳ 室長様式 1

50 特例承認を受けた者の報告 法 14 の 3-2 －※ 2

51 副作用等の報告 法 77 の 4 の 2-1
及び -2

－

52 ＧＭＰ実地調査に係る事前提出資料 局長別紙 4 －

※１ ：選任製造販売業者の住所地の都道府県知事を経由して届け出るもの

※２ ：特定の様式が指定されていないもの

法 ：薬事法（昭和 35 年法律第 145 号）

令 ：薬事法施行令（昭和 36 年政令第 11 号）

規則 ：動物用医薬品等取締規則（平成 16 年農林水産省令第 107 号）

局長 ：薬事法関係事務の取扱いについて（平成 12 年 3 月 31 日付け 12 畜Ａ第 729 号農林水産省畜産局長通知）

室長 ：動物用医薬品等関係事務の取扱いについて（平成 12 年 3 月 31 日付け 12 － 33 号農林水産省畜産局衛生課薬事室長通知）

所長 ：薬事法関係事務の取扱いについて（平成 12 年 3 月 31 日付け 12 動薬Ａ第 418 号農林水産省動物医薬品検査所長通知）
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動物用ワクチンのシードロットシステムの導入について

検査第一部標準品監理研究官 嶋崎智章
（現 企画連絡室審査調整課長）

１．経緯
薬事法が施行された昭和 36 年当時、動物用ワクチ

ンは動物種毎に数種類の疾病に対するものがあるだけ
でした。しかし、今では疾病の数が増えたことはもち
ろん、混合ワクチンや遺伝子組換え技術を応用したワ
クチンなど、約 200 種類以上の動物用ワクチンが製造
販売又は輸入販売されており、獣医療に必要不可欠な
ツールとなっています。こうしたことから動物用ワク
チンの高いニーズがうかがえますが、より良いワクチ
ンを低コストで開発し、いち早く獣医療現場に提供で
きるようにする一環として、平成 8年より日本、米国
及びEUの 3極で「動物用医薬品の承認審査資料の調
和に関する国際協力（VICH）」が行われています。そ
の VICH の第 14 回運営委員会が平成 16 年 5 月に東
京で開催されましたが、その会議の中で「哺乳動物ウ
イルスワクチン中の迷入ウイルス検出試験法」につい
て協議していたところ、EU業界代表が「当該試験は
ワクチンの製造工程の上流段階のみで実施するべきで
ある」と主張しました。これに対して我が国は、ワク
チンの合理的な品質確保のためにも既に米国及び EU
で導入されているシードロットシステムを導入する必
要性があると考えました。
また、平成17年 4月から改正薬事法（平成14年 7月

法律第96号）が完全施行され、その中で動物用医薬品
の原薬（ワクチンについては製造用株と原液が該当）が
GMP制度の対象となりました。このことにより、ワク
チン製造用株と原液の適切な管理が必要となりました。
さらに、国の行政組織等の減量・効率化を推進する

上で、動物用ワクチンの製造の上流段階における製造
及び品質検査並びにその記録をシステム化し、適切な
管理を行うことで、下流段階（小分製品）における品質
検査の合理化を図ることができると考えられました。
こうしたことから、平成17年度から3カ年計画で、

（社）日本動物用医薬品協会を事業実施主体とする「動
物用ワクチンシードロットシステム開発事業」を実施
し、シードロットシステムに必要な動物用ワクチン
シードガイドライン（案）の作成とマスターシード確
立試験の実施を行うこととなりました。

ここでは、現在までに本開発事業で検討された結
果について、薬事・食品衛生審議会動物用医薬品等部
会（平成 18 年 3 月 6 日開催）で動物用生物学的製剤の
一部改正案として審議され、了承された内容の概要を
紹介します。

２．シードロットシステムとは
ワクチンのウイルス株や細菌株（以下「ワクチン
株」という。）及びウイルス株を増殖させるための培
養（製造用）細胞株（以下「製造用細胞株」という。）
の特性は、常にその性状が均一に保持される保証は
なく、継代によって変化する潜在的なリスクがあり
ます。ワクチン株や製造用細胞株に起こりうる変
化は、それらから作られるワクチンの安全性や有効
性に影響を与えるおそれがあります。この性状の変
化によるリスクはワクチン株及び製造用細胞株に規
格を設け、かつ継代数を制限することで回避又は最
小化することが可能です。そこで、ワクチン株及び
製造用細胞株について製造工程の各段階ごとに規
格及び検査方法（以下「シード規格」という。）を設定
し、継代数を制限し、ワクチンがこれらを満たす株
から製造されるように管理する一連の製造体系を
シードロットシステムといいます。（図 1）

図 1 シードロットシステムによる製造体系

野外分離株又はワクチン株候補
⬇

マスターシード
⬇

ワーキングシード
⬇

（プロダクションシード）
⬇

原 液
⬇

最終バルク
⬇

小分け製品



7

３．ワクチン株及び製造用細胞株の規格
製造に供されるワクチン株及び製造用細胞株はそれ

ぞれ製造工程の上流段階から、マスターシード、ワー
キングシード、プロダクションシードと区分し、それ
ぞれにシード規格を規定しました。また、継代数の制
限については、マスターシードから最終製品までの継
代数をウイルス株の場合は 5代以内、細菌株の場合は
10 代以内、製造用細胞株の場合は 20 代以内と規定し
ました。
シード規格の概略を図 2に示しますが、シードの規

格及び検査方法は上流段階で厳密な品質管理をするこ
とでそれより下流段階の品質管理は省力化できるとす
る理念に基づき、マスターシードにおける規格及び検
査方法は多岐に渡りますが、ワーキングシード及びプ
ロダクションシードにおける規格（保存する場合に限
る）及び検査方法は必要最小限となっています。例と
して生ウイルスワクチンのシードに係る規格及び検査
方法を図 3に示します。
４．新たな試験法
今般のシードロットシステムの導入に伴い、マス

ターシードの規格及び検査方法として新たに 4つの試
験法を設定しました。
（1）外来性ウイルス否定試験法

本法はマスターシードウイルス及びマスターセル
シード中に検出しうる外来性のウイルスが存在しな
いことを調べる方法です。具体的には、感受性細胞
あるいは発育鶏卵に接種することで外来性ウイルス
が存在しないことを調べる共通ウイルス否定試験、
蛍光抗体法により特定の外来性ウイルスが存在しな
いことを調べる特定ウイルス否定試験及び規定され
た方法にて個別のウイルスが存在しないことを調べ
る個別ウイルス否定試験から成ります。

（2）対象動物を用いた安全性確認試験法
本法は生ワクチンのマスターシード中にワクチン
接種対象動物に対する病原性因子が存在しないこ
とを調べるための試験です。具体的には、マスター
シードを対象動物に接種し、臨床的異常の有無を観
察します。

（3）対象動物を用いた免疫原性試験法
本法は生ワクチンのマスターシードのワクチン接種
対象動物に対する免疫原性が継代によって変化しない
ことを調べる方法です。具体的には、マスターシード
とそれを最高継代したものをそれぞれ対象動物に接
種し、共に同等の免疫が付与されることを調べます。

（4）病原性復帰否定試験法
本法は接種対象動物において生ワクチンの製造用
株の病原性が復帰又は増強しないことを試験する方
法です。具体的には、マスターシードを対象動物で
5代継代し、各代の動物について臨床症状等の発現
の有無を観察します。
５．まとめ
今般、VICHでの協議及び原薬の GMP制度化を契
機に、動物用ワクチンにシードロットシステムを導入
することとなりましたが、それに際してシード規格と
新たな 4つの試験法を作成しました。これらは薬事法
第 42 条に基づき規定される「動物用生物学的製剤基
準」に収載される予定で、今後、シードロットシステ
ムを導入して製造及び品質管理されるワクチンはこの
シード規格に適合するシードから製造する必要があり
ます。ワクチンにシードロットシステムを導入する
かどうかはそのワクチンの承認申請者又は取得者に任
されることになる予定ですが、将来的には我が国の全
てのワクチンがシードロットシステムで管理されるよ
うになることを望んでいます。

1 ワクチンシード
1.1 定義
1.2 継代数の範囲
1.3 作製方法
1.4 保存
1.5 シードの由来並びに規格及び検査方法

2 セルシード
2.1 株化細胞
2.2 初代細胞

3 発育卵
3.1 発育卵が採取される動物
3.2 発育卵の規格及び検査方法

4 その他

図 2 シード規格の概略

1 マスターシードウイルス
1.1 同定試験
1.2 無菌試験
1.3 マイコプラズマ否定試験
1.4 外来性ウイルス否定試験
1.5 対象動物を用いた安全性確認試験
1.6 対象動物を用いた免疫原生試験
1.7 病原性復帰否定試験

2 ワーキングシードウイルス
2.1 無菌試験
2.2 マイコプラズマ否定試験

3 プロダクションシードウイルス
3.1 無菌試験
3.2 マイコプラズマ否定試験

図 3 生ウイルスワクチンのシードの規格及び検査方法
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海外出張報告
備蓄用口蹄疫不活化ワクチン及び不活化濃縮抗原の

製造・検定の立会調査

検査第一部ウイルス製剤第 2検査室長 石丸雅敏
（現 検査第一部特殊管理検査室長）

平成 18 年 12 月 14 日～19 日まで、メリアル社パーブライト生物学研究所（英国）において備蓄用口蹄疫不活化ワ
クチン及び不活化濃縮抗原の製造・検査の立会調査を実施したので、その概要を報告します。

1．口蹄疫ワクチン及び不活化濃縮抗原の製造所の概要

メリアル社パーブライト生物学研究所（以下、「本
研究所」）は、英国サリー州の州都ギルフォードから
北西約 15km に位置するパーブライトにあり、口蹄
疫不活化ワクチン及び不活化濃縮抗原（以下、口蹄疫
ワクチン等）の製造とその品質検査を行っている。な
お、本研究所は、OIE 及び FAO によって口蹄疫の
World Reference Laboratory（WRL）に認定され
ている国立パーブライト家畜衛生研究所（Institute 
for Animal Health, Pirbright Laboratory）に隣
接する。
口蹄疫ワクチン等の製造・品質検査各区域は室内

気圧のカスケード管理が行われている。さらに、各
区域の作業員は区域専従とされ、製造・品質管理区
域の職員の移動は Good Manufacturing Practice
（GMP）により厳しく制限・管理されている。
動物を用いる試験（安全試験及び力価試験等）につ
いては、豚にあっては国立パーブライト家畜衛生研究
所の大動物飼育用隔離施設において、牛にあってはメ
リアル社リヨン研究所（仏国）において実施される（た
だし、採取した血清試料のウイルス中和試験はメリア
ル社パーブライト研究所において実施する）。
本研究所は、1994 年に口蹄疫ワクチンバンクを開

始し、現在では 18 カ国以上の国（共同体を含む）と契
約し、各国の濃縮抗原を保管・管理している。

2．口蹄疫ワクチン等の製造・品質検査

（1）製造用原材料（反すう動物由来物質）
口蹄疫ワクチン等の製造過程においては、牛血清

（成牛又は子牛血清）、ペプトン、カゼイン、ラクトア
ルブミン及びトリプシンといった反すう動物由来材料
が使用される。本研究所においては、特に牛海綿状脳

症（BSE）のリスクを回避するため、ニュージーラン
ド、オーストラリア（タスマニアを含む。）からそれら
の材料を導入している。
（2）製造及び品質検査
口蹄疫ワクチン等の製造は英国 GMP に、品質検
査はヨーロッパ薬局方（EP）に準じて行われる。口蹄
疫ワクチンと口蹄疫不活化濃縮抗原は、ほぼ同じ工
程を経て製造される。すなわち、口蹄疫ワクチンの製
造過程において、濃縮・精製された不活化濃縮抗原の
段階のものを予防液に調整することなく液体窒素に長
期保管するのがワクチンバンクである。
①口蹄疫ウイルス浮遊液の調整

ワクチン等の製造に使用する培養液（Glasgow 培
地）は、陽圧管理区域にある専用タンクで調整され
た後にフィルター濾過され、直結するパイプを通し
て製造ラインに送られる。培養液は濾過前後にサン
プリングされ、無菌が確認される。
口蹄疫ウイルスを培養するための細胞（BHK-21

細胞）は、陽圧管理区域にある専用タンクで浮遊培
養される。細胞浮遊液は、継代によって段階的に液
量を増やし、約 4～5 千リットルまでに達する。各
継代時に培養細胞及び培養上清について、細胞増殖
性及び無菌が確認される。
調整された細胞浮遊液は、直結するパイプを通し
て陰圧隔離区域内にあるウイルス増殖用タンクへと
移され、37℃で前培養される。次いで、製造用種
ウイルスが接種され、37℃で 18～24 時間攪拌培養
される。なお、製造用種ウイルスについて、無菌試
験、ウイルス型別試験（同定試験）及び細胞を用い
た感染価試験が実施される。
培養を終了したウイルス液は、パイプを通してウ
イルス不活化タンクに移される。
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②口蹄疫ウイルス浮遊液の不活化

ウイルス液は、不活化剤（Binary Ethyleneimine；
BEI）の添加により 2回の不活化処理がなされる。
一次不活化タンクに移されたウイルス液は BEI 溶
液添加後に 37℃で 24 時間撹拌処理される。この
時、定時的にウイルス液が採取され、不活化直線が
求められ（不活化直線試験）、EPに定められた基準
（理論的に 10,000L 中に感染性ウイルス粒子が 1粒
子以下となる不活化時間であること。）が満たされて
いるか確認される。さらに、一次不活化処理がなさ
れたウイルス液は二次不活化タンクに移され、再度
BEI 溶液が添加され、37℃で 24 時間攪拌処理され
るため、口蹄疫ウイルスは確実に不活化されること
となる。なお、二次不活化を終了した不活化ウイル
ス液について、無菌試験及び 146S 抗原定量試験が
行われる。
③不活化ウイルスの濃縮・精製

不活化ウイルス液は、クロマトグラフィー法に
よって濃縮・精製される。本研究所においては、メ
リアル社が特許を有する製法（POLYOX。現在は
コンピュータ自動制御による POLYOX Ⅱ）を用
いている。二次不活化を終了した不活化ウイルス
液は、直結するパイプを経てクロマトグラフィーカ
ラムを通過し、不要な液分・成分が除去され、口蹄
疫ウイルス粒子である 146S 抗原が精製される。こ
れにより、抗原が数十～数百倍に濃縮・精製され、
また、ワクチンによるアナフィラキシーショックを
減弱させる効果もある。濃縮・精製された不活化ウ
イルスについて、146S 抗原定量試験、無菌試験及
び培養細胞を用いた不活化試験が実施される。
④口蹄疫不活化濃縮抗原の保管（ワクチンバンク）

濃縮精製された口蹄疫不活化濃縮抗原は、ワクチ
ンバンクとする場合には、超低温耐性素材（テフロ
ン製）のボトルに 1本当たり 900mLずつ分注され、
ワクチンバンク専用保管施設内の液体窒素タンクに
保管される。今年度日本が購入する口蹄疫不活化濃
縮抗原（Asia1-ISR（Shamir））の保管ボトル数は４
本で、合計 3,101mL（20 万ドース分）であり、ボト
ルには、バッチ番号、ウイルス株名及び製造年月日
等が表示されていた。
⑤口蹄疫予防液の調整

口蹄疫不活化濃縮抗原は、陽圧管理区域にある
ワクチン調製用ステンレスタンク内で口蹄疫予防
液の製品規格となる決められた量の緩衝液、オイル
及び乳化剤等と混ぜられ、攪拌して乳化される。こ

の時、146S 抗原量と 50%感染防御ドース（PD50）は
相関することを利用して、不活化ウイルスの濃縮・
精製後に測定した不活化濃縮抗原中の 146S 抗原量
の値に基づいて、6PD50/ ドースとなるように調製
される。なお、今年度日本が購入する口蹄疫ワク
チンのうち、A-Malaysia97 については、単一バッ
チの不活化濃縮抗原から予防液が調整されたが、
O1-Manisa 及び Asia1-IRS（Shamir については、
ウイルス不活化液までをそれぞれ 3 バッチ（O1-
Manisa：Batch No.L1-676、L1-677、L1-678 及び
Asia1-IRS（Shamir）：BatchNo.L1-631、L1-632、
L1-633）から構成されていた。
乳化を終了した液は、直結するパイプを通じて分
注室（陽圧）に送られ、ボトルに小分けされ、口蹄
疫ワクチンとなる。
小分けされた口蹄疫予防液について、動物（牛
又は豚）を用いる安全試験及び力価試験、無菌試験
が行われる。ただし、ワクチンバンクの場合には、
濃縮・精製を終えた段階で顧客の要請があるまで保
管するため、不活化濃縮抗原を保管前に一部採取
し、最終製品と同じ規格のワクチン（トライアルブ
レンド）を調整し、安全試験及び力価試験を実施す
ることとなる。
今年度日本が購入する口蹄疫ワクチン（O1-

Manisa、A-Malaysia97 及びAsia1-IRS（Shamir））
及び不活化濃縮抗原（Asia1-IRS（Shamir）；口蹄疫
ワクチンAsia1-IRS（Shamir）の不活化濃縮抗原と
同一バッチ）の安全試験及び力価試験については、
複数のバッチを含んだトライアルブレンドが調整さ
れ、試験に供されていた。
安全試験は、豚の筋肉内に2ドース分のワクチン
又はトライアルブレンド（以下、ワクチン等）を接
種し、2週間にわたって接種部位の局所反応、臨
床症状及び肉眼病変（指間部、口腔・舌及び鼻鏡面
部の水胞等）の有無を観察する試験である。力価試
験は、豚の筋肉内に 1ドース分のワクチン等を接種
し、接種後3週目に採取した血清中のウイルス中和
抗体価を測定する試験である。中和抗体価から、口蹄
疫予防液等のPD50を算出し、その結果、今年度購入す
る口蹄疫予防液等については、日本が求める規格であ
る6PD50 と相関するウイルス中和抗体価1.41 log10を
十分に上回る中和抗体価を示していた。購入するワク
チンのボトルには、ウイルスの型、亜型、製造番号、
製造年月日、内容量、有効期限、用法及び使用方法
等を日本語で記載したラベルが貼付されていた。
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（3）品質保証
製造及び品質検査の信頼性を確保するため、本研

究所ではGMP及び品質管理部門（Quality Control；
QC）の上位に品質保証部門（Quality Assurance；
QA）を配置している。QAでは、製造・品質検査の環
境モニタリング、研究所内外監査、バリデーション、
SOP 管理及びバッチ関係書類の管理を不断に実施し
ている。QA内には英国政府からライセンスを得た品
質保証責任者（QP）が配置され、製造・品質検査の各
責任者によってまとめられたデータを最終確認し、そ
の信頼性の責任を負うこととなっている。

3．総括

口蹄疫ワクチンのうち、O1-Manisa については複
数のバッチから構成されていること、安全試験及び力
価試験にトライアルブレンドが使用されていたこと等
が明らかとなったが、本研究所での製造・品質検査に
関する状況調査及び提出資料から、EP上問題なく、
いずれの試験にも適合し、今年度日本が購入する口蹄
疫予防液及び不活化濃縮抗原の製造及び不活化等に問
題は認められなかった。従って、当該口蹄疫予防液等
の安全性及び有効性に問題はなく、その品質が確保さ
れていることを確認した。

ＶＩＣＨ ―動物用医薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力―

VICH第 19 回運営委員会会合の概要

検査第二部長 髙橋美幸

VICH第 19 運営委員会（SC）会合が、平成 19 年 1 月 24、25 日ワシントンD.C.（米国）で開催されたので、その
概要を報告する。

1．出席者
日・米・欧三極の規制当局から 8名及び業界から 7

名、オブザーバーであるオーストラリア・ニュージー
ランド及びカナダの規制当局及び業界から各 1 名、
事務局である世界動物薬連盟（IFAH）から 2名の合計
21 名が出席した。農水省（JMAFF）からは国内での
高病原性鳥インフルエンザ発生による緊急対応のため
杉浦勝明、石原好仁（消費・安全局畜水産安全管理課）
が出席できなかったため、髙橋美幸（動物医薬品検査
所）のみが参加した。議長は FDA獣医学センターの
スティーブンF. サンドロフ所長が務めた。
また、この他に、準会員のOIE 及び関係団体とし

て米国動物用生物学的製剤協会から各 1名が参加し
た。さらに、それぞれの議題にあって専門家作業部
会（EWG）の進捗状況を報告するために医薬品監視
EWGの座長及び米国における動物試験代替法に関す
る状況を説明するため FDA及び USDAから専門家
が参加した。

2．会合の概要
（1）ガイドライン（GL）の承認
GL-3（R） ：新原薬及び新製剤の安定性試験（改訂）

GL-10（R） ：新動物用原薬の不純物（改訂）

GL-11（R） ：新動物用医薬品の不純物（改訂）

step6として合意し、2008年1月までに実施する。
（2）各 EWGへの指示等

既存の 5つの EWGの進捗状況について検討し、
各EWGへの指示等を行った。
①品質EWG

GL-3（R）「新原薬及び新製剤の安定性試験」、
GL-10（R）「新動物用原薬の不純物」及び GL-11
（R）「新動物用医薬品の不純物」の作業が終了し
たことを確認した。
②生物学的製剤検査法EWG

GL-34「マイコプラズマ汚染検出試験法」につい
ては、5株の参照陽性低継代リファレンス株の配
布についてＥＵは必要な情報を提供する。また、
ＥＵは統一試験プロトコールに関する提案を早
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急に行い、これを受けて会合を開催すること。
③対象動物安全性（TAS）EWG

GL-41「病原性復帰試験」及び biologicals（生及
び不活化）については、作業の進展を図るため、
会合を開催して合意に達すること。

④医薬品監視EWG

step7のGL-29「動物用医薬品監視：定期概要
報告の管理」は他の医薬品監視GLと併せて評価
する必要があることから、再度パブリックコンサル
テーションを行い、終了後に会合を開催して作業の進
捗を図ること、また、GL-30の用語の具体的な検討の
ための特別委員会の作業を開始することを指示した。

⑤代謝及び残留動態EWG

3 月までに 5つのサブグル－プでそれぞれGL
案を作成して、書面で検討を行い、9月に東京で会
合を開催するとするEWGからの提案を了承した。

（3）新規トピック
①MIC ブレークポイントの調和に関するコンセプ

トペーパーの提案

取り下げを了承した。
②動物試験代替法に関する討議資料の検討

EUは前回の討議資料にFDAの意見を加えて修正
して再提出し、SCはこれに合意した。VICHとして
EWGは設置しないものの、Statement of Policyを
公表し、代替法のバリデーションに関する米国省
庁間調整委員会（ICCVAM）等の代替試験法のリ
ストを利用してVICH における代替試験法の採
用を進めることとした。

③電子的申請に関する提案

動物薬に見合ったコストの電子申請システム
が必要であるとし、IFAH-Europe は次回討議資
料を提案するとした。

④ ICHのQ8,Q9 及びQ10GL の動物薬への適用に

ついて

VICHへの適用は時期尚早であることで意見が
一致し、ICHの状況を見守っていくこととした。

⑤新原薬及び新製剤の安定性試験におけるブラッケ

ティング及びマトリキシング法について

ブラッケティング及びマトリキシング法に関
する GLの作成を品質 EWGのトピックとして、
書面手続きで作業を開始することに合意した。ト
ピックリーダーは IFAH-Europe が担当する。

（4）安全性 EWGの再立ち上げの提案
注射部位残留は重要な課題であることにすべての
メンバーが合意するものの、AHI のコンセプトペー
パーについて JMAFF は食品安全委員会と厚生労
働省の同意と協力が不可欠であることと、両者から
の本件に係る懸念と codex での議論の必要性を説
明し、提案のコンセプトペーパーのままでの作業
が出来ないと説明した。EUは JMAFF の懸念に
同意を表明したが、その他のメンバーの賛同は得ら
れなかった。しかし、EUは VICHでの作業を進め
ることに前向きで、EU及びAHI を含めて、コン
セプトペーパーの修正と作業の開始に積極的であっ
た。SCは、コンセプトペーパーを修正し協議する
こととした。
その他、codex は GLを作成しないので、注射部
位の急性参照用量を求めるためのGLをVICHが作
成することは重要であること、リスク管理を含めな
いこと、FDAが座長となること等の意見があった。

（5）VICH の GL のメンテナンスとモニタリングのた
めのガイダンス
EUから提案された討議資料について検討し、用
語の修正などを行い承認した。

（6）VICH の効率化に関する事務局提案と組織規程の
見直し
事務局からVICH の活動をより効率化するため
の提案がなされ、基本的な内容について合意した。
主な内容は、SC会合の準備のための事前会合、
自らのグループのＥＷＧ座長との連携、EWGメン
バーへのＳＣの指示等のフォローを、コーディネー
ターが責任を持って行うとするもので、VICH組織
規程にコーディネータの責務としてこれらを規定す
ることとした。

（7）コモンテクニカルドキュメント（CTD）について
将来の VICH での CTD の実施に向けて、ICH
の動向や ICH での作業進捗、作業量などの経験を
共有する努力を続けることとし、現時点で新たな作
業の実施は考えないこととした。

（8）次回会合の日時及び場所
次回第 20 回は 2007 年 10 月 17、18 日に日本で、
次々回第21回は2008年 7月 9、10日にEUで開催を
予定した。なお、それぞれ前日に事前協議を行う。
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調査研究紹介
日本のぶり属魚類由来Photobacterium damselae ssp. Pisicicda の

薬剤感受性及びランダム増幅多型DNA（RAPD）解析について

○川西路子現1）、小島明美、石原加奈子現2）、江嵜英剛現3）、木島まゆみ、野牛一弘、
高橋敏雄、鈴木祥子、田村豊 4）

（動物医薬品検査所、1）農林水産省消費・安全局、
2）鹿児島県肝属家畜保健衛生所、3）財団法人畜産生物安全研究所、4）酪農学園大学）

日本で最も養殖生産量が多いぶり属魚類において、
類結節症（原因菌：Photobacterium damselae ssp.
Pisicicda）は、発生が多く、経済的被害も大きいこと
から、重要疾病の一つでとされている。現在のとこ
ろ、ワクチンが承認されておらず、抗生物質による治
療によって疾病対策がなされているが、1975 年以降
本菌の多剤耐性が報告されており、治療の際に、抗菌
性物質の選択が課題となってきている。
本菌について、ここ 10 年、広範囲な地域を対象と

した薬剤感受性は調べられていないことから、近年の
薬剤感受性動向及びその疫学を調査するため、2002
年 6 月～11 月に西日本を中心とした 6県からぶり属
魚類由来の 74 株を収集し、薬剤感受性の測定及びラ
ンダム増幅多型DNA（RAPD）解析を行った。
薬 剤 感 受 性 は、NCCLS- 寒 天 平 板 希 釈 法

（M31-A2）を魚類由来細菌用に培養温度（25℃）、
NaCl 濃度（2％）、培養時間（48 時間）を変更し測定
した。その結果、スルファモノメトキシン（SMMX
耐性率：97.3%）、オキシテトラサイクリン（OTC：
77.0%）、フルメキン（FMQ：77.0%）、クロラムフェ
ニコール（CP：75.7%）、カナマイシン（KM：63.5%）

及びオキソリン酸（OA:62.0%）の薬剤耐性率は高く、
多剤耐性（SMMX-OTC-FMQ-OA-CP-KM）株 が
60.8% 認められた。アンピシリン（ABPC：2.8%）は
感受性が低く、フロルフェニコール（FF）、ビコサ
マイシン（BCM）及びフォスフォマイシン（FOM）は
感受性であった。また、RAPD 解析では日本のぶり
由来株はATCC51736 株（1974 年由来）も含めてすべ
て同じパターンを示し、アメリカのニシスズキ由来
ATCC17911 株とは異なるパターンを示した。
以上から日本で近年流布しているP.damselae ssp.

Pisicicda は、薬剤耐性率は高いものの、FF、BCM
及び FOMは今なお有効な治療薬であることが示され
た。RAPD パターンでは、薬剤感受性と地域等の疫
学的関係を示す事はできなかったが、1974 年移行日
本のぶり属魚類に流布している現在類結節症の原因
菌は由来が同じ株である可能性が示された。
（Drug resistance and random amplified polymor-
phic DNA analysis of Photobacterium damselae ssp.
Pisicicda isolates from cultured Seriola（yellowtail, 
amberjack and kingf ish）in Japan ; Letter in 
applied Microbiology 42 2006 648-653）

日本のぶり属魚類由来Lactococcus garvieae 株とヨーロッパのマス及び陸上動
物由来株の病原性、ファージ感受性及び遺伝学的解析における違いについて

○川西路子現1）、吉田照豊 2）、木島まゆみ、野牛一弘、中井敏博 3）、村上賢 4）、森田英利 4）、鈴木祥子
（動物医薬品検査所、1）農林水産省消費・安全局、2）宮崎大学、3）広島大学、4）麻布大学）

近年、ぶり属魚類のα溶血性レンサ球菌症の原因
菌は、諸外国でヒトの心内膜炎及び肝膿瘍等、ウシの
乳房炎、その他健康なイヌ及びネコ等の哺乳動物等か

らしばしば分離されるL.garvieae と同菌種であるこ
とが明らかにされた。しかし、本菌については、哺乳
動物における病原性の有無や、日本のブリ属魚類にお
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ける感染源など不明な点が多い。
今回、日本のブリ属魚類由来株と他の動物由来株と

の疫学的関係を調べることを目的に、ヨーロッパ（イ
ギリス、イタリア、スペイン及びベルギー）で分離さ
れたウシ（乳房炎：10 株）、イヌ（1株）、ネコ（2株）、
ウマ（1株）、ブタ（2株）並びにマス由来株（病魚：3株）
及び日本で分離されたブリ由来株（病魚：1974 年分離
2株及び 2002 年分離 11 株）の合計 32 株を供試し、ブ
リ及びマウスにおける病原性、バクテリオファージに
対する感受性、パルスフィールドゲル電気泳動パター
ン及び電顕による莢膜の有無を調べた。
その結果、ブリに対してブリ属魚類由来株は強い病

原性を、マス由来株は弱病原性を、一方その他の陸生
動物由来株は病原性を示さなかった。マウスに対し
てはいずれの株も病原性を示さなかった。またブリ属
魚類由来株はバクテリオファージに対して感受性を示

したが、その他動物の由来株は感受性を示さなかっ
た。PFGE 解析では、ブリ属魚類由来は 1974 年由来
株も含め相同性が 80％以上と高かったが、由来動物
が異なる株間では相同性は低かった。
以上から日本でブリ属魚類に流布している株は非
常に均質であり、他の動物由来の株と異なる特徴があ
ることを示された。1974 年以降ブリへ病原性を獲得
した特定の由来株が日本のブリ属魚類において流布し
ている可能性が示唆された。今後ヒト由来株も含め調
査し、感染源、病原性などを究明する必要がある。
（Differences between Lactococcus garvieae isolated
from the genus Seriola in Japan and those isolated from
other animals（trout, terrestrial animals from Europe）
with regard to pathogenicity, phage susceptibility
and genetic characterization. ； J Appl Microbiol.
2006 Aug;101（2）:496-504）

HPLCによるウシおよびブタ組織中のメトクロプラミドの
残留分析法開発と投与実験

○堀内隆史、峯戸松勝秀、水野安晴 1）、関谷辰朗 1）、浜本好子
（動物医薬品検査所、1）農林水産省消費・安全局）

メトクロプラミド（MCP）は、ドパミン拮抗作用を
有するベンザミド系の薬で、消化器機能異常に対する
治療薬であり、消化管の運動調整作用と制吐作用を有
している。国内ではウシ、ブタ、イヌ及びネコの消化
不良、食滞、胃炎および腸炎による食欲不振や嘔吐等
の治療に用いられている。
2003 年 5 月の食品衛生法改正により国内における
畜水産食品中の規制として、ポジティブリスト制が
導入されることとなり、2005 年 11 月にほとんどの動
物用医薬品成分に暫定的に残留基準値（MRL）が設定
され、2006 年 5 月から施行されている。農林水産省
では、厚生労働省のMRL の設定に伴って、動物に
動物用医薬品を用いる場合の使用禁止期間の設定ま
たは見直しを行っている。MCP製剤についても暫定
MRLが設定（0.03ppm）され、用法用量に従って使用

した場合の使用禁止期間を確認する必要があった。し
かし、既存のMCPの分析法は畜水産物中の残留分析法
として利用するには十分な感度を有していなかった。
そこで、ウシおよびブタの筋肉、肝臓、腎臓、脂
肪、および腸管中の残留MCP を検出するために、
UV検出器を用いたイオンペアHPLC法を検討した。
MCPは、アセトニトリルで抽出し、ヘキサンで脂溶
性成分を除去した後に Oasis HLB カートリッジに
負荷し精製した。MCPの検出限界は 0.002µg/g、定
量限界は 0.007µg/g で、0.03ppm 添加時の回収率は
ウシ組織で 74.1～93.3％、ブタ組織で 86.1～92.7％で
あった。この方法を用いて、MCP製剤を用法用量に
従って投薬し、１日間休薬したウシおよびブタの組織
中のMCP濃度を分析した。この結果、すべての組織
のMCP濃度は暫定MRL以下であることが示された。
 （食品衛生学雑誌 47（6）258-263,2006）
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新薬紹介
牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キット（ワンポット前処理法）

（平成 18年 11 月 13 日承認）

牛海綿状脳症（BSE）の体外診断薬として、5種類目
のキットが新たに承認されたので、既承認製剤とと
もにその概要を紹介する。
プリオン病の一種である BSE に罹患した牛由来食

品の摂食が、人の新型クロイツェルヤコブ病（vCJD）
の原因となっている可能性が指摘され、公衆衛生上大
きな問題となっている。現在までプリオン病の有効な
治療法は確立されておらず、これらの疾病を予防する
ためにも、BSE 感染牛の摘発とう汰が最も効果的な
方法とされている。本製剤は、サンドイッチ・エライ
ザ法による3種類目のBSE診断薬となる（下表参照）。

1．使用方法

採取した牛延髄組織を、遠心力を利用してキッ
トに付属のバイオマッシャーの粗フィルターを通
過させる（この時、主な繊維質成分が取り除かれ
る）。続くプロティナーゼＫ等による酵素消化処理
からエライザ用プレートに検体を添加するまで、ア
ルコール処理による沈殿濃縮の操作無しに、一容
器・一緩衝液系（ワンポット反応系）で検体の前処
理過程が終了する。次に、プリオン蛋白のコア領
域に対するモノクローナル抗体を固相化したプレー
トに検体を添加し、抗原を補足する。これに西洋わ
さびペルオキシダーゼ標識モノクローナル抗体を結
合させる。洗浄後TMBで発色させ吸光度を測定す
ることにより、牛海綿状脳症の異常プリオン蛋白を
検出する。
2．効能又は効果

牛延髄における異常プリオン蛋白質の検出
3．その他

本製剤の性能は既承認製剤と同等程度であり、診
断上の感度に大きな差は認められない。

（無菌製剤検査室長 能田 健）

ベダプロフェンを含有する犬の経口投与剤

（平成 18年 12 月 1日承認）

ベダプロフェン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。
ベダプロフェンは、アリールプロピオン酸誘導体

群に属する非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）であ
り、高いシクロオキシゲナーゼ 2選択性を有する。
1．成分及び分量

1mL 中ベダプロフェン 1.0mg（1.0mg 製剤）又は
5.0mg（5.0mg 製剤）

2．用法及び用量

犬（1.0mg 製剤については体重 1.5kg 未満のも

のを除き、5.0mg 製剤については体重 9.5kg 未満
のものを除く。）：体重 1kg 当たりベダプロフェン
として 0.5mg を 1 日 1 回経口投与する。
犬の体重が 1.5kg 以上 2.5kg 未満の場合には、ベ

ダプロフェン 1.0mg 製剤を 1.0mL 投与し、以後、
体重が1.0kg増加するごとに0.5mLずつ増量する。
犬の体重が 9.5kg以上 12.5kg 未満の場合には、ベ
ダプロフェン 5.0mg 製剤を 1.0mL 投与し、以後、
体重が 5.0kg増加するごとに 0.5mLずつ増量する。
3．効能又は効果

検定基準名 検出方法

牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応
キット

サンドイッチ・エライ
ザ

牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応
キット（ワンステップ測定法）

牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応
キット（ワンポット前処理法）

牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応
キット（化学発光）

エライザ（2抗体法）

牛海綿状脳症診断用ウエスタンブ
ロット反応キット

ウエスタンブロッティ
ング

表：我が国で承認されたBSE診断キットの一覧
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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

・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処方日数を決めること。

・本剤は 12 週齢未満の犬には使用しないこと。
・分娩時及び授乳中の母犬には使用しないこと。
・本剤は血漿蛋白結合能が高いため（99%以上）、他の
NSAIDs、ステロイド剤、利尿剤、血液凝固阻害剤

及びアミノグリコシド系抗生物質等の血漿蛋白結合
率の高い薬物と一緒に投与した場合、血漿蛋白との
結合において競合し、血漿中の遊離体の濃度が変化
して、単独投与の場合より高くあるいは低くなるこ
とがあり、薬物の有効性及び安全性に変化の起きる
場合がある。したがって、他の蛋白結合能の高い薬
剤との併用は避けること。

（検査第二部主任研究官 小形智子）

鶏オルニソバクテリウム・ライノトラケアレ感染症
（油性アジュバント加）不活化ワクチン

（平成 18年 12 月 22 日承認）

Ornithobacterium rhinotracheale（ORT）は、
1991 年に南アフリカにおいて呼吸器症状を呈した肉
用鶏から分離されたグラム陰性の桿菌である。その
後、ORTは世界各国において、七面鳥や鶏群より呼
吸器症状、産卵異常及び孵化率の低下に付随して分離
されてきた。一般に、実験感染ではORT単独感染で
の病原性はそれ程強くないが、鶏伝染性気管支炎やト
リニューモニエウィルス等を感染させた後にORTを
感染させると、強い病変を示すとされている。ORT
の血清型はA～Lの 12 型に分類されているが、鶏か
ら分離された株の殆どは血清型A型であったことか
ら、鶏における主要な流行血清型はA型であると考
えられている。日本国内においても、抗体保有調査や
発症鶏からの菌分離等の疫学調査が実施された結果、
鶏 ORT 感染症の浸潤が確認され、それに伴う育成
率、出荷率及び飼料効率の低下等による経済的損失は
大きいとされている。今般、肉用種鶏を免疫するこ
とにより、肉用鶏でのORT血清型A型菌による病
変・気嚢炎による消耗を軽減することを目的とした新
有効成分含有製剤である鶏ORT感染症不活化ワクチ
ンが新たに承認されたので、その概要を紹介する。

１．成分

本ワクチンは、ORT血清型A型菌の培養菌液を
不活化し、油性アジュバントを添加したものである。
２．用法及び用量

6 週齢以上の肉用種鶏の胸部筋肉内に 1羽当たり
0.25mL を 1 回注射する。ただし、より強固な免疫
が必要な場合は 6～12 週間の間隔で 2回注射する。
３．効能又は効果

肉用種鶏を免疫することによる肉用鶏でのORT
血清型A型菌による病変、気嚢炎による損耗の軽減
４．特筆すべき使用上の注意

（1）本剤は肉用鶏には使用しないこと。
（2）本剤注射後は、温度及び湿度管理等に十分注意

し、数日間は安静を保ち、鶏に与えるストレスの
軽減を図ること。

（3）本剤を注射後、注射部位に腫脹、硬結等が認めら
れる場合がある。

（4）本剤は粘度が高いため、予め常温程度に戻した
後、よく振り混ぜて均一にして使用すること。ま
た、注射中にも時々振り混ぜること。

（細菌製剤検査室長 高橋敏雄）
（現 検査第一部長）

ウエストナイルウイルス感染症（油性アジュバント加）不活加ワクチン

（平成 18年 12 月 26 日承認）

ウエストナイルウイルスは 1937 年にウガンダで初
めて分離されたフラビウイルス科に属するウイルスで
ある。日本脳炎ウイルスとは類縁で、蚊が媒介し、

鳥、馬、人等へ感染する。米国において 1999 年か
ら本ウイルスの感染症が発生し、馬での発生頭数は
2002 年に 15,257 頭でピークとなり、死亡率 20～30％



16

で脅威となった。海外では、馬用不活化ワクチンが米
国農務省（USDA）の共同開発で 2001 年に緊急承認販
売されるようになり、我国でも 2002 年から緊急防疫
用資材として本ワクチンの国家備蓄がなされてきた。
今般、国内で初めて、ウエストナイルウイルス感染症
（油性アジュバント加）不活化ワクチンが製造販売承認
されたので、その概要について紹介する。
１．成分及び分量

本ワクチンはウエストナイルウイルスVM-2株を
サル腎（Vero）細胞で増殖させたウイルス液をホル
マリンで不活化し、SP オイルアジュバントを添加
したものである。

２．用法及び用量
1mL を 3～6 週間隔で 2回、筋肉内注射し、追加

接種は1年毎に1mLを筋肉内注射する必要がある。

３．効能又は効果

馬におけるウエストナイルウイルスによるウイル
ス血症の予防
４．特筆すべき使用上の注意

（1）本剤の使用にあたっては、「ウエストナイルウイル
ス感染症防疫マニュアル」に従い、家畜防疫員の
指導の下、ワクチンを接種した当該馬のワクチ
ン接種歴について確実に記録し、保存すること。

（2）注射前には問診や視診により対象馬の健康状態に
ついて検査し、注射適否の判断を慎重に行うこと。

（3）副反応としては、接種部位の腫脹、疼痛及び一過
性の発熱を示す場合がある。

（4）本剤を肉用馬に使用する場合には、と畜場出荷前
120 間は注射しないこと。

（ウイルス製剤第 1検査室長 衛藤真理子）
（現 ウイルス製剤検査室長）

鳥インフルエンザ（油性アジュバント加）不活化ワクチン

（平成 19年 1月 15 日承認）

高病原性鳥インフルエンザが続発し、発生農場にお
ける鶏群の迅速な淘汰が困難となった場合にのみ、国
及び都道府県の指導・管理の下で使用することを目的
として、本病のH5亜型に対応する鳥インフルエンザ
（油性アジュバント加）不活化ワクチン輸入 3製剤が
平成 16 年 12 月 13 日付けで承認されている。一方、
1回注射後短期間で抗体応答がみられ、十分な免疫効
果が得られるような製剤を目標として、国内 4所社に
よる開発がなされ、H5 亜型に対応するワクチン及び
H7 亜型に対応するワクチンがそれぞれ承認された。
新たに承認された各ワクチンの概略を、以下に示す。
1．成分及び分量

発育鶏卵で増殖後、不活化した低病原性鳥インフルエ
ンザウイルスH5N1亜型A/duck/Hokkaido/Vac-1/04
（H5N1）株 160,000HA 単 位以上／500mL（1,000
羽分）あるいは H7N7 亜型 A/duck/Hokkaido/
Vac-2/04（H7N7）株 160,000HA単位以上／500mL
（1,000 羽分）に油性アジュバントを混合した不活化
ワクチンである。

2．用法及び用量

4 週齢以上の鶏の脚部筋肉内に 0.5mL／羽を注射
する。

家畜伝染病予防法第 3条の 2に基づき規定される
高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病
防疫指針に従い使用すること。
3．効能又は効果

鳥インフルエンザ（今回承認された製剤につい
ては、それぞれH5 亜型あるいはH7 亜型のいずれ
か一方）の発症予防及びウイルス排泄の抑制。
4．特筆すべき使用上の注意

（1）本剤は家畜伝染病予防法第 50 条の規定に基づき
農林水産大臣が指定する動物用生物学的製剤で
あるので、その使用に関しては都道府県知事の
許可を受けること。

（2）本剤は食鳥処理場出荷前 20 週間は注射しないこ
と。

（3）本剤は肉用鶏（種鶏を除く）には使用しないこと。
（4）本剤注射後、まれに注射部位の一過性の腫脹、硬

結や食欲減退、産卵開始時期の遅延等が認められ
る場合がある。

（鶏病製剤検査室長 鈴木祥子）
（現 細菌製剤検査室長）



17

業務紹介
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
今回も、引き続き動物用生物学的製剤の製造に関する用語を紹介します～

２．生物学的製剤の製造
（4）培養細胞（及び培養液）
生物学的製剤の有効成分であるウイルスを培養する

ために必要なものとして、培養細胞及び培養細胞を維
持するための培養液があります。この培養細胞・培養
液は、製造に用いるウイルス株ごとに感受性、増殖性
などの成績に基づき、承認事項として定められていま
す（例えば、豚パルボウイルスには豚腎初代細胞、ア
カバネウイルスにはHmLu-1 細胞など）。また、培養
細胞の種類には初代細胞、株化細胞があります。最近
では遺伝的に安定であり、ウイルスなどの混入の可能
性が低いなどの観点から、生物学的製剤の製造には株
化細胞を用いる傾向が強くなってきています。また、
ウイルスなどの製造用株と同様に、マスターセルシー
ドの考え方に基づき、培養細胞の適切な管理が求めら
れています。

（5）原液

培養細胞を用いて増殖させたウイルスを含む培養液
から、細胞などの夾雑物を除くため遠心・ろ過などを
したウイルス浮遊液を、原液と呼びます。原液は、一
回に処理し培養した培養細胞を用いて作成したウイ
ルス浮遊液を、一つまたは複数混合した単一の有効成
分を含有するものです。また、不活化製剤ではホルマ
リンなどの不活化剤を添加したものを、さらにアジュ
バント添加製剤ではアジュバントを添加したものを原
液と呼ぶ場合があります。

（6）最終バルク

異種のウイルス原液を混合したり（混合ワクチ
ン）、原液に安定剤や保存剤を加えたりして調整し、
実際に分注・小分けする段階のものを最終バルクと呼
びます。最終バルクはどの部分をとっても性状及び品
質において均一と認められなければいけません。通
常、この一つの最終バルクから分注・小分けされたも
のがロットを構成し、同一の製造番号が付されるこ
とになります。

現在では、血清などの動物由来原料については動物
用生物由来原料基準により、ロットについては動物用
生物学的製剤基準により、培養細胞や原液の製造工程
段階で試験を実施することが規定されています。この
ように、最終製品のみならず、原材料や製造工程での
試験を実施することで、製品のより一層の品質、安全
性、有効性の確保が図られています。

（ウイルス製剤第 2検査室 野田紗知子）
（現 特殊管理検査室）

野外株
↓
製造用株
↓培養細胞・培養液を用いて←試験

ウイルス浮遊液←試験
↓
原液←試験
↓

最終バルク
↓

分注・小分け←試験
↓

製品（ワクチン）

動物用生物学的製剤の製造工程
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平成 18 年度収去検査結果（その 1）

動物用医薬品及び動物用医薬部外品の流通・使用段階における品質確保及び不良な製品の排除を図るため、薬事
法第 69 条第 3項の規程に基づき、国又は都道府県の薬事監視員が平成 18 年度に収去した製品の品質確認検査の結
果を掲載する。
なお、今回は、平成 19 年 2 月 28 日までに判定された製剤の結果である。

収去場所 製造販売業者 製剤名 製造番号 判定年月日 結果 不合格の理由
改善を指導した内容

三重県 あすか製薬株式会社 テルペラン経口用 Y297 2007/01/17 合格

埼玉県 あすか製薬株式会社 ハートメクチン錠 23 T009 2006/12/18 合格

富山県 あすか製薬株式会社 動物用テルペラン注 W260 2006/10/17 合格

三重県 ナガセ医薬品株式会社 タイロシン注 200「ＳＰ」 650901 2007/02/13 合格

岡山県 ナガセ医薬品株式会社 フロロコール 200 注射液 630201 2006/12/26 合格

三重県 ニプロファーマ株式会社 ウルソＨ注射液 06K11 2007/02/13 合格

岡山県 ノバルティス アニマルヘル
ス株式会社

ガナゼック V-05DL13 2006/12/11 合額

福島県 ノバルティス アニマルヘル
ス株式会社

フォルテコール錠５ｍｇ 505382 2006/11/10 合格

埼玉県 バイエルメディカル株式会社 ドロンシット錠 KPO32WP 2007/02/13 合格

岡山県 バイエルメディカル株式会社 ドロンタール錠 KP03RPJ 2006/12/26 合格

富山県 バイエルメディカル株式会社 バイトリル 15 ｍｇ錠 KPO3U4J 2006/12/26 合格

和歌山県 バイエルメディカル株式会社 バイトリル 2.5％ＨＶ液 KP04422 2007/01/17 合格

岡山県 バイエルメディカル株式会社 バイトリル５％注射液 5484-91 2006/12/26 合格

和歌山県 バイエルメディカル株式会社 バイトリルワンショット
注射液

KP03WRW 2007/02/27 合格

埼玉県 バイエルメディカル株式会社 犬・猫用バイトリル 2.5％
注射液

KP0413N 2007/02/27 合格

愛知県 ファイザー株式会社 アドボシン注射液 0694908B 2007/02/09 合格

三重県 ファイザー株式会社 デクトマックス 065421M 2006/12/11 合格

岡山県 ファイザー株式会社 レボリューション６％ K5U06411 2006/10/31 要指導 添付文書の記載整備

和歌山県 フジタ製薬株式会社 イベルメクチン注「フジタ」110717 2007/02/09 合格

和歌山県 フジタ製薬株式会社 ギンベル 100598 2007/01/07 合格

岡山県 フジタ製薬株式会社 ダイメトン注 101767 2006/11/02 合格

富山県 フジタ製薬株式会社 モーサン 101837 2007/01/10 合格

富山県 フジタ製薬株式会社 ラキサトーン U885 2006/11/29 合格

愛知県 マルコ製薬株式会社 バクテロン注 0970 2007/01/22 合格

埼玉県 メリアル・ジャパン株式会社 アイボメック注「メリアル」 NC32340 2007/02/13 合格

茨城県 メリアル・ジャパン株式会社 ウイットネスＦＩＶ MG061018 2006/12/07 合格

鳥取県 ヤシマ産業株式会社 グルターＺ C6213 2006/11/16 合格

岩手県 株式会社 科学飼料研究所 インフェック 10％液 58A23G 2006/09/20 合格

大阪府 丸石製薬株式会社 セボフロ 6922 2006/12/26 合格

岡山県 共立製薬株式会社 モキシデック錠 15 B41 2006/10/06 合格

富山県 共立製薬株式会社 モキシデック錠 60 D78 2006/10/06 合格
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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 結果 不合格の理由
改善を指導した内容

熊本県 財団法人 化学及血清療法研
究所

ニューカッスル病ウイル
ス赤血球凝集素

120 2006/12/25 不合格 赤血球凝集素の力
価試験で抗原価が
規格外

岡山県 三共ライフテック株式会社 システックＭ AA004 2006/12/13 合格

岡山県 三共ライフテック株式会社 ミルベマイシンＡ錠 1.25 WY011 2006/12/13 合格

埼玉県 社団法人 北里研究所 マイコプラズマ・シノビ
エ急速凝集反応用菌液

77 2006/12/07 合格

富山県 川崎三鷹製薬株式会社 S.P. 乳軟シリンジＬ「Ｋ
ＭＫ」

SPL506 2006/12.13 合格

富山県 川崎三鷹製薬株式会社 タカベリン TBV6004 2006/10/31 要指導 添付文書の記載整備

岡山県 川崎三鷹製薬株式会社 ノロメクチン注 KPO3T5K 2006/11/14 要指導 添付文書の記載整備

岡山県 川崎三鷹製薬株式会社 ビクタスＳ注射液５％ 309301 2006/12/26 合格

埼玉県 川崎三鷹製薬株式会社 プレドニゾロン注射液
「ＫＭＫ」

PRC5003 2007/02/13 合格

岡山県 川崎三鷹製薬株式会社 動物用マイシリンゾル
「ＫＭＫ」

MCV5003 2006/12/11 要指導 添付文書の記載整備

岡山県 大日本住友製薬株式会社 ビクタスＳ錠 40 ｍｇ 8521 2006/12/26 合格

埼玉県 大洋薬品工業株式会社 イプコン注 10％ 547601 2007/02/13 合格

富山県 第一ファインケミカル株式会社 動物用タリビッド錠 50 TVBDB01401 2006/12/26 合格

兵庫県 田村製薬株式会社 カルドメック錠 68 NBQ0320 2007/02/13 合格

愛媛県 東レ株式会社 インタードッグ DM05 2007/02/09 合格

東京都 日生研株式会社 マイコプラズマ・ガリセ
プチカム急速凝集反応用
菌液

112 2007/01/10 合格

東京都 日生研株式会社 マイコプラズマ・シノビ
エ急速凝集反応用菌液

65 2007/01/10 合格

東京都 日生研株式会社 日生研アグテックＡＰ２ 9 2007/02/09 合格

岩手県 日本全薬工業株式会社 ニューサルマイＳ 6030 2006/12/11 要指導 直接の容器及び外部
の被包の記載整備

岩手県 日本全薬工業株式会社 ハイポリＳ 5207 2006/12/11 要指導 直接の容器及び外部
の被包の記載整備

岩手県 日本全薬工業株式会社 ベリノール末Ａ 606190 2006/10/31 合格

新潟県 日本全薬工業株式会社 ミコラル経口液 ET03AY2 2007/02/13 合格

兵庫県 日本全薬工業株式会社 動物用タイラン 200 注射
液

61220B 2007/02/13 合格

岩手県 日本全薬工業株式会社 ジメトキシン注ＮＺ 510180 2006/11/02 合格

岩手県 日本全薬工業株式会社 ベリノール注Ａ 604060 2006/11/29 合格

茨城県 文永堂製薬株式会社 ＡＤ３Ｅ注「文永堂」 12026 2006/11/06 不合格 定量試験が規格外及
び添付文書等の記載
整備

富山県 文永堂製薬株式会社 ジメトキシン２０％注
「文永堂」

15046 2006/10/25 不合格 不溶性異物と認めら
れる白色繊維状の結
晶様物質が浮遊して
いる及び添付文書の
記載整備

＊掲載順：50 音順
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検査室便り

＜検査第二部一般薬検査室＞

検査第二部一般薬検査室は、動物医薬品検査所の
本館３階南側の一角を占め、控室からは国分寺市の
街並みを、そして実験室からは富士山を望むこと
ができ、そのロケーションの良さは、当所の中でも
群を抜いています。
当所においては、生物学的製剤及び抗生物質製剤

以外の動物用医薬品を「一般薬」と称しており、当
室の主要業務は、その名のとおり「一般薬の検査」
ですが、近年では、承認審査関係業務の占める割合
が大幅に増えてきています。
以下に、当室の業務について紹介します。

1 品質確保業務
動物用医薬品の品質確保は、大きく分けて、国家

検定（生物学的製剤）、検査命令（抗生物質製剤）及
び収去検査（一般薬）により行われていますが、当
室は、そのうちの収去検査を主に担当しています。
（1）収去検査

収去は、当所又は都道府県等の職員（薬事監視
員）が、動物用医薬品の工場、店舗等の動物用医薬
品を業務上取り扱う場所に立ち入って、試験に必
要な分量を取り去ってくることです。収去された
製品は、承認申請書の規格及び検査方法の規定に
基づき試験を行い、また、表示検査も行います。

（2）検査命令対象抗生物質製剤の含湿度試験
検査命令の対象となっている抗生物質製剤の

含湿度試験（カールフィッシャー法及び乾燥減量
法）は、当室で実施しています。

（3）品質確保検査研修会
「食の安全・安心確保交付金」の「動物用医薬品の
危機管理」事業の「危機管理対策研修会」の一環と
して、都道府県においても必要な品質確保検査が
できるようにという目的の下に、都道府県の品質
確保検査担当職員の方々に御参加いただき、毎年6
月頃に品質確保検査研修会を開催しています。

2 承認審査関係業務
承認申請され、消費・安全局畜水産安全管理課か
ら当所に検討依頼があった品目のうち、薬事・食品
衛生審議会に諮られる新薬等については、品目ご
とに審査グループを構成して承認審査を行ってお
り、当室の室員は、その主要メンバーとして参加し
ています。承認申請書に添付された資料は、多いもの
では厚さが50cmを超える膨大なものもありますが、
その内容を精査して、必要な指摘を行っています。
事務局審査により承認される品目については、
「技術的調査」として審査を行っていますが、申請
品目が一般薬である場合には、当室が必ず審査にか
かわっています。その他、承認相談、再審査、再評
価等についても、当該品目が一般薬であるならば、
当室がかかわっています。

以上のように、当室の業務は、主に品質確保業務
と承認審査関係業務から成っています。近年、検査
第二部においては、承認審査の質の向上が図られて
おり、それに伴い、当室は、承認審査関係の業務量
が増加してきています。
本年4月から承認審査業務が当所へに集約される
ことに伴い、この傾向はますます顕著になっていく
と予想しています。どの業務も、より高いレベルで
行うことができるよう、室員一同精励する毎日です。

（一般薬検査室長 永井英貴）
（現 薬剤作用検査室長）
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Q&A
このコーナーでは、これまで当所の業務や特徴などについて解説してまいりましたが、今後は、人と動物の健

康に関するテーマについても視野に入れ、動物医薬品や動物の病気に対する正しい知識について理解を深めていた
だくことを目指して、一般の方が関心を持たれそうなテーマについても、取り上げていこうと考えています。
まず、今月号では春なので、狂犬病ワクチンと犬糸状虫症（犬フィラリア症）の予防薬について取り上げてみました。

狂犬病予防法という法律で、犬を飼っている飼い主さんは、毎年 1回狂犬病の予防注射を受けることが義務付けら

れています。

狂犬病のワクチン接種は、市町村などの自治体が毎年 4月から 6月の間に「集合注射」を実施していますので、市町

村の広報などで会場や時間を確かめて行けば接種を受けることができます。

そのほか、町の動物病院でも接種を受けることができますので、掛かりつけのあるいはご近所の動物病院に相談して

ください。

日本国内では、狂犬病の発生は昭和 30年代以来見られていません。これは、

日本が島国であり検疫体制がしっかりしていること、犬へのワクチン接種が普及し

ているからだといわれています。しかしながら、日本以外のアジアの国や欧米など

では今でも狂犬病が時々発生しており、世界中で根絶されていない人と動物の共通

感染症の一つです。不幸なことに我が国において、昨年、フィリピンに渡航中に

犬に噛まれた人が帰国後相次いで狂犬病を発症し、死亡した例が見られました。

日本で使用されている狂犬病ワクチンは、すべて当所での検査に合格したもの

ですが、犬の健康状態や体質によっては、副作用が出ることもあるので、ワクチ

ン接種を受けるときには必ず獣医師の診察を受け、犬の健康状態などを十分把握してもらうことが大切です。

犬糸状虫症（犬フィラリア症）は、蚊が媒介する寄生虫病で、フィラリアが犬に寄生すると、血管に子虫が詰まった

り、心臓の中に長さ 10ｃｍにも及ぶ成虫が寄生して心臓や肺に障害が出た結果死亡することもある犬にとってはとて

も怖い病気です。

この病気は、蚊が媒介するので、蚊の発生シーズンに合わせて予防薬（駆虫薬）を投与するのが最も一般的な予防法です。

犬糸状虫の予防薬には、アベルメクチン系のミルベマイシン、イベルメクチン、モキシデクチン、セラメクチンな

どを主成分とするものがあり、・錠剤や顆粒剤で約一ヶ月間隔で服用させるもの・舐剤（餌状）で約一ヶ月間隔で服用さ

せるもの・滴下型液剤で約一ヶ月間隔で体表に滴下するもの・注射剤で皮下に接種するものなどいろいろなタイプのも

のがあります。

いずれも要指示動物用医薬品と言い、獣医師の指示の下でのみ使用できる薬ですので、獣医師に相談し、犬の健康状

態や飼育環境などにあった予防薬を処方してもらうことが大切です。
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月 日 行 事 場 所

18. 12. 13 第 18 年度第 2回動物医薬品検査所特別講演会開催 当 所
1．日本の養豚の現状
講師 分部喜久男（独立行政法人家畜改良センター宮崎牧場長）

2．豚疾病の現状と対策
講師 石川弘道（中間法人日本養豚開業獣医師協会代表理事）

  14 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4回検討会出席 （株）三菱総合研究所
  21 平成 18 年度生物学的製剤委員会出席 東京薬業健保健康開発

センター
  22 平成 18 年度（第 48 回）東京都家畜保健衛生業績発表会審査員 東京都家畜保健衛生所
  22 第 523 回技談会開催（演題及び発表者） 当 所

1．マウスにおける豚胸膜肺炎不活化ワクチンのActinobacillus
pleuropneumoniae 血清型別不能株攻撃に対する防御効果（守岡綾子）

2．豚丹毒菌の消毒剤及び色素感受性について― 2（山本欣也）
3．鳥インフルエンザ（AI）ウイルス（オイルアジュバント加）不活化ワクチ
ンからのAI 遺伝子検出に関する検討（原田麻希子）

4．動物用ワクチンのシードロットシステムについて（嶋崎智章）
5．豚丹毒生ワクチンの安全性評価に関する課題と対応状況（続報）（高橋敏雄）
6．豚丹毒生ワクチン由来を疑われた野外分離株の性状解析（続報）（新田早人）
7．卵黄油および魚油の大量投与によるラットの蓄積脂肪の脂肪酸組成に対
する影響について（梅野杏奴）

19. 1. 23 家きん疾病小委員会及び高病原性鳥インフルエンザ感染経路究明チーム合同会
議出席

本 省

  25 平成 18 年度第 2回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
  26 第 524 回技談会開催（演題及び発表者） 当 所

1．特定機器分析研修Ⅱに参加して（峯戸松勝秀）
2．米国農務省ＣＶＢ及びＮＶＳＬの調査報告（蒲生恒一郎）
3．無菌検査室の課題とその対応 2007（能田健）
4．ヨーネ病診断技術研修（松本幸子）
5．アプタマービーズを用いた希薄脳乳剤からの PrP 検出（永田知史）
6．マウスにおけるアルギニン・バソトシンレセプターの同定と分布（臼井優）

  29 動物用抗菌性物質製剤調査会出席 本 省
  30 動物用一般医薬品調査会出席 本 省
  31 平成 18 年度第 3回動物医薬品検査所特別講演会開催 当 所

1．動物用生物学的製剤における内在性レトロウイルスの問題について
講師 宮沢孝幸（国立大学法人京都大学ウイルス研究所附属新興ウイル
ス感染症研究センター病態解明チーム助教授）

2．培養細胞研究資源バンクの管理手法－品質管理、保存管理、情報管理－
講師 水澤博（独立行政法人医薬基盤研究所生物資源研究部長）

 2. 1 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5回検討会出席 （株）三菱総合研究所
動物用医薬品再評価調査会出席 本 省

  5 平成 18 年度動物検疫所支所長会議（第 2回）出席 横浜第 2合同庁舎
  5 平成 18 年度動物用医薬品基準解説書作成専門委員会出席 （社）日本動物用医薬品

協会
  6 動物用医薬品残留問題調査会出席 本 省
  7 動物用生物学的製剤調査会出席 本 省
  8 平成 18 年度北海道・東北ブロック家畜保健衛生業績発表会出席 仙台福祉プラザ
  9 第 48 回関東甲信越ブロック家畜保健衛生業績発表会出席 千葉県教育会館大ホール

主 な 行 事
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  13 動物用医薬品協同組合冬期研修会講演 東京薬業厚生年金基金
  16 平成 18 年度動物衛生試験研究推進会議出席 （独）農業・食品産業技

術総合研究機構動物衛
生研究所

 19～20 「ＢＳＥ等動物プリオン病制圧のための技術開発研究」プロジェクト推進会議出
席

（独）農業・食品産業技
術総合研究機構動物衛
生研究所

  22 第 525 回技談会開催（演題及び発表者） 当 所
1．大分県沿岸で分離されたブリ、カンパチ、ヒラマサ、ヒラメ、マダイ及
びイシガキダイ由来の類結節症菌（Photobacterium damsela subsp.
piscicida）の性状解析（木島まゆみ）

2．ブリ抗体に対するモノクローナル抗体の作成（3）ブリ抗体（ＩｇＭ）に対
する抗体を産生するハイブリドーマの作出（野牛一弘）

3．ブロムフェノホスにおける免疫系への影響評価（村田奈々恵）
4．動物用医薬品有効成分が堆肥化に与える影響（江口郁）
5．ＶＩＣＨ第 19 回運営委員会の概要について（高橋美幸）
6．インドネシアで開催されたＯＩＥワークショップの概要（大石弘司）

  27 第 27 回動物用医薬品等製造販売管理者講習会（東京）講演 ＪＡホール

人事異動

月 日 異動内容 官職 氏 名 摘 要

19. 1. 1 昇 任 技 金原真理子 検査第一部ウィルス製剤第 1検査室主任検査官兼企画連絡室技
術指導課（検査第一部兼企画連絡室技術指導課）

19. 1. 16 併 任 技 関口 秀人 検査第一部主任研究官兼消費・安全局畜水産安全管理課（検査第
一部主任研究官）

配 置 換 技 岩中 麻里 検査第一部主任研究官（動物検疫所精密検査部病理・理化学検査
課主任検疫官）

海外出張

期 間 官職 氏 名 所 属 摘 要

18. 12. 13～21 技 石丸 雅敏 検査第一部 口蹄疫予防液及び口蹄疫濃縮抗原の製造・検定の立会調査
19. 1. 23～27 技 髙橋 美幸 検査第二部 動物薬承認基準のハーモナイゼーションに関する国際協力（Ｖ

ＩＣＨ）第 19 回運営委員会

所員研修

期 間 官職 氏 名 研 修 内 容 研 修 場 所

19. 1. 15～17 事 町田 祐一 平成 18 年度中央畜産技術研修会（公益法人会
計）

（独）家畜改良センター中央畜
産研修施設

19. 1. 24 事 高橋恵美子 心の健康づくり講習会 さいたま新都心合同庁舎
19. 2. 20 事 高橋恵美子 平成 18 年度各府省等カウンセラー講習会（中

央ブロック）
アルカディア市ヶ谷

研修者

期間 氏 名 所 属 研 修 内 容

19. 1. 9 葛西 秀美 東京都芝浦食肉衛生検査所 サルモネラに関する検査技術
（多剤耐性サルモネラの疫学解析手法の習得）

人 の 動 き
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お知らせ
◎平成19年度動物用医薬品危機管理対策研修会の開催について

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事業概
要や検査方法等の研修会を開催し案内しています。
今年度も右の予定で開催しますので、事業への参加

と共に研修会への参加をお願いします。また、今年
度は品質確保検査研修会の前日に、初心者を対象とし
た器具・機械の使用方法等の基礎研修を危機管理対策
研修会とは別に計画しています。
なお、これらの詳細については、別途都道府県畜産主務

部長あて畜水産安全管理課長通知でお知らせする予定です。
 （企画連絡室企画調整課）

1月の正月気分が宮崎県清武町の鳥インフルエンザ
発生で吹き飛ばされ、日本中が一気に緊張して、そ
のまま戦闘体制に突入し、4例が相次いで発生しまし
た。当所も現地への職員派遣や、環境省の野鳥モニ
タリングへの協力など、通常経験することのない業務
協力も行ってきました。このところ家畜衛生業界は話
題に事欠かない状態が続いています。そん　　　な事
件･話題が起こるたびに感じることですが、日本の家
畜防疫組織の優秀さ、協調性の高さは世界に誇れるも
のです。発生県の宮崎県、岡山県の対応の早さは言
うに及ばず、各県や関係機関からのスムーズな支援、
連携、毎年毎年経験を重ねているからといえばそれ
までですが、確実に飛躍的に進化しているので頼もし
さを感じて止みません。このニュースが発行される
のは 4月ですが、その頃にはこのまま続発無くすっか
り沈静化していることを願うばかりです。
しかしながら、毎年この時期は恒例行事になるかも

しれないと思うと、当所の通常業務のうちできるも
のは第 3四半期までに済ましておき、フレキシブルな
対応ができるよう努める必要があると考えています。
そういう意味も含めて、昨年秋の薬事監視員打ち合わ
せ会議でも予告させていただきましたが、毎年行って
います立ち入り収去検査については従来より前倒しし
て、早めに実施する予定ですので、関係都道府県のご
協力をお願いいたします。

全国家畜保健衛生業績発表会に先立ち、毎年 2 月
頃に各ブロックで開催される発表会のうち北海道･東
北ブロックの発表会に参加する機会を得ました。発
表演題を聞かせていただくと、耳に新しい疾病や検
査法など普段直接現場に接することの少ない者にとっ
ては、大変貴重な勉強をさせて頂けると共に、動物衛
生行政の立ち向かっている相手が、急に襲ってくる鳥
インフルエンザの様な急性疾患ばかりではなく、深く
じわじわと攻めてくるヨーネ病やＰＭＷＳなど対応・
対策の難しい疾病がごまんとあり、こんなことが困っ
ているのだ、良い診断法、良い予防法が欲しいのだと
の声が身近に聞こえてきます、承認審査、品質検査を
担当する機関としては、より良い予防薬・治療薬・診
断薬を、より早く世に出せる事を常に念頭におかなけ
ればと思います。

Ⅰ 薬剤耐性菌の発現状況検査研修会

開催期間 前期：平成 19 年 6 月第 2週 3日間予定
後期：平成 19 年 6 月第 3週 3日間予定

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 品質確保検査研修会

開催期間 前期：平成 19 年第 4週 2日間予定
後期：平成 19 年第 5週 2日間予定

研修内容 前期：ビタミン剤（水溶性）、合成抗菌剤Ⅰ＊

後期：肝臓疾患用剤、合成抗菌剤Ⅰ＊

＊：主成分がチアンフェニコール、オキソリン酸、ナリジク
ス酸の製剤
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