
2

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
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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。


