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従来、薬事法に基づく動物用医薬品等の製造販売承

認等の審査事務（注）については、消費・安全局畜水

産安全管理課及び動物医薬品検査所が連携して実施し

ていたところですが、本年４月１日から、より効率的

に審査事務を推進する観点から、これらの事務は、動

物医薬品検査所で行うこととし、企画連絡室に審査調

整課を新設しました。このことに関連して、当所組織

の変更内容及び薬事法に基づく各種申請・届出のあて

先が当所に変更になることを、前号においてご紹介し

ました。

また、検定・検査品の受付、検定合格証紙の発行事

務については、庶務課検査品係において実施しており

ましたが、上記審査調整課の新設及び業務の合理化の

観点から、検査品係を廃止し、企画連絡室企画調整課

に、本業務を移管しました。

さらに、企画連絡室が3課構成になったことから、各

課の事務分担を見直しましたので、その主なものを課

別に紹介します。

なお、承認審査業務の増加に伴い電話回線を増設し

ましたので、内線番号と合わせて参照ください（別表）。

注：①医薬品等の製造販売の承認、②新医薬品、

新医療機器の再審査、③医薬品及び医療機器

の再評価、④原薬等登録、⑤外国製造医薬品

等の製造販売の承認、⑥治験の取扱い等

（1）企画調整課

企画調整課は、当所が実施する検査・検定業務全般

の企画・立案及び総合調整（審査調整課の所掌業務を

除く。）を担当する部署で、対外的な総合窓口の機能も

併せ持ちます。具体的には以下に示す業務を担当しま

す。

・検定関連業務：検定申請受付、検定結果通知、検定

合格証紙発行など

・薬事監視関連業務：立入検査・収去検査の企画・立

案及び調整、品質確保検査事業及び耐性菌対策事

業の研修など

・広報関連業務：動物医薬品検査所年報の編集・発刊、

動薬検ニュースの編集・発刊など

・情報システム関連業務：動物薬関連情報のデータベ

ース作成・管理、動物医薬品検査所ホームページ

の管理、電子申請関連業務など

・製剤基準作成関連業務：生物学的製剤製剤基準や検

定手数料の原案調整など

・標準製剤配布関連業務：配布規程に基づいた申請受

付、配布など

・依頼試験検査関連業務：依頼試験検査規程に基づく

検査の申請受付や結果の通知など

・その他：動物用医薬品の検査に関する研修の受け入

れなど

（2）審査調整課

審査調整課は、薬事法に基づく動物用医薬品等の承

認審査を担当する部署で、承認相談の段階から始まり、

申請の受付から承認の施行までに至る申請内容審査の

総合調整、具体的には申請内容に関する指摘（ヒアリ

ングの実施を含む。）、関係調査会の運営、承認指令書

施行業務等を担当します。審査調整課には、動物用医

薬品等の種類別に3係を配置し、業務を分担しています。

・生物学的製剤関係業務：ワクチン等の生物学的製剤

の承認相談・審査、動物用医薬品等部会生物学的

製剤調査会の運営実務など

・抗菌性物質製剤関係業務：抗生物質等の抗菌性物質

製剤の承認相談・審査、動物用医薬品等部会抗菌

性物質製剤調査会及び残留問題調査会の運営実務、

動物用医療機器の承認相談・審査など

・一般医薬品関係業務：生物学的製剤及び抗菌性物質

製剤以外の医薬品の承認相談・審査、動物用医薬

品等部会一般医薬品調査会の運営実務、医薬部外

品の承認相談・審査

（3）技術指導課

技術指導課は、再審査及び再評価に関する業務、承

認申請資料の信頼性基準（GLP等）適合性調査、副作
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用情報、治験届及びGMPソフト適合性調査に関する業

務等を担当しています。

・再審査関係業務：再審査申請に関する審査業務、Ｇ

ＰＭＳＰ調査業務など

・再評価関係業務：再評価スクリーニング作業、文献

情報の収集・整理など

・審議会関係業務：動物用医薬品等部会及び動物用医

薬品再評価調査会の運営実務など

・信頼性基準適合性調査業務：承認・再審査・再評価

申請資料のＧＬＰ、ＧＣＰ、ＧＰＳＰに関する書

面調査及び実地調査業務など

・適合性調査業務：承認申請製剤のＧＭＰソフトに関

する書面調査及び実施調査業務など

・治験届関係業務：治験届の受理及び治験届に関する

調査業務など

・副作用報告関係業務：副作用報告の整理・情報提供

業務、ＰＬ相談への対応業務など

・その他：所内プロジェクト研究関係調整業務など
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平成18年９月22日より平成19年２月18日まで、アメ

リカ合衆国アイオワ州エイムスに滞在し、当地に所在

するU.S. Department of Agriculture（USDA）、 Animal

and Plant Health Inspection Service（ APHIS）、

Veterinary Service（VS）、Center for Veterinary

Biologics（CVB）（米国農務省 動植物健康検査サービ

ス 獣医サービス 動物用生物学的製剤センター）、及び

周辺の関連組織を訪問した。

目的は、米国で実施されている動物用生物学的製剤

の承認・許可制度、及び動物用生物学的製剤の検査等

についての品質管理制度の現状を調査し、日本でのこ

れらの制度の参考とすること、並びに参考情報として、

CVBに関連する研究施設、教育機関、行政機関、企業

等の現状と、これらの組織及びCVBとの連携について

確認してくることであった。滞在期間中に、13の機関

を訪問し、113人と面会、業務についての聞き取り及び

実地調査を行った。

・・・・・・・・・

CVBは、米国のVirus-Serum-Toxin Act of 1913（1913

年ウイルス-血清-毒素法（VSTA）、1985年改正）に基づ

き、動物用生物学的製剤（ワクチン、バクテリン、抗

血清、診断キット、その他の生物学的起源製品）を規

制し、診断・予防・治療に利用可能な動物用生物学的

製剤が、純

粋・安全・有

用・有効であ

ることを保証

するための組

織である。日

本では、農林

水産省動物医

薬品検査所が、CVBとほぼ同等の組織として設置され

ている。

CVBは、三つの機能的分野、すなわち製剤の承認、

製剤の検査、及び実地調査・法令順守、から組織され

る。これらの機能的分野は、相互に協働しており、製

剤の品質改善、及び国民への貢献のために、業務の品

質管理システムが導入されている。

CVBの業務の根拠となる法令は、VSTAであり、

VSTAの詳細はVeterinary Service（VS）Memorundom No.

800番台に規定されている。また、動物用生物学的製剤

の規制に関しては、Title 9 of the Code of Federal

Regulations（9CFR）、Parts 101～124によって、実施

が根拠づけられている。この法令等に関しては、CVB

のウェブサイトにて閲覧が可能である。（http://www.

aphis.usda.gov/vs/cvb/html/regsandguidance.html）

CVBのすべての業務は、CVBのディレクターのもと

に指示・監督されている。CVBのディレクターは、上

位組織であるVSの管理チームの一員でもある。CVBデ

ィレクターの下に、２つのユニットが存在し、これは

Policy, Evaluation, and Licensing（政策・評価・承認部

門、PEL）、及びInspection and Compliance（実地調

査・法令順守部門、IC）から成る。それぞれのユニッ

トにディレクターが配置されている。

PELの下に、動物用生物学的製剤の承認審査を行う

分野、ラボにて試験を行う分野が存在するが、これら

は共に５つのセクションに分類されており、それぞれ

にセクションリーダーが配置されている。この５つの

セクションは、細菌学セクション、ウイルス学セクシ

ョン、医薬品バイオセキュリティ及び参照品管理セク

4

海外出張報告
米国における動物用生物学的製剤の承認・許可、
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ション、バイオテクノロジー・免疫学・診断セクショ

ン、及び生物統計学セクションからなる。

一方、ICの下には４つのセクションがある。この4つ

のセクションは、品質管理セクション、実地調査セク

ション、法令順守セクション、及びプログラム情報管

理・安全セクションである。

CVBの雇用

職員は、獣医

師、微生物学

者、テクニシ

ャン、生物統

計学者、その

他の職員から

なり、職員数

はおよそ140名である。

このほか、CVBは、いくつかのサービスを、Amesに

ある他の連邦政府の組織、National Veterinary Service

Laboratory（国立獣医サービス研究所、NVSL）、

National Animal Disease Center（国立動物疾病センタ

ー、NADC）と共有している。特に、CVBのラボは、

AmesのDayton通りにあるUSDAキャンパスの中に、

NVSLとNADCと共に所在しており、またこのキャンパ

ス内で現在建築が進んでいる新研究棟では、この三者

が同じ棟の中に入り、サービスの共有がより強化され

る予定とのことであった。現在、共有されているサー

ビスは、①人事や物品購入などを業務とする企画管理

サービスセクション、②倉庫の管理や郵送物の受領処

理を業務とす

るラボラトリ

サポート・物

品取り扱いセ

クション、③

電子情報サー

ビスを維持管

理する情報資

源管理サービ

ス、④一般的な実験機器の管理・建物や土地を維持管

理する施設工学技術ユニット、⑤ピペッターや他の機

器を検定し、フリーザーやインキュベーターをモニタ

リングするキ

ャリブレーシ

ョンラボラト

リ、⑥培地作

製とガラス器

具、金属製器

具の準備を行

う技術サポー

トセクション、⑦動物管理・使用セクション、⑧雇用

者の安全に関する事項、環境的安全性、選定病原体プ

ログラムについての管理、その他すべての雇用者とキ

ャンパスの警備事項を業務とする安全・警備セクショ

ンの８つである。特に、米国でのテロ事件後、USDA

のキャンパス全体で、キャンパス安全プログラム、キ

ャンパス警備プログラムが実施されている。前者では、

安全に関する方針及び手続きが標準手順書として定め

られ、後者では物理的な財産の警備、情報セキュリテ

ィ、病原体のアカウンタビリティ及びバイオセキュリ

ティ、人物照合、緊急時対応プログラムを実施してい

る。

CVBが業務として実施している動物用生物学的製剤

の許可承認は、許可に関わるスタッフ、すなわちPEL

のセクション・リーダー、レビュワー（主として上位

の獣医師、微生物学者があたる）、文書検査員、プログ

ラムアシスタント、製剤事務員が行っている。米国内

で動物用生物学的製剤を製造販売する場合、製造販売

業者は、その製造・試験及び保存施設のためのU. S.

Veterinary Biologics Establishment License（米国動物

用生物学的製剤施設許可）、及びライセンスを受けた施

設で製造されたそれぞれの製品のためのU. S. Veterinary

Biological Product License（米国動物用生物学的製剤製

5

CVB、NVSL合同クリスマスパーティの様子

USDAキャンパス内に新たに建設されている
CVB・NVSL・NADCの合同研究棟

技術サポートセクションの器具洗浄機

キャリブレーションラボラトリの機械のモニタリング
システム異常は責任者に自動的に通知される
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品許可）の二種類の許可を取得・維持しなければならな

い。米国外で製造された製剤を輸入販売する場合、輸入

業者はU. S. Veterinary Biological Product Permit（米国動

物用生物学的製剤製品許可）を取得・維持しなければな

らない。また、場合によって、条件付きの許可、輸出専

用の許可などが要求される場合がある。レビュワーは、

これらの申請を検閲し、許可承認に必要十分な書類が準

備されているか、これらの書類が米国の法規制を順守し

ているかを確認する。CVBのディレクターが、これらの

許可承認の発行、停止及び廃止についての権限を持つ。

申請者が施設許可、又は新規に外国の業者が許可を受け

る場合、レビュワーは、施設、記録保存システム、施設

構造や設備の操作、製品製造の能力、品質管理の手順、

実験操作が適切であるかについて、IC部門に実地調査を

依頼し、IC部門の製剤専門官が調査を実施する。このほ

か、許可に関わるスタッフは、許可の条件及びプログラ

ムポリシーを作製し、それらを9CFR、Memoranda、

Noticeとして発行する。

一方、動物用生物学的製剤製品がVSTA及び関連規制

体系を順守しながら製造・維持・販売されているかを

担保するのがIC部門である。IC部門のスタッフは、製

品の製造施設、販売所を実地調査し、製品が、適切な

施設・設備・方法を用いて製造され、適任者により試

験された製品かどうか、製品が安全かつ有効な状態で

販売されているか、製造・試験・販売の記録が正確か

つ完全であるかを確認する。実地調査を行う施設は米

国内におよそ200、外国におよそ35所在している。また、

VSTAに対する違反行為を証明又は反証するための調査

を、場合によってはInvestigation and Enforcement

Services（調査施行サービス、IES）と協力しながら実

施している。加えて、IC部門では、動物用生物学的製

剤製品の検査とシリアルリリースを行っている。許可

業者は、製品の流通販売の許可を得る前に、CVBに、

当該製品の各

シリアル又は

サブシリアル

の自家試験結

果を提出しな

ければならな

い。この結果

は、A P H I S

Form2008に

よって提出さ

れ、IC部門が

これを確認す

る。試験が適

合だった場

合、製品は留

保状態からリ

リースされ、

販売又は流通が可能になる。そのほか、米国内で製造

された動物用生物学的製剤の輸出証明の発行、許可又

は実地調査の証書の発行、製剤に対する副作用報告の

収集・対応による製品許可後の薬事監視業務を、IC部

門で行っている。

PELのラボラトリ部門では、製剤に対する試験関連の

業務を実施している。ラボラトリ部門では、獣医師、微

生物学者、トレーニングを受け能力認定をされたテクニ

シャンが業務にあたっている。通常、獣医師又は微生物

学者が、テクニシャンの試験業務の監督及び新しく導入

された試験の指揮をとっている。新しい試験法の導入あ

るいはCVBでの試験法の開発などは、NVSLやNADCの専

門家と連携を取りながら実施している。

許可を受けた製品の試験基準を遂行するために、

CVBのラボ部門のスタッフは、試験の補助として、テ

ストプロトコル、参照品、試薬、培養シードを使用し

ている。CVBで行われている大部分の試験の試験原理

及び方法は、9CFRの試験基準、Supplemental Assay

Method（追加試験法、SAM）、製造業者の製品概要も

しくは特殊概要、CVB試験プロトコルに記載されてい

る。非標準試験は、標準化された試験が利用可能でな

い場合、又は新製品に必要な場合に実施される。CVB

での試験は、製品の許可前と許可後に、製品の概要の

セクションVに記載されている方法に従って実施され

ている。この方法は独自のもの、又は既に9CFRやSAM

等に記載されている方法である。米国では、承認後の

ロット毎の国家検定を行う日本と異なり、動物用生物

学的製剤は、許可前の資材(マスターシード、マスター

セルストック、及び許可前の製品)について国が試験を

実施し、許可後の確認試験は、製品のリスクを考慮し

て適宜実施される。

6

CVBの培地作成部門。3000種ほどの
試薬リストによりラボからの依頼を受ける

試験中の実験用七面鳥
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また、試験

に使用される

抗原や抗血清

などの参照

品、試薬、培

養シードは、

CVBのラボ部

門スタッフに

よって製造業

者に供給されている。CVBからの供給は無料で行って

いるとのことであったが、NVSLでも、NVSLで実施し

ている試験に関係する各抗原・抗血清を配布しており、

こちらは有料で全世界的に供給を行っているとのこと

であった。

さらに、いくつかの試験については、特殊な試験法、

あるいは生物学的な必要条件から、CVBの試験を、

NVSLに委託している。

これらCVBの業務は、すべて品質の管理と保証が担

保されており、CVBの業務に関してはISO 9001:2000の

証明を、またラボ機能についてはISO 17025:2005の認

証を受けている。

CVBは、USDAの組織であるNVSLやNADCとの業務上

の連携もあるが、そのほか、資材の一部をアイオワ州立

大学（ISU）の獣医研究センターに作製依頼しており、

また業務上必

要な知識習得

のため、テク

ニシャン等を

ISUの獣医学

校の授業に業

務の一環とし

て参加させて

いる。

ISUの獣医学校以外にも、CVBと、業務上、あるいは

地域的なつながりのある、地元の畜産及び動物薬事行

政上の関連資源があったため、滞在中に、畜産企業、

あるいは動物用医薬品の製薬企業、アイオワ州政府の

農政部門、USDAの獣医関連業務を行う地域オフィス

等を訪問し、それぞれの業務及び相互の関連・連携に

ついても実情を伺った。

・・・・・・・・・

今回の訪問研究を通じて、強く印象に残ったことは、

CVB、あるいはその他のUSDAの機関が、それぞれの

業務について、業務対象のあるサービスであることを

明確にし、また、サービスを提供する対象を、米国民、

製薬企業、自らの組織の機能と明確に定義し、業務の

品質管理及び保証を、第三者の評価を通じて客観的に

行っていることであった。こうした、公に開かれた姿

勢が、全体としての業務内容の向上と効率化への実践

の強いバックボーンとなっていることが伺えた。

日本においても、動物用生物学的製剤において、米

国が実施しているシードロットシステムに類似のシス

テムへの移行が進められている。今回の訪問研究の知

見、成果を我が国における動物用生物学的製剤に関す

る行政システムの向上に資するようにするとともに、

滞在中に構築することのできた多くの米国規制当局関

係者との信頼関係を、今後の日本での業務の発展向上

に活かしていきたいと考えている。最後に、今回の訪

問にあたり、受け入れに多大なるご協力をいただいた

CVBディレクターのDr. Rick E. Hill、受け入れにあたっ

て調査計画の調整を引き受けてくださったDr. Connie

S. Schmellik-Sandage、また業務多忙の中、快く調査に

送り出してくれた動物医薬品検査所の全所員、及び今

回の訪問調査を快く引き受けてくださったCVBをはじ

めとする訪問先機関の全職員に、心から感謝の意を表

したい。

7

CVBのPRELユニットのうち、承認審査業務を行う部署とICユニット
のあるパークオフィスの・アシペンパークオフィスの玄関前にて

試験に使用される器具。試薬は全て
ロット番号にて追跡管理が可能となっている

アイオワ州立大学獣医学校の
シンボル“gentle docter”
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農林水産省では、残留基準値（MRL）の設定に伴っ

て動物用医薬品の使用基準の見直しや設定を行ってき

ているが、その設定根拠となる試験成績を作成するた

めの分析方法が確立していない薬物が多くある。グリ

カルピラミド（GB）はそれら薬物の一つであり、日本

では鶏のコクシジウムの予防に用いられている。現在、

厚生労働省から公表されている鶏の筋肉、脂肪、肝臓

及び腎臓におけるGBの暫定MRLは、0.1 ppmである。

動物の組織におけるGBの分析方法に関する報告は、

放射活性物質を用いて鶏のGB残留を調査した報告の

他、鶏の筋肉中のGB量を紫外線検出器を用いた高速液

体クロマトグラフィを用いて分析を行った報告のみで

ある。著者らが、後者の方法を用いて鶏の肝臓や腎臓

中のGBの分析を試みたが、夾雑物による妨害のために

GBを分析できなかった。そこで、鶏の肝臓中のGB残

留量を測定するための残留分析法を開発した（田島ら

食品衛生学雑誌47（6）254-257, 2006）。

この分析方法が鶏の他の組織（筋肉、脂肪、腎臓）

中のGB分析にも適用できることを確認した。鶏の筋肉、

脂肪および腎臓におけるGBの添加回収率は、それぞれ

87.2 %（CV 0.5）、91.3 %（CV 4.7）、79.7 %（CV 1.0）で

あった。GBの検出限界は0.01 ppmであった。

また、GBを混合した飼料（飼料１kg当たりGB 60mg）

を７日間与えた鶏における休薬期間（５日間）後の各

組織（筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓）を分析したところ、

どの組織においてもGBは検出されなかった。

（食品衛生学雑誌　47（6）293-295, 2006）

8

調査�
    研究� 調査研究紹介

ポストカラム反応を用いたHPLCによる鶏の

組織中のグリカルピラミドの残留分析

○水野安晴１）、堀内隆史、関谷辰朗１）、田島規子２）、前田昌子２）、浜本好子
（動物医薬品検査所、１）農林水産省消費・安全局、２）昭和大学薬学部）

Actinobacillus pleuropneumoniae（APP)は、グラム

陰性小桿菌で、豚胸膜肺炎の起因菌である。初めて本

菌が侵入した豚群では肺炎や敗血症の発病率が高く、

死亡事故も多発するため、経営上の被害は極めて大き

い。発病豚又は発病豚群へは抗菌剤による治療が必要

となるため、野外で流行している起因菌の各種薬剤に

対する感受性の調査は、抗菌剤の一次選択を行う上で

極めて重要な情報となる。

今回、1999年から2000年に分離されたAPP 125株

（近年分離株）について、本病に効能を有するとして認

可されている薬剤を中心として、総計21薬剤に対する

感受性を測定すると共に、1986～87年分離されたAPP

178株（実験室保存株）についても、新たに15薬剤を加

えた試験を実施し、国内におけるAPPの薬剤感受性の

変化を調べたので、その概要を報告する。

近年分離株は、セフチオフル（CTF）、ゲンタマイシ

ン、スペクチノマイシン、タイロシン、フロルフェニ

コール（FF）及びチアムリンに対して、すべて感受性

を示した。また、ほとんどの株は、CTF、FF及びフル

オロキノロン系薬剤に高い感受性を示した。一方、近

年分離株は、ベンジルペニシリン（PCG、耐性株の割

合：13.6%）、アモキシシリン（AMPC、12.0%）、アス

ポキシシリン（ASPC、12.0%）、ミロサマイシン（0.8%）、

チルミコシン（0.8%）、オキシテトラサイクリン（OTC、

44.8%）、ドキシサイクリン（4.8%）、コリスチン（0.8%）、

ビコザマイシン（1.6%）、クロラムフェニコール（CP、

27.2%）、チアンフェニコール（TP、30.4%）、エンロフ

ロキサシン（1.6%）、オルビフロキサシン（1.6%）及び

1999～2000年に国内で分離されたActinobacillus pleuropneumoniae の薬剤感受性

○守岡綾子、浅井鉄夫、高橋敏雄
（動物医薬品検査所）
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ダノフロキサシン（1.6%）に対して耐性が認められた。

近年分離株と実験室保存株の薬剤感受性を比較すると、

PCG、AMPC、ASPC、OTC、CP及びTPに対する耐性

株の出現頻度が有意に増加していた（x2検定、p<0.01）。

過去に日本で実施されたAPPの薬剤感受性試験から、

ペニシリン系薬剤に対する耐性率は1997年以降に、

OTCに対する耐性率は1990年代の初めに、また、CP及

びTPの耐性率は1990年代に増加したと考えられた。近

年分離株と実験室保存株における耐性率に大きな変化

があったことから、今後ともAPPにおける耐性菌の出

現動向については、注視すると共に抗菌剤の適正使用

の励行が一層重要になるものと考えられる。

（日本獣医師会雑誌 59（12）815～819, 2006）

9

類結節症は、P. damselae subsp. piscicidaを原因菌

とする致死性の疾病で、日本のブリ属魚類養殖に対し

て甚大な被害を与えている。現在、本症に対するワク

チンの承認はなく、発症の際には抗菌剤の治療に依存

していることから、薬剤耐性の動向が注目されている。

我々は、ぶり属魚類から分離された類結節症菌74株を

用いて薬剤感受性試験を行うと共にプラスミド型との

関連性を調べた。

2002年６～10月に西日本６県で分離されたブリ属魚

類由来の類結節症菌74株（ブリ36株、カンパチ34株及

びヒラマサ４株）を用い、NCCLS法に準拠した平板希

釈法でMIC値を測定した。なお、培地の塩濃度は2%、

培養温度は25℃とした。プラスミドはFast Plasmid

Mini Kit（Eppendorf）又はKado & Liuらの方法に従っ

て分離した。

その結果、供試株の耐性率は、スルファモノメトキ

シン（ S M M X ; 9 7%）、オキシテトラサイクリン

（OTC;77%）、フルメキン（FMQ;77%）、クロラムフェニ

コール（CP;76%）、カナマイシン（KM;64%）及びオキ

ソリン酸（OA;62%）で高かった。アンピシリンの耐性

率（2.8%）は過去の文献成績に比べても低く、ビゴザ

マイシン、フォスフォマイシン、フロルフェニコール

に対する耐性は認めらなかったことから、これらの薬

剤は、現在も治療薬として有効であると考えられた。

供試株は、保有するプラスミドの大きさから３つ（pA、

pB及びpC）に分類することが出来、このうち最も優勢

なプラスミド型はpA型（64%）で、１株を除いて全て

SMMX-OTC-FMQ-CP-KM-OA耐性を示した。分離地域

も広く、全ての魚種で認められたことから近年の流行

型であると考えられた。pB型（19%）は、全てカンパ

チ由来で、SMMX-OTC-FMQ-CP-トリメトプリムに耐性

の株とSMMX耐性株が認められた。pC型（18%）には

多剤耐性株は認められず、ヒラマサ株の多くはこのタ

イプであった。 （第143回日本獣医学会学術集会）

ぶり属魚類由来類結節症菌（Photobacterium damselae subsp. piscicida）の

薬剤耐性及びプラスミド型

○木島まゆみ、川西路子、小島明美、鈴木祥子、野牛一弘
（動物医薬品検査所）

病鑑由来Actinobacillus pleuropneumoniaeの血清型と

薬剤感受性及びtet遺伝子の検索

○守岡綾子、新田早人現1）、山本欣也、浅井鉄夫、高橋敏雄
（動物医薬品検査所、1）宮城県仙台市役所）

豚胸膜肺炎は、Actinobacillus pleuropneumoniae

（APP）を原因菌とする豚の主要な細菌性疾病であり、

その予防には血清型１型、２型及び５型に有効な不活

化ワクチン等が使用されている。また、治療にはオキ

シテトラサイクリン等の抗菌剤が投与される。そのた

め、原因菌の血清型及び薬剤感受性の動向は、本病の

防疫にとって有用な情報となる。平成17年度に全国の

家畜保健衛生所等で分離された病鑑由来APP45株の血

清型別及び薬剤感受性試験と、近年分離されたAPPの

うち、オキシテトラサイクリン耐性を示した株の耐性
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犬等の輸入検疫制度の改正により、狂犬病ワクチン

接種と0.5IU/mL以上の中和抗体保有の証明等が条件と

なった。ワクチン１回接種の輸入犬では約15％が有効

な抗体を保有していない実態を報告したが、今回、国

内の狂犬病ワクチン接種犬及び猫における抗体応答と

その推移を検討した。

３～４ヵ月齢のビーグル犬30頭及び３～24ヵ月齢の

猫24頭に国内製造の狂犬病不活化ワクチンを１回又は

１ヵ月間隔で２回接種し、約３ヵ月間隔で採血した経

過血清について蛍光抗体ウイルス中和試験（FAVN）

牛において乳房炎及び呼吸器疾患は生産性に多大な

影響を与える重要な疾病であり、これらの疾病の治療

には抗菌性物質が使用されている。今回、乳房炎の主

な起因菌であるStaphylococcus属菌及びStreptococcus

属菌並びに細菌性肺炎の起因菌の１つである

Mannheimia haemolyticaの各種抗菌剤に対する感受

性の実態を調査した。

全国の家畜保健衛生所等において牛病鑑材料から分

離されたS t a p h y l o c o c c u s属菌16株（2004年）、

Streptococcus属菌25株（2003、2004年）及びM.

haemolytica 33株（2003年、2004年）を調査対象とし、

NCCLS標準法に準拠した寒天平板希釈法により各種抗

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、Staphylococcus属菌につ

いてはPC：18.8％、ABPC：18.8%、Streptococcus属菌

についてはDSM：60%、KM：40%、GM：16%、OTC：

16%、TS：12%、EM：12%、M. haemolyticaについては

NA：36.4%、DSM：30.3%、OTC：21.2%、ABPC：

15.2%、KM：9.1%、ERFX：3%であった。どの菌につ

いても過去の結果と比較して耐性率について目立った

変化は認められなかった。また、菌種間で耐性傾向に

類似性は認められず、それぞれの疾病の治療には菌種

に応じて薬剤を選択する必要があると考えられた。

（第143回日本獣医学会学術集会）
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国内における牛病鑑由来各種細菌の抗菌剤感受性調査

○小澤真名緒、浅井鉄夫、鮫島俊哉現1）

（動物医薬品検査所、1）動物衛生研究所）

輸出入犬等のための狂犬病不活化ワクチン

２回接種法による中和抗体価の推移

○衛藤真理子、小川孝、蒲生恒一郎、青木博史現１）、小林理絵子現２）、千田恵
（動物医薬品検査所、１）日本獣医生命科学大学、２）動物検疫所）

遺伝子の検索を行った。

血清型は加熱抽出抗原を用いた寒天ゲル内沈降反応

により判定し、薬剤感受性試験は国際標準法である

NCCLS-寒天平板希釈法に準拠して行った。オキシテト

ラサイクリン耐性遺伝子の検索は、tetＢ及びtetＨにつ

いて特異的なPCRにより調べた。

平成17年分離株中、血清型１型は４株、２型は17株、

5型は13株及び15型は７株であった。型別不能株は４株

であった。薬剤感受性試験の結果、すべての株がアン

ピシリン、セフチオフル、エリスロマイシン、フロル

フェニコール及びエンロフロキサシンに対し感受性を

示した。耐性株はジヒドロストレプトマイシン、カナ

マイシン、オキシテトラサイクリン、トリメトプリム

及びチアンフェニコールに対して認められ、オキシテ

トラサイクリン耐性が34.1%と最も多かった。オキシテ

トラサイクリン耐性遺伝子の検索では、平成14～17年

分離株のオキシテトラサイクリン耐性株39株中、tetＢ

保有株は血清型１型、５型、15型及び型別不能株の32

株及びtetＨ保有株は血清型２型の４株であった。血清

型によりtet遺伝子の保有状況に特徴があり、耐性遺伝

子の伝播と血清型との関係について、オキシテトラサ

イクリン耐性株の遺伝子型等の詳細な検討が必要と考

えられた。 （第143回日本獣医学会学術集会）
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11

OIEは狂犬病対策の1つとして、犬等の国際間の移動

の際、ワクチン接種及び感染防御に必要な0.5国際単位

/ml（IU/ml）以上の中和抗体価の保有の確認を行うこ

とを推奨しており、その試験には蛍光抗体を用いた中

和試験法（FAVNT）等が採用されている。一方、日本

では従来から動物用狂犬病ワクチンの有効性評価試験

において間接免疫ペルオキシダーゼ法による中和抗体

価測定法（VNT-IIP）が実施されてきた。VNT-IIPはマ

イクロプレートの発色したウェルを肉眼で確認するこ

とにより抗体価の算出が可能で、判定時に蛍光顕微鏡

を必要としない検査法である。今回、犬の輸出入検疫

のための抗体検査に用いられた血清を使用し、VNT-IIP

の国際法化への可能性を検討した。被検血清として農

林水産大臣指定検査施設である畜産生物科学安全研究

所に依頼された犬血清71検体を、参照血清として

0.5IU/mlのOIE参照品を用い、VNT-IIP及びFAVNTで抗

体価を測定した。試験毎に算出した参照血清の抗体価

を用いて被検血清の抗体価を相対的に国際単位に変換

し、0.5IU/ml以上を抗体陽性、0.5IU/ml未満を抗体陰性

とし、その結果について一致率及び相関係数を算出し

た。

一致率は100％であり、高い相関（r=0.90）を認めた。

以上、VNT-IIPは国際法として応用可能な検査法である

ことが確認された。今後、データを積み重ね、検査法

としての信頼性を確認していきたい。

（第143回日本獣医学会学術集会）

間接免疫ペルオキシダーゼ法による

狂犬病中和抗体価測定法の国際法への検討

○小川孝、蒲生恒一郎、衛藤真理子、白石力也１）、西村昌晃１）、平山紀夫１）

（動物医薬品検査所、１）財団法人畜産生物安全研究所）

で抗体価を測定した。FAVN法ではCVS-11株とBHK-21

細胞による中和試験で培養48時間後に固定と蛍光染色

を行い、OIE標準血清抗体価との相対値より国際単位

を求めた。

基礎免疫２回接種犬の平均抗体価は１ヵ月後70IU、

12ヵ月後13.5IU、24ヵ月後9.4IUの犬群と１ヵ月後20IU、

12ヵ月後約3IUの犬群が存在した。１回接種犬は１ヵ月

後5.1IU、12ヵ月後1.2IUで18%は0.5IU未満であったが、

再接種で約30IUとなった。２回接種猫は１ヵ月後364～

2490IU、12ヵ月後248～399IUで、１回接種猫は12ヵ月

後11～121IUで全例が0.5IU以上で推移した。

１ヵ月間隔２回接種犬は24ヵ月後に５～10IUの抗体価

を持続し、１回接種犬では12ヵ月後に0.5IU未満が存在

した。猫では犬より高レベルの抗体産生と長期持続が可

能であった。犬等の検疫制度に基づく基礎免疫での２回

接種法は確実な抗体産生に有効であり、約２年間は

0.5IU以上の有効抗体が保持されることが示唆された。

犬及び猫の経過血清を分与頂いた国内の狂犬病ワク

チン製造５所社に深謝する。

（第143回日本獣医学会学術集会）

END現象の解明に向けた牛ウイルス性下痢ウイルスのEND陽性株および

陰性株の遺伝子解析

○小佐々隆志、青木博史１）、野田紗知子、関口秀人２）、福所秋雄１）、
石丸雅敏、中村成幸

（動物医薬品検査所、１）日本獣医生命科学大学、２）農林水産省消費・安全局）

ペスチウイルス属の牛ウイルス性下痢ウイルス

（BVDV）及び豚コレラウイルスに感染した細胞におい

て、ニューカッスル病ウイルスのCPEが増強される

Exaltation of Newcastle Disease virus（END）現象が

報告されている。また、その一方でEND現象を示さな

い株も存在する。今回、END現象の原理解明を目的と

して、同じ材料を由来とするBVDVのEND陽性株およ

びEND陰性株のゲノム遺伝子配列を解析し、その比較

を行った。

リバースプラック法によってGBK細胞に迷入してい
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牛呼吸器病症候群 bovine respiratory disease com-

plex（BRDC）は、気管支炎や肺炎を主徴とし、輸送

前後の仔牛に多く見られる呼吸器疾患である。今般、

BRDCの起因菌とされる三種類の細菌を成分とするワ

クチンが承認された。

長距離輸送や気温の急変等によるストレス、気道に

常在するマンヘミア・ヘモリチカ（旧名パスツレラ・

ヘモリチカ）の下部気道への侵入、ウイルス感染等が、

BRDCの一次的な要因と言われている。さらに、パス

ツレラ・ムルトシダやヒストフィルス・ソムニ（旧名

ヘモフィルス・ソムナス）等の増殖が二次的要因とな

り、重篤な呼吸器症状が現れると考えられている。

海外では本ワクチンと同様の組み合わせで配合され

たワクチンが数種類存在するが、国内での承認例は

なかった。単味製剤で類似の効能を有するものに、

平成16年に国内承認されたマンヘミア・ヘモリチカ

不活化ワクチンがある。

なお、今回承認されたワクチンに用いられている

ヒストフィルス・ソムニの菌株は、平成7年に伝染性

血栓栓塞性髄膜脳炎の予防を効能として承認された

牛ヘモフィルス・ソムナス不活化ワクチンに用いら

れているものと同一である。

○用法・用量

・牛の筋肉内に2mLずつ３～４週間隔で、２回注射す

る。

○特記すべき注意事項

・と畜場出荷前４ヶ月は投与しない。

・本剤の投与歴が２回以上ある動物では、副反応の発

生率が高まることがあるので、特別な注意が必要で

ある。

・本剤は３種類のグラム陰性菌の混合製剤であり、エ

ンドトキシンが含まれる。そのため副反応が発現し

やすい旨を畜主に説明するとともに、投与後の経過

観察を十分に行うよう指導する。

・投与後少なくとも３日間は安静に努め、移動や激し

い運動は避ける。

（無菌検査室長　能田健）

12

新薬紹介
ヒストフィルス・ソムニ（ヘモフィルス・ソムナス）感染症・パスツレラ・ムルトシダ

感染症・マンヘミア・ヘモリチカ感染症混合（アジュバント加）不活化ワクチン

（平成19年1月16日承認）

たBVDVから、END現象を示すGBKE＋株及びEND現象

を示さないGBKE－株を単離した。両株のゲノム遺伝子

配列をダイレクトシークエンスにより決定した。さら

にRT-PCRによりゲノムを８分割（5’RACEおよび3’

RACEを含む）した断片を得たのち、プラスミドにサ

ブクローニングし、各断片について少なくとも3クロー

ンの塩基配列を解読した。得られたコンセンサスシー

クエンスを基に両株の塩基配列を比較した。

GBKE＋株及びGBKE－株の遺伝子配列全12,284塩基を

決定した。GBKE＋株とGBKE－株の遺伝子配列を比較し

たところ、塩基レベルで６ヶ所の相違が認められた。

また、推定されるアミノ酸配列を比較したところ、４

ヶ所にアミノ酸置換が認められ、それぞれNpro、NS4B、

NS5AおよびNS5Bの蛋白質領域内に位置していた。

両株のEND現象を主とする生物性状の差には、アミ

ノ酸置換が認められたNpro、NS4B、NS5AおよびNS5B

のいずれか、またはその複数が関与していると考えら

れた。今後、両株の感染性cDNAクローンを作製し、

END現象に関与している部位を明らかにする予定であ

る。 （第143回日本獣医学会学術集会）
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検査室便り

＜検査第一部魚類製剤検査室＞

養殖水産業において、疾病の治療のために抗生

物質等が近年まで多用されていた。しかし、これ

ら抗生物質等の多用が、環境への影響や残留等に

よる人への影響を指摘されるようになり、抗生物

質等の使用を抑えた養殖方法への転換が行われつ

つある。その中でも、環境への影響や残留等によ

る人への影響がほとんどないという観点から、ま

た、抗生物質の効果がないウイルス性疾病を予防

するという観点から、様々な魚病に対するワクチ

ンが開発され、使用されつつある。

現在、魚病用ワクチンは、大きく区分すると、

細菌性ワクチンとしてα又はβ溶血性レンサ球菌

症及びビブリオ病、ウイルス性ワクチンとしてイ

リドウイルス感染症に対するワクチンが承認され

ている。また、魚病用ワクチンの使用対象となる

魚種を全て挙げると、ブリ属魚類（ブリ、カンパ

チ、ヒラマサ等）、サケ科魚類(にじます等)、タイ、

ひらめ及びアユであり、様々な魚種がワクチンの

使用対象魚種となっている。ただし、これらの使

用対象魚種に全ての魚病用ワクチンを投与できる

のではなく、魚種における疾病の発生や安全性・

有効性の有無等が審査され、ワクチンの種類によ

って投与できる魚種は限られている。魚類製剤検

査室はこれらの魚病用ワクチンの国家検定・検査

を行うとともに、開発中のワクチンを含めた魚病

用ワクチンに関連する研究・調査や魚病用ワクチ

ンの承認申請資料の検討等を行っている。

当室は、魚類飼育施設として、海水及び淡水の

両方に応用可能な200L水槽９基及び500L水槽1基と

飼育水浄化恒温装置と紫外線及びオゾン殺菌装置

を備える飼育水循環型飼育室を６室、同様の飼育

水循環型飼育室で小型の120L水槽９基及び500L水

槽1基を備える飼育室を2室、さらに、井戸水を使

用した淡水魚専用飼育施設を２室保有し、魚類の

感染試験が可能な日本でも希少な検査室となって

いる。また、当室は、当所北側３階建て水産用ワ

クチン検査棟の最上階の３階に位置している。本

検査棟は当所で最も高い建物であり、周囲には高

層建築物がないため、天気がよい日は実験室から

富士山や丹沢山系が一望できる。また本館とは独

立しているため静かで、室費の少なさを考慮しな

ければ実験環境としては申し分ないところであり、

獣医学会、魚病学会及び水産学会に積極的に研究

発表を行ってきている。

現在、当室で行っている研究は、類結節症にお

けるパルスフィールドを用いた疫学的検討及び各

種魚類の抗体に対するモノクローナル抗体の開発

等であり、その成果を着々と構築しつつある。当

室の人員は、つい最近まで、室員３名及びパート

１名の計４名で構成されていたが、人員削減の折

から、現状は、室長、主任研究官及びパートの計

３名(血気だけは盛んだが、他室と比較して平均年

齢が最も高い。)で業務を行っている。しかし、新

規の魚病用ワクチンの申請・承認も多くなってき

ており、また、新しい魚病に対する調査･研究も行

わなければならないことから、仕事量も増大して

おり、意欲のある人員の補充が望まれるところで

ある。 （魚類製剤検査室長　野牛一弘）
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２．生物学的製剤の製造
（7）凍結乾燥
凍結乾燥とは、凍結した対象物の水分を、低温・真

空下で昇華により蒸発させ乾燥する保存方法です。

凍結乾燥された対象物は、一般の乾燥とは異なり、熱

を加えず凍結真空下で昇華乾燥するので、酸化や変性が

ほとんどおこらず、本来の機能と活性及び形態をそのま

ま保持できます。また、一般の乾燥では表面濃縮及び収

縮が起こるので、深部まで乾燥を行うことや、水を加え

た時の対象物の復元が困難です。しかし、凍結乾燥では、

凍結固化状態で乾燥が行われるため、容積が不変で分

離・表面濃縮・組織の変化等が起こらず多孔質な製品が

得られることから、深部までの乾燥が可能で、かつ、水

を加えた時の復元性が極めて良くなっています。

医薬品においては、熱変性の回避、有効期間の延長、

常温安定性、溶解性等の点から、凍結乾燥が有用な方

法であるため、多くの製剤が凍結乾燥されています。

凍結乾燥品は、減圧下でアンプル又はバイアルに封

栓されるものと、窒素を充填して封栓されるものがあ

ります。その品質検査のために、真空度試験が実施さ

れます。 （魚類製剤検査室長　野牛一弘）

皆さんが病院で処方されたり、薬局で購入する風邪薬や、病院でお医者さんが注射してくれるワクチンなどの医療用医薬

品、骨が折れているか調べるために写真を撮るＸ線撮影装置、手術用の器械などは、人の生命や体に直接影響するものなの

で、「薬事法」という法律により、厳しくチェックされたものが、正しく使われるような仕組みになっています。

実は、動物用の薬なども、この「薬事法」の下で人用医薬品と同じ仕組みで供給されています。

動物用の薬がその目的とした病気の治療に効くかどうか（有効性）、動物に副作用がないかどうか（安全性）は、物

理化学的試験、実験動物（マウス、ウサギなど）を使った試験、対象動物（牛、豚、鶏、犬、魚など）を使った試験の

成績などを審査して慎重に判断されます。有効性や安全性に問題がなければ、農林水産大臣が承認を与えます。この承

認がないものは、販売できないことになっています。

薬事法で規制される動物の薬などには、種類で分けると次のようなものがあります。

（1）医薬品：病気の診断、治療や予防に使用されるもの（抗生物質、 狂犬病ワクチンなど）

（2）医薬部外品：体臭・あせもの予防、育毛、ねずみ・蚊などの駆　除に使用されるもの（薬

用シャンプー、蚊取り線香、ノミ取り　首輪など）

(3)医療機器：病気の診断、治療や予防に使用される器具器械（Ｘ線撮影装置、手術用・歯科用器械、 注射器など）

現在、承認を受けた動物用医薬品は約4,350品目、動物用医薬部外品は約1,000品目、動物用医療機器は約2,660品目

となっています。

14

Q&A

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～

このコーナーでは、前号から一般の方が関心を持たれそうなテーマについても、取り上げることとしました。

今月号は、動物の薬がどんな仕組みで販売されているのか、どんなものがどれくらいあるのかをテーマにいたしました。

動物の薬などは、どんな規制を受けているの？

動物の薬などには、どんなものがどのくらいあるの？
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19. 3. 6 第27回動物用医薬品等製造販売管理者講習会（大阪）講演 大阪府農林会館

薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用医薬品等部会出席 本　　　省

7 動物用医薬品飼料添加物開発促進対策事業検討委員会出席 南青山会館

12 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会出席 厚生労働省

13 「馬防疫検討会」第10回本会議出席 日本中央競馬会六本木

事務所

15 鳥インフルエンザワクチン等緊急開発委員会及び鳥インフルエンザ等防疫実践 東京薬業健保健康開発

調査研究委員会出席 センター

20 第７回ヨーネ病防疫技術検討会出席 イイノビル

23 第526回技談会開催(演題及び発表者） 当　　　所

１．間接免疫ペルオキシダーゼ法による狂犬病中和抗体価測定法の国際法への検討

（小川孝）

２．ＥＮＤ現象の解明に向けた牛ウイルス性下痢ウイルスのＥＮＤ陽性株および陰

性株の遺伝子解析（小佐々隆志）

３．病鑑由来Actinobacillus pleuropneumoniaeの血清型と薬剤感受性及びtet遺伝子

の検索（守岡綾子）

４．国内における牛病鑑由来各種細菌の抗菌剤感受性調査（小澤真名緒）

５．ぶり属魚類由来類結節症菌（Photobacterium damselae subsp.piscicida）の薬

剤耐性及びプラスミド型（木島まゆみ)

28 平成18年度第２回動物用生物学的製剤委員会（日本動物用医薬品協会出催）出席 東京薬業厚生年金基金

4. 18 第24回家きん疾病小委員会及び第４回高病原性鳥インフルエンザ感染経路究明チー 本　　　省

ム検討会合同会議出席

20 薬事・食品衛生審議会薬事分科会水産用医薬品調査会出席 本　　　省

24～25 平成19年度全国家畜衛生主任者会議出席 （財）全国町村議員会館

25 鶏病研究会通常総会・春季全国鶏病技術研修会出席 （財）全国町村議員会館

26～27 全国家畜保健衛生業績発表会出席 日比谷公会堂

人事異動

19. 3. 31 退　　職 技 鮫島　俊哉 （検査第二部抗生物質製剤検査室長）

（（独）農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所動物疾病

対策センター生物学的製剤製造グループ製造科長）

定年退職 技 伊藤　　治 （検査第一部長）

退　　職 技 新田　早人 （検査第一部）

退　　職 事 吉田　陽子 （企画連絡室企画調整課：任期満了）

4. 1 昇　　任 技 高橋　敏雄 検査第一部長（検査第一部細菌製剤検査室長）

主 な 行 事

月　　日 行　　　　　　　　　　事 場　　　　所

人 の 動 き

月　　日 異動内容 官職 氏　　名 摘　　　　　　　　　　要
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19. 4. 1 転　　任 技 齋藤　明人 企画連絡室企画調整課長（（独）肥飼料検査所本部調整指導官）

転　　任 技 嶋h 智章 企画連絡室審査調整課長（検査第一部標準品管理研究官）

配 置 換 技 小島　明美 企画連絡室技術指導課長（企画連絡室動物用医薬品審査官）

配 置 換 事 菊池　　馨 会計課長（生産局総務課課長補佐）

配 置 換 技 鈴木　 子 検査第一部細菌製剤検査室長（検査第一部鶏病製剤検査室長）

配 置 換 技 石丸　雅敏 検査第一部特殊管理検査室長（検査第一部ウイルス製剤第２検査

室長）

配 置 換 技 衛藤真理子 検査第一部ウイルス製剤検査室長（検査第一部ウイルス製剤第１検

査室長）

採　　用 技 中村　成幸 検査第一部鶏病製剤検査室長（（独）農業・食品産業技術総合研究

機構動物衛生研究所動物疾病対策センター生物学的製剤製造グルー

プ製造科長）

採　　用 技 石川　　整 検査第二部抗生物質製剤検査室長（（独）農業・食品産業技術総合

研究機構動物衛生研究所動物疾病対策センター生物学的製剤製造グ

ループ安全管理科長）

配 置 換 技 遠藤　裕子 検査第二部一般薬検査室長（消費・安全局畜水産安全管理課課長

補佐）

配 置 換 技 永井　英貴 検査第二部薬剤作用検査室長（検査第二部一般薬検査室長）

昇　　任 技 山本　欣也 企画連絡室動物用医薬品審査官（検査第一部細菌製剤検査室主任検

査官）

昇　　任 技 荻野　智絵 企画連絡室動物用医薬品専門官（検査第二部一般薬検査室主任検

査官）

配 置 換 技 田口　邦史 検査第一部動物実験管理研究官（検査第一部病原微生物検査管理研

究官）

配 置 換 技 浅井　鉄夫 検査第一部主任研究官（検査第二部主任研究官）

転　　任 技 嶋崎　洋子 検査第一部標準品管理研究官（企画連絡室動物用医薬品専門官）

転　　任 技 小池　良治 検査第二部主任研究官（企画連絡室技術指導課長）

配 置 換 事 大竹　華夏 企画連絡室企画調整課技術連絡係長（企画連絡室技術指導課調査指

導係長）

配 置 換 技 川西　路子 企画連絡室審査調整課生物学的製剤係長（消費・安全局畜水産安全

管理課薬事審査第１班生物学的製剤係長）

配 置 換 技 永田　知史 企画連絡室審査調整課一般薬係長（検査第一部）

配 置 換 技 村田奈々恵 企画連絡室審査調整課抗菌性物質製剤係長（検査第二部）

配 置 換 技 大前　陽子 企画連絡室技術指導課技術審査係長（庶務課検査品係長）

配 置 換 事 関口　直美 庶務課人事係長（消費・安全局動物衛生課庶務班会計係長）

配 置 換 事 大岩よしみ 会計課会計係長（庶務課庶務係長）

配 置 換 事 大久保　清 会計課用度係長（動物検疫所神戸支所庶務課会計係長）

配 置 換 技 金原真理子 検査第一部ウイルス製剤検査室主任検査官兼企画連絡室技術指導

課（検査第一部ウイルス製剤第１検査室主任検査官兼企画連絡室技

術指導課）

16

月　　日 異動内容 官職 氏　　名 摘　　　　　　　　　　要
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19. 4. 1 転　　任 事 齋藤美智子 庶務課（生産局総務課）

配 置 換 技 江原枝里子 検査第二部（企画連絡室技術指導課技術審査係長）

新規採用 技 青木　奈緒 企画連絡室審査調整課兼消費・安全局畜水産安全管理課

命 併 任

命 併 任 技 岩本　聖子 検査第一部鶏病製剤検査室主任検査官兼企画連絡室技術指導課（検

査第一部鶏病製剤検査室主任検査官）

免 併 任 技 笛吹　達史 検査第一部（検査第一部兼消費・安全局畜水産安全管理課）

転　　任 技 関口　秀人 消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐（検査第一部主任研究官兼

消費・安全局畜水産安全管理課）

配 置 換 技 荻窪　恭明 消費・安全局動物衛生課課長補佐（企画連絡室企画調整課長）

配 置 換 事 東　　　武 生産局競馬監督課競馬監督官（会計課長）

配 置 換 事 宮崎　光樹 消費・安全局畜水産安全管理課獣医事班国家試験係長（会計課用度

係長）

配 置 換 事 前田　　紅 消費・安全局動物衛生課防疫業務班防疫管理係長（会計課会計係長）

配 置 換 事 町田　祐一 動物検疫所総務部庶務課人事第１係長（庶務課人事係長）

出　　向 事 樋口　満恵 生産局畜産部畜産振興課家畜改良推進班検査指導係長（企画連絡室

企画調整課技術連絡係長）

配 置 換 技 川越久美子 動物検疫所神戸支所大阪出張所（検査第二部兼消費・安全局畜水産

免 併 任 安全管理課）

19. 4. 23 転　　任 技 谷村千栄子 検査第一部細菌製剤検査室主任検査官（生産局畜産部企画課畜産専

門官）

月　　日 異動内容 官職 氏　　名 摘　　　　　　　　　　要

見　学　者

月　　日 所　　　　　　　　　属 摘　　　　　　　　要

19. 3. 14 日本獣医生命科学大学獣医学科５年次学生（７名）

◎要覧が新しくなりました

本年４月１日より農林水産省消費・安全局畜水産安

全管理課から当所に動物用医薬品等の承認審査事務の

移管に伴い、庶務課検査品係を廃止し、企画連絡室に

審査調整課を設置しました（詳細は本号P.2参照）。ま

た、高度封じ込め施設で行う口蹄疫等の特殊製剤管理

微生物の検査や適正な動物実験の実施のための体制を

整備するため、これまでのウイルス製剤第１検査室及

びウイルス製剤第２検査室並びに病原微生物検査管理

研究官を見直し、新たに特殊管理検査室、ウイルス製

剤検査室並びに動物実験管理研究官へ改組しました。

この度、これらについて当所要覧を一部修正しまし

た。当所HPに掲載しておりますので、どうぞご利用下

さい。

お知らせ
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４月末～５月の大型連休前、全国家畜衛生主任者会

議、全国家畜衛生業績発表会が連続して開催される、

いわゆる日本の家畜衛生週間が終了し、平成19年度が

本格的にスタートしました。５月９日の再評価調査会

を皮切りに、５月中に４つの調査会を当所で開催し、

当所ヘの承認事務移管も本格化してまいりました。

さて、仕事の面では平成20年度の予算･組織の要求作

業が始まって、さあいよいよという時期になりました。

予算も組織もそうですが、要求理由を説明するときに、

必要性・緊急性が必ず問われ、どうやったらうまく説

明できるのか、査定側がストンと理解できる説明をし

たいと考え、無い知恵を絞りに絞っているところです。

けして無駄なものを要求しているつもりは無いのです

が、ポイントを解りやすく要点のみ説明する力が欲し

いものです。ところで、最近、原油価格の上昇気配も

手伝ってか、バイオエタノールのニュースをよく目に

します。農林水産省としても、環境負荷の少ないと言

われるバイオ燃料の研究開発・実用化に力を入れてい

るところでありますが、思い返すと、南米ではすでに

数十年前からサトウキビから作るエタノールをガソリ

ンと混合して乗用車の燃料に利用することが実用化さ

れており、私も南米駐在時代に南米の常識として承知

しておりました。しかし、そんなことは国土規模が圧

倒的に違うブラジルだからできるのであって日本には

なじまないと思っていました。なので、ここ数年バイ

オ燃料が注目されているのを見ると、古くからある技

術でも、着眼点、提案する時代により、有望施策とし

て取り上げることができることを知り、見逃している

アイデアが無いか再点検するのも必要だと感じます。

６月になると、動物用医薬品の品質検査及び薬剤耐

性菌調査に関する研修を開催する予定です。検査技術

等を習得していただくのが第一の目的ですが、この研

修は都道府県の家畜衛生関係者と当所の職員が直接交

流できる貴重な機会であり、こういった場を通じて、

情報交換、人の輪作りが、特に若い人達の間で進んで

くれればいいなと期待しております。

◎子ども見学デーを開催します

今年も子ども見学デーを本年８月23日（木）に開催

します。小学４年生～中学生（保護者も可）を対象と

して、スライドーショーによる当所業務紹介の他、一

日科学者体験、動物とのふれあいを通じて、地域の子

供たちや住民に当所の仕事を紹介し、理解を深めても

らいたいと考えています。詳細は決まり次第、当所HP

に掲載します。お問い合わせは、企画連絡室企画調整

課子ども見学デー担当へ　� 042-321-1861

◎訂正

平成18年４月１日発行したNo.270に下記の部分に誤

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。

表紙

◆お知らせ　24

＊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

P.24 表のⅡの開催時期

前期：平成19年６月第４週　2日間予定

後期：平成19年６月第５週　2日間予定

（企画連絡室企画調整課）
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