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1．はじめに

鶏伝染性気管支炎(IB)は、コロナウイルス科に属す

るIBウイルス感染による急性呼吸器疾患で、呼吸器の

ほか、泌尿器や生殖器にも障害を与え、増体率や産卵

率の低下を引き起こすため、大きな経済的損失を与え

る病気である。IBウイルスには多様な抗原性があるこ

とが知られており、本病予防のために抗原性が異なる

ウイルス株を用いた複数の弱毒生ワクチン及び不活化

ワクチンが実用化されている。

平成17年度の動物用医薬品の事故防止・被害対応業

務として、全国の家畜保健衛生所からIBウイルス株の

収集を行い、収集した11株について抗原性や既承認の

ワクチンの有効性に関する調査を行ったので、その概

要を報告する。

2．試験試料（収集ウイルス）

和歌山県より5株、岩手県より4株、奈良県及び滋賀

県よりそれぞれ1株の合計11株が収集された。供試株の

分離年月日や分離材料等について、表1に示した。

各サンプルを10日齢のSPF発育鶏卵に接種後2日間培

養して得られた尿膜腔液を各試験に用いた。
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動物用医薬品の使用に伴う事故防止・被害対応業務については、全国の家畜保健衛生所等から、主に病性鑑定材料

から分離される野外流行株の提供を受け、野外流行株の抗原性や薬剤感受性等を調査し、動物用医薬品の野外流行株

に対する有効性の検討、動物用医薬品に係る各種の情報提供等を実施しております。

今般、平成17年度に収集した鶏伝染性気管支炎ウイルス株及び18年度に収集したサルモネラ等４菌種についての調

査成績をまとめましたので、その概要を紹介します。

１．平成17年度に収集した鶏伝染性気管支炎ウイルス株の調査結果

表１　鶏伝染性気管支炎ウイルス（IBV）収集株



3．試験方法

1）遺伝子系統解析

鶏伝染性気管支炎ウイルス（IBV)の遺伝子解析は、

S蛋白遺伝子の超可変領域をターゲットとした真瀬ら

の報告（Arch. Virol., vol.149, 2004)に準じて実施した。

2）ワクチン株免疫血清との交差中和試験

11株中7株についてワクチン株免疫血清との交差中

和試験を実施した。ワクチン株免疫血清は、各種

IBV生ワクチン株（104EID50/羽）を4日齢のSPF鶏に

点眼接種後4週目に採血したものを用いた。中和試験

は、動物用生物学的製剤基準に規定されている発育

鶏卵を用いたIBV生ワクチンの力価試験法に準じて、

ウイルス希釈法により実施し、非接種対照群との差

により中和指数を算出した。なお、各抗血清のホモ

株に対する中和指数が異なることから、各ウイルス

株に対する中和指数を各抗血清のホモ株に対する中

和指数との相対率として表した。

中和指数相対率（％）＝（野外株に対する中和指数）／

（ホモ株に対する中和指数）×100

3）4-91近縁株の性状解析

遺伝子解析により4-91ワクチン株と近縁に分類さ

れた3株中2株については、国内野外株としての報告

が少ないことから、さらに①鶏における病原性、②

4-91株免疫血清との反応性について性状確認を行っ

た。

①鶏における病原性

4日齢のSPF鶏（1群10～11羽）に4-91ワクチン株、

JP/Wakayama-2/2004株及びJP/Iwate/2005株をそれ

ぞれ104.0EID50 /羽ずつ点眼接種し、陰圧アイソレ

ーター内で3週間飼育した。接種後、野牛らの報告

（動薬検年報、No.41、15-19、2004）に準じて呼吸

器症状スコア（4：継続的に明確な喘鳴音・開口呼

吸を呈し、咳・くしゃみ・鼻汁も観察されること

もある、3：断続的に明確な喘鳴音・開口呼吸を呈

し、咳・くしゃみ・鼻汁も観察されることもある、

2：鶏体に耳を近づけると喘鳴音・捻髪音が認めら

れ、くしゃみが監察されることもある、1：鶏体に

耳を近づけるとかすかに捻髪音が認められる、0：

異常なし）を継時的に観察した。また、接種後3日

目と21日目に体重を測定した。

②4-91株免疫血清との反応性

4-91株免疫血清を用いてJP/Wakayama-2/2004株

及びJP/Iwate/2005株に対する交差中和反応を2）の

方法により実施した。

4．試験結果

1）遺伝子系統解析

遺伝子系統解析の結果、11株中4株がJP-Ⅰ、2株が

JP-Ⅱ、1株がJP-Ⅲ、1株がMassの遺伝子タイプに分

類され、3株は4-91株と近縁のクラスターに分類され

た（図1）。また、JP/Wakayama-3 /2004株及び

JP/Wakayama-1/2004株はC78株と、JP/Wakayama-

4/2004株はMa5株と、JP/Wakayama-2/2004株は4-91株

とそれぞれ相同性が塩基で99.5%以上と高かった。
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2）交差中和試験

交差中和試験は、JP/Iwate-3/2004株、JP/Nara/2005

株、JP/Wakayama-3/2004株、JP/Shiga/2005株、

JP/Iwate-1 /2004株、JP/Wakayama/2003株及び

JP/Iwate/2005株の7株と各種ワクチン免疫血清を用い

て実施した（表 2）。 J P / I w a t e - 3 / 2 0 0 4 株、

JP/Wakayama-3/2004株、JP/Iwate-1/2004株及び

JP/Wakayama/2003株は1～3種類の免疫血清に対して

80%以上の高い中和指数相対率を示した。一方、

JP/Nara/2005株、 JP/Shiga/2005株及びJP/Iwate/2005

株については、相対率80%以上のものは認められず、

H120株血清やTM-86w株血清又は4-91株血清に対して

中程度（45 ～64%)の反応が認められた（表2）。

3）4-91タイプの性状解析

①鶏に対する病原性

JP/Wakayama-2/2004株、JP/Iwate/2005株及び4-

91株を4日齢のSPF鶏に接種した結果、いずれの株

も接種後2日目には弱い捻髪音（スコア1）症状が

現れ、接種後7～10日目がピークとなり明確な喘鳴

音や開口呼吸を示す個体が最も多くなった。

JP/Iwate/2005株の平均スコア値は他の2株よりもや

や高い傾向が認められた（図2）。ウイルス接種後

の平均体重は、接種後3日目で各群間で差は認めら

れなかったが、接種後21日目には4-91株で309g、

JP/Wakayama-2/2004株は299g、JP/Iwate/2005株で

244gであり、JP/Iwate/2005株接種群の平均体重は

他の2株に比べて有意に低かった（スチューデント

のT検定、p<0.01)（図3）。

②4-91株免疫血清に対する反応性

4-91株免疫血清の各3株に対する中和指数は、4-

91株（ホモ株）では2.2、JP/Wakayama-2/2004株で

は2.4（中和指数相対率109%)、JP/Iwate/2005株で

は1.2(54.5%)、JP/Wakayama/2003株では1.9(86.4%)

であった。

5．考察

収集された野外株11株の遺伝子型は、4株がJP-Ⅰタ

イプ、2株がJP-Ⅱタイプ、1株がJP-Ⅲタイプ、1株が

Massタイプ、3株が4-91タイプに分類された。

収集株と各種ワクチン株抗血清を用いた交差中和反

応の結果では、既存のワクチン株の抗血清との反応性

が高い株がある一方、JP/Nara/2005株などは今回調査

したワクチン株抗血清とは反応性が全体的に弱いもの

も認められ、各種抗血清に対する反応性は多様であっ

た。

今回、国内分離株として報告が少ない4-91株タイプ

について、遺伝子解析、鶏における病原性確認、血清

学的反応性を調べた結果、JP/Wakayama-2/2004株は、

4-91ワクチン株と非常に類似していること、ワクチン

接種歴があることから4-91ワクチン由来株である可能

性が高いと考えられた。一方、JP/Iwate/2005株は、鶏

に対する病原性がワクチン株と比較して強いこと、4-

91株免疫血清に対する中和指数は、JP/Wakayama-

2/2004や4-91ワクチン株と比べると低いことなどから、
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4-91ワクチン株とは抗原性や病原性に違いがある野外

株であることが示唆された。

また、JP/Wakayama-2/2004株の他にも遺伝子解析の

結果、C78株、Ma5株などのワクチン株と相同性が非常

に高い株（塩基の相同性99.5%以上）が確認された。ニ

ューカッスル病やIBに対する生ワクチンは、鶏の飼育

条件によっては、ワクチン接種後大腸菌やマイコプラ

ズマなどの感染を誘発することがあることも知られ、

使用上の注意や総合ワクチネーションプログラム（鶏

病研究会報、vol.42、1-14）においても注意喚起をして

いる。今回、分離されたワクチンに近縁の株には、生

ワクチン接種歴があること、また、大腸菌症も疑われ

る症例であることが報告されているものがある（第46

回全国家畜保健衛生業績発表会、2005年4月、東京）。

これらの症例については、IBウイルスワクチン株と大

腸菌症との複合感染により症状が悪化した可能性が推

察された。

6．まとめ

今回収集した鶏伝染性気管支炎ウイルス11株は、JP-

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Mass及び4-91の遺伝子型に分類された。

既存のワクチン株抗血清と野外分離株との反応性につ

いて調査した結果、全ての株は既承認のワクチン株抗

血清のいずれかには反応は認められたが、その程度に

は差が認められた。国内分離株としての報告が少ない

4-91タイプの株については、ワクチン株に性質が非常

に近似である株と、抗原性や病原性が異なる株が確認

された。IBVの分離株については、ワクチン株由来の

ものである可能性も踏まえ、今後も野外流行株におけ

る抗原性の変化及び既存ワクチンの有効性との関連性

について引き続き注意をしていく必要がある。
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図２　4－91近縁株の呼吸器症状スコア

図３　4－91近縁株接収後の体重変化



動物用医薬品の使用に伴う事故防止・被害対応業務

において、平成18年度に収集したサルモネラ、鶏大腸

菌症由来大腸菌、大腸菌O-157及びブドウ球菌について

の調査成績をまとめたので、その概要を報告する。

収集した各種菌株を用いて抗菌剤のMIC(最小発育阻

止濃度)値を、米国臨床検査標準協会（Clinical and

Laboratory Standards Institute, CLSI（旧NCCLS））に

準拠した寒天平板希釈法により測定した。供試薬剤の

種類とその略称を表１に示した。耐性限界値（ブレー

クポイント）は、CLSIのガイドライン及び公表論文

（微生物学的ブレークポイント）を採用した。

１．サルモネラ

16道県から提供された111株(牛由来35株、豚由来25

株、鶏由来51株)の血清型は、Typhimuriumが36株

（32.4%）と最も多く、次いでInfantisが16株（14.4%）

で、その他28種類認められた。薬剤感受性試験には、

表2に示した12薬剤を供した。D S M (55 .0% )及び

OTC(45.9%)に対する耐性株が、約半数の株で認められ

た（表2）。ERFXに対する耐性株は、Typhimurium（１

株 ） で 認 め ら れ 、 C E Z に 対 す る 耐 性 株 が 、

Typhimurium(2株)、Infantis(1株)及びNewport(1株)で

認められた。

２．鶏大腸菌症由来大腸菌

12県から提供された42株の11薬剤に対する感受性は、

表３に示した。ABPC(71.4%)、OTC(60.7%) 及びNA

（50.0％）に対する耐性株が50％以上で認められた。

CEZ、KM、FM及びTMPに対する耐性株は20％以上で、

ERFXに対する耐性株も17.9%で認められた。

３．大腸菌O-157

２県から提供された13株の12薬剤に対する感受性は、

表４に示した。調査した12薬剤に対する耐性株は認め

られなかった。

４．ブドウ球菌

10道県から提供された32株（牛由来25株、豚由来7株）

の薬剤感受性試験には、表５に示した8薬剤を供した。

32株中18株(56.3%)が、S. aureusであった。OTCに対す

る耐性株が4株(12.5%)で認められたが、その他の薬剤

に対する耐性率は、10%未満であった。

6

検査第二部抗生物質製剤検査室主任研究官　浅井　鉄夫

略号 薬剤 略号 薬剤

ABPC アンピシリン FM フラジオマイシン

BCM ビコザマイシン GM ゲンタマイシン

CEZ セファゾリン KM カナマイシン

CL コリスチン NA ナリジクス酸

CP クロラムフェニコール OTC オキシテトラサイクリン

CTF セフチオフル PC ベンジルペニシリン

DSM ジヒドロストレプトマイシン SDMX スルファジメトキシン

ERFX エンロフロキサシン TMP トリメトプリム

FFC フロルフェニコール TP チアンフェニコール

表１　供試薬剤の種類及び略号

２．平成18年度に収集したサルモネラ、鶏大腸菌症由来大腸菌、
大腸菌O-157及びブドウ球菌の調査結果



５．まとめ

抗菌剤による治療にあたって、獣医師は添付文書等

の情報（抗菌スペクトル、薬物動態等）や原因細菌の

薬剤感受性データに基づいて抗菌剤を第一次選択し、

適応症に対応する用法・用量並びに使用上の注意事項

を厳守しなければならない。その際、飼養管理上の問

題を改善した上で、治療に必要な抗菌剤を最小限にす

るよう心がける必要がある。また、疾病の再発予防の

ために、ワクチンプログラムや飼養管理などを含む衛

生対策を策定しなければならない。

一般に、耐性菌は、使用頻度の多い抗菌剤に対して

出現しやすい傾向がみられるが、耐性菌の出現状況は、

細菌の種類や農場での使用状況によって大きく異なっ

ている。獣医師は、疾病の発生状況や薬剤感受性の動

向に関する情報を収集しながら、適切に診断し、適切

な治療を行わなければならない。
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この「子ども見学デー」は、子供たちに動物用医薬

品はもとより、動物や畜水産物の安全と安心の確保な

どについて、多くの人々が携わっていることを知って

もらい、また獣医師及び薬剤師の仕事について幅広く

興味を持ってもらおうと、毎年開催しております。

当日は、朝から小雨であったため参加者の出足を心

配しましたが、イベントの始まる10時頃には、小雨も

やみ前日の猛暑を感じさせない、すがすがしい日にな

りなした。

子供たちは、どのイベントでも小さな目をキラキラ

させながら興味を示してくれました。また時には、そ

ばで見ている保護者から鋭い質問もありました。

募集対象枠を従来の小学5年生以上から小学4年生以

上に広げ、101名の親子（子ども63名）に参加いただき

ましたが、身近な生き物に対する取り扱い、口に入れ

る食べ物の安全性を学んでもらえたと感じています。

なお、今年は予定参加人数を大幅に上回る200人以上

の参加申込みを頂いたため、やむなく抽選を行いまし

た。選にもれた方々には大変ご迷惑をおかけしました

ことをお詫び申し上げます。

最後に、「子ども見学デー」の開催にあたり、毎年ご

理解とご支援を賜っております周辺市役所のご担当者

の方々、業務の合間に準備を進め、当日は子供たちを

相手に奮闘して頂いた職員一同に、書面をお借りして、

厚く御礼申し上げます。

8

動物医薬品検査所　第7回子ども見学デーの開催

動物医薬品検査所では、中央省庁の「子ども霞ヶ関見学デー」にあわせて、８月２３日（木）に「子ども見学デー」

を開催しましたので、その概要を紹介します。

企画連絡室企画調整課　大前陽子

国分寺市教育委員会(校長会)から国分寺市の

小学4年生から中学3年生に配付したチラシ

①スライドショー　（動薬検の仕事を紹介します！）

②パネル展示　（獣医師や薬剤師のことなどをパネ

ルを使って調べてみよう！）

③動物用医薬品展示　（病気や動物によっていろい

ろな薬があります！）

④顕微鏡観察　（ふだん目で見ることの出来ないミ

クロの世界をのぞいてみよう！）

⑤動物観察　（実際に動物にふれてみよう！）

⑥獣医師体験　（実際に動物を観察してみよう！）

⑦ｐＨ（水素イオン濃度）測定　（液体のｐＨを調

べてみよう！）

⑧ハンドペタンチェック　（手のひらの細菌を調べ

てみよう！）

⑨検卵　（ひなにかえる前の卵を調べてみよう！）

イベントの内容は次のとおりです。
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①イベントのスタートは、スライドショー！

②パネル展示：今年は、ＢＳＥ、鳥インフルエンザワク
チンなど最近話題になったパネルを追加展示しました

③動物医薬品展示：ピペットでの分注体験も（医薬品
の代わりに色水を使用しました）

④顕微鏡観察では、ダースベーターのモデルが登場！

⑤⑥獣医師体験の合間に、動物とスキンシップ。
人気はヒヨコ。

⑦色の変化を視覚的に見るｐＨ測定。子供たちも答え
を考え修了印をもらっていました

⑧貴方の手のひらの細菌はどのぐらい？
ハンドペタンチェックで調べてみよう！

⑨検卵：卵の中の動くヒナに子供たちの目は驚きを隠
せませんでした
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「動物由来成分無添加培養液およびそれを用いる細胞系の作出法」の
特許取得について

検査第一部鶏病製剤検査室長　中村成幸

海外出張報告
FAO/WHO合同食品規格計画

第17回食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）の概要

検査第二部一般薬検査室長　遠藤裕子

標記の会合が平成19年9月3日から7日まで、米国コロ

ラド州ブリッケンリッジにおいて、米国食品医薬品局

（FDA）の動物用医薬品センター（CVM）所長のDr.

Stephen Sundlofを議長として開催されたので、その概

要を報告する。

1.参加者

本会議には、46加盟国、1加盟機関の代表団と7国際

機関が参加し、わが国からは筆者の他、厚生労働省医

薬食品局食品安全部基準審査課近藤卓也専門官、内閣

府食品安全委員会評価課の井上智子係長、農林水産省

消費・安全局畜水産安全管理課原田和記係長、食品衛

生協会よりテクニカルアドバイザーとして福本一夫氏、

渡辺直久氏が出席した。

2.会議内容

議題1：議題の採択

事前に示された仮議題が採択された。

議題2：コーデックス総会及びその他の部会・特別部会

からの付託事項

特許の内容については、平成19年10月17日付け特許

公報（Ｂ２）で公開されているが、概要は以下のとお

りである。

ウイルスの培養や検査には、細胞が必要であり、そ

の細胞には牛血清を添加した培養液が必須とされてき

た。さらに、牛由来のトリプトースホスフェイトブロ

ス（ＴＰＢ）などの添加も行われてきた。血清やＴＰ

Ｂ等の動物由来成分には、既知又は未知の病原体の迷

入の危険や抗体の存在がある。特に牛海綿状脳症の発

生により、安全な牛血清など反すう動物由来成分の入

手には多大な労力を強いられている。

そこで、動物由来成分を添加せず、かつ、廉価な動

物由来成分無添加培養液を提供し、ほ乳類由来細胞を

分化させ、病原体の迷入がない細胞系を作出する方法

を確立した。

具体的には、牛腎上皮由来株化細胞（MDBK細胞）

を動物由来成分無添加培養液（市販のイーグルMEMに

バクトペプトンとBESを添加した培養液）で約110代継

代培養し、レトロウイルス、ペスチウイルス、マイコ

プラズマ等の病原体の迷入がないMDBK-NST細胞を作

出した。

なお、MDBK-NST細胞は、理化学研究所バイオリソ

ースセンターの細胞バンクに寄託登録（細胞番号 RCB

1859）され、誰でも利用できる。

発明の名称；動物由来成分無添加培養液およびそれを用いる細胞系の作出法　

特 許 番 号；特許第３９９４１５９号

特 許 権 者；農林水産省動物医薬品検査所長

発　明　者；青木博史、福所秋雄、中村成幸

登　録　日；平成19年８月10日

次のとおり特許が認められたので、紹介します。
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コーデックス事務局から第29回、第30回のコーデッ

クス総会の討議内容について報告がなされた。また、

コーデックスのバイオテクノロジー応用食品特別部会

（TFFBT）からCCRVDFに対し助言を求められていた遺

伝子治療又は組換えDNAワクチンを接種された動物由

来の食品の安全性評価について、CCRVDFとしては、

組換えDNAについて特段の知見を有しないことから助

言を示さないことで合意した。

議題3：FAO/WHOからの関心事項

これまでの国際連合食糧農業機関（FAO）/世界保健

機構（WHO）での活動内容、抗菌剤耐性問題に関する

コーデックスの特別部会（本年10月に韓国で開催予定）、

極めて重要な薬剤に関するFAO/WHO/OIEの専門家会

議（本年11月にローマで開催予定）についての紹介、

第66回FAO／WHO合同食品添加物専門家会議（JECFA）

会合等の報告がなされた。

議題4：「動物用医薬品の登録に係る技術的要件の調和

に関する国際協力」（VICH）を含む国際獣疫事務局

（OIE）の活動報告

OIEからCCRVDF関連の作業に関する報告があった。

OIEとコーデックスとの協力に関しては、動物由来食

品の安全性確保のための作業部会(APFSWG)の活動状

況、VICHについては、代謝・残留作業部会（WG）の

設置、急性参照用量の検討のための作業部会（WG）

の設置などについて紹介がなされた。

議題5：動物用医薬品の最大残留基準値（MRL）の検討

・フルメキン（エビ）：世界的に使用実態がないため

検討を中止した。

・酢酸メレンゲステロール（牛組織）：安全性に関す

る懸念を示したECにより2008年1月までにデータが

提出され、JECFAがこのデータを評価し問題がなけ

ればStep 8（注：コーデックス食品規格作成の最終

step）に進むとされた。

・コリスチン（牛･羊･山羊･豚･鶏･七面鳥･ウサギの組

織、牛･羊の乳、鶏卵）：step 8に進めた。

・ラクトパミン（牛･豚組織）：step 8に進めた。

・エリスロマイシン（鶏･七面鳥組織、鶏卵）：Step

5/8（注：作業の迅速化のためにstep 6及び7を省略）

に進めた。

・トリクラベンダゾール（牛･羊･山羊組織）：Step 2

に戻し、オーストラリアのデータ提出後にJECFAで

検討することとされた。

議題6：食料生産動物への動物用医薬品の使用に関連し

て各国において食品安全を保証するために規制プログ

ラムを設計・実施するためのガイドライン案

本ガイドライン案は、食品生産段階における動物用

医薬品の管理及びサンプリング・分析法に関するもの

である。本年8月に新たな案が配布されたが、本会議ま

でに検討するための十分な時間がなかったこともあり、

発展途上国を中心にこの案件は非常に重要であるので

各国内の意見も聞いたうえでの合意が必要との意見が

出され、本会議で作成された修正案をStep 6としてコ

メントを募集し、第18回CCRVDFにて再検討すること

で合意された。

議題7：食品中の残留動物用医薬品の分析法

これまで作業部会(WG)で作成してきた分析法概要の

今後の取り扱い等に関する討議文書を作成し、次回

CCRVDFに諮ること等4項目の提案及びこの討議文書作

成のためのカナダと英国を議長とする電子的W G

（EWG）の設置が了承され、わが国も参加を表明した。

EWGでは、①コーデックスのMRLを立証するのに適し

ていると確認された分析方法の概要の今後の取り扱い、

②コーデックスのMRLをstep 8に進めることと分析法

があることとの関係、③分析法の評価とその分析法を

受け入れ可能とするのに必要な基準、の3事項について

討議文書を作成することとされている。

議題8：評価又は再評価を必要とする動物用医薬品の優

先順位リスト

参加国・機関が評価に必要な毒性及び残留データを

提出できると表明したデキサメサゾン、タイロシン、

アビラマイシン、マラカイトグリーン、チルミコシン、

モネンシン、ナラシン、トリクラベンダゾール、酢酸

メレンゲステロールを優先評価物質として第31回コー

デックス総会に提出することで合意した。優先順位リ

ストに関する物理的WG(PWG)がオーストラリアを議

長とするEWGに変更して設置され、わが国も参加を表

明した。

議題9:ADI及びMRLが設定されていない動物用医薬品

の残留に関する物理的作業部会の報告

次の6つの提案について討議された。

①公的に入手可能な評価リストの公開：コーデックス

及びJECFAのウェブ上でMRL、JECFAの評価等につ

いてそれぞれ公開していると説明されたが、JECFA

とコーデックスのリストの1本化等について意見が出

され、第18回CCRVDFでさらに討議するとされた。

②リスク管理を決定しなければならない動物用医薬品

の提案：この提案については、JECFAで毒性学的懸

念からADI/MRLが設定できない動物用医薬品につい

てリスク管理のアドバイスをするという主旨である

という説明がECよりなされ、新規作業として第31回
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総会に提出することで合意した。この作業について

のドラフト文書作成のためのEC及びメキシコを議長

とするEWGが設置され、わが国も参加を表明した。

③科学的評価手順の策定：動物用医薬品の評価手順の

判断系図作成のための専門家グループの要請をFAO

及びWHOに対して行うことが合意された。

④優先順位づけ：ADI/MRLが設定されていない動物用

医薬品の評価の優先順位付けの基準として、消費者

の保護、貿易上の懸念、動物の治療の必要性、農業

経済への影響、データ及び/又は評価の入手（実現）

可能性、を考慮すべきであるという点で同意した。

⑤データギャップの縮小：データギャップを埋めるた

めのコストと労力を分担するためにスポンサーの力

を結集するための手続きを確立することについて考

慮し、コーデックスメンバーは、IFAHに所属してい

ない後発医薬品業界とも接触する努力をすべきとい

う提案が合意された。

⑥輸出入品の評価方法：食用動物に使用すべきではな

い動物用医薬品の残留する輸出入品の評価に関する

全世界的な手法をガイダンスとすること及び食品の

貿易における公平な手法の実施のための透明性の増

大を促進すべきという点で合意された。

議題10：CCRVDFで検討すべきリスク管理事項及びリ

スク管理の選択肢に関する討議資料

CCRVDFで検討すべき項目を以下の4分類とする合意

が得られた。

①CCRVDFで直ちに実施する項目として、B-1（EDIコ

ンセプトの使用）、C-1（ADIの100%の使用）、E-2

（スターターカルチャー）、E-7（MRLへのリスクマネ

ージメントの提案の反映）を選定することが合意さ

れた。

②将来的に実施する項目として、B-2（リスク評価結果

のMRLへの表現（基準設定組織の追加））、B-4（科学

的評価（評価の判断系図等）の検討）、B-5の一部

（異なる種間のリスク評価の外挿に関するリスク評価

方針の確立）、C-3（注射部位の残留）を選定するこ

とが合意された。

③これ以上の作業が必要のない項目として、A（毒性

学的懸念のある物質）、B-5の一部（残留動物用医薬

品の毒性学的閾値に関する手法）、C-2（ADIの数値

の丸め処理）、C-4（適正農業規範の定義）、D-1（リ

スク管理の選択肢）、D-2（ALARA（達成可能な低い

値））、E-1（休薬期間の計算法）、E-3（データの保護）、

E - 6（動物用医薬品の毒性学的な閾値のうち

CX/RVDF07/17/13のpara.83（Priority List）と関連す

る部分を選定することが合意された。

④次回のCCRVDFまでに明確にすることが必要な項目

としては、B-3（地域による摂取係数の使用）、E-5の

一部（古い医薬品に関する取扱い）、E-6（動物用医

薬品の毒性学的な閾値のうちCX/RVDF07/17/13の

para.85（default limit）と関連する部分）を選定する

ことが合意された。

コーデックス事務局から今後の作業に関する示唆と情

報を求めるCL(Circular letter)を回付することで合意し

た。このCLの応答として提出される情報のレビュー、

新規作業のプロジェクト文書の作成等を行うフランスを

議長とするEWGが設置され、わが国も参加を表明した。

議題11：その他の事項及び今後の作業

このことについて特に提案はなされなかった。

議題12：次回会合の日程及び開催地

第18回CCRVDFは、2009年にブラジルにおいて開催

予定とされた。

議題13：報告書の採択

報告書案を修正し、採択した。
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豚丹毒は、豚丹毒菌（Erysipelothrix rhusiopathiae）

の感染によって起こる豚の伝染病で、養豚業界に多大

な経済的損害を与えている。豚丹毒の予防には、アク

リジン系色素であるアクリフラビン（ACF）で弱毒化

した株を製造用株とする生ワクチンが応用され、長年

に亘り本病の防疫対策に大きく貢献してきた。

しかし、最近、主に慢性関節炎型豚丹毒に罹患した

と畜豚から、生ワクチン製造用株（弱毒小金井株）と

類似の性状を示す株が分離されるとの報告がなされて

いる。

そこで、本事象を客観的に検証する目的で、既報に

おいて弱毒小金井株由来を最も強く疑われた野外株

（ワクチン株を疑う株）50株の分与を論文著者より受け、

当実験室保存野外分離株43株を合わせた合計93株につ

いて、動物用生物学的製剤基準に規定された方法に準

拠して、ACF耐性度及びマウス病原性を調べた。さら

に、詳細な段階的スクリーニングとして、抗菌薬感受

性試験、酵素活性測定試験及びパルスフィールド電気

泳動（PFGE）を実施し、これらの性状解析結果を弱

毒小金井株との間で詳細に比較検討した。

試験項目毎に弱毒小金井株の有する特有性状に基づ

いた「識別基準」を設定した上で、これらに合致した

株は弱毒小金井株との類似性が認められる株と判定し、

段階的なスクリーニングを試みた。その結果、ワクチ

ン株を疑う株50株中40株（80.0%）においては、弱毒小

金井株とは異なる性状が認められた。一方、残りの10

株（20.0%）については、今回の性状解析試験では弱毒

小金井株との間で明確な識別はできなかった。なお、

当所実験室保存野外分離株43株は、すべて弱毒小金井

株と異なる性状を示した。

いずれにしても、今後、豚丹毒生ワクチンの使用の現

場においては、生ワクチンの特徴を十分に理解し、飼養

されている豚の特性や飼育形態などを考慮した上で、そ

の応用を判断することが重要であると考えられた。

（獣医畜産新報60 (10), 831-837, 2007）

鶏用フルオロキノロン（FQ）剤は、鶏大腸菌症とマ

イコプラズマ病を適応症として3成分が流通している。

鶏の大腸菌症由来大腸菌の各種抗菌剤に対する感受性

を調べたところ、FQ剤に対する耐性株が約25%に認め

られた（第142回日本獣医学会学術集会）。FQ耐性株の

64%が血清型O78であったことから、FQ耐性と血清型

の関係について検討した。

前回報告した2001年から2005年にかけて分離された

45株と、2006年に分離された38株の計83株を対象に解

析した。血清型別は市販抗血清を用いた凝集法により

行った。薬剤感受性試験はCLSI（NCCLS）標準法に準

拠した寒天平板希釈法により実施した。トポイソメラ

ーゼ遺伝子の変異をPCR増幅後ダイレクトシークエン

スによって確認した。さらに、PFGEによる分子疫学

的解析を行った。

血清型は、O78が25株（30.1%）、O2が8株（9.6%）、

これら以外の血清型が10株（12.0%）、血清型を決定で

きなかった株が40株（48.2%）であった。エンロフロキ

サシンに対する耐性頻度を比較したところ、O78では

36%、それ以外の株では15.5%であり、O78の耐性率が

有意に高かった。O78のFQ耐性株は、gyrAとparCに同

一の変異が認められた。PFGEの結果では、O78の株内

鶏大腸菌症由来大腸菌におけるフルオロキノロン耐性と血清型の関係

○小澤真名緒、浅井鉄夫、鮫島俊哉現1）

（動物医薬品検査所、1）（独）動物衛生研究所）

調査�
    研究� 調査研究紹介

豚丹毒生ワクチン由来を疑われた豚丹毒菌野外分離株の性状解析

○新田早人現1）、山本欣也現2）、守岡綾子、浅井鉄夫、鮫島俊哉現3）、高橋敏雄
（動物医薬品検査所、1）仙台市役所、2）農林水産省消費・安全局、3）（独）動物衛生研究所）
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では8つのクラスターを形成し、FQ耐性9株中8株は同

一のクラスターであった。これらFQ耐性株の分離年及

び地域は多岐にわたり、同じクラスターに属する感受

性株も存在した。これらの結果から、国内でFQ耐性を

示すO78の特定のPFGE型が広く分布していることが示

唆された。

（第144回日本獣医学会学術集会）

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及び薬剤耐性遺伝子

に関する検討

○木島まゆみ、川西路子、嶋h洋子、小島明美、野牛一弘
（動物医薬品検査所）

病性鑑定材料由来Streptococcus suis の血清型、
薬剤感受性及び病原性関連遺伝子の保有状況

○山本欣也現1）、守岡綾子、梅野杏奴現2）、片岡　康3）、澤田拓士3）、鈴木 子、高橋敏雄
（動物医薬品検査所、1）農水省消費・安全局畜水産安全管理課、

2）埼玉県中央家畜保健衛生所、3）日本獣医生命科学大学）

我々は、先に、類結節症菌国内分離株には3つのプラ

スミド型（pA、 pB及びpC）があり、各々に特徴的な

薬剤耐性型が認められたことを示した（第143回日本獣

医学会学術集会）。今回、更に、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、数種の耐性遺伝子の保有状況につ

いて調べたので報告する。

2002年に西日本で分離されたぶり属由来の類結節症

菌74株を供試した。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

て行った。オキソリン酸（OA）耐性株についてはgyrA

の変異を調べるとともに、アンピシリン、カナマイシ

ン及びクロラムフェニコール耐性遺伝子（bla、kan及

びcat）をターゲットとしたPCR法の検討を行った。

国内で分離された類結節症菌株は、3つのPFGE型

（Ia、 Ib及びIc）に分類された。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する株が多く、

多剤耐性株は認められなかった。同一日に同一地域で

同一魚種から分離された株の中にPFGE型が異なる例

が認められ、起源が異なる複数の感染又は同一地域で

の株の変異が起きている可能性が示唆された。OA耐性

株ではGyrAのアミノ酸配列83位に変異（Ser→Ile）が

認められた。また、bla、kan及びcat（Type I及びType

II）をターゲットとしたPCR陽性の株も認められた。

（第144回日本獣医学会学術集会）

Streptococcus suisは、豚に髄膜炎、敗血症、心内膜

炎、肺炎等を引き起こすとともに、人に髄膜炎や敗血

症を起こすことから、人獣共通感染症の原因菌として

も注目されている。我が国においては、1990年代以降、

本菌の血清型及び薬剤感受性の動向についての報告が

ない。そこで、今回、2005～2006年の間に分離された

S. suisの血清型、薬剤感受性及び病原性関連遺伝子の

保有状況について調査した。

全国の家畜保健衛生所等において、病性鑑定材料か

ら分離された豚由来40株及び牛由来7株を用いた。血清

型別は加熱抽出抗原を用いたキャピラリー沈降反応に

より実施し、薬剤感受性試験はCLSI（NCCLS）標準法

に準拠した寒天平板希釈法により、25薬剤に対する

MIC値を調べた。また、病原性関連遺伝子である



muramidase-released protein（mrp）、extracellular fac-

tor（epf）及びsuilysin（sly）の遺伝子の保有状況を

PCRにより検索した。

血清型では、2型が最も多く（40.4％）、次いで15型、

3型が多かった。薬剤感受性では、全株がβ－ラクタム

系薬剤（cloxacillinを除く。）に対して高い感受性を示

したが、主としてマクロライド系（66％）、リンコサマ

イド系（66％）及びOTC（83％）に対して耐性株が認

められた。病原性関連遺伝子の検索では、牛由来株か

らは検出されず、豚由来株中の保有状況は、mrpが

70％、epf（variantを含む）が25％及びslyが47.5％であ

り、特に2型株のmrp及びepf保有率が高かった。以上

のことから、依然として血清型2型が主要であり、β－

ラクタム系薬剤が有効であることが明らかとなった。

また、今後、病原性関連遺伝子の保有状況についても

注視することが必要であると考えられた。

（第144回日本獣医学会学術集会）
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豚から分離されたStreptococcus suis のマクロライド耐性機構の検討

荒井公美1）、○浅井鉄夫、青木博史1）、小澤真名緒、片岡　康1）、澤田拓士1）、鮫島俊哉現2）

（1）日本獣医生命科学大学、動物医薬品検査所、2）（独）動物衛生研究所）

Streptococcus suisは、豚のレンサ球菌症の起因菌の

1つで、発病豚は、敗血症、髄膜炎、関節炎、心内膜炎

などの症状を示す。Streptococcusのマクロライド耐性

機構は、主要なものとして23S rRNAのメチル化と薬剤

排泄ポンプが知られているが、S. suisではermBの関与

が報告されている。国内分離株の薬剤感受性試験の結

果、EMのMICが2～≧128μg/mlと幅広いものであった

ため、マクロライド耐性機構の検討を行った。

平成15～16年に収集したS. suis 15株（耐性株13株、

感受性株2株）を供試した。薬剤感受性試験〔AZM、

TS〕は、NCCLSに準拠した寒天平板希釈法で実施した。

薬剤耐性遺伝子（ermB、ermTR、mefA、mre）は、

PCR法で検索した。薬剤排泄ポンプの阻害剤（レセル

ピン）の存在下で、EMのMICを測定した。耐性誘導試

験は、Double disk法で行い、標的部位（ドメインV）

の変異とリボゾームタンパク質（L4、L22）の変化は、

PCR産物のシークエンスにより検索した。

EM耐性株は、AZM及びTSに対して耐性を示し、

<I>erm</I>Bを保有していた。EMのMICに基づいて、

EM耐性株を高（≧128）、中（8~64）及び低レベル

（2~4）に分けると、中レベルのMIC値を示した株は、

レセルピン存在下でMICの低下が認められた。また、

誘導型耐性、標的部位の変異及びリボゾームタンパク

質の変化は認められなかった。以上の成績から、一部

の株におけるMIC上昇の原因として、薬剤排泄ポンプ

の関与が考えられた。

（第144回日本獣医学会学術集会）

近年、と畜場において主として慢性関節炎型豚丹毒

に罹患した豚からの分離株の中に、豚丹毒生ワクチン

株と類似の性状を呈する株が存在することが報告され

た。そこで、生ワクチン株の安全性について再評価す

るため、ワクチン製造用種菌等、及び生ワクチン株由

来を疑われた野外分離株の性状について解析を行った。

生ワクチンの製造販売7所社から分与された原種菌、

製造用種菌及び小分製品（ワクチン株）について、動

物用生物学的製剤基準に規定されているアクリフラビ

ン（AF）耐性及びマウスに対する毒力を原株と比較し

た。また、ワクチン株由来を疑われた野外分離株50株

を用いて、前述の性状を調べるとともに、薬剤感受性、

酵素活性及びpulse-field gel electrophoresis（PFGE）

型を調べ、ワクチン株の成績に基づき設定した識別基

準により、ワクチン株との異同を検討した。

供試した原種菌、製造用種菌及び小分製品は、AF耐

豚丹毒生ワクチン株由来を疑われた野外分離株等の性状解析

山本欣也現1）、新田早人現2）、守岡綾子、浅井鉄夫、○高橋敏雄
（動物医薬品検査所、1）農水省消費・安全局畜水産安全管理課、2）仙台市役所）



性及びマウスに対する毒力ともに原株と明らかな差は

認められず、同等であることが確認された。野外分離

株については、AF耐性度及びマウスに対する毒力によ

り、50株中37株がワクチン株と類似性が認められた。

次に、この37株について、薬剤感受性及び酵素活性を

順次調べた結果、薬剤感受性において18株、酵素活性

において1株がワクチン株との類似性が否定された。そ

こで、残った18株について遺伝学的性状の解析として

PFGEを実施し、そのパターンにより類似性を検討し

た結果、最終的に10株（20％）がワクチン株由来を否

定できなかった。以上の性状解析の結果、ワクチン株

由来を疑われた野外分離株の80％は、ワクチン株とは

異なる性状を示し、ワクチン株由来でない可能性が示

唆された。

（第144回日本獣医学会学術集会）

豚丹毒は、Erysipelothrix rhusiopathiae（豚丹毒菌）

を起因菌とした豚の急性又は慢性感染症であり、敗血

症、蕁麻疹、関節炎及び心内膜炎等の様々な病態があ

る。また、本菌は代表的な人獣共通感染症起因菌でも

あり、人に類丹毒、心内膜炎及び敗血症を起こすこと

が報告されている。そこで、今回は関節炎等に罹患し

た豚由来の豚丹毒菌について、人も含めた本菌感染症

治療の第一次選択薬であるβ－ラクタム剤を中心に、

22薬剤に対する感受性を国際標準法により調べたので

報告する。

2003年8月～2005年12月の間に、主に関節炎型豚丹毒

の豚から分離された豚丹毒菌135株について、CLSI

（NCCLS）-寒天平板希釈法に準拠した薬剤感受性試験

により最小発育阻止濃度（MIC）を測定した。

全ての供試菌株は、β－ラクタム剤に高い感受性を

示した。また、フルオロキノロン系薬剤のMIC値は、

0.06～0.25μg/mLの範囲にあり、今回の成績では第142

回本学会（荒木ら）等で報告されたような耐性株は全

く認められなかった。一方、マクロライド系、リンコ

サマイド系及びテトラサイクリン系等の6薬剤に対して

は、4.4～34.8％の割合で耐性株が認められ、その耐性

パターンは単剤～6剤耐性まで存在し、耐性化傾向が依

然として続いていることが確認された。また、本感染

症の治療に汎用されるアンピシリンに関しては、本菌

感染マウスに対する治療試験を実施し、耐過生残マウ

スから分離した本菌の投薬前後での薬剤感受性（MIC

及び最小殺菌濃度（MBC））の変化を調べたが、変化

が認められず、ペニシリン系に対しては、in vivoでの

耐性獲得の可能性の低いことが示唆された。

（第144回日本獣医学会学術集会）

現在承認・市販されている魚病用ワクチンの力価試

験の大半は、病原性株を用いた攻撃試験で行われてい

る。しかし、攻撃試験は、環境汚染、試験期間の長期

化等の問題があることから、抗体測定法等の効率的か

つ安全な方法への変更が望ましい。また、養殖魚にお

ける人工種苗の親魚における伝染性疾病の管理には簡

易、迅速及び高感度な親魚の抗体測定法が必要と考え

られる。そこで我々は、抗体測定法の開発を目的とし

て、まず、ブリの抗体（IgM）に対するモノクローナ

ル抗体の作出に着手した。

ブリ血清は、制限給餌により2年間飼育したブリ人工

種苗に、BSAを免疫して得た。ブリ抗体の精製には、
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国際標準CLSI（NCCLS）-寒天平板希釈法を用いた関節炎型豚丹毒罹患豚由来
豚丹毒菌（2003-2005年分離株）の広範な抗菌薬に対する感受性

高橋敏雄、新田早人現1）、山本欣也現2）、○梅野杏奴現3）、守岡綾子、石崎恵美子4)

（動物医薬品検査所、1）仙台市役所、2）農水省消費・安全局畜水産安全管理課、
3）埼玉県中央家畜保健衛生所、4)東京都芝浦食肉衛生検査所）

ブリ抗体の精製とブリ抗体に対するモノクローナル抗体の作成

○野牛一弘、木島まゆみ
（動物医薬品検査所）



セファクリルS-300 を用いた。溶出後のピークにおい

て、第1及び2ピークがBSAを抗原とした2次元免疫拡散

法で沈降線を形成した。また、SDS-PAGEでは、いず

れのフラクションにもブリ抗体と考えられる74KDa及

び31KDaのラインが認められたため、第1及び2ピーク

を免疫抗原として用いた。モノクローナル抗体の作成

は、免疫マウスより得られた脾細胞をP3U1とハイブリ

ッドさせた。モノクローナル抗体スクリーニングに用

いるELISAプレートは、BSAを固相化させたプレート

に、抗BSAブリ血清を反応させたものを用いた。限界

希釈クローニング3代において、スクリーニング用

ELISAプレートに反応するκ鎖のIgG1又はIgG2bを産生

するクローンを数個得た。これらのうち、数クローン

の産生する抗体を用いてウエスタンブロッティングを

行うと、ブリIｇMの重鎖の74KDa又は軽鎖の31KDaに

反応した。また、他魚種に対する反応性をELISAで調

べると、同じブリ属であるカンパチの抗体には反応し

たが、タイの抗体には反応しなかった。

（第144回日本獣医学会学術集会）
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国内で分離された4-91タイプの鶏伝染性気管支炎ウイルスの性状確認

○嶋h洋子、原田麻希子、堀内隆史、谷村千栄子、中村成幸、鈴木祥子
（動物医薬品検査所）

鶏伝染性気管支炎ウイルス（IBV）には多様な抗原

性があるため、野外流行株の抗原性の変化を把握する

ことが重要である。今回、2003～2005年にかけて国内

の4県で分離されたIBV計11株について、抗原性や遺伝

子型などの性状を確認した結果、国内分離株としては

報告が少ない4-91タイプの株が認められたので性状確

認を行った。

I B V 1 1株について、 S 1遺伝子解析を真瀬ら

（Arch.Virol,2004）の方法に準じて実施した。各分離株の

血清学的性状を各種ワクチン免疫血清を用いた交差中和

反応で確認した。4-91タイプの株の性状を確認するため、

鶏に接種し呼吸器症状と体重変化を確認し、また、IB生

ワクチン5種類を用いた感染防御試験を実施した。

分離株は、S1遺伝子解析の結果、JP-Ⅰ（4株）、JP-

Ⅱ（2株）、JP-Ⅲ（1株）、Massタイプ（1株）及び4-91

タイプ（3株）であった。4-91タイプの3株中2株（A及

びB）は、4-91ワクチン株とのアミノ酸相同性が88％以

下であったが、1株（C）は99.5%であった。交差中和

反応の結果、これらの株は4-91株免疫血清と高い反応

性を示すことが確認された。また、鶏接種試験の結果、

C株は呼吸器症状及び体重変化も4-91ワクチン株と差が

認められず、一方、A株は4-91ワクチン株に比べて呼吸

器症状が強く、接種後3週後の体重増加は有意に低い結

果であった。IB生ワクチン免疫群へA株を攻撃した感

染防御試験で呼吸器症状及び気管繊毛運動を確認した

結果、4-91株及びTM-86株免疫群においてA株に対する

防御効果が高かった。今回の結果より、鶏に対し病原

性のある4-91タイプの株が、国内でも流行しているこ

とが示唆された。

（第144回日本獣医学会学術集会）

化学合成RNAアプタマービーズ・プルダウン濃縮法による、
生物材料中の超低濃度異常プリオン蛋白質の検出

○永田知史、横山　隆1)、関矢　聡2）、西川　諭2）、能田　健
（動物医薬品検査所、1）（独）動物衛生研究所、２）産業技術総合研研究所）

血液由来の材料（血清や血漿等）の伝達性海綿状脳

症に関するリスクを低減することは、生物学的製剤の

安全性を担保する上で極めて重要な課題である。極め

て薄い濃度で汚染された生物材料の検査を行うために

は、高感度の異常プリオン蛋白質検出手法の開発が必

須である。これまでに我々は、マウスの正常及び異常

プリオン蛋白質(PrPC, PrPSc)をターゲットとしたRNA

アプタマーの単離を行ってきた。本研究では、マウス

PrPに対して高い親和性を有するRNAアプタマー（60-3）

を用いた超高感度プルダウン検出系の確立を試みた。
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生物材料中のPrP検出を目的として、スクレイピー

感染マウス脳を牛胎子血清にスパイクしたサンプルよ

りPrPScの検出を試みたところ、本法はリンタングステ

ン酸を用いた濃縮法に比べ100倍以上の効率でPrPScの

検出が可能であった。スクレイピー感染マウス脳乳剤

では、最大二千万倍に希釈したサンプル（1mLあたり

50ng脳当量を含む）から、PrPScの検出が可能であった。

次に、国内発生牛２７例目の延髄を用いて同様の系で

検出を行った結果、牛由来の異常プリオン蛋白質の検

出にも有効であることが確認された。

本技術は、生体サンプルの前処理・濃縮や、医薬品

原材料の清浄性確認ツールとして極めて有望である。

（Femtograms-detection of PrPSc in biological samples

using chemically synthesized RNA-Aptamer,

Neuroprion2007,イギリス　エジンバラ）

図：BSE感染牛脳からのプリオンの濃縮

牛脳乳剤を希釈し、アプタマービーズを用いたプ

ルダウン法でプリオン蛋白質を濃縮後、PK処理を

行い抗プリオン抗体（T2）を用いたウエスタンブ

ロッティング法を用いて解析した。アプタマーによ

るプルダウン法は牛異常プリオン蛋白質も濃縮可能

である。

図：アプタマービーズによるプリオン蛋白質プルダウ

ン濃縮法



イベルメクチン及びプラジクアンテルを含有する馬

の強制経口投与剤（主剤の配合割合が異なる、2社の2

製剤）が承認されたので、その概要を紹介する。

動物用医薬品としては、有効成分であるイベルメクチ

ンを含有し、馬の大円虫等の駆除の効能を有する経口投

与剤及びプラジクアンテルを含有し、犬・猫・スズキ目

魚類の内寄生虫の駆除の効能を有する経口投与剤が既に

承認されているが、プラジクアンテルを含有する馬の製

剤及びイベルメクチンとプラジクアンテルを含有する配

合剤は今回承認された製剤が初である。大円虫等の線虫

に有効なイベルメクチンと条虫に有効なプラジクアンテ

ルを配合することにより馬の主要な寄生虫の駆除を同時

に行うことを目的として開発された。

1．成分及び分量

製品１：100g中　イベルメクチン1.55ｇ及びプラジク

アンテル7.75gを含有する。

製品２：1g中　イベルメクチン18.7mｇ及びプラジク

アンテル140.3mgを含有する。

2．用法及び用量

製品１：1回体重1kg当たりイベルメクチンとして200μg、

プラジクアンテルとして1.0mg（ペースト製

剤として12.9mg）を経口投与する。

製品２：1回体重1kg当たり下記の量を強制的に経口投

与する。

馬：10.7mg（イベルメクチンとして200μｇ

及びプラジクアンテルとして1.5mg）

3．効能又は効果（2製剤共通）

馬：大円虫、小円虫、馬回虫及び条虫の駆除

4．特筆すべき使用上の注意

製品1

・本剤は生後2ヵ月齢未満の子馬には投与しないこと。

・本剤は繁殖種馬の生殖能力に及ぼす安全性が確認さ

れていないため、繁殖種馬には使用しないこと。

・オンコセルカ幼虫に重度感染した馬に投与した場合、

幼虫の大量死の結果として本剤投与後に浮腫又はそ

う痒がみられることがある。本症状は数日以内に治

まるが、その間対症療法を行うことが望ましい。

・本剤の投与により、一過性の口腔、口唇及び舌の浮

腫及び刺激が見られたとの報告がある。

製品２

・8週齢未満の馬には適用しないこと。

・本剤の投与により、下記の場合、ときに下痢及び疝

痛を起こすことがある。

－下痢をおこしやすい馬

－線虫及び条虫に極めて重度に感染している馬

5．使用基準

本剤の承認に伴い、動物用医薬品の使用の規制に関

する省令（昭和55年農林水産省令第42号）の別表第２

に以下の医薬品が追加された。
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新薬紹介
イベルメクチンとプラジクアンテルを含有する馬の強制経口投与剤

（平成19年9月21日承認）

医薬品

イベルメクチン及びプラ

ジクアンテルを有効成分

とする配合剤たる強制経

口投与剤（プロピレング

リコールを含有するもの

（これと有効成分、分量、

用法、用量、効能、効果

等が同一性を有すると認

められるものを含む。）

を除く。）

イベルメクチン及びプラ

ジクアンテルを有効成分

とする配合剤たる強制経

口投与剤であってプロピ

レングリコールを含有す

るもの（これと有効成分、

分量、用法、用量、効能、

効果等が同一性を有する

と認められるものを含

む。）

使用

対象

動物

用法及び用量

1日量として体

重1kg当たりイ

ベルメクチン

を200μg以下

及びプラジク

ア ン テ ル を

1.0mg以下の量

を強制的に経

口投与するこ

と。

1日量として体

重1kg当たりイ

ベルメクチン

を200μg以下

及びプラジク

ア ン テ ル を

1.5mg以下の量

を強制的に経

口投与するこ

と。

使用禁止

期間

食用に供す

るためにと

殺する前27

日間

食用に供す

るためにと

殺する前35

日間

馬

馬

（一般薬検査室長　遠藤裕子）



20

検査室便り

＜検査第二部残留化学検査室＞

残留化学検査室は、昭和51年度に設立された部

屋で、畜産食品中の動物用医薬品成分の残留量を

機器を用いて分析し、休薬期間を確認することを

主な業務としています。平成15年5月の食品衛生法

改正により、残留基準値（MRL）がほとんどの動

物用医薬品に設定されることになり、平成18年5月

から、ポジティブリスト制による畜水産食品中の

残留規制が行われています。平成7年～14年までは、

MRLは既承認動物用医薬品成分としては約26成分

程度にしか設定されていなかったのですが、平成

15年から3年間で約140成分が暫定MRLとして設定

されました。平成15年から3年間は、厚生労働省の

ポジティブリスト制に対応するため、全動物用医

薬品製剤の使用基準の検討や改正に係わる業務を

集中的に行ってきました。まず、全動物用医薬品

製剤を全ての対象動物、投与方法、投与量、剤形

毎に分類し、その約3,300項目について、申請時、

再評価及び再審査等の残留試験データから、使用

基準の適否の判断を行いました。この申請時等の

データの多くの部分については、各製薬会社に入

力をご協力いただきました。次に、この資料で判

断できない製剤については、実際の残留確認試験

や残留試験を行って休薬期間を確認する必要があ

ったため、膨大な仕事量となり、（独）家畜改良セ

ンターを初めとした各機関の御協力を得て、3年間

で業務を終了できました。平成18年5月に、改正さ

れた使用基準が公布され、現在は、その使用基準

に従って、動物用医薬品は使用されています。以

下に、当室の業務を簡単に紹介します。

１．使用基準関連残留確認試験

厚生労働省のMRL設定に対応して、使用基準の

適否を判断し、必要に応じて使用基準改正のため

の資料作成を行っています。また、既存データの

みでは使用基準の適否が判断できない場合は、動

物に対象となる製剤を投与し、休薬期間経過後の

各臓器組織内の残留量を分析する試験を行い、使

用基準検討のための資料とします。

２．ワクチンの蛋白窒素検定業務

ワクチン中の蛋白窒素の定量を行い、検定基準

値以下であることを検査しています。

３．収去検査

一般薬の収去検査のうち、数製剤について検査

を行っています。

４．品質確保研修会

当所で行っている各県の担当者を対象とした品

質確保の研修会のうち、合成抗菌剤や内寄生虫駆

除剤の講義及び実習を担当しています。

５．承認審査関連業務

一般薬製剤及び抗生物質製剤については、検査

第二部全体での審査体制が取られていることから、

当室でも業務の大きな部分を占めています。

６．研究

ポジティブリスト対応の使用基準の改正業務が

一段落したので、動物用医薬品成分の代謝におけ

る個体差の問題について、今後は検討していく必

要があると考え、本年度から、代謝酵素の動物に

おける個体差についての研究を開始しています。

（残留化学検査室長　小池（浜本）好子）
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19. 9. 2 第144回日本獣医学会学術集会出席 酪農学園大学

9. 3～4 平成19年度関東甲信越北陸ブロック家畜衛生協議会出席 甲府ニュー芙蓉

9. 10 薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用医薬品等部会開催 当　　　所

9. 13 韓国政府関係者来所 当　　　所

9. 21 平成19年度第2回動物医薬品検査所特別講演会開催 当　　　所

1．ウイルスのリバースジェネテックスとその応用(麻疹ウイルスを中心に）

（厚生労働省国立感染症研究所ウイルス第三部第二室長　駒瀬勝啓）

2．ボルデテラ懐死毒とパスツレラ毒素‐毒素で曲がるブタのハナ‐

（大阪大学微生物病研究所分子細菌学分野教授　堀口安彦）

9. 28 第531回技談会開催(演題及び発表者） 当　　　所

1．無菌検査室の課題と対応2007 その2(能田健）

2．危機管理対策としての経口投与型狂犬病生ワクチンに関する調査(小川孝）

3．国内で流通している牛胎子血清中の牛ウイルス性下痢ウイルスに対する抗体の

検出成績（小佐々隆志）

主 な 行 事

月　　日 行　　　　　　　　　　事 場　　　　所

１．生物学的製剤の検査方法
（10）安全試験
対象動物に対して常用量又は高用量を用法に従って

投与し、安全性を確認する試験です。

高用量を投与する場合は2～100倍量を投与し、観察

期間中、体重、体温等の臨床観察を行い、異常が認め

られなければ合格となります。特に定められたものに

関しては試験終了後剖検を行うこともあります。

（ウイルス製剤検査室　小川　孝）

（11）迷入ウイルス否定試験
動物用生物学的製剤一般試験法によると「生ワクチン

及び血清類の試料中に検出しうる迷入ウイルスが存在し

ないことを調べる方法である。」と定義されている。

具体的には、生ワクチンの場合、それぞれの免疫血

清を加え、37℃で1時間又は4℃で一夜処理し、完全に

中和したものを試料とし、血清類の場合、リン酸緩衝

食塩液を用い、透析したものを試料とする。

例えば、発育鶏卵接種試験では尿膜腔液又は漿尿膜

上に試料を接種し、培養後、鶏胚の異常、尿膜腔液の

赤血球の凝集試験又は漿尿膜の異常により適合性を判

断する。豚由来細胞接種試験では試料を培養細胞に接

種し、培養後、細胞変性効果（ＣＰＥ）の有無の観察、

培養細胞の赤血球吸着試験、抗豚コレラウイルス血清

による蛍光抗体法、ＥＮＤ法及びＷＥＥウイルスによ

る干渉法による豚コレラウイルス否定試験等により適

合性を判断する。猫由来細胞接種試験では試料を培養

細胞に接種し、培養後、ＣＰＥの有無の観察及び培養

液の赤血球凝集性の有無による犬パルボウイルス及び

猫汎白血球減少症ウイルス否定試験により適合性を判

断する。 （シードロット管理官　蒲生恒一郎）

業務紹介
用語解説：動物用生物学的製剤の検査方法

～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、動物用生物学的製剤に共通の検査方法に関する用語を紹介します～



9. 28 4．化学合成ＲＮＡアプタマービーズ・プルダウン濃縮法による、生物材料中の 当　　　所

超低濃度プリオン蛋白質の検出(Femtograms-detection of PrPSc in biological

samples using chemically synthesized RNA-Aptamer) [Neuroprion2007発表予演]

(永田知史）

5．新しい細胞機能解析装置の感染症分野への応用(能田健)

6．病原体／免疫細胞相互作用解析法の検討(岩中麻里)

7．前培養とＰＣＲ法を組み合わせたマイコプラズマ生菌の検出～ＰＣＲ法を導入

したマイコプラズマ否定試験の検討～（松本幸子）

8．第32回組織細胞化学講習会の概要について(岩中麻里)

10. 2 平成19年度新規採用者等所内研修開催 当　　　所

10. 3 動物慰霊祭 当　　　所

10. 9 平成19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

10. 10 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

10. 15～17 第２回VICH代謝及び残留動態専門家会合出席 パシフィコ横浜

10. 16 豪州APVMA所長来所 当　　　所

10. 16～18 第20回VICH運営委員会出席 パシフィコ横浜

10. 23 平成19年度全国動物薬事監視事務打合せ会議出席 本　　　省

10. 24 平成19年度水産用医薬品薬事監視講習会出席 本　　　省

薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用一般医薬品調査会開催 当　　　所

10. 25 平成19年度家畜防疫向上等特別対策事業（動物用医薬品等残留基準値ポジティブリス 岡山シティホテル桑田町

ト制導入周知啓発事業)に係る販売業者講習会講師(近畿・中国・四国地区）

10. 26 第532回技談会開催（演題及び発表者） 当　　　所

1．牛ウイルス性下痢ウイルスの生物現象の差によるゲノム塩基配列の相違

（小佐々隆志）

2．大分県の養殖海産魚類から分離された類結節症菌の性状解析（木島まゆみ）

3．魚病ワクチンの承認前検討成績及び外国の施設において実施された安全性試験

について（木島まゆみ）

4．イリドウイルス混合不活化ワクチンの力価試験の再検定事例について

（野牛一弘）

5．畜産廃棄物の堆肥化における動物用医薬品の影響と消長（江口郁）

6．薬剤作用検査室における異常毒性否定試験法及び毒性限度確認試験法の実施状

況等について（永井英貴）

7．日本脳炎不活化ワクチン検定におけるマウス由来による感受性差異の検討につ

いて（野田紗知子）

8．猫内在性レトロウイルス検出方法に関する技術研修報告（笛吹達史）

9．動物医薬品検査所の将来を考える（牧江弘孝）

10. 25 韓国政府関係者来所 当　　　所

10. 31 平成19年度関東ブロック家畜保健衛生所長会議出席 プラザ菜の花

10. 31 薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用生物学的製剤調査会開催 当　　　所
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月　　日 行　　　　　　　　　　事 場　　　　所



人事異動

19. 9. 29 職務復帰 技 原田麻希子 検査第一部

9. 30 退　　職 技 梅野　杏奴 （検査第一部：任期満了）

10. 1 配 置 換 技 青木　奈緒 検査第一部（企画連絡室審査調整課兼消費･安全局畜水産安全管理課）

免 併 任

配 置 換 技 原田麻希子 消費･安全局畜水産安全管理課薬事審査管理班審査管理係長（検査第一部）

職務復帰 技 内山万利子 検査第一部

転　　任 技 二川　浩政 企画連絡室技術指導課調査指導係長（大臣官房統計部生産流通消費

統計課企画班総務第2係長）

配 置 換 技 原田　和記 検査第一部（消費・安全局畜水産安全管理課薬事審査管理班審査管理係長）

育児休業

海外出張

19. 9.  1 ～9 技 遠藤　裕子 検査第二部 第17回食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）等（アメリカ合衆国）

19. 10.21 ～27 技 遠藤　裕子 検査第二部 コーデックス第1回抗菌剤耐性に関する作業部会及び特別部会（大韓民国）

19. 10.28～11.1 技 岩本　聖子 企画連絡室 香港特別行政区食品環境衛生部主催「2007年獣医公衆衛生ワークシ

ョップ」及び「食品安全に関する専門調査会」（中華人民共和国

香港特別行政区）
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期　　間 官職 氏　　名 所　　属 摘　　　　　　　　　　要

月　　日 異動内容 官職 氏　　名 摘　　　　　　　　　　要

人 の 動 き

月　　日 官職 氏　　名 研修内容 研修場所

所員研修

19. 9.  3 ～7 技 大前　陽子 情報システム統一研修　第18回ネットワークⅠ 九段研修施設

19. 9.  6 ～7 事 加藤　直子 平成19年度長期給付実務研修会 KKRホテル東京

19. 9.10～13 技 長坂　孝雄 平成19年度廃棄物処理施設技術管理者講習 ワークピア横浜

19. 9.27～28 技 小池　好子 平成19年度中央畜産技術研修会（管理者） （独）家畜改良センター中央畜

産研修施設

19. 10.  1 ～4 技 能田　　健 平成19年度開発援助研修ＰＣＭ手法研修第4回計画 （財）国際開発高等教育機構

・立案コース 研修室

19. 10.  3 事 高橋恵美子 平成19年度健康管理に対する意識啓発講演会 ＫＫＲホテル東京

19. 10.19 事 高橋恵美子 平成19年度発注者綱紀保持研修 本　　省

19. 10.23～26 技 小川　　孝 平成19年度家畜衛生研修会（病性鑑定） （独）農業･食品産業技術総合

研究機構 動物衛生研究所

19. 10.30 事 齋藤美智子 平成19年度災害補償実務担当者研修会 さいたま新都心合同庁舎



木枯らしが吹き、構内の木々から枯れ葉が舞い落ち

て冬支度が進んでいる。

この10月から11月における当所の行事を振り返ると、

横浜市内で開催された第2回VICH代謝及び残留動態専

門家会合、第20回VICH運営委員会での討議、第9回国

際ヨーネ病学会（つくば市）への出席、海外で開催さ

れたコーデックス第1回抗菌剤耐性に関する作業部会

（ソウル市）、香港特別行政区主催2007年獣医公衆衛生

ワークショップ、EMEA主催国際動物衛生会議（ロン

ドン）での討議・講演などの国際業務が相次いだ。さ

らに、11月から開始されたJICA鳥インフルエンザに係

るワクチン対策改善計画に対してインドネシアに長期

専門家を派遣した。

また、豪州、インドネシアからの要人の来所と韓国

からの見学、研修者への対応が相次いだ。

我が国における動物薬事行政に関する技術的対応機

関として、当所の存在意義をこのような国際的な場で

アピールすることが重要である。

かつて、当所の国際業務は、タイ、メキシコ、イン

ドネシアなどの発展途上国に対する技術協力（専門家

の派遣及び研修生の受け入れ）が中心であったが、平

成8年にVICH業務が開始された頃から欧米などで開催

される様々な国際会議への出席が増加してきている。

また、これから海外でのGMP適合性実地調査が本格化

するであろう。

これらの国際業務に必要なのは専門的な知識・技術

とある程度の語学力である。これらが不十分であれば、

国際的な責務を思うように果たすことができない。

国内だけでなく、国際舞台で活躍する業務も増加し

ており、当所職員の更なる資質の向上が求められてい

る。

寒い時期、樹木は下へ下へと根を伸ばす。
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見学者

19. 9. 6 日本獣医生命科学大学獣医保健看護学科（3名）及び海外研究者（2名） 引率：青木博史講師

19.10.16～19 Kim,Ji Yeon（韓国）

19. 10. 25 韓国、農林部家畜防疫課他4名

月　　日 所　　　　　　　　　　属 摘　　　　　　　要


