
１ 沿革

当所は、優良な動物用医薬品、医療用具（機器）の生産を促し、家畜衛生に万全を期するとともに、公

衆衛生の保全に寄与し、もって畜産振興の基礎の確立と社会福祉に貢献することを目的として設立された

ものである。すなわち、旧薬事法（昭和 23 年７月 29 日法律第 197 号）の制定、旧動物用医薬品等取締規

則（昭和 23 年 10 月８日農林省令第 92 号）の施行とともに、昭和 23 年 10 月 29 日に家畜衛生試験場内に

検定部を置き、主として動物用生物学的製剤の国家検定を実施してきた。

昭和 25 年５月 18 日に検定業務の厳正確立を期するため、農林省畜産局に薬事課を新設、同時に薬事課

の分室として、北区西ヶ原にあった元家畜衛生試験場の建物、諸施設並びに人員を継承して業務を続ける

こととなった。

昭和 31 年３月 31 日の薬事課廃止に伴って一時衛生課の分室となったが、同年６月 25 日に農林省設置

法（旧設置法）の一部を改正する法律（昭和 31 年法律第 159 号、即日施行。）によって動物医薬品検査所

として独立、昭和 34 年４月に現在地に移転し、今日に至っている。

なお、現行薬事法（昭和 35 年８月 10 日法律第 145 号）は、昭和 36 年２月１日から施行され、以後、

随時改正されている。

また、平成 15 年７月に農林水産省の組織改編が行われ、動物衛生・薬事に関するリスク管理業務は、

消費・安全局が担当することとなり、動物医薬品検査所は同局の動物薬事所管課と連携して動物用医薬品

の検査等の業務を実施することとなった。平成 19 年４月には動物用医薬品等の承認審査及びその関連業

務が消費・安全局畜水産安全管理課から動物医薬品検査所に移管された。

［歴代所属長・所長］

昭和23年10月 家畜衛生試験場長 小 林 正 芳

〃 〃 検定部長 川 島 秀 雄

昭和25年１月 〃 寺 門 賀

昭和25年５月 畜産局薬事課長 星 修 三

〃 〃 分室長 杉 村 克 治

昭和27年４月 〃 渡 辺 守 松

昭和30年８月 畜産局薬事課長 田 中 良 男

〃 畜産局薬事課分室長 渡 辺 守 松

昭和31年４月 畜産局衛生課長 斉 藤 弘 義

〃 〃 分室長 渡 辺 守 松

昭和31年６月 動物医薬品検査所長 川 島 秀 雄

昭和40年４月 〃 蒲 池 五 四 郎

昭和41年４月 〃 信 藤 謙 蔵

昭和42年12月 〃 二 宮 幾 代 治

昭和50年12月 〃 佐 澤 弘 士

昭和55年４月 〃 畦 地 速 見

昭和59年６月 〃 沢 田 實

昭和62年６月 〃 河 野 彬

平成元年７月 〃 田 中 正 三

平成２年10月 〃 貝 塚 一 郎

平成４年８月 〃 小 川 信 雄

平成８年４月 〃 矢 ヶ 崎 忠 夫

平成９年６月 〃 大 前 憲 一

平成13年４月 〃 平 山 紀 夫

平成15年６月 〃 牧 江 弘 孝

（平成 20 年３月 31 日現在）
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２ 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）について（その 13）

本資料は，年報第 34 号からのシリーズとして掲載しているものである。

Ⅰ 平成 20(2008)年度の運営委員会（SC）の活動状況

Ａ 第 21 回 SC 会合の概要

VICH 第 21 回運営委員会（SC）会合が，2008 年７月８日から９日まで，フランス共和国パリの国際獣

疫事務局（OIE）本部において開催された。議長は EC の Terberger 委員（８日）及びその代理の Sanchez

氏（９日）が務めた。

日・米・欧三極の規制当局から９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，カナダの業界から各１名，事務局である世界動物薬連盟（IFAH）から

１名の合計 19 名が出席した。農林水産省（JMAFF）からは境政人，能田健（消費・安全局畜水産安全管

理課）及び遠藤裕子（動物医薬品検査所）が参加した。

また，このほかに，準会員の OIE から２名，EC，EU，ニュージーランド規制当局から各１名が出席し

た。さらに，それぞれの議題において専門家作業部会（EWG）又は特別作業部会（TF）の進捗状況を報

告するために，医薬品監視 TF の Ibrahim 座長並びに代謝及び残留動態 EWG の Scheid 座長が該当する議

題に参加した。

１ ガイドライン（GL）の承認

次の GL について Step 6 の署名を行い，これらの GL を 2009 年７月までに実施することとした。

GL43 動物用医薬品（Pharmaceuticals）の対象動物安全性試験

GL44 動物用生ワクチン及び不活化ワクチンの対象動物安全性試験

２ 各 EWG のレビュー及び指示等

既存の EWG のうち，活動中の５つの EWG の進捗状況を検討し，各 EWG への指示等を行った。ま

た，現在活動していない安全性 EWG を再度立ち上げることについて検討した。

(1) 品質 EWG

JMAFF は，GL45「動物用医薬品の新原薬及び新製剤の安定性試験におけるブラケッティング及び

マトリキシング法の適用」がコンサルテーション期間中であることを報告した。SC は，作業を進捗

させることを指示した。

(2) 生物学的製剤検査法 EWG

JMAFF は，GL34「マイコプラズマ汚染検出法」について，試験のプロトコールが配布されたが応

答がないため，EWG 委員の意見を求め，その提出後に EWG 会合を開催してプロトコールを確定後

に参照株についての作業に入る予定であることを報告した。SC は，試験のプロトコールに関する

EDQM（欧州評議会の医薬品品質部門）及び EWG への意見提出を２ヵ月後の９月上旬とし，その後

に会議を開催することを指示した。

(3) 対象動物安全性 EWG

日本動物用医薬品協会（JVPA）は，GL43 及び GL44 について Step 5 での合意をしたことを報告し
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た。EWG の全ての作業は修了しているが，SC は直ちに EWG を解散せず，以後２年間は活動休止状

態とし，GL の施行による問題が生じた場合に備えることを指示した。

(4) 医薬品監視 EWG

TF の座長は，主要な８つの用語リストについて担当を決めて作業を進めること，用語リストは作

成後も将来的にメンテナンスが必要になること等について報告し，2009 年１月に日本での次回会合

の開催を希望した。SC は，次回 TF 会合の開催を了承し，次回会合で GL30「動物用医薬品監視：統

一用語集」関連の用語リストのメンテナンスについての勧告を出すことを指示した。

(5) 代謝及び残留動態 EWG

EWG の座長は，EWG の５つのトピックのうち，トピック５「休薬期間決定のための統計解析法」

以外の４つのトピックについては 2008 年の第４四半期までに EWG での署名が行われコンサルテー

ションを行うことが出来るであろうと報告した。SC は，座長の提案通り４つのトピックの作業を先

に進めるよう指示した。

(6) 安全性 EWG の再立ち上げの提案

安全性 EWG は活動休止中であるが，米国業界代表（AHI）は，急性参照用量（ARfD）を決定する

作業を実施するために再度立ち上げることを前回に引き続き提案した。EU が，ARfD を何の評価に

使用するのかについての懸念を示したため，ARfD の使用目的について討議した。SC は，討議した

結果を反映し，FDA に AHI と協力して次回 SC に修正したコンセプトペーパー（CP）を提出するこ

とを指示した。

３ 新規トピックス

(1) 行政文書の電子的申請に関する提案

前回の討議を踏まえ，欧州業界代表（IFAH-Europe）は，作業の範囲を申請文書の様式，文書の構

成要素の示し方・表の参照の仕方，データを提出する媒体に限定し，スケジュールについても記載し

た CP を提出した。討議の結果，作業の対象を様式に限定し，情報交換により各国の状況を調査し，

状況把握をした上で次回の SC 会合で再度検討することで合意された。

(2) 生物学的同等性 GL に関する提案

AHI は，前回の SC 会合の討議を踏まえた CP を提出し，生物学的同等性の EWG を設置し，安全

性，効果の評価，後発品申請，剤形変更の際などのブリッジングスタディについて検討したいとの提

案を行った。討議の結果，AHI が米国食品医薬品局（FDA）と協力し，各極の GL 等の情報を収集し，

関心のある専門家からの意見を聴取して次回の SC に改訂した CP を提出して再検討することで合意

がなされた。JMAFF は，AHI に日本の GL を送付することを申し出，AHI には JMAFF に情報を提供

するよう要望した。

(3) 免疫学的動物用医薬品のバッチの対象動物安全性試験の調和に関する提案

EU は，GLP，GCP，シードロットシステム等があるので，バッチの対象動物安全性試験の必要性

がなくなってきたことから，試験動物数を減らすために最終製品の安全性を担保する試験についての

調和が必要であること，不活化ワクチンの不活化試験をなくすという作業ではないこと，生ワクチン

についての病原性やばらつきなどがある製品については適切であれば適用を除外すること等，資料に

対する補足説明を行い，次回に CP を提出したいと提案した。討議の結果，SC はこの提案を了承し

た。

(4) VICH における承認申請要件の広範な国際調和の推進のための VICH 国際調整委員会（GCG)の設
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立の提案

ICH では，SC の下に GCG が組織され，ICH メンバー国以外への ICH の情報提供をしている。VICH

においても ICH の GCG を参考にしたグローバル化の活動をするかどうかについて，前回の SC 会合

に引き続き討議がなされた。SC は，この問題について検討するための小グループを設置し，意見交

換することで合意した。

４ GL の各極での実施状況

(1) 地域での GL の解釈及び実施

FDA は，GL36「微生物学的 ADI 設定の一般的アプローチ」の米国と EU の解釈の違いについて，GL36

を作成した TF の座長を中心として検討した結果，GL の明確化が必要との結論を得たと報告した。SC

は，さらに検討する必要があるとして，GL36 の改訂，安全性 EWG の再立ち上げ等の指示は行わな

かった。

(2) Step 9 GL（最終版）の見直しに関するコーディネーターからの提案

VICH の手順に従い，実施後実施後３年以上を経過した 27 の GL について組織的に見直した。

討議の結果，GL18「不純物：新動物用医薬品，有効成分及び添加物中の残留溶媒」，GL23「遺伝

毒性試験」及び GL33「試験への一般的アプローチ」については，改訂の必要があるため，GL18 に

ついては JMAFF が，GL23 及び GL33 については FDA が改訂のための CP を次回の SC に提出するこ

ととされた。

５ 第４回 VICH 公開会議

第４回 VICH 公開会議は，2010 年６月に OIE 本部（パリ）で開催される予定とされた。

６ 次回会合の日時及び場所

次回第 22 回会合は，カナダで 2009 年２月 25 日及び 26 日に開催する予定とされた。会議後開催地は

オタワに決定した。なお，前日に事前協議を行う予定である。

Ｂ 第 22 回 SC 会合の概要

VICH 第 22 回 SC 会合が，2009 年２月 25 日から 26 日まで，カナダのオタワにおいて開催された。議

長は米国の Dunham 委員が務めた。

日・米・欧三極の規制当局から９名及び業界７名，オブザーバーであるカナダ及びニュージーランドの

規制当局及び業界各１名，事務局である IFAH ２名の合計 22 名が出席した。農林水産省（JMAFF）から

は境政人，能田健（消費・安全局畜水産安全管理課）及び遠藤裕子（動物医薬品検査所）が参加した。準

会員の OIE から１名，AVBC（オーストラリア・ニュージーランド獣医学評議委員会）から１名が出席し

たほか，「生物学的同等性資料作成のための EWG 設置」の議題の討議には米国後発動物用医薬品団体

（GADA）代表が発言権はあるが議決権のないゲストとして参加した。

１ GL の承認

次の GL について Step 6 の署名を行い，2010 年２月までに実施することとした。改正内容は３ R の
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原則(動物実験の福祉の理念)の追記である。

GL33（改正） ヒト食品中残留動物用医薬品の安全性評価試験：一般的アプローチ

２ 各 EWG のレビュー及び指示

既存の EWG のうち，活動中の４つの EWG の進捗状況を検討し，各 EWG への指示等を行った。

(1) 品質 EWG

JMAFF は，GL45「動物用医薬品の新原薬及び新製剤の安定性試験におけるブラケッティング及び

マトリキシング法の適用」のコンサルテーションを EU 及び日本は終了しているが米国では終了して

いないことを報告した。FDA は，2009 年４月にはコンサルテーションが終了する旨報告した。SC は，

米国のコンサルテーションが終了し次第 EWG で電子的作業により Step 5 に進めることを指示した。

(2) 生物学的製剤検査法 EWG

JMAFF は，ⅰ）GL34「マイコプラズマ汚染検出法」については，現在 EWG 委員に参照株を用い

た試験を早期に実施し，試験法のプロトコールを確認するよう求めているところであり，試験及びデ

ータ解析が終了したら 2009 年９月以降にストラスブールの EDQM において，GL34 のレビューのた

めの EWG 会合を開催予定であること，及びⅱ）迷入ウイルス否定試験のトピックについては，この

トピックが日本の動物用生物学的製剤のシードロットシステムが確立した後にレビューするスケジュ

ールとされており，本システムが 2008 年３月に施行されたことから，次回の EWG 会合で本システ

ムを紹介し本トピックを再開する予定であることを報告した。SC は，GL34 案のプロトコールを確

認するための EWG 会合を開催することを認めた。

(3) 医薬品監視 EWG

EU は，有害事象報告のための用語リスト作成のための TF により提出された，用語リスト，その

更新作業方法及び関連する GL42 案（医薬品監視：有害事象報告のためのデータ要素）の修正の提案

について説明した。SC は，TF の提案を了承し，EWG に対して GL42 案の修正に関する TF の提案を

受け入れるよう要請するとともに，GL30 案（医薬品監視：用語リスト），GL35 案（医薬品監視：デ

ータ転送のための電子的標準）及び GL42 案について電子的に作業を進めるよう指示した。なお，用

語リストは，動物種・品種，剤形，曝露経路，承認外使用項目，規制当局の識別コード，投与量の単

位，含量の単位，VEDDRA（EU 当局が管理する獣医臨床用語リスト）である。

(5) 代謝及び残留動態 EWG

EU は，EWG の５つのトピックのうち，トピック５「休薬期間決定のための統計解析法」以外の

４つのトピック「１ 残留物の性質及び量の特定，２ 実験動物における代謝の比較」，「３ 残留物

の消失を決定する試験」及び「４ 分析法バリデーション」について電子的に討議しているが 4 トピ

ックの合意が全て得られない場合のトピックの進め方について座長が SC の意見を求めていることを

説明した。SC は，対立意見があるトピックについて合意が得られないまま EWG が署名しステップ

を上げることを認めず，４つのトピックのうち合意が得られたものからステップを上げるよう指示し

た。

３ 新規トピックス

(1) 生物学的同等性 GL に関する提案

FDA は，前回の SC 会合の討議を踏まえて修正した CP を提出し，生物学的同等性の EWG を設置

することを提案した。また，EU は，生物学的同等性 GL の改正についてのパブリックコメントを実
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施予定であり，改正後は FDA の GL との主な相違点がなくなることを説明した。JMAFF は，日本の GL

案は国内で業界の意見を求めているところであること，現状と比較して非常に厳しい GL を日本国内

で導入することは難しいことについて理解を求めた。討議の結果，FDA は各極の登録メンバーと電

子的に討議しながら CP を修正し，次回の SC で討議することとした。

(2) 免疫学的動物用医薬品のバッチの対象動物安全性試験の調和に関する提案

EU は，各極の意見・情報を収集し，それらの意見を集約した表を加えて CP を作成したことを説

明し，第１段階を不活化ワクチンの対象動物安全性試験の削除，第２段階を生ワクチンや実験動物安

全性試験の削除に広げることを提案し，トピックリーダーとなる意思を表明した。一方 JMAFF は，

本トピック開始の議論は対象動物のレトロスペクティブな解析であったこと，本トピックを取り扱う

生物学的製剤検査法 EWG は優先順位の高い他の２トピックを抱えていること等を根拠にトピック開

始時期を遅らせるよう要望した。討議の結果，SC は，生物学的製剤検査法 EWG の新トピックとし，

EU がトピックリーダーとして案を作成し，電子的に討議することを了承した。

(3) ARfD の設定のための試験

FDA は，前回の SC 会合の議論を踏まえて修正して作成した CP をさらに EU の意見を取り入れて

修正し，安全性 EWG を再設置し，ARfD の設定のための試験を新たなトピックとして検討すること

を提案した。SC は，この提案を了承し，FDA を座長とする安全性 EWG を 2009 年６月１日までに設

置し，GL 案作成のために１回以上 EWG を開催することを指示した。

４ GL の各極での実施状況

(1) GL18「不純物：新動物用医薬品，活性成分，賦形剤中の残留溶媒」の改正

SC は，品質 EWG に対し電子的に作業を進めるよう指示した。

(2) GL23「ヒト食品中残留動物用医薬品の安全性評価試験：遺伝毒性試験」の改正

OECD の GL が最終版とされてから作業を開始することとした。

(3) GL33 の改正

１のとおり改正した。

(4) GL36「ヒト食品中残留動物用医薬品の安全性評価試験：微生物学的 ADI 設定のための一般的アプ

ローチ」の改正

SC は，2009 年４月 15 日までに専門家を指名し新 EWG を設置すること及び FDA のフェルナンデ

ス氏（GL36 作成時の TF 座長）を座長とし，必要があれば９月に会合を開催することを了承した。

５ 第４回 VICH 公開会議

2010 年６月 24 及び 25 日に OIE 本部（パリ）で開催される予定であることを確認し，科学的プログ

ラム案の内容を検討した。検討の結果，活発に活動を行っている EWG，VICH 活動の将来のビジョン

などを中心にプログラム案を修正した。プログラム案を今後さらに電子的に検討し，次回 SC 会合で講

演者を決定することとした。

６ VICH フェーズⅡ戦略

(1) 新規トピック

EU が安定性試験の統計的評価の GL の作成について提案し，討議の結果，EU が次回 SC 会合に討

議文書を提出することとした。
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(2) VICH 国際調整委員会

VICH のグローバルアウトリーチの改善を目的とする Ad hoc グループ（構成員は SC メンバー）を

結成し，2009 年 9 月２及び３日にワシントンで会合を開催することとした。

(3) OIE と VICH のパートナーシップの強化

OIE は，今後の活動の中で VICH との関係を強化することを要望し，JMAFF はこれまでの各地域

における活動を評価した上で取組みを開始すべきであると述べた。

７ 次回会合の日時及び場所

次回第 23 回会合は，神戸で 2009 年 11 月５及び６日に開催する予定とされた。なお，前日に事前協

議を行う予定である。

Ⅱ 平成 20（2008）年度の VICH 各 EWG の活動状況

Ａ VICH 品質 EWG の概要

１ VICH 品質 EWG の目標

ICH で合意された品質に関する各種 GL をもとに，動物用医薬品のための GL を作成する。

２ 品質関係 GL の検討経過

(1) 専門家メンバー（2009 年３月 31 日現在）

小池（浜本）好子（日本国行政代表，動物医薬品検査所，座長）

鈴木和彦（日本国業界代表，（社）日本動物用医薬品協会，日本全薬工業（株））

Norbert Möller(EU 行政代表，ドイツ国消費者保護及び動物用医薬品研究所（BGVV）)

Christian Harsche(EU 業界代表，ドイツ国，ベーリンガー・インゲルハイム社)

Denns M. Bensley(米国行政代表，FDA，安定性関係トピックリーダー)

Arthur J. Faulkner（米国業界代表，AHI，ファイザー社，品質規格関係トピックリーダー）

Bob Hills（オブザーバー，カナダ国，カナダ保健省，2007 年 9 月より交代）

(2) VICH 品質 EWG 会合の開催

第５回 VICH SC 会合（1999 年５月）において，新たな検討課題がなければ，本 EWG 会合は開催

しないこととされており，2000 年度から会合は開催されていない。

なお，第８回 SC 会合（2000 年 11 月）において，ICH の品質関係 GL をもとに書面手続きにより GL

を検討することとされ，書面手続きによる作業が行われている。

(3) 品質関係 GL の検討及び施行状況

これまでに次の 12 種類の GL（GL1 ～ 5，8，10，11，17，18，39 及び 40）が作成され，各規制当

局において制定された。また， VICH GL3（R）， GL10（R）及び GL11（R）は，2008 年１月まで

に各規制当局において制定される予定となっていて，日本においても，施行予定である。

GL45（原薬及び製剤の安定性試験へのブラケッティング及びマトリキシング法の適用について）

は，2007 年１月 24 日～ 25 日に行われた第 19 回 SC において，ICH の Q1DGL をもとに書面手続き

により検討することとされた。2007 年４月に Dr. Harsche（EU 業界代表）に，トピックリーダーを依
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頼し，2007 年８月に第１案が各 EWG メンバー及びオブザーバーに送付され，検討が開始された。2007

年 11 月 16 日に Step 2 のサインを行い，2007 年 12 月に SC において，持ち回りで Step 3 のサインが

行われた。Step 4 のパブリックコメント聴取は，EU と日本では 2009 年の１月中旬には終了したが，

米国では未だ終了していないので，迅速な終了を依頼している。

2009 年２月 25 ～ 26 日に開催された第 22 回 SC において，VICH 品質 EWG において GL18 の改訂

を行うことが決定された。これを受けて，平成 20 年度末には，GL18 を担当した Dr. Möller に GL18(R)

の原案作成を依頼した。

３ 平成 20（2008）年度における VICH 品質 GL の検討状況

(1) GL45（原薬及び製剤の安定性試験へのブラケッティング及びマトリキシング法の適用について）

GL45 は，原薬と製剤の安定性試験の検体サンプリングにおける減数試験の方法についての GL で

ある。動物用医薬品と人用の医薬品とで安定性試験における検体サンプリング法に特に大きな違いが

ないと考えられたことから，この GL 案における ICH の Q1DGL からの主な変更点は，例えば「医薬

品」を「動物用医薬品」と訂正すること等の用語の変更であり，内容的な変更ではなかった。平成 20

年度には，パブリックコメント聴取が各行政機関において実施され，EU と日本では既に終了したが，

米国では未だ終了していない。

Ｂ VICH 動物用医薬品監視 EWG 概要

１ 平成 20（2008）年度 VICH 動物用医薬品監視 EWG 管理用語集作成 TF の概要

平成 20 年７月１日から４日までの４日間，ドイツ連邦共和国のベルリンにおいて，第１回 VICH 医

薬品監視 EWG 管理用語集作成 TF 会議が開催された。また，平成 21 年１月 19 日から 23 日までの５日

間，農林水産省三番町分庁舎において，第２回 VICH 医薬品監視 EWG 管理用語集作成 TF 会議が開催

された。本 TF は，前回までの作業部会において副作用情報の電子的伝送方法に用いる用語リストを定

義する GL35 において，APPENDIX として添付することとされた用語及び各用語を電子ファイル上で

表現するために各用語に割り振られるコードのリストの具体的内容について検討するために設置された

ものである。

２ 第 1 回ベルリン会合（2008 年７月１日～４日）

(1) 出席者

Dr. Cornelia Ibrahim(座長，EMEA，BVL(ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁))ほか，米国，EU 及

び日本から計 14 名の専門家，オブザーバーとしてカナダから１名が参加した。日本からは業界代表

として内田幸治氏及び氏政雄揮氏((社)日本動物用医薬品協会)，規制当局代表として江口郁(動物医

薬品検査所)が参加した。

(2) 議事概要

① 本 TF の目的と骨子の整理

まず最初に各国における，電子的市販後副作用情報管理の実施状況の報告が行われ，EU は域内

各国による進捗度のばらつきはあるものの，EU 独自の形式によりシステムの運用は開始されてい

るとのことであった。米国では本格的運用には至っていないものの，2009 年３月には FDA 内の情
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報システムの再構築にあわせて本格運用を目指しているとのことであった。我が国からは独自形式

ではあるが，インターネット上あるいはメール等による副作用情報の受け入れシステムが稼働して

いる旨の説明をした。

次に現時点での HL7（米国で作成された，医療情報の電子的伝達のための手順規格）の整備状

況について EMEA から説明があり，2009 年夏に ISO の相当する規格との統合を目指して作業中で

あるとの報告があった。

続いて本 TF の進行方法が座長から提案され，検討対象リストごとに幹事国(地域)と連絡担当者

を決定し，検討材料となるリストを元に各国から出された意見を集約してリスト案を作成すること

とした。

以下，各リストの検討に移った。

② 対象動物種及び品種

交雑種の取り扱いについて，２種以上の交雑種の記載を認めるかで出席者間での意見の相違があ

り，EMEA から交雑種の表記は２種までとし，その記載方法について提案があり，基本的には合

意を得た。幹事は EU 当局と決定した。

③ 規制当局識別コード

国名を示す ISO のコードに続き，英数字８文字で規制当局を表記することで基本的に合意した。

具体的規制当局名とそのコードは，各々の国が作成して幹事に通知することとした。幹事は FDA

と決定した。

④ 適応外使用項目

適応外使用項目が複数ある場合の取り扱いについて，併記を認めるかで意見が分かれたが，重複

して発生する可能性があるパターンを整理し，各パターンにコードを割り振ることで合意した。幹

事は日本当局と決定した。

⑤ 曝露経路

検討材料となるリストを基本とし，あまりに細かすぎるなど必要性がないと思われる用語を幹事

が獣医学的見地から精査することで合意した。幹事は EU 当局と決定した。

⑥ 剤形

曝露経路と同様に幹事が精査することとした。幹事はカナダ当局と決定した。

⑦ 投与量の単位

⑧ 含量の単位

この２つのリストは統合してひとつのリストとすることが検討されたが，結論としては独立した

リストとすることとなった。また除算を含む単位(mg/kg など)についてはそれ自体を一つの単位と

はせず，２つの単位の組み合わせを用いることとした。両リストとも幹事は FDA とすることとし

た。

⑨ VEDDRA

VEDDRA は EU 当局が管理する，獣医臨床上の臨床症状，徴候などに関する用語を集積したリ

ストである。前回の作業部会で VICH としては VEDDRA を利用する立場であるが，その内容に要

望が生じた場合などには本 TF が窓口となって VEDDRA を管理する事務局に意見を出すことが確

認されている。今回の会議ではさらに踏み込んで本 TF は年１回欧州で行われているメンテナンス

会議にオブザーバーとして積極的に関与していくことで合意した。日本の立場としては必要に応じ

て会議に参加または意見を提出することで関与していく意向を示し，了承された。また VEDDRA
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には動物を対象としたリストと人を対象としたリスト(動物用医薬品を人に曝露した場合の報告に

係るもの)があるが，同義語ながら２つのリストで異なるコードが割り当てられているものなどに

ついて今後整理することとした。幹事は EU 当局と決定した。

⑩ 製品識別コード

製品固有のコードに関するリストであるが，リストの作成可能性から議論がなされた。これらの

内容は個別の規制当局ごとの内容であるため，承認を行う当局ごとに整理すべき内容であるとの考

え方が支配的であった。

最後に今後の方針として，幹事がまとめたリスト案をメール等により回覧・検討することにより

修正を重ね，会議によって詰めの作業を行うことが決定された。

(3) まとめ

本 TF で取り扱うリストは，ハーモナイズ後の各極内での有害事象報告の内容そのものを規定する

ものであり，各極とも限られた電子ファイルの様式中に可能な限り有用な情報の表現を可能にし，か

つ報告者が取り扱いやすいものとすることを目指して議論が交わされた。本文にもあるように，本 TF

の作業はリストごとに幹事が取りまとめるという形態を取るこにとなった。

３ 第２回東京会合（2009 年１月 19 日～ 23 日）

(1) 出席者

Dr. Cornelia Ibrahim(座長，EMEA，BVL(ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁))ほか，米国，EU 及

び日本から計 12 名の専門家，オブザーバーとしてカナダ及びオーストラリアから各１名が参加した。

日本からは業界代表として内田幸治氏及び氏政雄揮氏((社)日本動物用医薬品協会)，規制当局代表と

して江口郁，小島明美(動物医薬品検査所)が参加した。

(2) 議事概要

① 第１回会議後の作業内容についての確認

第１回会議の後，平成 20 年 10 月に，TF メンバー間で電話会議が開催された。我が国は不参加

であったが，その内容は事前に受領しており，会議後速やかに入手している。この電話会議におい

て議論された内容について改めて確認が行われた。本内容について特に異論は出されなかった。

以下，各リストの検討に移った。

② 対象動物種及び品種

交雑種の取り扱いについて，第１回会議では交雑種の表記は２種までとし，両種のコードを併記

することで合意したが，会議後に FDA が持ち帰って IT 担当者と相談したところ，そのような様式

は不合理であり，種の記載を複数可能にした上で，交雑種であることを示す標識をデータセット中

に追加すべきであると強く主張されたとのことであった。これを受けて会議では記載様式を再考し，

FDA の提案に沿う形で合意した。なお，それに伴い，すでに合意されている GL42 の内容に改訂

が必要となったことから，医薬品監視 EWG の再立ち上げを求めることで一致した。その他種と品

種リストについて細部の見直しが行われ，我が国からは我が国の固有種，飼育されている鶏種及び

養殖魚種について追記するよう求めて了承された。

③ 規制当局識別コード

第１回会議の合意に基づき，各国から寄せられたコードの整理を行った。我が国の規制当局コー

ドは国名を示す ISO のコードを含めて英数字８文字で表記する合意に基づき，「JPNJMAFF」とす

ることを通告した。
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④ 適用外使用項目

幹事である日本当局から予め可能な適用外使用項目(投与経路，適応症など)の組み合わせについ

てコードを割り振った表を提示した。会議において組み合わせの見直しが行われ，EU 等の求めに

応じて全組み合わせパターンを明示した表を作成して合意された。

⑤ 曝露経路

幹事である EU 当局から，第１回会議の内容を受けた修正案が提出され，細部の見直しの後に合

意した。

⑥ 剤形

曝露経路と同様に幹事であるカナダ当局から修正案が提出され，議論の結果合意に至った。

⑦ 投与量の単位

⑧ 含量の単位

幹事である FDA から提出された修正案を元に議論を行った。単位については第１回会議の合意

内容に加え，メートル法を基本とすることなどが合意された。また FDA からの提案により，含量

の単位において，動物用医薬品に固有の単位以外については，米国がん研究所(NCI)が定めた既存

のリストがあり，これを用いていくことが提案され，了承された。

⑨ VEDDRA

第１回会議において，動物を対象としたリストと人を対象としたリスト(動物用医薬品を人に曝

露した場合の報告に係るもの)を統合することで合意したが，今回会議場で本年末までに統合した

ものを実行することが確認された。また本 TF が年１回欧州で行われているメンテナンス会議にオ

ブザーバーとして積極的に関与していくことで合意しており，本年もロンドンにて会議が行われる

ことが告知されたが，我が国からは特に必要がある場合には参加するものの，通常は意見等を通信

手段により送付することとして了承を得た。

⑩ リストの維持管理に関する事項

本 TF で合意した用語リストは，科学技術の進歩などに伴って常に見直されるべき性格のもので

あり，その維持管理に関する取り決めをしておく必要があった。このことについては，TF の構成

員を主たるメンバーとするメンテナンスのための会議を立ち上げることとし，定期的には年１回の

開催を原則として，通信手段によりその改訂について協議することが合意された。また各リストに

ついては，本 TF における幹事がそのまま維持管理の幹事となり，改訂意見などを受けて作業を分

担することが合意された。

４ 総括

本 TF は２回の会議の議論により，本 TF で作成すべきリストについてはすべて合意に至った。これ

をもって本 TF は終了することとなったが，議論の結果，GL42 について細部の修正が必要であること

が確認され，医薬品監視 EWG を会議あるいは通信手段によって開催し，修正を求めることとなった。

またリストの維持管理に関する合意により，引き続き本 TF メンバーは，その維持管理にあたることと

なった。今後 EWG での合意が得られた後，国内において本 GL に対応した副作用報告の要領やインフ

ラ等の整備について検討を進めていく必要がある。
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Ｃ VICH 生物学的製剤検査法 EWG の概要

当 EWG では，現在，２つのトピック，マイコプラズマ検出試験法と迷入ウイルス検出試験法を検討し

ている。

１ マイコプラズマ検出試験法

(1) 検討経過

既に本トピックにおいて作成された GL34 については Step 4 の段階にあるが，本 GL を進展させる

ためには国際的な共同試験を実施し，その結果に基づき本 GL の修正又は確認が必要とされている。

この国際的な共同試験には計５株のマイコプラズマ標準株を使用することが決定されており，これら

は EDQM が作成・配布することとなっている。また，EDQM から当該試験の実施に当たり具体的な

試験方法（プロトコール）が提案され各極が了承したところである。

(2) 現在の状況

国際的な共同試験で使用することとされているマイコプラズマ標準株（計５株）については，平成 18

（2006）年６月に開催されたヨーロッパ薬局方（EP）委員会で EP に収載されることが決定し，EDQM

から各極に配布する準備が整い，各極への配布手続きが行われている。また，EDQM からプロトコ

ールが当 EWG に提出され EWG での合意が得られたところとなっている。

(3) 今後の予定

平成 21（2009）年２月にカナダ･オタワで開催された第 22 回 SC において，当 EWG の座長から以

下の提案をし了承された。まず，各極メンバーは EDQM から標準株を入手し，プロトコールに基づ

き試験を実施し，結果を EDQM に送付する。その後，EDQM の専門家により試験結果をとりまとめ

られたところで GL34 のレビューのための EWG 会合をストラスブールの EDQM で開催するよう求

める。

２ 迷入ウイルス検出試験法

(1) 検討経過

本トピックにおいて検討されてきた GL 案については，我が国の現行制度を改正しなければならな

いことから，SC において我が国の制度の改正を待って再開することとされた。

(2) 現在の状況

現行制度の改正として，我が国は平成 20(2008) 年３月に動物用ワクチンのシードロット・システ

ムの導入を行い，同年 10 月からシードロット製剤の申請受付を開始した。

(3) 今後の予定

当該制度が導入されたので，次回 EWG 以降本トピックを再開する予定である。

Ｄ VICH 対象動物安全性試験 EWG の概要

１ 第 10 回 VICH 対象動物安全性試験 EWG の概要
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(1) 開催期間：2008 年６月 23 日～ 24 日

(2) 開催場所：農林水産省 三番町分庁舎（東京）

２ 会議内容

(1) 概要

VICH の対象動物安全性試験 (Target Animal Safety; TAS) EWG は，３つの GL の作成に携わって

いるが，この内，①「動物用生ワクチンの病原性復帰否定試験（TAS Rev; GL41）」については既に GL

の作成作業が終了し，各規制当局が，それぞれの地域における基準の制定作業を行っているところで

ある（Step 7）。従って，今回の会合では，②動物用医薬品の対象動物安全性試験（TAS Pharma; GL43）

及び③動物用生及び不活化ワクチンの対象動物安全性試験（TAS Bio; GL44）のパブリックコメント

後の修正にかかる討議が行われた（Step 5）。

TAS Pharma に関しては，パブリックコメント時に米国及びヨーロッパにおいて多くの意見が寄せ

られたため，各々の規制当局で対応案を策定した後，電子討論を実施し，最終的に合意に至らなかっ

た部分について集中的に討論を行った。TAS Bio に関しては，いずれの極においても特段の意見が提

出されなかったことから，TAS Pharma との整合性を図り，表現・語句等の修正を行った。なお，TAS

Bio に関しては，会議直前にオブザーバーである「オーストラリア・ニュージーランド」から意見が

提出されたが，①パブリックコメント期間が既に終了していること，及び②内容が主に質問事項であ

ったことから，TAS Bio の座長である Moos 氏が返答案を作成し，EWG で確認後，EWG から回答す

るという形で対応した。また，USDA の Gatewood 氏については，諸事情により会議に出席できなか

ったことから，会議開催時間に USDA に待機し，電子媒体による意見交換を行った。

今回の会議は，最終ステップであるため用語の修正等が主であったが，TAS Pharma（GL43）につ

いては，いくつか，実質的な討論及び修正がなされた（下記参照）。

なお，会議のドラフトの逐次修正作業は，当所の岩本聖子品質保証科長及び嶋崎洋子委員が担当し，

プロジェクタで写し出された画面を見ながら，討論及び変更箇所の確認を行った。

会議は，２日目に最終合意に至ったことから，その場で最終ドラフトを打ち出し，各極の専門家に

よる署名がなされた。JMAFF も，今回の修正内容を適当と判断したことから，木島まゆみ委員が最

終ドラフトに署名を行った。会議の議事録は，JVPA の玄間委員及び岡野委員が作成し，最終ドラフ

トについては，永田委員が各極の委員に送ることとされた。

今後，VICH の上部機関である SC ｓで了承された後，各極の規制当局によって，この GL に沿っ

た基準が制定される予定である。

(2) TAS Pharma（GL43）に関する討論及び修正内容

ア 基準の項

現行の基準では，「TAS 試験は GLP の原則に適合するように実施しなければならない。IVPP（治

験薬）は GMP の原則に適合するように製造しなければならない。」とされているが，FDA では，

現在，GMP 基準が変更された場合にも新しい基準で実施させるために，current という言葉を入れ

るのが通常であるため「GMP を cGMP (current GMP)」に変更するように要請があった。また「GMP

の原則（principles）」を「GLP の概念（concepts）」に変更する旨の提案があった。EU では「cGMP」

という言葉は一般的ではないが，許容可能ということで合意した。また，日本では，現在，IVPP

を GMP に従って製造する必要はないものの，「concepts of cGMP must be applied」という表現は，

「現行の GMP 基準に従わなければならない」ということではなく，「IVPP 製造当時の GMP の概
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念に沿って製造すべき」という意味であることから，この修正に同意した。

また，EU では，「薬理，毒性及び残留試験は GLP に適合しなければならないものの，TAS につ

いては必ずしも GLP で実施する必要はなく，また，大動物に関しては，GCP が適用される場合も

ある」ことから，GLP 関連の規定に難色を示したが，これについても，「GLP に適合しなければな

らない」のではなく，「GLP の”原則”に適合すべき」という表現であることから，譲歩する形と

なった。

イ 動物の項

「TAS 試験に疾病動物を使用する必要はない。」という一文については，「ペットの腎不全の様

に疾病動物を使用する必要がある場合」も想定されることから，削除するように要請があった。疾

病動物を使用するのは非常に稀なケースであり，各極の規制当局が個別に対応すれば良いといった

意見も出されたが，この項の最初に「健康な動物を使用すべきである」という記載があることから，

この一文を削除することとなった。

ウ 治験薬と投与経路の項

「治験薬は，市販しようとする製品と量的及び質的に同一組成であり，また不純物のプロファイ

ルが同様であるべきである。市販する処方を使わない場合には，比較試験(comparative studies)が

必要かもしれない。」を「治験薬は，市販しようとする製品でなければならない。市販する処方を

使わない場合には，比較試験又はブリッジ試験が必要かもしれない。」に変更する提案があった。

この提案で新たに追加された「ブリッジ試験」の定義が定かではなかったが，comparative studies

と同じ意味ということであったため，「comparative (bridging) studies」という表現に変更して合意

された。

エ 投与量，投与回数及び投与期間の項

最高推奨用量群（1X）の定義が曖昧であるという意見が出されたことから，「最高推奨用量群（1X）

とは，ラベルの表示の中で実際に最も高い用量のことを言う。最高推奨用量は，個々の用量表示（用

量単位表示，錠剤の組み合わせ等）のうち，最も体重の小さい動物において換算された量となるか

もしれない」という定義が追加された。

オ 安全域試験に用いる変数の項

現行の「身体検査及び観察，臨床病理検査，剖検及び組織病理検査」に加え，「薬物暴露の毒性

動態的評価（toxicokinetic evaluation of drug exposure）」といった他の変数についても考慮すべき」

という文章が追加された。なお，この変数については，他の指標と同等には取り扱えないものの，

安全性試験を実施する上では有用な指標と考えられことからオプションとして記載することとし，

過度のサンプリングとならない様に注意する旨の制限を加えて追加されることとなった。また，本

項の表題については，「変数（Variables）」に修正された。

カ 臨床病理検査(血液学，血液化学，尿検査) の項

血液に関する変数として「全血凝固時間又は出血時間」が例示されているが，これについては①

標準法がなく，文献によって値が異なっており，また，被毛や舐めることによる影響も大きいため

削除すべきという意見と，②重要な項目であり，同一試験における個体の比較は可能（対照群と投

与群）なので残すべきという意見が対立した。最終的には「ここに記載されている項目については，

測定する変数の代表例」であって「必ずしも全て測定する必要はなく，必要と思われるものがあれ

ば例示しておいた方が良い」との考え方から，Whole blood clotting time or bleeding time を Buccal

mucosal bleeding time と Whole blood clotting time に分け，両項目の記載を残すことで合意された。
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また，「尿素窒素」については，「尿素」の値から「尿素窒素」値を換算していることから，「尿

素」(Urea)と記載した方が良いという提案が出されたが，Urea nitrogen の方がより一般的であるた

め，現行どおりの記載とされた。

キ 剖検及び組織病理検査の項

一般安全試験（投与群；0, × 1, × 3, × 5）において，現行では，少なくとも 0 及び× 5 群で剖

検・組織検査を行い，陽性の場合に他群の剖検・組織検査を実施することとされていたが，「組織

所見の結果が出るのに時間がかかるため，その結果を待って他群を剖検するのは不適切」という意

見が出されたことから，①「新有効成分」については，実質的な判断として，剖検及び組織固定ま

で全群で実施することとされた。なお，これについては，現行に比べて屠殺動物数が増加すること

になるため，「新有効成分のものを，その他のものと別の扱いをする理由（新有効成分については，

一般的に，対象動物に対する安全性の知見が少ないこと等）を追記することとされた。

また，②「既知で使用実績のある成分」については，臨床症状が認められなかった場合にも動物

を屠殺するのは，倫理的に疑問であるという意見が出されたことから，「当該成分については，臨

床症状が認められなかった際には，剖検及び組織病理検査を免除する旨の記載」が追加された。な

お，③については，現行の国内基準においても，最高投与量群で一般状態及び臨床検査成績に異常

が認められない場合には屠殺剖検が免除されていることから，これにも沿った変更であると考えら

れた。

ク 繁殖安全性試験の項

経皮投与外用剤については，「経皮投与外用製剤の投与部位安全性試験(3.2)」において，「投与

後に経口摂取することが起こりそうな場合（例えば舐める），その安全性を調べるために外用製剤

の最高推奨用量を経口投与する必要があるかもしれない。」と記載されていることから，繁殖安全

性試験においても同様のことを想定すべきという意見が出された。これを受け，「舐めること等に

より，偶発的に経口摂取することが起こりそうな場合，他に正当化されない限り，外用剤について

も最高推奨用量を用いた繁殖安全性試験を実施することが推奨される。」という文を追加すること

が提案されたが，実際にそのような試験を実施しているところはなく，現実的でないことから，追

加は見送られた。

また，現行の基準では，「主な泌乳期間をカバーする適切な期間まで試験を継続する」とされて

いるが，「試験期間が２年にも及ぶので短縮して欲しい」，「主な泌乳期間の定義が曖昧」といった

意見が EU の業界団体等から出された。これに対し，「分娩後，産子の初期の発達及び運動機能が

評価できるまでの適当な期間」とする対応案が出され，受け入れられた。また，「産卵鶏の産卵曲

線」を評価することについても試験期間が長期になるという意見が出され，評価項目を「産卵数

（number of eggs）」に変更する提案が出され，提案を受け入れた修正がなされた。

(3) その他

全般的な修正として，「有効成分」にあたる表現を Active Pharmaceutical Ingredient (API) に統一し，

用語の定義を加えた。control についても，定義を修正し，Negative control を用語に加えた。また，

Guideline という表現は，より拘束力の低い Guidance という用語に変更され，will についても，一部

should, may 等に変更され，全般的に，より柔らかい表現の GL をされた。ただし，これらの表現に

ついては，最終的には，SC の最終調整に委ねることとされた。
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Ｅ 代謝及び残留動態 EWG の概要

１ EWG の開催状況

Step 5 までは書面手続きにより検討を行うこととされているので，平成 20（2008）年度において作

業部会会合は開催されなかった。

２ GL の検討状況

(1) 専門家メンバー

Dr. Stefan Scheid：Europe / EU / BVL-ドイツ，座長

Dr. Johan Schefferline：Europe / EU / CSR-オランダ，専門家

Dr. Leo Vanleemput：Europe / IFAH Europe，専門家

Dr. Julia A. Oriani：US / FDA / CVM，専門家

Dr. John Napier：US / AHI，専門家

Dr. Bruce Martin：US / AHI，専門家

小池良治：日本 /農林水産省動物医薬品検査所，専門家

福本一夫：日本 / （社）日本動物用医薬品協会，専門家

Dr. David W Gottschall：Europe / IFAH Europe，アドバイザー

Mr. Javad Shabnam：カナダ / HC-VDD，オブザーバー

Dr. Phil Reeves：オーストラリア / APVMA，オブザーバー

(2) トピック１：食用動物における動物用医薬品の代謝及び残留動態を評価するための試験（総残留試

験）

平成 20 年５月末に第２回会合の意見等を踏まえた修正案が提示され，検討が行われた。さらに修

正された提案がほぼ合意された 21 年１月末に FDA より指標残留の説明を追加したいとの意見があ

り，検討中である。

(3) トピック２：実験動物での比較代謝試験

平成 20 年５月末に第２回会合の意見等を踏まえた修正案が提示され，検討が行われた。11 月初め

に再度修正案か提示され提案はほぼ合意された。

(4) トピック３：安全濃度以下への指標残留減衰評価と休薬期間確立のための試験（残留減衰試験）

平成 20 年５月末に第２回会合の意見等を踏まえた修正案が提示され，検討が行われた。７月末，

９月初め及び 21 年１月初めに再度修正案か提示された。分析対象臓器等で合意が得られず検討中で

ある。

(5) トピック４：残留物試験において使用される分析方法のバリデーション要件

平成 20 年４月初めに第２回会合の意見等を踏まえた修正案が提示され，検討が行われた。11 月初

めに再度修正案か提示され提案はほぼ合意された。

(6) トピック５：科学的モデル仮定（休薬期間計算）のハーモナイゼーション

第２回会合後，修正案は示されず，作業は停止状態にある。

３ 今後の予定

平成 21 年度初めに，トピック５を除く４つの GL を Step 2 のサインができるよう作業を進めている。
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