
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22年10月 〃 境 政 人

（平成 23 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15）

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22(2010)年度の運営委員会（SC）の活動状況

Ａ SCの目標 ： VICH活動の目的を達成するために適切にVICH活動を運営すること。

VICH活動の目的は、以下のとおり。

・安全かつ有効な高品質の動物用医薬品のVICH地域への供給、及び実験動物と開発コストの 小化

のための調和された規制の要件を確立・導入すること。

・VICH地域より広い国際的な承認要件についての共通の基盤を提供すること。

・ICH活動に注意しつつ、既存のVICHガイドライン（GL）を監視、維持し、必要な場合には改正を

行うこと。

・導入されたVICH-GLについて一貫したデータ要求の解釈を維持、監視するための有効な手続きを確

保すること。

・規制当局と製薬業界の間の建設的な対話により、VICH地域における規制の要求に対して影響する

科学や重大な世界的問題に対応することのできる技術的なガイダンスを提供すること。

Ｂ 検討事項・検討状況

(1) VICH戦略：VICHフェーズⅢ（2011～2015年）について討議し、決定した。

(2) VICH公開会議：第４回公開会議を2010年６月24～25日にOIE本部（パリ）で開催した。

(3) VICHグローバルアウトリーチ活動：VICH公開会議の討議も考慮に入れて、短期的目標を決定した。

次回SC会合の直前にVICH以外の国／地域との会合を開催することを決定した。

(4) VICH活動の進捗状況：進捗状況を確認した。

(5) GLの見直し：４つのGL（GL23、GL37、GL39及びGL40）の改正の必要性を検討し、GL23の改正

作業を開始することを決定した。

(6) 各専門家作業部会（EWG）の進捗状況：進捗状況を確認した。

(7) GLの承認(step 3)：３つのGL案（GL35、GL36(R)及びGL18(R)）を承認した。

(8) GLの承認(step 6)：７つの GL（GL30、GL42、GL45～GL49）を承認した。

(9) 新規トピック（コンセプトペーパー(CP)及び討議文書の検討）：３つのトピックについて検討し、

１つのトピック（生物学的同等性試験）の開始を決定した。

(10) その他

Ｃ 第24回SC会合の概要

１ 開催日：2010年６月23日及び26日
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２ 開催場所：パリ（フランス共和国）

３ 出席者：

・議長

EU: D. Mackay

・SC 委員及びコーディネーター(C)

AHI: R. LIVINGSTON

AHI (PFIZER): M. J. MCGOWAN

EUROPEAN COMMISSION (DG SANCO): K. KRAUSS (M. Terberger の代理)

EMEA-CVMP (AFSSA): G. MOULIN

EMEA: K. GREIN (C)

IFAH-Europe (MERIAL): B. BOENISCH

IFAH-Europe: R. CLAYTON (C)

JMAFF（畜水産安全管理課）: 池田一樹

JMAFF（動物医薬品検査所）: 遠藤裕子

JMAFF（畜水産安全管理課）: 能田健 (C)

JVPA (共立製薬(株)): 梶原雅哉

JVPA (大日本住友製薬(株)): 小松忠人

US FDA: M. SMITH

US FDA: M. LIMOLI (C)

USDA APHIS CVB: B.E. RIPPKE

・オブザーバー

HEALTH Canada：I. ALEXANDER

ANIMAL HEALTH ALLIANCE (AU): P. HOLDSWORTH

NZSFA: W. HUGHS （D. MORRIS の代理）

CAHI: J. SZKOTNICKI

・関心のある団体

AVBC: J. THOMAS

・アソシエートメンバー

OIE: P. DEHAUMONT

OIE: C. LAMBERT

・VICH 事務局

IFAH: H. MARION

IFAH: B. FREISCHEM

４ 欠席者：

IFAH-Europe (BAYER): L. KLOSTERMANN

JVPA（日本動物用医薬品協会）: 伊藤治 (C)

NZSFA: D. MORRIS

５ 議事概要

(1) VICH戦略：第４回公開会議の内容を考慮に入れて討議され、討議結果を反映させてEU及び

IFAH-Europeが原案を修正し、SCメンバーに配付しさらに修正することとされた。
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また、IFAH-Europeの提出した討議文書に基づきVICHの実施状況についての討議がなされ、どう

しても避けられない地域の事情がある場合にはGLの作成時にEWGで検討することとし、それ以外の

場合にはVICHGLが作成されたら地域のGLと置き替えることと結論された。

(2) VICH公開会議：第４回公開会議は、2010年６月24～25日にOIE本部（パリ）で開催されたが、公

開会議の前後にSC会合が行われ、公開会議の開催前には討議事項・出席者リストを確認し、会議後

にはその内容を考慮してVICH戦略及びグローバルアウトリーチ活動について検討した。

(3) VICHグローバルアウトリーチ活動：グローバルアウトリーチ活動に関するSCメンバーのサブグル

ープ（既設置）において具体的な活動（組織及び活動内容）を検討することとした。

(4) VICH活動の進捗状況：コーディネーターによる書面による報告の内容を確認した。

(5) GLの見直し：

① GL23（遺伝毒性試験）：相当するOECD-GLが 終版となりICH-GLが改正される際にそれに合わ

せてVICHでも改正作業を開始することとした。

② GL37（反復投与慢性毒性試験）：改正不要とした。

③ GL39（新動物用医薬品の規格及び検査方法：化学医薬品）：改正不要とした。

④ GL40（新動物用医薬品の規格及び検査方法：生物医薬品）：改正不要とした。

(6) 各EWGの進捗状況：既存のEWGのうち、活動中の６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：以下の報告が了承された。

・GL45（新動物用原薬・医薬品の安定性試験のブラケッティング及びマトリキシングのデザイ

ン）は2010年４月に書面手続によりstep7になり、2011年の４月までに実施。

・GL18(R)（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）のstep4の6ヵ月間の

コンサルテーション期間は2010年10月31日まで。

・新規GL（安定性試験の統計学的解析）は 初のドラフトを作成中。本GLは、VICHのスコー

プから外れるが、同じICHのGLがあること、及び他の既存のGLを補完するという理由で特別

に採択されたということを再度確認。トピックリーダーのEUは、近々第一ドラフトをEWGに

回覧する予定。

② 医薬品監視EWG

・EWGにおけるGL30（用語の管理リスト；step5)、GL42（有害事象報告のためのデータ；

step5)、GL35（データ伝達のための電子的標準；step2)の合意を了承した。

・このEWGを解散し、新しく「電子的標準導入EWG」を結成することを了承した。

・新しいEWGの座長はFDAのM. Brownに決定。EUが共同座長を務めることとした。

・修正されたCPを了承した。新EWGの作業は、GL35を完成させること、GL24（有害事象報告

の管理）、GL29（定期的要約更新報告）、GL30、GL35及びGL42の実施を確実にすること、関

連するISO規格27953-1（現段階では 終版ではない）に従ったGL35の実施ガイドを作成する

こと、GL30のメンテナンスをすることとされた。

③ 生物学的製剤検査法EWG

・GL34（マイコプラズマ汚染検出試験）については、凍結参照株の試験が終了したことから、

当該試験報告書を配付後、EWG会合を開催することを了承した。

・迷入ウイルス否定試験については、次回EWG会合において検討を再開するための現状確認及

びタイムテーブルの決定を行うことを了承した。
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・TABST（対象動物を用いたバッチ毎の安全性試験の廃止）については、リスクマネージメン

トを含まないように文言を修正するようSCから指示すること、及びスケジュール等について

トピックリーダーと座長が連携するようSCから要請することとされた。

・PETA（動物愛護団体）から多数のSC委員個人に送付された「VICHでPCRなどのin vitroの試

験を採用することを促進するように」という趣旨の手紙については、PETAに対してVICHを代

表する議長の署名入りの手紙を送付することとした。

④ 代謝及び残留動態EWG

・４つのGL案（GL46；残留の性質及び量の特定、GL47；実験動物における代謝の比較、GL48

；残留の消失を決定する試験、GL49；残留分析法バリデーション）は2010年５月にコンサル

テーション期間が終了し、各極からのコメントを確認してGLを改正する作業を行うため、

2010年10月にEWG会合をワシントンDCで開催するとのEWGからの報告を了承した。

・この会合の論点は地域に固有の要求（魚類の試験法、追加の採材組織、注射部位周辺筋肉の分

析）についての検討である。IFAH-Europeは注射部位周辺筋肉の残留試験データを提出する予

定。

⑤ 微生物学的ADI EWG

・EWGからSCへの２つの質問（ 1)規制当局と業界の対話、2)マイクロフローラの特性 ）につ

いては、SCが指示する事項ではなくEWG内で解決すべき事項であると回答することとした。

・EWGの進捗状況が予定より遅れていることから、EWG座長に2010年10月中旬までに進捗状況

報告を行ってもらい、その報告の内容を検討して2011年１月のEWG開催を決定することとし

た。

⑥ 安全性EWG

・急性参照用量（ARfD）の検討のためにEWG内に２つのサブグループを作成し、２つの課題

（1.ARfD の算出法、2.必要な試験及びデータ）について検討しており、順調に作業が進んで

いるとの報告を了承した。

・次回のEWGを2010年10月25～26日にワシントンDCで開催することについて了承した。

(7) GLの承認(step3)：次のGLについてstep3の署名を行い、コンサルテーションを行うこととした。

・GL35案：医薬品監視－データの伝達のための電子的標準

(8) GLの承認(step 6)：次の２つのGLについてstep6の署名を行い、 終版とした。

なお、これらのGLの実施期日は電子的標準導入EWGが決定することとした。

① GL30：医薬品監視－用語の管理リスト

② GL42：医薬品監視－有害事象報告のデータ要素

(9) 新規トピック（CP及び討議文書の検討）：

① 狂犬病ワクチンの力価試験に関するGL

TFメンバーが選出されたが、まだOIEが選出した座長が活動を開始していないので、EUのコー

ディネーターが座長と連絡することとした。

② 生物学的同等性GL

生物学的同等性TFによる「生物学的同等性GL作成のためのEWG設置に関するCP」を検討した結

果、動物用医薬品の血中動態を用いた生物学的同等性試験に限定したCPとし、他の作業について

は、必要があれば血中動態を用いた生物学的同等性GLの作業が進展した後にEWGで検討し別のCP

とすることとした。
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FDAが血中動態を用いた生物学的同等性試験に限定したCPに手順及びタイムフレームを加えて

修正し、E メールによりSC委員の了承を得ることとした。

SCの了解が得られた場合には、2010年９月までにTFを解散することとした。

EWG には各地域１名の後発品メーカーの代表がアドバイザーとして参加可能とした。

③ VICHのCPの公開

VICHのCPを公開することについてのコンセンサスが得られなかったため、グローバルアウトリ

ーチサブグループにおいて基本方針と手法について検討することとした。

(10) その他：

① VICHホームページで公開されているSC委員個人のＥメールアドレスを削除し、地域ごとのＥメ

ールアドレスを載せることとした。

② 次回会合の日程及び場所

次回第25回会合は、ワシントンDCで2011年２月23及び24日に開催する予定とされた。

Ｄ 第25回SC会合の概要

１ 開催日：2011年２月23日及び24日

２ 開催場所：ワシントンDC（アメリカ合衆国）

３ 出席者：

・議長

US FDA: B. DUNHAM

・SC 委員及びコーディネーター(C)

AHI: R. LIVINGSTON

AHI (BAYER): B. MARTIN

AHI (PFIZER): M. J. MCGOWAN

EUROPEAN COMMISSION (DG SANCO): K. KRAUSS

EMA-CVMP: A. HOLM

EMA: K. GREIN (C)

IFAH-Europe (MERIAL): B. BOENISCH

IFAH-Europe: R. CLAYTON (C)

JMAFF（動物医薬品検査所）: 境政人（池田一樹の代理）

JMAFF（動物医薬品検査所）: 遠藤裕子

JMAFF（畜水産安全管理課）: 能田健 (C)

JVPA (共立製薬(株)): 梶原雅哉

JVPA (大日本住友製薬(株)): 小松忠人

US FDA: M. SMITH

US FDA/USDA: M. LIMOLI (C)

USDA APHIS CVB: B.E. RIPPKE

・オブザーバー

HEALTH Canada：M-J. IRELAND
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ANIMAL HEALTH ALLIANCE (AU): P. HOLDSWORTH

NZSFA: D. MORRIS

CAHI: J. SZKOTNICKI

・関心のある団体

AVBC: J. THOMAS

・アソシエートメンバー

OIE: J-P. ORAND

OIE: C. LAMBERT

・VICH 事務局

IFAH: H. MARION

・招待者

AHI: S. VELUVOLU (C)

APVMD: A. BRYCE

GADA (生物学的同等性の議論のみ): S. BATLINER

４ 欠席者：

IFAH-Europe (BAYER): L. KLOSTERMANN

IFAH: B. FREISCHEM

JVPA: 伊藤治 (C)

５ 議事概要

(1) VICH戦略：VICHフェーズⅢ（2011～2015）の活動戦略について決定した。

(2) VICHグローバルアウトリーチ活動：段階的に活動を進めていくこととし、短期的目標として、

VICH以外の国/地域とのより良好なコミュニケーションを図ること、OIEと協力して活動すること、

VICH以外の国/地域のニーズを把握する方法を確立することを決定し、次回のSC会合の直前にSCと

VICH以外の国/地域代表との会合を開催することで合意した。

(3) VICH活動の進捗状況：コーディネーターによる書面による報告の内容を確認した。

(4) GLの見直し：

・GL23（遺伝毒性試験）：改正作業を終了した。

(5) 各EWGの進捗状況：既存のEWGのうち、活動中の７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：以下の報告が了承された。

JMAFFは、GL18(R)（step5）については、書面報告以降、２月23日にUSAからコンサルテーシ

ョンが終了した旨の報告があったことを追加報告した。２週間コメントを待って、なければ次の

ステップに進めることとした。安定性試験の統計学的解析法のガイドライン（ICH GL Q1Eに相当）

の 初の案がEWG委員に配付され検討されている（step2）。

② 医薬品監視EWG

座長から報告がなされた。EWGへの指令はGL35を 終版とすること及びGL35の実施のために

ISO規格27953-1と整合性のある技術的な文書を作成することであるが、座長からテレカンファレ

ンス、会合、会合と同時開催のワークショップ（多くの参加者（IT担当者）に対するトレーニン

グが目的）などを含む野心的な暫定計画が説明された。SCは、座長に対して、作業を段階的に進

める（まずGLを 終版としてから、トレーニング等を始める）ことを勧告した。EWG委員の意見
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も聞いて計画を見直すこととした。

JMAFFは、日本からの参加は語学・時差の関係で参加することが難しいのでテレカンファレン

スの開催は 低限とし、開催するときはVICHで定めたSOPを遵守するよう求めた。事務局は、コ

ーディネーターが座長にテレカンファランスのSOPを含むVICHのEWGのSOP等を説明し、遵守す

るよう求めた。

③ 生物学的製剤検査法EWG

GL34（マイコプラズマ汚染検出法）については、参照株を用いた増殖試験において、米国で増

殖しないラボがあったこと（輸送の問題が疑われた）の原因究明を米国が行い、GLを現在の形で

終版とすること、及びstep9の段階でPCR等の新しい検査法を導入すること（PCRは通常認めら

れる範囲の代替法としてGLの導入部分（1.4）に入れること）とし、USDAのSCメンバーからトピ

ックリーダーに指示することとなった。

迷入ウイルス否定試験については、作業が進んでいないので、トピックリーダーに作業を促すこ

ととした。

TABSTについては、GL案の修正作業が進行中であり、段階的な進め方が支持された。EUでは実

験動物を使ったバッチ試験も行われていないことから、スコープを広げることに賛成する極（EU、

IFAH-Europe）もあったが、JMAFFが、本トピックのスタートが「不活化ワクチンの対象動物の使

用」に関する科学論文に立脚していること、日本では実験動物を使ったバッチごとの試験があるこ

とから、ハーモナイズに長期間を要することになることを説明したところ、範囲は現在のままで作

業することで合意した。

PETAに対する対応については、技術的なアドバイスをEWGに仰ぐ以外は、事務局で機械的に対

応するべき案件との意見が多数出された。

④ 代謝及び残留動態EWG

EWGから今後のトピックについての３つの提案があった。

1) 魚類のGLについては、リソースの観点からEUの弱い反対があったが、全体として支持され

た。EWGにCPの作成を依頼し、それをSCで検討することとした。

2) ハチミツのGLについては、CPを作成しながら、コーデックスの作業状況の動向を見て、

終的に判断することとした。

3) 生物薬品については、各極とも経験が浅いので時期尚早なため、各極で持ち帰り、もう少し

調べて情報をアップデートしてから検討が必要と判断し、今回は見送り次回のSCで再度議論

することとした。

⑤ 微生物学的ADI EWG

特に内容についての議論はなく、成果を了承した。

また、安全性EWGが検討中の急性参照用量（ARfD）の微生物学的エンドポイントについては、

本EWGの委員が支援することとした。

⑥ 安全性EWG

EWGから提出された質問に対し、SCは、1)基本的にスコープは現在の範囲に留めること、及び

2)急性参照用量（ARfD）の微生物学的エンドポイントについては、本EWGの活動範囲に含め、

微生物学的ADI-EWGのエキスパートに支援を得て進めることと回答することとした。

⑦ 生物学的同等性EWG

座長から進捗状況が説明され、３点の質問があった。この質問に関してSCは以下のように回答
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することとした。

1) 科学的及び統計学的に重要なポイントをまとめた付録を付けることについては了承するが、

簡単で短いものとすること。

2) 第一段階として生物学的同等性試験の科学的な基準に関して作業を行い、各国の規制の違い

についての記載追加は 重要課題ではないので第二段階の作業として行うこと。

3) 他の規制体系において承認された医薬品を参照品とした後発薬の試験を採用するかどうかは

データの解釈の問題でありVICHの所掌外であること。

その他作業の進め方については以下のような議論があった。

・EWGをグループに分けて作業することについては、グループに入っていないエキスパートの

意見を反映できないとしてEU、JMAFF、JVPAが反対した。

・ハーモナイズ出来ない部分について、各地域の要件をまとめた表を作成し、申請者が資料の要

求を見て申請先を決めることができるようにするというGL案の内容については、IFAH-Europeが

VICHの目的に反するとして反対したが、座長は強く反論した。

・JMAFFは、EWGが努力してもハーモナイズできない場合には、文書中で書き分けるのは良い

という意見を提出し、場合によっては受け入れられないことがあるとも発言した。

・テレカンファレンスについては、JVPAが、グループごとの開催には反対で、EWGで開催する

場合には 小限とし、VICHのテレカンファレンスに関するSOPに基づいて実施すべきと発言

し、JMAFFも支持した。事務局から、各極のコーディネーターに実施方法について座長に説明

することを依頼した。

(6) GLの承認(step3)：次のGLについてstep3の署名を行い、コンサルテーションを行うこととした。

・GL36(R)案：微生物学的ADI

(7) GLの承認(step 6)：次の 4 つのGLについてstep6の署名を行い、 終版とした。VICHメンバー国/地

域における実施時期については、2012年 2 月までとした。

① GL46：残留の性質及び量の特定

② GL47：実験動物における代謝の比較

③ GL48：残留の消失を決定する試験

④ GL49：残留分析法バリデーション

(8) 新規トピック（CP及び討議文書の検討）：

① 狂犬病ワクチンの力価試験に関するGL

EUは前回SCから作業が進捗していないことを報告した。EUが座長と連絡をとり、いくつかの誤

解を解いたため、近日中にTFの活動が開始されるであろう。

② GL3(R)（新動物用医薬品原薬及び製剤の安定性試験）の改正

IFAH-EuropeからGL3(R)の気候区域をVICH国/地域以外の国/地域の気候区域を含むよう世界中

が対象となるように広げるように改正する提案がなされたが、このトピックの開始についてはVICH

アウトリーチ活動の進展を待って議論することとした。

③ VICHのCPの公開

CPの 終版をVICH及びOIEのホームページで公開することを了承した。CPの公開に関する文書

は、修正後、回付され 終版となる。

(9) その他：次回会合の日程及び場所

次回第26回会合は、東京で2011年11月15～17日に開催する予定とされた。
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Ⅱ 平成22（2010）年度のVICH各EWG等の活動状況

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

EU、日本、米国からの専門家の他、カナダ及びニュージーランドの規制当局からオブザーバーと

して各１名入っている。

(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)についても、各規制当局において制

定されている。

GL45（動物用医薬品新原薬及び製剤の安定性試験へのブラケッティング法及びマトリキシング法

の適用に関するガイドライン）は、2010年４月にStep6でSCに承認され、2011年４月までに実施する

こととされ、日本では2010年11月に施行した。

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）の改訂については、第22回SC

（2009年２月）において、VICH品質EWGにおいて改訂を行うことが決定された。これを受けて、2009

年３月には、GL18を担当したDr. Möller（EU行政代表）にGL18(R)の原案作成を依頼し、2009年６

月に 初のドラフト案が各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。2010年

１月にStep2での署名を開始し、2010年２月にSC事務局に送付した。2010年４月にStep3でSCの承認を

得た後、2010年10月末までパブリックコメントを求めた。米国からコメントが提出され、EWG内で

検討中である。

第23回SC（2009年11月）において、ICH GL Q1E（安定性データの評価に関するガイドライン）を

動物用医薬品にも適用することを検討することとされた。本ガイドラインはVICHの目的からは外れ

るが、他のVICHガイドラインを補完するものであるため、例外的に認められたものである。トピッ

クリーダーはDr. Möllerとされ、2010年６月30日に 初のドラフト案が各EWGメンバー及びオブザー

バーに送付され、検討中である。

GL39（新動物用医薬品の原薬及び製剤の規格及び試験方法の設定：化学物質に関するガイドライ

ン）及びGL40（新動物用生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品）の規格

及び試験方法の設定）については、合意されてから３年が経つため、改訂の検討を行ったが、もとと

なるICHのガイドラインの改訂がなされていないことから、改訂の必要はないと回答し、第24回SC
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（2010年６月）で了承された。

2010年11月に、IFAH-EUから新しい品質EWGのトピックの提案がなされた。現在施行されている

GL3（動物用新原薬及び製剤の安定性試験）は、世界の４つの気候区域のうちⅠ及びⅡで保存される

新原薬及び製剤に適用されるものであるが、これを全気候区域に適用できるように改正するものであ

る。これに対して、2010年11月に基本的には同意できるが、追加記載が必要である旨、回答した。第25

回SC（2011年２月）において検討された後、VICHアウトリーチ戦略が進展するまで検討を延期する

こととされた。

Ｂ VICH医薬品監視EWGの概要

１ GL30、GL35、GL42の医薬品監視作業部会(EWG)による合意とSCの署名、医薬品監視EWGの解散

６月16日から22日に開催された医薬品監視EWG会合で、GL30（副作用報告に係る用語集）、GL35(デ

ータ送信の電子的標準) （Step2）、GL42(副作用報告に係る提出データ項目)（Step5）が合意された。

EWGの合意を受けて、GL30、GL35（Step3）、42（Step6）をSCが署名した。

SCは医薬品監視EWGの解散を決定した。

２ 電子的標準導入EWG設置

米国医薬品食品局動物用医薬品センター(FDA CVM)がコンセプトペーパー(CP)を作成し、新しく「電

子的標準導入EWG」（Electronic Standards Implementation Expert Working Group, ESI EWG）を結成する

ことがSCで了承された。議長はFDAのマルガリータ・ブラウン氏。

CPに記載されたEWGに対する指令は以下のとおり。

・VICHパートナーとの対話を継続し、VICHGL-24、29、30、35及び42のハーモナイズされた実施

を確実にする。

・上記のGLの実施計画を25回SC会合に提出する。

・step4の意見募集後にGL35を完成させる。

・ISO27953-1（健康情報-医薬品監視-安全性事例報告）に従ったGL35の実施ガイドの作成

・GL30の用語の標準リストのメンテナンス

３ ESI EWGの活動

2010年度はメールでの情報共有によりGL35及び42の電子的実装について検討した。

Ｃ VICH生物学的製剤検査法EWGの概要

当作業部会では、2010年現在、以下の３つのトピック、マイコプラズマ検出試験法、迷入ウイルス検出

試験法及び「バッチリリース時の対象動物安全試験の削減に関するガイドライン（TABST）」について検

討している。

１ マイコプラズマ汚染検出試験（GL34）

(1) 経緯と現状

EDQMが提供する参照株を用いた協同試験は終了し、GL34の 終チェックを行う予定であった。

しかしながら、協同試験の結果をうけて、US側から修正案が提案された（2010年11月）ため、予定
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していた第９回会合は開催できなかった。

修正案は、参照株は各極でそれぞれ準備したものを使用すること及び試験方法にPCRを盛り込むこ

とを含んでおり、これまで目指してきたものと大幅に異なることから、この修正案に対する意見を改

めて各極に求めたところ。（期限：2010年12月）

(2) 今後の対応

修正案に対する意見を分析し、今後の方針をトピックリーダーと相談する予定。

２ 迷入ウイルス否定試験

(1) 経緯と現状

進展はみられない。

(2) 今後の対応

次回のストラスブールでのBQM-EWGで本トピックを再開するため、現状の確認とタイムテーブル

を決定する。

３ TABST（バッチリリース時の対象動物安全性試験の削減に関するガイドライン）

(1) 経緯と現状

2010年６月、トピックリーダーよりGLドラフト２が各極に配布され、コメントが集められた(2010

年８月)。

(2) 今後の対応

GLドラフト２に対する意見を踏まえた GLドラフト３の作成がトピックリーダーにより検討されて

いるところ。

Ｄ 急性参照用量EWGの概要

１ VICH第１回急性参照用量作業部会の概要

ア 日時：2010年10月25日～26日

イ 場所：Animal Health Institute（AHI、ワシントンDC、アメリカ）

ウ 参加者：

Dr. Kevin Greenlees : USA /FDA（座長）

Dr. Tong Zhou : USA /FDA

Dr. Carrie A. Lawney : USA /AHI

Dr. Jeffery G. Scherman : USA / IFA

Dr. John Schefferlie : Europe / CBG

Dr. Rainer Helbig : Europe / IFAH

Dr. Gabriele Schmuck : Europe / IFAH

Dr. Koko Koike Hamamoto : 日本 / 農林水産省

Dr. Syozo Sawai : 日本 / 日本動物用医薬品協会

Dr. Kumiko Ogawa : 日本 / 食品安全委員会

Dr. Rajinder M. Sharma : Canada / Health Canada

Dr. Alan Chicoine : Canada / Health Canada

Dr. John Reeve : New Zealand / NZFSA
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エ 概要

2009年２月の第22回VICH運営委員会において、FDAより「急性参照用量（ARfD）の設定に関する

試験のためのハーモナイザション」に係わるコンセプトペーパーが提出され、このARfD専門作業部

会（EWG)の設立が提案された。討議の結果、安全性専門作業部会を再編成し、ARfDガイドライン

（GL)作成のための専門作業部会の設立が決定された。Ｅメールによる討議がEWGメンバーの間で

行われ、第１回の会合がアメリカワシントンDCのAHIで行われた。

(1) 開会

座長の K. Greenlees 氏から、開会の挨拶があった。自己紹介の後、討議が開始された。別添に、

本会議のアジェンダを添付する。

(2) ARfDGLについての議論

１）一般的事項について

ア）既存のガイドラインは、利用可能なものは利用する。OECDのGLを基礎とし、環境保険ク

ライテリア（EHC）のGLも参考とする。既存のGLは、殺虫剤等の農薬が対象であるので、動

物用医薬品に特異的な事項をGLに盛り込む必要がある。

イ）データに関して、利用可能なデータは全て評価する必要がある。毒性プロファイルにより、

どのエンドポイントが重要かを特定する必要がある。ベンチマークドーズ（BMDS)について

は、日本の専門家が文献を確認した上で、GLに入れる。GLでは、"3-Rs"（Reduction：実験動

物の削減、Refinement：実験動物の苦痛の軽減、Replacement：動物実験の置き換え）の原則を

前提とする。Limit Dose Studyについても、考慮する必要がある。

ウ）OECD等に記載されている暴露評価はこのGLには含まない。腸内細菌への影響については、

急性作用として重要であるので、EWGからの意見としてSCへ提出する。同時に、スコープ外

であるが、ARfDを設定する場合についての記載についても、SCに相談する。

エ）GLはOECDではなく、VICHの様式とする。

２）必用なデータと試験方法

ア）利用できる 大のデータを利用することを原則とする。"3-Rs"の原則に従い、動物の使用を

小限とする。反復投与試験の初期の所見は、ARfD設定に重要である。人のデータは、有効

である。

イ）VICH GL-33は、一般的なアプローチとして考えられる。既存のプロトコールは、化合物の

特性を考慮して、修正を行うことも可能とする。

３）不確実ファクターについて

色々なGLにおいて、不確実係数（Uncertain Factor：UF）や安全係数（Safety Factor:SF)の表現

が用いられているが、VICHの他のGLでもUFが用いられていることから、このGLではUFを用い

る。

UFの決め方には、適切な知見からUFを設定するが、知見が十分でない場合はデフォルトの「10

×10＝100」を使用する場合と、デフォルトの「10×10＝100」を基本とし、知見によって減ずる

ことも可能とする場合がある。結論として、どちらの場合も数値に大差がないため、どちらでも

よいという表現とする。

４）合剤について

合剤の毒性については、科学的に十分な議論がされていない。承認申請においては、通常、急

性コンビネーション毒性のデータは必要であるが、それ以上のデータはない。大きな相乗効果が
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無ければ、考慮する必要がないのではないか。通常のデータパッケージでは不十分で、合剤とし

てARfDを設定するには多くの追加の毒性試験が必要と考えられるので、このGLでは単成分を対

象とする。

５）BMDSについて

BMDSは、ARfD設定の出発点として重要である。BMDSの考え方をGLに含む。参考文献とし

て、既存のEU（prost）やEPAのGLを示すことが適当である。日本には該当するGLが無いので、

参考文献を示すように要求した。これらのGLをUSA及びEUが提供する。

６）GL案のアウトラインの作成

GLの本文について、会議の中で話し合いながら、文章にまとめた。この文章はアウトライン

的であるため、これを基に座長が後日GL案をまとめ直して、各メンバーにコメントを求めるこ

ととなった。日本は、翻訳等のために少なくとも３週間は必要である。

７）その他

ア）G メールを利用した通信については、原案ができたことから、今後は利用しない事とする。

イ）次回のARfDEWGは、原案の出来上がり状況によって、行うか否かを決める。

第１回目の会合であり、初めてのメンバーであったが、事前にメールのやり取りによって話し合いが

なされていたので、大きな混乱はなかった。GL自体は、他のGLの参照が多く、内容的にもの足りない

ように感じたので、ミニマムリクワイヤメントを示す必要があるのではないかという意見を提出した

が、ARfDはケースバイケースの場合が多いので、設定が困難であるという結論となった。

日本としては、今後食品安全委員会との調整を行って、GLにコメントしていくこととなる。日本の

対処方針については、全て認められ、GLPについてもARfDGLに記載されない事となった。現段階にお

けるARfD設定方法の概要を表１に示した。

２ 急性参照用量ガイドライン（第３案）への対応

第１回VICH ARfD作業部会が、2010年 10月25～26日にワシントンDCで行われ、この会議で議論され

た内容に従ったGLドラフト３が、11月５日に各ARfD作業部会専門家及び各SCメンバーに送付された。

これに対して、以下の意見を提出した。

(1) 全体

意見 1） WGの会合では、腸内細菌への影響をScopeに含む必要性について、SCに再度確認すること

となったが、その点についてはどう対応する予定であるか質問する。

意見 2）Line 29の"OECD Guideline 125, Annex2" は、"OECD Guideline 124, Annex2"の誤記であるか確

認する。

(2) GL案について

意見 1)「2.1.1 従来の反復投与毒性試験の使用」

この項目の本文中において、スタンダードプロトコールをmodifyする実際的なやり方につい

て、記載追加を依頼する。サテライト群を置く等の例示、又は、他のGLの参考となる部分の

参照の記載追加を求める。理由は、スタンダードプロトコールをmodifyするやり方が、明確で

ないため。

意見 2)「2.1.1 従来の反復投与毒性試験の使用」

この項目の本文中の"Biological characteristics"と"(physical), chemical, pharmacological and

toxicological information" とは内容的に同じ語句なので、これらの記載統一のために、
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"Biological characteristics"を、"Toxicological characteristics"と訂正を求める。また、"Biological"

は、OECD GL の パ ラ グ ラ フ36-59の"toxicology endpoints"と し て 記 載 さ れ て い る

"heamatotoxicity, Immunotoxicity, Neurotoxicity, Kidney and liver effects, Endocrine effects,

Developmental effect, Direct effect on gastrointestinal tract, Other findings(Clinical signs and so on)"

の一部を指すと考えられるため、これを内容の明確化のために追加記載する。

意見 3)「2.1.1 従来の反復投与毒性試験の使用」

この項目の本文中で、エンドポイントはケースバイケースであることが述べられているが、

エンドポイントは、十分に科学的妥当性を示す必要があるため、十分に科学的妥当性を持って

説明されるべきであることを追加することを要求する。

意見 4) 会議では、不確定係数（UF）は原則100とすることとなったのだが、このドラフト３では、

記載されていないので、その理由を質問した。

意見 5) グロッサリーの記載について

ア）サテライト群（satelite groups）（2．1．1 の 後から９行目）の語句の説明の追加を要求する。

イ）ベンチマークドーズについて文献又は参照可能な例示の追加を要求する。また、語句の順番は、

アルファベット順となっているので、A の次に置く。

ウ）ARfDの説明に、"Veterinary Drug"とあるが、ARfDは農薬等他の場合にも使用されているので

ADIと同じように"a substance"とする。

Ｅ 代謝及び残留動態EWGの概要

１ EWGの開催状況
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第３回作業部会会合が2010年10月６日～８日の３日間、ワシントンDC（米国）のAHI事務所におい

て開催された。会合後、書面手続きにより検討が進められ、11月にstep5のサインが行われた（その後、

第25回運営委員会（2011年２月開催）において了承され、step7となっている）。

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. Chris Van den Eede Europe / IFAH Europe、専門家（Dr. Leo Vanleemput の代理）

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

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 / 日本動物用医薬品協会、専門家

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：残留物の特性の検出及び量の確認のための代謝試験（総残留試験）

トピック 3 での検討を踏まえ、魚及びハチミツについて範囲から除外することの他、試験に用いる

放射性物質の純度、脂肪の採材方法などの修正が行われた。

(3) トピック２：実験動物における比較代謝試験

in-vitro試験を積極的に利用できる内容に変更などの修正が行われた。

(4) トピック３：休薬期間確立のための指標残留減衰試験

注射部位周辺部位の分析は不適当との運営委員会におけるIFAHの意見については、EMAから残留

試験における注射部位の信頼性管理に必要との意見を踏まえ、注射部位の項から「EUで注射部位周

辺部位の分析は必要」旨の記載を削除し、注射部位の信頼性管理に関する記載を加え、そのオプショ

ンの一つとして注射部位周辺部位の分析を加えることとされた。

追加組織の分析は不適当との運営委員会におけるIFAHの意見については、日本から法的規制上必

要であるとの主張を踏まえ、削除しないこととされた。

魚の採材組織について当局に確認する旨は不適当との運営委員会におけるIFAHの意見について

は、FDAより魚のGLも必要との意見はあったが、魚種別に大きな相違がある試験条件のハーモナイ

ズは困難であることから、本GLからは削除するが、補足のGLとして別途作成することが必要である

とされた。同様に各局の規制に差があるハチミツについても範囲から除き、別途検討することとされ

た。

その他、脂肪の採材方法、乳房注入剤の試験方法などの修正が行われた。

(5) トピック４：残留試験において使用される分析方法のバリデーションのガイドライン

直線性の項において、直線以外に多項式（曲線）への適合を認めるなどの修正が行われた。

(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

作業を行わないこととされた。

(7）今後の当作業部会の課題
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今後の当作業部会の課題として、除外された魚及びハチミツのためのGL、生物由来製品（ワクチ

ンを除く。）の残留評価のための生物学的利用能の検討及び見かけ上体内に吸収されない医薬品（吸

収されるとすぐに代謝され血中には現れないものなど）のGLについて検討が必要とされ、運営委員

会に提案することとされた。

３ 今後の予定

運営委員会での結論に基づき、当作業部会より魚及びハチミツのためのGLのコンセプトペーパーを

提出し、認められれば、作業を開始する。

Ｆ 微生物学ADI EWGの概要

１ EWGの目標

2004年５月に 終合意されたGL36に基づいて微生物学的ADIが、各国で施行されているが、「微生物

が利用可能な経口投与量の割合を決定する方法」（step3）については、規制当局と業界の間で意見が統

一できていない。step3の運用について、各国・地域の経験を報告し、その内容に基づいて、試験方法

や考え方を整理する。

２ 検討事項・検討状況

(1) 専門家メンバー

規制当局:

Dr. A. Haydée Fernández, （座長、USA）

Dr. Xianzhi Li, Canada

Dr. Christian Friis, EU

Dr. Pascal Sanders, EU

浅井鉄夫 （動物医薬品検査所）

青木 宙（東京海洋大学）

Dr. Carl Cerniglia, USA

Dr. Steve Yan, USA

業界関係者:

Dr. Shabbir As Simjee, IFAH-EU

Dr. Peter Silley, IFAH-EU

坂下 満明（明治製菓）

Dr. Susan Kotarski, AHI, USA

Dr. Thomas Shryock, AHI, USA

(2) EWG会合の開催

2011年１月17～21日に農林水産省三番町会議室で開催された。

(3) 微生物学ADI関係GLの検討内容

前回の会合（2009年11月９日～11日、ワシントンDC（米国））で議論した方針に基づいて、情報収
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集及び E メールによる微生物学的ADIガイドラインに追加するドラフト案の検討が行われていたが、

情報の共有化及び内容に関する議論、追加ドラフト（AppendixD）の 終調整が図られ、参加者全員

が合意したため、署名を行った。

修正した内容を以下に示す。

付記D 微生物が利用する経口用量の分画の決定に関する「イ ガイドライン」の項の追補

１ 緒言

2005年以降、本ガイドライン（VICH GL36）が施行されてきた。VICH地域の全ての規制当局が、

ガイドラインに基づく作業のなかで経験を重ねた結果、微生物が利用する経口用量の分画を決定する

ためのin vivo及びin vitroの両試験方法について追加的なガイダンス及び明瞭さが必要であるとの意見

で合意した。本付記は、新規のデータ、科学文献及びスポンサーからの公表された提出書類に記載さ

れる情報のレビューに基づいて作成したものである。

本付記は、「微生物が利用する経口用量の分画の評価のための試験系を例示した表」、「例示した試

験系の実施に当たっての方法論に関する一般的考慮事項」及び「微生物が利用する経口用量の分画の

決定における試験系の使用方法の解説」の３節から構成される。

２ 微生物が利用する経口用量の分画の評価のための試験系の例

微生物が利用する経口用量の分画の決定にあたり、様々なin vitro試験及びin vivo試験系を、単独で

又は組み合わせて使用できる。以下の表では、このような試験系と得られるデータの種類のほか、そ

の使用に関連する考慮事項を例として示す。

微生物が利用する経口用量の分画の評価に用いる試験系及び分析方法の例*

試験系 得られるデータの種類 考慮事項

In Vivo 試験系

ヒト及び（又は） - 尿中及び（又は）糞便中の投 ‐ 経口投与経路から得られるデータを使用すること。

動物の吸収、分布、 与薬物（及び代謝物）の濃度 ‐ 動物に投与された経口投与量及び投与期間を考慮する場

代謝、排泄に関す - 尿中及び（又は）糞便中の投 合がある。

る（ADME）試験 与薬物の代謝物プロファイル ‐ 同一クラスの類似薬を経口投与したヒトから得られたデ

- 結腸内に入る投与薬物の割合 ータは、裏付けとなる情報をもたらすことが考えられるが、

申請予定の薬物に関するデータの方が望ましい。

‐ ヒトのADMEデータが入手できない場合は、動物の

ADMEデータを使用することが可能である。

‐ 対象動物種の残留物消失試験を実施することにより、糞

便中の代謝物プロファイル及び（又は）結腸内微生物が利

用する薬物に関する情報が得られる場合がある。

‐ 微生物が利用する経口用量の割合の決定のための微生物

学的測定法から得られるデータは、化学分析又は放射性標

識化合物分析のデータを補完する場合がある。

結腸内微生物が利 ‐ 微生物学的測定法及び（又 ‐ 動物に投与された経口投与量及び投与期間を考慮する場
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用する薬物を決定 は）化学分析によって決定さ 合がある。

するために実験動 れた糞便中又は腸内内容物中 ‐ ヒト腸内細菌叢を定着させたげっ歯類及び普通の動物を

物に薬物を経口投 の薬物濃度 考慮する場合がある。

与する方法 ‐ 糞便中又は腸内内容物中の ‐ 反すう動物種及び鳥類は適さない。

代謝物プロファイル

In Vitro 試験系

微生物が利用する ‐ 試験系中の遊離薬物濃度 ‐ 試験計画には、インキュベーション、薬物動態を調べる

薬物の分画を決定 （単位体積当たりの質量） ためのサンプル採取時点、試験対象薬物の濃度、非滅菌糞

するために糞便ス ‐ 添加した薬物の結合率 便と滅菌糞便などの糞便パラメータや、他の試験条件の考

ラリーに薬物を添 ‐ 糞便スラリー中で代謝され 慮事項を組み込むこと。

加する方法 る添加薬物量 ‐ 分析には、薬物の微生物学的活性の定量と化学分析の両

方が挙げられる（「微生物学的測定方法及び化学分析法」

参照）。

‐非滅菌糞便スラリーをインキュベーションして、薬物の

分解性を明らかにすることができる。

微生物学的測定法

糞便サンプル中又 ‐ 遊離薬物濃度測定のための ‐ 定量的な微生物学的測定のためには、指標細菌の菌株選

は糞便スラリー培 微生物発育又は発育阻止の定 択において、用いる方法及び薬物の抗菌スペクトルを考慮

養物中における薬 量 に入れなければならない。

物濃度の微生物学 ‐ 試験には、例えば、細菌計数、MIC、死滅曲線、 確数、

的活性を評価する 小破壊濃度の検出、指標代謝物質の検出、分子法などが

微生物学的測定法 挙げられる。

化学分析法

糞便サンプル中又 ‐ 総薬物濃度及び遊離薬物濃 ‐ 糞便スラリー中の薬物及び代謝物と思われるものを検出

は糞便スラリー培 度の定量 及び定量するには、化学分析法（例えばガスクロマトグラ

養物中における薬 ‐ 薬物及び代謝物の定量 フィー、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）、HPLC‐

物濃度の化学分析 質量分析法）、放射性同位体分析法及び（又は）免疫学的

法、放射性同位体 分析法を用いることができる。

分析法及び（又は）

免疫学的分析法

*本表は、試験系選択肢の総覧ではない。微生物が利用する経口用量の分画を求めるには、その薬物に適した試験

系を 1 種以上用いる。

３ 試験系の実施に当たっての方法論に関する一般的考慮事項

本節では、微生物が利用する経口用量の分画を決定する試験の計画及び実施に用いられる試験条件
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に関する概論を述べる。

a)投与量及び薬物濃度：

• 試験系で設定する投与量及び薬物濃度の範囲のほか、試験目的の正当性を示さなければならな

い。

• 試験の投与量及び薬物濃度には、ヒトが摂取することが予測される畜産物に残留した抗菌剤の

レベルのほか、それよりもさらに高いレベルも設定しなければならない。

b)糞便パラメータ

• 糞便サンプルの供給元及びサンプル数：

o 糞便提供者は、健康であり、少なくとも糞便採取前の３か月間は抗菌剤に曝露されたことが

知られていないこと（ガイドラインのイの（ウ）一般的勧告の項参照）。

o 糞便提供者間でばらつき（例えば、年齢、性別、食事）があるのは本来の姿であるから、実

験計画には糞便提供者のばらつきがもたらす影響を考慮に入れるべきである。糞便提供者数

は実験の目的に基づいて決定すべきであるが、６名以上が望ましい（図１）。

o 新鮮なサンプル（その日の初回の糞便）をその日のうちに処理することが推奨される。冷蔵

庫内温度で 大72時間、嫌気性の環境で貯蔵することは許容できる。

• 糞便サンプルの物理的特性（例えば、糞便の粘性、水分量、pH、固形成分含有量）を測定する

ことが推奨される。この情報は、次に実施する試験の成績のばらつきの解釈に有用であると考

えられる。

• 糞便濃度：

o 少なくとも糞便濃度 1 濃度について検討すること。結腸内容物を代表するものとして、25 ％

の糞便調製物（糞便サンプル１＋希釈液３）が推奨される。

• 糞便スラリー調製に用いる希釈液：

o 糞便物質の希釈に用いる化学成分については、標準化してばらつきを 小限に抑えること。

o 小限の塩類を含む嫌気性緩衝液を使用すること。

• 糞便のインキュベーション：

o 適切なプロトコールを決定するには、２名以上の提供者のサンプルを用いて初期実験を検討

する。これには、薬物動態に関連する計算ができるよう、適切な範囲の残留物濃度、インキ

ュベーション時間及び多くの時点のサンプリングを含めること。

o 微生物が利用する経口用量の分画の 終決定には、６名以上の糞便提供者から得られたデー

タを用いること。

• 非滅菌又は滅菌糞便サンプルの使用：

o 化学分析を用いた初期試験では、糞便の滅菌処理が薬物と糞便懸濁液との結合に及ぼす影響

を考慮する。

o In vitroでの薬物結合試験及び不活性化試験を実施する際には、可能であれば非滅菌糞便を使

用すること。薬物との結合性において非滅菌糞便懸濁液と滅菌済み糞便懸濁液との間の差が

わずかであれば、その後の試験は滅菌糞便のみでよい可能性がある。

c)微生物が利用する微生物学的に活性な薬物の分画の定量法

• 一連の試験では、微生物学的測定法か化学分析のいずれかを用いる場合があるが、特定の分析

法を実施する正当性を示すべきである。化学分析を採用する場合、その分析が微生物学的活性

につながるものであるべきである。
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• 薬物の抗菌スペクトルに基づいて、指標細菌の菌種を選定すること。

• 分析の感度及び再現性を考慮すること。

• 試験対照については、用いる試験系に応じて検討すること。

d)観察された薬物結合の可逆性

• 薬物結合が可逆的である可能性を明らかにできる時間経過をみるアプローチが推奨される。

• さらに作業を進めて結合機構を明らかにすることは、微生物が利用する経口用量の分画を定め

るという目的に必須のものではない。

４ 微生物が利用する経口用量の分画の決定の試験系の使用方法の解説

微生物が利用する経口用量の分画の決定に適切であると判断したさまざまな試験系を用いて、in

vivo及びin vitroのアプローチを特定し、レビューした。この分画を導き出すのにこれらの試験系を応

用する概念的アプローチの概要を以下にまとめ、図 1 に示した。

アプローチ１： In vivo試験系 動物に薬物を投与し、その後、次の選択肢の１つを実施する。

• 選択肢 A：腸内内容物及び（又は）糞便から抽出して化学分析を行い、総薬物濃度を決定し、

微生物が利用する経口用量の分画を定める。

• 選択肢 B：投与した動物の腸内内容物及び（又は）糞便に対して化学分析及び微生物学的活性

測定法を実施し、微生物が利用する経口用量の分画を定める。

アプローチ２： In vitro試験系 このアプローチは２段階（A 段階及び B 段階）から構成され、in

vitroでの糞便スラリー試験系を用いる（図１参照）。A 段階は初期試験であり、２名の提供者の

糞便サンプルを用いて、多くの時点でサンプリングした場合の添加薬物の適切な濃度範囲及びイ

ンキュベーション時間について明らかにする。この段階では化学分析と微生物学的測定法の両方

を実施する。B 段階は A 段階の結果に基づいて実施し、さらに４名の提供者のサンプルを追加

し、微生物学的測定法を実施する。微生物が利用する経口用量の分画の 終決定には、全６名の

データを用いる。

アプローチ３： アプローチ１（選択肢 A）＋アプローチ２ このアプローチでは、in vivo試験と

in vitro試験を組み合わせる。

Ｇ 生物学的同等性EWGの概要

１ EWGの設置

血中濃度を指標とした生物学的同等性試験のガイドラインの調和を目的に、2010年に生物学同等性

EWGの設置がSCに認められ、活動を開始した。

２ EWG のメンバー

Marilyn N. Martinez （米国/行政代表（FDA/CVM）、座長)

John K. HARSHMAN （米国/行政代表（FDA/CVM）、専門家）

Sanja Modric （米国/行政代表（FDA/CVM）、アドバイザー）
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Robert P. Hunter （米国/業界代表（Elanco Animal Health）、専門家）

Bill Zollers (米国/業界代表（Norbrook, Inc.）、アドバイザー)

H. WAHLSTRÖM (EU/行政代表（Läkemedelsverket（スウェーデン））、専門家)

Helen Jukes (EU/行政代表（Veterinary Medicines Directorate（英国））、アドバイザー)

Erik De Ridder （EU/業界代表（Elanco Animal Health）、専門家）

Chantal Lainesse （カナダ/行政代表（Health Canada）、オブザーバー）

Allen Bryce （オーストラリア・ニュージーランド/行政代表（Australian Pesticides and Veterinary

Medicines Authority（オーストラリア））、専門家）

Phil Reeves （オーストラリア・ニュージーランド/行政代表（Australian Pesticides and Veterinary

Medicines Authority（オーストラリア））、アドバイザー）

高村 二三知（日本/業界代表（フジタ製薬（株））、専門家）

水野 安晴（日本/行政代表（農林水産省動物医薬品検査所）、専門家）

３ EWGの活動状況

座長から、第１回目のドラフトが2010年の９月の終わりにメンバーに示された。そのドラフトに対し

て各メンバーからコメントが年内に提出され、それらのコメントをまとめたものが、年明けに座長から

各メンバーに配布された。

これらのコメントを基に、第１回目の対面会議が米国ワシントンDCにて2011年３月15～19日の期間

で開催された。会議の参加者は、総勢10名（欠席者：EU／行政代表１名、オーストラリア・ニュージ

ーランド／行政代表２名）であった。会議においては、事前に座長から提示されていた検討事項につい

て討議した。また、今後の大まかな予定についても討議し、メンバーは５つのサブグループに割り振ら

れ（１人当たり２つのサブグループに所属）、そのグループ毎にドラフトの各項目を担当して内容を精

査していくこととなった。

４ 今後の予定

各サブグループ毎に担当する項目の内容を精査して、11月初めまでに座長に提出する。座長はそれら

をまとめた後、メンバーに提示し、各メンバーは提示されたドラフトについて検討していく予定である。

Ｈ 狂犬病力価試験TFの概要

１ 背景

狂犬病不活化ワクチンの国際的な力価試験法であるNIH法は、結果のばらつきが大きいこと、多くの

マウスを使用すること、動物福祉の精神に反している等の多くの問題を有している。

２ 目的

(1) 試験の反復を避けるために改善する。

(2) 動物福祉を向上する。

(3) 血清学的試験及びin vitro試験を検討する。

120



３ TF のメンバー

A. Fooks (OIE(VLA)、座長）

F. De Mattia (EU/業界代表、専門家）

K. Duchow (EU/行政代表、専門家）

A. Gaydamaka (米国/業界代表、専門家）

D. Gatewood (米国/行政代表、専門家）

W.Hughes (オーストラリア・ニュージーランド/行政代表、アドバイザー)

土屋 耕太郎（日本/業界代表（（財）日本生物科学研究所）、専門家）

蒲生 恒一郎（日本/行政代表（農林水産省動物医薬品検査所）、専門家）

４ 今後の予定

・電子メール等により、各極の状況について調査する。

・それを踏まえ、今後の活動案を SC に提出する。
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