
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、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

改正されてきたが、医薬品、医療機器等の安全かつ迅速な提供の確保を図るため、平成 26 年 11 月

25 日に施行された薬事法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 84 号）により、「医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改正された。

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。平成22年
４月には検査部を 11 検査室から５領域に再編整備し、検査業務の効率化を図った。また同年５月

には動物医薬品検査所と国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所が共同

で OIE コラボレーティングセンターとして認定された。

［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 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25年４月 〃 伊藤 剛嗣

平成27年４月 〃 山 本 実

（平成 27 年４月１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 19）

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 VICH 運営委員会（SC）及びアウトリーチフォーラム(VOF)の活動状況（2014 年度）

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

コストの最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 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。

SC の目標は、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。

Ｂ 検討事項・検討状況（SC：(1)-(10), VOF：(11)-(13)）

(1)VICH 基本文書・ガイダンス文書：VICH 組

織定款（VICH Organisational Charter）等の幾

つかの文書についての改正を検討した。

(2)第４回及び第５回 VOF の準備と結果のレビ

ュー：第 30 回及び第 31 回 SC 開催期間中に

開催された VOF（SC と同時期に VICH 活動

に参加していない国／地域団体と SC メンバ

ーが参加する会合）の内容について検討し、

会議の事前準備を行った。VOF 会合後は会合

のレビューを行い、今後の VOF と関連する活

動について検討した。

(3)VICH 戦略：VICH 第 3 次戦略（2011-2015）

の問題点について討議し、VICH 第 4 次戦略

（2016-2020）について検討した。

(4)VICH 活動の進捗状況：進捗状況を確認した。

(5)GL の見直し：該当する GL はなかったが、3

年毎に行われている定期的見直しの検討を 5

年毎とすることで合意した。

(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)：GL54 案（ヒト食品中残

留動物用医薬品の安全性を評価する試験：急

性参照用量（ARfD)設定の一般的アプロー

チ）を承認した。本 GL は step4 の 6 ヵ月間の

コンサルテーションが開始された、

(8)GL の承認(step 6)：GL23R（ヒト食品中残留

動物用医薬品の安全性を評価する試験：遺伝

毒性試験）の改正、GL48R（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：製剤の休薬期間確立のための

指標残留減衰試験（その１））の改正、

GL49R（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：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）の改正、GL53（動物用医薬品等に関

する文書における電子的授受のためのファイ

ル形式に関する要件について）を承認した。

これらの GL は、承認日から 1 年以内に日米
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EU において実施することとされた。

(9)新規トピック（コンセプトペーパー(CP)及

びディスカッション・ペーパーの検討）：新

規トピックとして、駆虫薬の有効性 GL（GL7

；一般事項、GL12；牛、GL13；羊、GL14；

山羊、GL15；馬、GL16；豚、GL19；犬、

GL20；猫、GL21；鶏）の改正、ファーマコ

ビジランスの 4 つの GL（GL24：有害事象の

管理、GL29：定期的要約報告更新の管理、

GL35：データ伝達の電子的標準、GL42：有

害事象報告のためのデータ要素）の改正、安

定性試験 GL3R（動物用新原薬及び製剤の安

定性試験）の改正、生殖毒性試験 GL22（ヒ

ト食品中残留動物用医薬品の安全性を評価す

る試験：生殖毒性試験）の改正及び配合剤の

有効性に関する新 GL の作成について検討し

た。安定性試験については、GL3R の改正で

はなく、熱帯地域の気候区に焦点を当てたガ

イダンスを作成することとした。GL24 及び

GL29 についてはファーマコビジランスの 5

つの GL を全て実施後の課題とすることとし、

GL35 及び GL42 については作業を開始するこ

ととした。駆虫薬有効性 GL7 等、GL22 及び

配合剤の有効性 GL については検討中である。

(10)その他：第 5 回 VICH 公開会議（VICH5、

2015 年 10 月東京で開催予定）のプログラム、

第 33 回 VICHSC 会合までの会合日程と開催

場所について検討した。

(11) VOF に関する報告とディスカッション:

VICH の SC・OIE からの活動報告、トレーニ

ング戦略臨時検討グループからの提案、VOF

各国の関心事項に関する SC での討議の報告、

VICH 諸国の動物薬に関する法的枠組みと

VICH-GL の位置づけについての報告が行われ

た。また、VOF 国により VICH-GL の利用、

生物学的同等性、ワクチンのバッチ毎の安全

性試験の免除等多くのテーマについての小グ

ループによる討論の結果を全体会議で発表し、

質疑応答を行った。

(12) VOF メンバーの関心事項：特定の関心事

項として、後発動物用医薬品、生物学的同等

性、ワクチンのバッチ毎の対象動物の安全性

試験免除、GLP/GCP、副作用報告、駆虫薬の

有効性試験を取り上げて討論を行った。

(13)VOF 会合の結論：VOF 会合からのフィード

バックを基に自由討議を行い、メンバーの希

望を整理し、次回会合の議題について取りま

とめた。また、VOF メンバーからの業界代表

を VOF に参加させたいという要望については、

SC に持ち帰って検討し、了承することとした。

Ｃ－１ 第 30 回 SC 会合の概要

①開催日：2014 年 6 月 23 日・24 日・26 日

②開催場所：ブリュッセル（ベルギー）

③出席者：

・議長

D. MACKAY

：EU

・SC 委員及びコーディネーター(C)

B. MARTIN

：AHI（Bayer）

M. J. MCGOWAN

：AHI（Zoetis）

K. KLAUS（C)

：AHI

M. NAGTZAAM

：EU (European Comission（DG SANCO））

A. HOLM

：EU (EMA-CVMP)

K. GREIN (C)

：EU (EMA)

B. BOENISCH

：IFAH-Europe (Merial)

L. KLOSTERMANN
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：IFAH-Europe (Bayer)

R. CLAYTON (C)

：IFAH-Europe

遠藤裕子

：JMAFF（動物医薬品検査所）

能田健

：JMAFF（動物医薬品検査所）

小佐々隆志 (C)

：JMAFF（畜水産安全管理課）

大石英司

：JVPA ((株)微生物化学研究所)

小松忠人

：JVPA (DS ファーマアニマルヘルス(株))

伊藤治（C）

：JVPA（（公社）日本動物用医薬品協会）

M. SMITH

：US (FDA)

B. E. RIPPKE

：US (USDA APHIS CVB)

S. VAUGHN (C)

：US (FDA CVM)

・オブザーバー

A. BRYCE

：Australia/New Zealand (APVMA)

D. MORRIS

：Australia/New Zealand (MPI)

M-J. IRELAND

：CANADA (Health Canada)

J. SZKOTNICKI

：CANADA (CAHI)

A. SIGOBODHLA

：South Africa (DAFF)

E. SCHAY

：South Africa (SAAHA-Bayer)

・インテレステッドパーティー（VICH に関心

を示す上記以外の団体）

J. THOMAS

：AVBC

・アソシエートメンバー

J-P. ORAND

：OIE

B. FREISCHEM

：OIE

・VICH 事務局

H. MARION

：IFAH

C. DU MARCHIE SARVAAS

：IFAH

④議事概要

(ⅰ)VICH 基本文書等の完結：VICH の組織定款、

VOF の委託事項（Terms of Reference for the

VICH Outreach Forum）、VICH の CP の公開

手続き（Procedure for publication of VICH

Concept papers）、VICH の CP の記載要領

（Note to prepare a VICH Topic Concept

paper）及び VICH の EWG の手続きの SOP

（SOP on VICH procedure for the Expert

Working Groups）の改正について検討した。

各文書について原案のまま、又は一部修正し

て合意した。組織定款については、この次の

改正案を事務局が作成することとした。

(ⅱ)VOF の準備：

・SC は、VOF の議事及び出席者を確認し、

VOF のグループ討論セッションのグループ分

けと進め方を決定した。

・SC は、VOF 国/地域等に対して VICH-GL

を普及するために設置されたトレーニング戦

略臨時検討グループが作成したコミュニケー

ション用リーフレット、VOF 会合用のプレゼ

ンテーションを確認し、トレーニング戦略案

について検討した。

・VOF 参加国の関心事である GL3R に熱帯地

域の気候区Ⅲ及びⅣを追加する改正を検討す

る TF、及び VOF 参加国である中国が提案し

た配合剤の有効性 GL の作成に関する TF の活

動が報告された。

(ⅲ)VOF の成果のレビュー：SC は、VOF が予

想を超える成果を示していることに満足し、

VOF 参加者に感謝した。SC は第 5 回 VOF 会
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合のトピック等について検討した。[第 4 回

VOF 会合の詳細は(D-1)第 4 回 VOF 会合の概

要を参照]

(ⅳ)VICH 戦略：第 3 次 VICH 戦略についての

体系的なレビューは必要ないとしたが、新た

な領域であるグローバルアウトリーチにおい

て進展があったことを認識した。SC は第 4 次

VICH 戦略の作成に関する作業を開始し、第

31 回 SC において最初の案を検討し、2015 年

10 月の第 32 回 SC で新戦略を採択するという

計画に合意し、第 4 次戦略臨時検討グループ

を設置した。また、JMAFF はバイオテクノロ

ジー製品に関する ICH-GL をレビューして新

たな VICH-GL の作成を検討することを提案

し、 JMAFF が中心となってこのような

VICH-GL のニーズを調査することで合意した。

(ⅴ)VICH-GL の実施状況：各規制当局から報告

がなされた。

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。

(ⅵ)Step9 における GL の見直し：GL の見直し

については提案されなかったが、現在の見直

しの周期（3 年）が適切かどうか次回 SC で討

議することとされた。

(ⅶ)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。

－品質 EWG：

・EWG は現在任務がないが、活動中の GL3R

の改正に関する TF の作業が完了後に作業が

発生するため、このまま存続することが了承

された。

－有害事象報告の電子的標準施行 EWG（フ

ァーマコビジランス EWG）：

・活動状況が報告され、SC は EWG の活動に

問題がないことを確認した。

－生物学的製剤検査法 EWG：

・生ワクチンの TABST の新 GL については、

成分の相違に基づき不活化ワクチンとの比較

を行っているところであり、試験を免除する

ために必要なバッチ数について討議中である

ことが報告された。

・迷入ウイルス否定試験の新 GL については、

次回の SC までに EU で検討中の作業が終了

し EU の提案がなされる予定であることが報

告された。SC は、EWG の対面会合を 2015 年

早期に開催することを確認した。

－代謝及び残留動態 EWG：

・SC 会合の 1 週間前に開催された EWG 会合

結果を踏まえた報告がなされ、SC はこれを了

承した。

・GL48 の牛乳の休薬期間をゼロとする試験

デザインに関する改正については、改正案に

ついての署名が開始されたとの報告を受けて、

SC はこれがマイナーな改正であるためパブリ

ックコンサルテーションを不要とし、SC では

step6 として署名することとした。

・SC は、GL49 の GLP に関する記載の変更に

ついてもマイナーな改正とすることとした。

・SC は、魚の残留試験及びはちみつの残留試

験の新 GL 案の作成の進捗を確認した。

－安全性 EWG

・急性参照用量（ARfD）の新 GL の作成につ

いては、2014 年末までに step 2 の署名が期待

されると報告された。

・GL23 の改正については、8 月 1 日までに

step5 の署名が期待されると報告された。SC

は、この署名の後に GL23 の次の改正のため

の EU からの提案を EU が EWG に再送付する

と共に、GL23 に相当する ICH-GL の改正につ

いても考慮することとした。

－生物学的同等性 EWG

・GL52（血中濃度を用いる生物学的同等性試

験）案については、コンサルテーション期間

中に提出された意見を検討中であり、2014 年

末までに step5 の署名が期待されると報告さ

れ、SC は、この報告を了承した。

－電子ファイルフォーマット EWG

・GL53 案のパブリックコンサルテーション

が間もなく終了する予定であり、大きな問題
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がなければ 2014 年末までに step5 の署名が期

待されると報告され、SC は、この報告を了承

した。VICH の規定に従い、Step5 以降は規制

当局である EU がトピックリーダーを務める

こととされた。

(ⅷ)GL の承認(step 3)：該当する GL はなかっ

た。

(ⅸ)GL の承認(step 6)：該当する GL はなかっ

た。

(x)各 TF の進捗状況：3 つの TF の進捗状況を

検討し、各 TF への指示等を行った。

－駆虫薬の GL の改正 TF

・TF は前回米国 FDA が提出した CP に記載

されている項目について電子的に討議し、解

決の難易度を判定しているところであり、

2015 年春の対面会合の開催を要望しているこ

とが報告された。SC は、TF がディスカッシ

ョン・ペーパーを提出後に 2015 年の早い時期

の対面会合の開催を認めるが、決定は次回の

会合で行うとした。

－ GL3R の改正 TF：(ⅱ)参照

－配合剤の有効性 TF：(ⅱ)参照

(xi)新規トピック（CP 及びディスカッション・

ペーパーの検討）：

－ファーマコビジランス GL の改正に関する

業界からのディスカッション・ペーパー

・SC は、このディスカッション・ペーパーを

検討し、長期的なビジョンとしては世界的に

調和したファーマコビジランスシステム及び

世界的な単一のファーマコビジランスデータ

ベースへの業界からの報告を各規制当局が利

用可能とすることについて支持するという見

解ではあったが、データベースの費用、シス

テムの構成要素に対する責任の所在、新薬に

ついてはリスクに基づいたサーベイランスが

必要である点等の根本的な疑問点が出された。

・5 つのファーマコビジランス GL の改正が

数年間を要するプロセスであることが認識さ

れた。GL 改正については SC での合意は得ら

れなかったが、次回会合までに SC 委員に更

なる意見を求めることとされた。。

・次回の SC に業界は新たなディスカッショ

ン・ペーパーを提出することとされた。

・SC は、VICH 第 4 次戦略に世界的なファー

マコビジランスシステムのビジョンを含める

ことで合意した。

－ GL22 の改正

・前回 SC において、EU 及び JMAFF は、

GL22 で参照している OECD416 の代わりに

OECD443 を参照した場合の最終的な毒性評価

への影響を公開された評価結果に基づき調査

することとされ、今回 SC において、EU と

JMAFF から中間報告が提出された。調査が継

続中であることから、次回の SC 前に EU と

JMAFF が完成した報告書を提出し、次回 SC

において調査結果に基づき討議することとし

た。

(xii)その他の VICH トピック：該当するものは

なかった。

(xiii)VICH5 の準備

・SC は、JVPA が JMAFF と協力して作成し

た VICH5 のプログラム案（第 3 版）をレビュ

ーした。SC は議事次第案の構成を支持すると

共に JVPA の新たな試みを祝した。SC 委員は

7 月末までに JVPA にプログラムに関する意

見を提出することとした。また、講演者を SC

委員、EWG 委員その他の人々から至急募集

することとした。

(xiv)その他の問題

・JMAFF からの提案により、VICH の規定に

基づき、微生物学的 ADI EWG の解散が決定

された。SC は EWG の活動に感謝し、事務局

から EWG の各委員に伝えることとした。

・FDA からの提案により、EWG の議長に

VICH ウェブサイトの会員専用ページへのア

クセス権を与えることとした。

・SC 会合において ICH 安全性トピック推薦

WG（ ICH Safety Topic Recommendation

Working Group）の S. Spanhaak 氏のプレゼン

テーションが行われた。なおこの WG は ICH
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内の事情によりまだ設置されていないとのこ

とであった。ICH においても遺伝毒性試験は

OECD の試験法を考慮しているとのことであ

った。

(xv）その他の議事

・IFAH-Europe から新しい VICH ウェブサ

イトに以前の VICH ウェブサイトのコンテン

ツを移動しているが、新たに VOF のセクショ

ンを設置し、VOF 会合の全てのプレゼンテー

ションと文書を載せていることが説明された。

さらに改善すべき点があれば事務局に意見を

寄せるよう求められた。

・CAMVET（アメリカ大陸動物薬委員会）か

ら、米国 FDA の支持の下、次回 2015 年 2 月

の SC の開催地をアルゼンチンのブエノスア

イレスとする提案がなされたが、次回につい

ては時期も迫っていることから予定どおりワ

シントン DC で開催することとし、将来的に

は、開催地が通常とは異なることについて十

分な期間（2 年間）前に通知されれば調整で

きるとする合意がなされた。

(xvi)次回以降の会合の日程及び場所

・第 31 回 SC 会合は、ワシントン DC で 2015

年 2 月 23 ～ 26 日に開催する予定である。

・第 32 回 SC 会合は、東京で 2015 年 10 月 25

～ 27 日及び 30 日に開催する予定である。

Ｃ－２ 第 31 回 SC 会合の概要

①開催日：2015 年 2 月 23 日～ 26 日

②開催場所：ワシントン D.C.（米国）

③出席者：

・議長

B. DUNHAM

：US（FDA）

・SC 委員及びコーディネーター(C)

B. MARTIN

：AHI（Bayer）

M. J. MCGOWAN

：AHI（Zoetis）

K. KLAUS（C)

：AHI

M. SPAGNUOLO-WEAVER

：EU (European Comission（DG SANCO））

A. HOLM

：EU (EMA-CVMP)

K. GREIN (C)

：EU (EMA)

B. BOENISCH

：IFAH-Europe (Merial)

L. KLOSTERMANN

：IFAH-Europe (Bayer)

R. CLAYTON (C)

：IFAH-Europe

遠藤裕子

：JMAFF（動物医薬品検査所）

能田健

：JMAFF（動物医薬品検査所）

小佐々隆志 (C)

：JMAFF（畜水産安全管理課）

大石英司

：JVPA ((株)微生物化学研究所)

小松忠人

：JVPA (DS ファーマアニマルヘルス(株))

伊藤治（C）

：JVPA（（公社）日本動物用医薬品協会）

M. SMITH

：US (FDA)

B. E. RIPPKE

：US (USDA APHIS CVB)

S. VAUGHN (C)

：US (FDA CVM)

・オブザーバー
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M. WRIGHT

：Australia/New Zealand (AMA)

W. HUGHES

：Australia/New Zealand (MPI)

P. REEVES

：Australia/New Zealand (APVMA)

M-J. IRELAND

：CANADA (Health Canada)

J. SZKOTNICKI

：CANADA (CAHI)

A. SIGOBODHLA

：South Africa (DAFF)

E. SCHAY

：South Africa (SAAHA-Bayer)

・インテレステッドパーティー（VICH に関心

を示す上記以外の団体）

J. THOMAS

：AVBC

・アソシエートメンバー

J-P. ORAND

：OIE

B. FREISCHEM

：OIE

・VICH 事務局

H. MARION

：IFAH

C. DU MARCHIE SARVAAS

：IFAH

④議事概要

(ⅰ)VICH 基本文書等の完結：VICH の組織定款

の改正について検討し、殆どの改正点につい

て合意したが、一部の点については他の文書

との整合性を改善する案を事務局が作成し、

電子的な討議を経て文書を最終版とする書面

手続きに入ることとした。

(ⅱ)VOF の準備：

・SC は、VOF の議事及び出席者を確認し、

VOF のグループ討論セッションのグループ分

けと進め方を決定した。

・SC は、VOF 国/地域等に対して VICH-GL を

普及するために設置されたトレーニング戦略

臨時検討グループが作成したトレーニング戦

略案、コミュニケーション用リーフレット及

び VICH に関するプレゼンテーションをレビ

ューし、トレーニング戦略案を了承すると共

に、このグループの作業が終了したことを確

認した。また、SC はトレーニングの実施に関

する新規の臨時グループとそれに含まれる 3

つのサブグループの設置について合意した。3

つのサブグループとは、業界がリードし資金

源を確認するサブグループ、規制当局がリー

ドしトレーニングプログラムと教育用資材に

焦点を当てたサブグループ、後日結成される

トレーニングの技術的手段とロジスティック

スに関するサブグループである。この臨時グ

ループの議長は OIE 本部の確認後に、OIE が

務めるとされた。

・SC は、GL3R に熱帯地域の気候区Ⅲ及びⅣを

追加する改正を検討する TF（安定性試験改正

TF）が作成した CP をレビューし、品質 EWG

がこの作業を引き継ぐことで合意した。SC は、

この EWG には、VOF 地域のうちアジア、ア

フリカ及びラテンアメリカの気温の高い地域

からの活発な参加を促進すべきであるとし、

GL3R の改正ではなく、単独の GL とするこ

とを決定した。この討議を反映させたプレゼ

ンテーションを IFAH-Europe が VOF で発表

することとした。SC は、VOF の会議後に

EWG への指令（マンデート）を採択し、

FDA をトピックリーダーとし、事務局から

VOF 国/地域に品質 EWG のこのトピックに関

するエキスパートとしてアジアから 1 名、ア

フリカから 1 名及びラテンアメリカから 1 名

の専門家を募集することとした。オーストラ

リア及び南アフリカからの貢献も期待された。

・配合剤の有効性 GL の作成に関する TF（配合

剤の有効性 TF）の活動が報告された。特に世

界中の既存の配合剤に関する調査結果が報告

され、主たる対象製剤が抗寄生虫薬であるこ

9894



とが判明した。SC は、まず配合剤に関する一

般的な GL の作成が必要であることを認識し、

TF に、主要な配合剤のグローバルカタログを

含むディスカッション・ペーパーの作成を依

頼した。

(ⅲ)VOF の成果のレビュー：SC は、VOF 国/地

域において VICH の技術的標準の認識がよく

進んでいることに満足した。SC は今後ブラジ

ル、インド及びメキシコの参加が重要である

と認識し、FDA は FDA がブラジルとメキシ

コに VOF への参加を促すことを提案し了承さ

れた。SC は、次回の VOF 会合には ASEAN

メンバーであれば VOF メンバー国でなくとも

VOF 会合に参加できることとし、事務局から

ASEAN に連絡することとした。また、SC は、

VOF 国からの提案により、VOF 会合への参加

の促進のために VOF 国の業界の VOF 会合へ

の参加を認めることとした（EU は持ち帰っ

て検討した結果会議後の決定となった）。さ

らに SC は第 6 回 VOF 会合のトピック等につ

いて検討した。[第 5 回 VOF 会合の詳細は

(D-2)第 5 回 VOF 会合の概要を参照]

(ⅳ)VICH 戦略：

・SC は、第 4 次戦略臨時検討グループによる第

4 次 VICH 戦略文書の作成について報告を受

け、文書名を「VICH プライオリティー」と

することに合意した。JMAFF は、この文書案

中の「Biologicals」の定義を古典的なワクチ

ンと血清学的製剤より広範囲な製品を含むよ

うに改正するよう提案し、数名の SC 委員か

ら基本的な支持を得られたものの更に討議が

必要とされた。また、ナノテクノロジーのよ

うな新しい技術についても戦略の対象として

文書に含むこととし、”novel technology"の用

語を使用することとなった。SC は、この

VICH プライオリティー文書案について会議

後に更に各委員が意見を提出し、修正案を第

32 回の SC 会合で採択することとした。なお、

SC は、一般的に規制当局、業界及び学術的に

用いられている biologicals の定義に関するデ

ィスカッション・ペーパーを次回会合に

JMAFF が提出することとした。

・SC は、JMAFF が中心となって作成した動物

用の生物学的/バイオテクノロジー製剤に関す

る GL の必要性に関する調査報告を検討した。

ICH-GLS6 と Q5A を必要としたメンバーが多

かった。

(ⅴ)VICH-GL の実施状況：各規制当局から報告

がなされた。

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。

step4 における GL のコンサルテーション状況

：SC は、GL54 のコンサルテーションを行うた

めの署名が会合前になされ、メンバー国／地域

に配布されたことを確認した。

(ⅵ)Step9 における GL の見直し：GL の見直し

については提案されなかったが、SC は、GL

の見直しを採択後 5 年ごとに計画的に行うこ

とで合意した。また、SC は、事務局が次回の

SC 会合までに作成する既存の GL の表に改正

回数と改正日の欄を追記したリストをレビュ

ーすることとした。

(ⅶ)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。

－品質 EWG：

・活動状況が報告され、SC は、EWG の活動

が最近実施されていないことを確認した。

－有害事象報告の電子的標準施行 EWG（フ

ァーマコビジランス EWG）：

・SC は、GL35 の実施のための技術的文書の

うち 1 つ（電子的伝達の仕様のための段階的

な文書）が署名され、もう 1 つ（バリデーシ

ョン手続きの文書）が改正され委員による署

名が期待されるという活動報告を確認した。

・SC は、業界から提出された VICH ファーマ

コビジランス GL の改正に関する技術的なデ

ィスカッション・ペーパーの重要性を理解し、

この領域は進歩が早いため GL が追いついて

いないことも認識したが、施行に関する不調
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和の幾つかの要素は現在の GL と技術的文書

の解釈のコンセンサスにより解決され得るこ

とも認識した。

・SC は、EWG から提出された対面会合につ

いては、事前の電子的な討議による十分な準

備ができた時点で EWG が正式な申し出をす

ることとした。

－生物学的製剤検査法 EWG：

・SC は、EWG からの報告により、生ワクチ

ンの TABST の新 GL については、合意に非常

に近づいていることを確認し、実験動物に関

する同様の GL（LABST）に関する検討を始

めるべきという EWG の提案を支持した。

・迷入ウイルス否定試験の新 GL については、

進展がないことが報告された。

・SC は、EWG の対面会合を VICH5 に合わせ

て開催することを検討し、原則として開催を

認めるが、会議に関する事前準備が整った場

合に限定し、生ワクチンの TABST 及び

LABST の両方のトピックについて討議するこ

ととした。

－代謝及び残留動態 EWG：

SC は、EWG からの報告により、魚の残留

試験及びはちみつの残留試験の新 GL 案の作

成が順調に進捗していることを確認した。

－安全性 EWG

・GL54（急性参照用量（ARfD）の新 GL）に

ついては、コンサルテーションが開始され、

2015 年 8 月まで行われるが、可能であれば、

提出された意見を検討し、次回の SC 会合ま

でに最終案が提出されることになる。EWG

の議長は、JECFA の事務局（WHO）と連絡

を取ったことを報告した。JECFA はその評価

及びモノグラフに本 GL を使用する可能性が

ある。SC はこの報告を了承した。

・SC は、GL23（遺伝毒性試験）の改正につ

いては、1 回目の改正後に 2 回目の改正（in

vivo 小核試験を必須としない改正）について

の検討を開始したという報告を了承した。

－生物学的同等性 EWG

・GL52（血中濃度を用いる生物学的同等性試

験）案については、コンサルテーション後に

検討した 5 つの問題のうち 2 つは解決し、3

つはまだ討議が必要であり、法的な問題の解

決も必要であるが、step5 の署名に非常に近づ

いていることが報告され、SC は、この報告を

了承した。JMAFF は日本特有の要求について

委員が考慮したことに感謝した。

－電子ファイルフォーマット EWG

・SC は、EWG の報告を了承した。SC は、会

合前に GL53（動物用医薬品等に関する文書

の電子的授受のためのファイル形式に関する

要件）の実施を採択した。SC は、EWG の議

長と委員の作業の成果と作業が短期間に終了

したことを祝した。EWG は今後 2 年間存続

することとされた。

(ⅷ)GL の承認(step 3)：該当する GL はなかっ

た。

(ⅸ)GL の承認(step 6)：該当する GL はなかっ

た。

(x)各 TF の進捗状況：3 つの TF の進捗状況を

検討し、各 TF への指示等を行った。

－駆虫薬の GL の改正 TF

・SC は、TF の作成したディスカッション・

ペーパー（案）をレビューし、TF 議長の報告

を受けた。TF 議長は、駆虫薬 GL に関するト

ピックのリストに従い、2 回の電話会議を含

めて電子的に討議してきたが、ディスカッシ

ョン・ペーパーはまだ全員の支持が得られて

いないこと、現在の GL に十分な柔軟性があ

るかどうかという疑問が生じていること及び

意見の相違については文書中に記載している

ことを報告した。

・SC は、TF の作業が技術的・科学的に非常

に高度なものであり、現時点では全ての問題

についてコンセンサスを得る必要がなく、デ

ィスカッション・ペーパーの最終版にその旨

記載されていれば良いとした。

・GL の改正が必要か否かの科学的討議を向

上させるために EWG の設置が提案されたが、
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SC は、TF がディスカッション・ペーパーを

完成させるという最初の指令を完結し、次回

の SC 会合に報告することとした。

－ GL3R の改正 TF：(ⅱ)参照

－配合剤の有効性 TF：(ⅱ)参照

(xi)新規トピック（CP 及びディスカッション・

ペーパーの検討）：

－ファーマコビジランス GL の改正に関する

業界からのディスカッション・ペーパー：

(ⅶ)参照。

－ GL22 の改正

・JMAFF は公開されている評価書に関する報

告を行い、2 世代試験と 1 世代試験の相違が

あることを報告した。EU は ADI が設定され

ている 160 物質に関するレビューを実施中で

あり、次回の SC 会合においてその解析を報

告するとした。安全性 EWG の議長は、この

レビューが非常に有用であり、安全性 EWG

に提出されたら EWG の専門家が解析すると

の意見を述べた。SC は、EU と JMAFF が次

回の SC 会合前にこのトピックの進むべき道

を提案することとした。

(xii)その他の VICH トピック：該当するものは

なかった。

(xiii)VICH5 の準備

・SC は、JVPA が事務局と協力して作成した

VICH5 のプログラム案（第 3 版）をレビュー

し、各セクションについてモデレーター（議

長）を決めた。プログラム案（第 4 版）が会

議中に作成され、全てのモデレーターは 3 月

末までに講演者とプレゼンテーションの表題

を事務局に提出することとした。

・JVPA は、VICH5 の 2 回目のアナウンスを

5 月 16 日に行うため 4 月末までに講演者の氏

名を確定することが必要であると説明した。

ポスターセッションは活動中の全 EWG の議

長に提供され、トピックリーダー及び委員と

協力して作成することとした。IFAH-Europe

が JVPA にポスターのテンプレートを提供す

る。

(xiv)その他の問題

・SC は、米国が開催するスケジュールである

2017 年の第 34 回 SC 会合についてアルゼンチ

ンが組織することの可否について次回の SC

会合で最終決定することを合意した。

また、オーストラリアは SC 会合の開催頻

度を 1 年 1 回に削減することを提案したが、

SC 会合間の期間を延長することにより VICH

の生産性が減少し GL 作成に要する期間が延

長するという意見により、開催頻度は変更し

ないことで SC は合意した。

(xv）その他の議事

・IFAH-Europe の L. KLOSTERMANN から、

SC 委員を今会合で辞任することが告げられ、

SC は、彼の長年にわたる大きな献身と活発な

貢献に感謝した。

(xvi)次回以降の会合の日程及び場所

・第 32 回 SC 会合は、東京で 2015 年 10 月 25

～ 27 日及び 30 日に開催する予定である。

・第 33 回 SC 会合は、ヨーロッパで 2016 年 6

月 20 ～ 23 日に開催する予定である。

Ｄ－１ 第４回 VOF 会合の概要

①開催日：2014 年 6 月 24 日・25 日

②開催場所：ブリュッセル（ベルギー）

③出席者：

・議長

EMA: D. MACKAY

OIE: J-P. ORAND

・VOF メンバー

アルゼンチン- SENASA

L. SBORDI

アルゼンチン- CAPROVE
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C. FRANCIA

中国 - Institute of Vet. Drug Control

SH. XU

韓国-Animal and Plant Quarantine Agency

S-J. JOH,

J-H. HUR

インド-CDSCO

P. B. N. PRASAD

ロシア - VGNKI

A. PANIN

タンザニア - FDA

A.M. KHEA

タイ - Department of Livestock Development 及

び ASEAN（東南アジア諸国連合）

S. JAROENPOJ

ウクライナ- State Scientific Research Control

Institute of VMPs

Y. KOSENKO

CAMEVET

E.J. ARGENTO

・第 30 回 SC 会合参加メンバー

[C-1 の出席者と同様につき記載省略]

④議事概要：

セッション１：報告とグループディスカッショ

ン

－オープニング、VICH・OIE からの報告

冒頭に両議長からの開催趣旨説明に続き、前

回の VOF 会合の概要の報告と OIE の取組に関

する報告が行われた。OIE は、加盟国の主席獣

医官に対し VOF の成果を報告するとともに、

OIE ウェブサイトにおける VICH 関連情報の発

信を強化している。

－トレーニングに関する提案

トレーニング戦略臨時検討グループから、２

つのレベルのトレーニングに関して提案がなさ

れている。第 1 レベルは、GL の導入のような

より基本的な事項に関するものであり、VOF 会

合中に行うものに加え、より高度なトレーニン

グを OIE ナショナルフォーカルポイント

（NFP）トレーニングセミナーで行う。

第 2 レベルは、様々な GL を対象として、品

質、安全性、有効性等のモジュール構成で行う

ものである。VOF メンバーからの要望も強いが、

膨大な人的リソースと資金を必要とすることか

ら、これらを確保することが重要である。VICH

としてさらなる検討を行い、次回の VOF 会合で

より詳細な戦略を提示することとなった。

－タスクフォース（TF）による活動の報告

・GL3R への熱帯気候区（III 及び IV）の追加

VICH メンバーと VOF メンバー（アルゼンチ

ン、CAMEVET、タイ)からなる TF により、詳

細な CP の作成が行われている。TF は寄せられ

たコメントをもとに、CP を改訂し、第 31 回 SC

会合に提出する予定であることが報告された。

OIE が行ったサーベイでも、熱帯気候区の追加

が支持されている。

・配合剤の有効性試験ガイドラインの作成

前回の VOF 会合で、本提案が中国から提出さ

れた事を受け、VICH メンバーと VOF メンバー

（アルゼンチン、CAMEVET、中国、台湾、

UEMOA）により構成される TF が立ち上げられ

た。まず、カテゴリー分けについての議論を行

い、その議論を反映したアンケートを作成し、

TF メンバーの回答を求めた。その結果、最も重

要なのは抗寄生虫薬配合剤であった。次点は抗

菌薬の配合剤であったが、この GL を作成する

ことは慎重使用の考え方に反する抗菌薬の配合

剤の開発を奨励するとの誤解を生むため、この

GL を支持しないとの見解が EU から示された。

TF メンバーと SC では、まず一般的な配合剤

の GL を作成し、続いて特定の効能を持つ配合

剤用の GL を作るべきとの意見が概ね支持され

ている。TF は引き続き、VICH メンバー国で既

に施行されている配合剤 GL の分析を行い、次

回の VOF 及び SC 会合で報告することになった。

－法的枠組みと VICH-GL の位置づけ

・VICH メンバーとオブザーバー国のアプロ
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VICH-GL を、各国の動物薬の承認に関係する

法的枠組みの中にどのように位置づけるかは、

VOF メンバーにとって重要な問題である。今会

合では、日本とカナダが VICH-GL の法的位置

づけについて説明し、討議した。

カナダは、VICH に参加することでローカル

GL を自前で作成する労力を大きく節約できる

ことを指摘した。インドは、ICH-GL に法的拘

束力を持たせた形で施行していることを報告し

た。

VOF メンバーに対して有用な情報提供となる

ので、今後も SC メンバーがローテーションで

同様の講演を行う。

・VICH-GL の施行

EU は、前回の VOF 会合でリクエストに応え、

VICH のウェブサイトに GL の施行に関する原

則とガイダンスがおかれていることを説明した。

いくつかの方法でテクニカル GL を施行する

方法があるが、それは国や地域の法体系に合わ

せて、各々が判断することである。ほとんどの

国では、法的拘束力を持たせない形で施行して

いる。

これまで作成された VICH-GL の全てをパッ

ケージとして施行する必要は無く、いくつかを

選択して段階的に施行すれば良い。

VICH メンバーは、合意された GL をそのま

ま施行しており、その他の国／地域でも変更な

しで施行することが推奨される。しかしながら、

VICH の GL 作成過程に関与しなかった国/地域

においては、その地域の特性に合わせてわずか

に修正して施行する必要性も認識されている。

どのような VICH-GL を施行しているか、ど

のように施行しているか、あるいはその時にど

のような困難があったかについてのフィードバ

ックを VOF 会合で行う事は大いに感謝される。

－小グループによるディスカッション

VOF メンバーから様々な意見を引き出すため、

前回から小グループ方式を導入した。本会合で

も引き続き以下の３グループ分け、そこに SC

メンバーが参加して議論を行った。

グループ 1: アルゼンチン、CAMEVET、タン

ザニア

グループ 2: 韓国、タイ-ASEAN、中国

グループ 3: ウクライナ、ロシア、モロッコ、

インド

＜グループ 1 からの報告＞

・コミュニケーション戦略と GL の施行に関し

て：

VICH の普及に関するコミュニケーションは、

その相手に合った戦略が求められる。実際の審

査を行う階層には VICH-GL のテクニカルな側

面に関する情報が、ポリシー決定を行う地位に

ある人に対してはより高次の VICH 及びそのベ

ネフィットに関する情報がそれぞれ必要である。

未だに VICH-GL は法制化されなければなら

ないという誤解がある。

ローカルな業界や政治家は国際調和 GL を施

行する事の重要性について認識していないので、

VICH-GL の施行に関する明確な推奨理由を説明

する必要がある。

＜グループ 2 からの報告＞

・抗菌剤耐性問題に関して：

WHO は治療以外の抗菌剤の使用を中止する

よう勧告している。OIE と FAO は、抗菌剤耐性

に関して協同して動いており、OIE 加盟国はそ

れぞれアクションプランを策定している。

EU は、「予防的使用」という言葉は誤解が

生じやすいため、効能を「メタフィラクティッ

ク（群として感染が認められ、発症は時間の問

題の場合のみ同群内の未発症の動物に投与する

手法）」という表現に変更中であると述べた。

EU はまた、獣医師に対して、可能な限り群治

療から個体治療に切り換えるよう推奨している

（鶏を除く。）ことを報告した。

FDA は、新規のガイダンス第 213 号により、

飼料添加物の使用も獣医師の監視下におき、適

切な量が治療の観点から投与されるよう推奨し

ていることを報告した。
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・MRL（最大残留基準値)の外挿に関して：

MRL の外挿を次回の VOF 会合の議題とする

ことが希望された。FDA は、このトピックはコ

ーデックスで取りあげており、7 月に開催予定

のコーデックス総会で MRL の外挿に関する文

書が採択される予定であることを説明した。

EMA が MRL の外挿に関するガイダンス文書を

発出しているとの情報も寄せられた。

・GLP/GCP：

GLP 及び GCP の要求は VOF メンバーにとっ

て重要なトピックなので、次回の VOF 会合にお

いて VICH の規制当局メンバーから、各国の要

求事項について発表することとなった。

・残留：

韓国から、アジアで特に重要な水産動物用残

留 GL が無い事への懸念が示された。JMAFF か

ら、VICH では水産動物用残留 GL を作成中で

あることを説明した。

＜グループ３からの報告＞

VICH-GL が OIE マニュアルに収載されれば、

各国の法規制に取り込むことが容易になる旨の

意見があった。これに対し OIE は、OIE マニュ

アルへの収載及び改訂には、総会において 180

カ国の賛成を得る必要があるので、極めて困難

であると述べた。その代わり、より徹底したメ

ンバー国とのコミュニケーションにより、現在

OIE が行っている強いサポートと推奨を継続す

ることがより効果的であり、OIE のウェブサイ

トでは、VICH-GL の多言語の翻訳版が入手でき、

これからも増加すると述べた。

いくつかの国では、厚生担当省が動物薬も承

認しているので、動物薬には人体薬と異なった

ルールとガイダンスが必要であることを理解さ

せることが重要である。

＜グループディスカッションの結論＞

SC は VOF メンバーが VICH-GL を各国で使

用するためにそれぞれの国に適したサポートが

必要である事を認識した。特に人体薬と動物薬

の承認に違いのない国の場合、その必要性はさ

らに高い。

グループディスカッションにより多くの時間

を割くことが必要である事が合意された。トピ

ックを前もって周知し、VOF メンバーが準備で

きる時間を用意すべきである。

VOF メンバーは、VICH-GL を施行するため

に長期的な過程を設定し、短・中・長期の障害

を特定することが必要である。ローカル業界は

国際 GL に対応するために、より長い時間が必

要である。

VICH-GL 作成の背景は、不要な試験の繰り返

しを避け、他地域で行われた試験や評価を受け

入れ、リソースを節約することであることが強

調された。

－ VOF メンバーからの情報

・ロシア：

ファーマコビジランスの GL の施行に関す

る情報提供があった。このガイドラインは

VICH-GL をベースにして作られたものである。

・モロッコ：

動物薬承認に関する現状を報告した。動物

薬の承認は、未だ農業省と厚生省の両者にま

たがっており、当面の農業省の目標は農業省

が承認権限を獲得することである。農業省は、

厚生省において承認権限を有する薬剤師が使

用を推奨する ICH-GL ではなく、動物薬用に

VICH-GL を施行するための国際的サポートを

必要としている。

・ASEAN：

タイは ASEAN を代表して、動物衛生に関

する ASEAN の取組について説明した。加盟

国は、ASEAN 動物薬ナショナルフォーカル

ポイント（ANFPVP）を一名ずつ置いている。

第一回の ANFPVP 会合では、VICH-GL をリ

ファレンスとして使用すること及び ASEAN

が VOF のオブザーバーとして継続的に参加す

ることが決定された。VICH-GL は、ASEAN

諸国にも適用可能な国際スタンダードと認識

されている。これまで ASEAN は生物学的製

剤を中心に検討してきたが、２０１５－２０
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２０のアクションプランには、薬剤耐性菌対

策としての慎重使用も盛り込まれた。

・タンザニア：

東アフリカコミュニティー医薬品規制調和

プロジェクト（EAC-MRH）の進捗について

報告があった。EAC の究極の目的は、５地域

５５カ国を包含するアフリカ大陸全体での医

薬品規制の調和である。これに向けた議論は

二つの他のアフリカの地域（ SADEC と

EMFAS）と開始している。この取組は現在人

体薬のみだが、タンザニアとケニアは動物薬

についての共通アプローチを構築することを

決定している。

セッション 2：VOF メンバーの関心事項

－個別事項

・後発医薬品：定義と関連用語

JMAFF、EU 及び FDA は、それぞれの国に

おける後発医薬品の定義と承認申請資料につ

いて解説した。

日本では、新有効成分含有動物用医薬品は

市販後６年間の安全性及び有効性データを提

出し、再審査が行われる。後発品は先発薬と

の生物学的同等性が証明されれば、申請後一

年程度で後発品として承認される。

EU では、先発品と有効成分の量及び質が

同じで、剤型も同じものであって、先発品と

の生物学的同等性が証明され、先発品が 10 年

を超えて上市されているものが後発品として

定義されている。後発品として認められれば、

一部の例外を除き安全性、残留性、有効性の

データは必要なく、品質と製造方法のデータ

のみが要求される。先発品が複数の対象動物

を有し、後発品がその一部（例えば１種）の

みをカバーしている場合、EU は部分的後発

品として承認する。

米国では、先発薬が承認された全てのメジ

ャー動物に対し、有効性の評価を行わなけれ

ばならない。

アルゼンチンは、南アメリカでは全ての製

品は新規製剤として承認されるため、後発医

薬品制度は極めて重要なトピックであるが、

現行の習慣を変更するのは容易ではないと述

べた。

・生物学的同等性；技術的側面

EWG 座 長 で あ る マ ル チ ネ ス 博 士 が、

VICH-GL ５２（生物学的同等性：血中濃度の

試験）の内容及び試験設計について解説した。

この GL は食品安全性には言及していない。2

つの製品を動物に投与し、有効成分又は活性

代謝物が血中に入る量と速度が同等でなけれ

ば、生物学的に同等とは認められない。

maximum requirement（それ以上の試験要求は

しない）について記載されており、各国の事

情により厳格さの低い要求をする場合もある

と説明した。食用動物に使用する注射剤につ

いては、先発薬に休薬期間が設定されている

場合、残留試験が必要となり、MRL に適合し

なければならない。GL52 の意見募集期間が

終了したので、EWG メンバーによる修正作

業が年末までに終了すると述べた。

今後 FDA ／ CVM では、より複雑な組成の

製剤についての生物学的同等性について検討

する予定である。例えば、乳房注入剤のよう

に全身性の吸収がほぼ無視できるような製剤

についてである。CVM は、in vitro での放出

試験と複数バッチの先発品の in vitro 試験での

値の振れ幅を利用する生物学的同等性試験の

新しいアプローチを採用している。もし全成

分が質・量ともに同一で粒子の大きさも同じ

ならば、２つの製品は区別できないことにな

り、生物学的に同等と見なされる。

EU と FDA が次回の VOF 会合において、生

物学的同等性についてより詳細な報告を行う

こととした。

・動物用ワクチンのバッチ毎の対象動物を用

いた安全性試験（TABST）の免除要件

JMAFF から、不活化ワクチンの TABST 免

除要件を定めた VICH-GL（GL50）の背景及

び免除のための手続きについて説明した。
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アルゼンチンは、近い将来 TABST の代わ

りに、副作用報告データを受け付ける予定と

発言した。CAMEVET は、加盟国における

TABST に関する状況を確認し、次回の VOF

会合で報告する。

－個別事項

・VICH-GL 案に対する意見提出

オーストラリア・ニュージーランド

（ANZ）は、VICH オブザーバー国が業界及

びステークホルダー（利害関係者）に対する

意見照会をどのように実施しているかについ

て説明した。ANZ は、VICH-GL を変更して

施行する場合、特に SC に相談することはな

いこと及び地域の事情に合わせて変更するこ

とは、すべての VICH メンバーを説得するよ

り容易であることを説明した。いくつかのケ

ースでは、VICH-GL の要求に比べ地域特有の

要求が広い場合もある。

VICH の SC メンバーは、各地域向けに技術

的な解説を作っている場合もある。

CAMEVET は、上記のような例に倣えば、

VICH-GL を CAMEVET メンバー国で施行す

るのがより容易になると述べた。

セッション 3：議論及び結論

－ VOF メンバーからのフィードバック

・グループディスカッション

すべての参加者は、小グループセッションは

極めて有益かつ建設的であると捉えていた。

次回以降の会合からは、より多くの時間をこ

れに充てることが合意された。

・トレーニングとコミュニケーション

参加者は、非 VICH 国が VICH-GL の作成

過程と、各国でどのように施行するべきかを

完全に理解することの重要性を確認した。詳

細で広範な情報は、VICH プロセスの理解の

ための重要な要素である。VOF メンバーは、

レベル２のトレーニング戦略の構築が必要と

されていることに賛成した。

中国は、活発な VOF 活動が政府の注意を引

いており、VICH プロセスの認識を高めるこ

とに貢献していると報告した。中国と

FDA-CVM は、VICH に関するセミナーを中

国全土で行った。

タンザニアは、VICH-GL の重要性と、異な

る国々でどのように施行されているかを認識

し、アフリカや世界中にこれらを広める必要

について述べた。

・後発品、TABST、生物学的同等性

すべての参加者は、これらのトピックに関

する VICH メンバーからの解説を強く歓迎し、

このようなセッションが今後の VOF 会合でも

行われることをリクエストした。

・地域における VICH-GL の施行

VOF メンバーは、VICH オブザーバー国か

らの施行方法に関する説明に感謝した。ロシ

アは、VICH-GL をロシアにおける国家基準の

基礎として施行し始めたことを報告した。い

くつかの国は、OIE が VICH-GL を OIE 基準

とすべきと発言したが、OIE はこれまで説明

して来たとおりであることを説明した。

－結論と次のステップ

・グループディスカッション

すべての参加者は、この会合に極めて肯定

的であり、取り上げられたトピックに対する

詳細な解説が大変有益であり、第一回 VOF 会

合から現在までの進捗は、大変建設的であり

将来的にも有望であると評価した。

・議長は本会合の結果として、次回第 5 回

VOF 会合の議題候補を以下のようにとりま

とめた。

 GL3R の改正及び配合剤の有効性試験ガイ

ダンスに関する TF 活動

 GCP/GLP

 ファーマコビジランス

 既存の地域ガイドラインと VICH-GL の関

係（特に VICH-GL がより要求性が高い場

合）
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 現行法制度との関連における VICH-GL の

適用について

 TABST 免除

 生物学的同等性

 ガイドラインの翻訳

 OIE による VICH のサポート

 ICH と VICH の関連

・SC は、VICH-GL に関して努力を続けている

VOF メンバーに対して、次回会合で SC メン

バーが対処案を示すことができるよう、現在

直面している問題を次回会合に先立って SC

に伝えるよう促した。

－ VICH5

東京において 2015 年 10 月 28・29 日に、第

32 回 SC 会合及び第 6 回 VOF 会合と同時開催さ

れる VICH ５の詳細についての情報提供があっ

た。

－第 5 回 VOF 会合の日程と開催場所

2015 年２月 24・25 日に、ワシントン DC で

開催される。

Ｄ－２ 第５回 VOF 会合の概要

①開催日：2015 年 2 月 24 日・25 日

②開催場所：ワシントン DC（米国）

③出席者：

・議長

US-FDA: B. DUNHAM (CVM 所長)

OIE: J-P. ORAND

・VOF メンバー

アルゼンチン- SENASA

L. SBORDI

中国 - Institute of Vet. Drug Control

SH. XU

韓国-Animal and Plant Quarantine Agency

S-J. JOH,

タイ - Department of Livestock Development 及

び ASEAN

S. JAROENPOJ

タイ - Department of Livestock Development

T. RODSOM

ウクライナ- State Scientific Research Control

Institute of VMPs

Y. KOSENKO

CAMEVET

E.J. ARGENTO

C. FRANCIA

・第 31 回 SC 会合参加メンバー

[C-2 の出席者と同様につき記載省略]

④議事概要：

セッション１：報告とディスカッション

－オープニング、VICH・OIE からの報告

冒頭に両議長からの開催趣旨説明があった。

事務局から前回の VOF 会合の概要が報告さ

れ、メンバーからの要望に従い今会合では 2

回の小グループセッションを実施することが

説明された。

OIE の VICH に関する取組の報告が行われ

た。過去 5 年間に行われた 3 ラウンドの OIE

動物薬 NFP セミナーにおいて、450 名以上の

NFP に VOF について情報提供してきたこと、

2015 年は新しい OIE 事務局長の選挙や新戦略

の策定を行うことが説明された。

－トレーニングとコミュニケーション戦略に

関する報告

FDA から、臨時検討グループがトレーニン

グ戦略を最終化したことを報告し、多くのコ

ミュニケーション資料（5 か国語の VICH リ

ーフレット、パワーポイントプレゼンテーシ

ョン）が VICH ウェブサイトで入手可能であ

ることが説明された。SC は第 2 レベルのトレ

ーニングに対する資金提供について焦点を当

て、トレーニング戦略の実行に関して議論を
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進める。

参加者は政治的レベルでの賛同を得ること

の重要性を強調した。VOF 会合に参加するテ

クニカルエキスパートが、政治的な意思決定

者を説得することは困難である。現存のスラ

イドセットは、意思決定者を教育するための

良いスターティングポイントであるが、正し

い送り先を選ぶことが重要である。

－ TF による活動の報告

・GL3R への熱帯気候区（III 及び IV）の追加

IFAH-ヨーロッパは、VICH メンバーと

VOF メンバー（アルゼンチン、CAMEVET、

タイ)からなる TF により、詳細な CP の作成

が行われていることを説明した。SC 内では熱

帯地域での安定性試験についてのガイダンス

を作成することが支持されているが、GL 本

体とは別の文書とすることが合意されている。

技術的要求は GL3R と類似しているが、カバ

ーされる範囲が異なるので現行の GL は変更

しない。熱帯気候区Ⅲの地域を有する VICH

メンバーがこのガイダンスを使用する可能性

はあるが、究極の目的は非 VICH 国に使用し

てもらうことである。

CAMEVET は非常に似た GL を有している

ので、EWG に参加して専門的な知見を提供

する。ASEAN はこのような GL を有していな

いので、VICH の活動を歓迎する。

・配合剤の有効性試験 GL の作成

JMAFF は、TF が作成しているディスカッ

ション・ペーパーの進捗を報告し、VICH と

VOF 地域で行われた世界的なニーズについて

のアンケート結果を報告した。TF の目的は、

対象とする製剤の優先順位を付けることと、

配合剤の一般的な GL を作成する可能性につ

いて調査することである。

SC は抗菌剤の配合剤 GL を作成しない方針

であり、抗寄生虫薬の GL と一般的な GL に

作成を限定することが表明された。アルゼン

チンは一般的な GL の作成の支持を表明した。

中国は、個々の有効成分の毒性を知らずに

新たな配合の安全性を評価することは困難な

ので、個々の有効成分について承認がなされ

た後にのみ配合剤の申請が受け付けられるべ

きと考えているが、他の国ではどうかとの質

問があった。これに対し、その判断は VICH

の管轄外であり、各国政府の決定によるもの

であるが、一般論として十分な申請情報があ

れば配合剤として初めて申請される有効成分

があっても、申請を受け付けない理由にはな

らないことが指摘された。

－第一小グループディスカッション

以下の２グループに分け、各グループに SC

メンバーが参加して議論を行った。

グループ 1: アルゼンチン、タイ、CAMEVET、

中国

グループ 2: CAMEVET、ASEAN（タイ）、ウ

クライナ、韓国

【トピック：TABST 及び生物学的同等性】

EU がワクチンの TABST を、FDA のマルチ

ネス博士（生物学的同等性試験 EWG 座長）

が EWG の進捗について紹介した後、グルー

プディスカッションが行われた。

＜グループ 1 からの報告＞

本グループは TABST を中心に議論した。

アルゼンチンは、TABST の免除は現在まで許

されていない。そのような免除は技術的な専

門性だけでなく、行政組織へのインパクトも

大きいと述べた。タイは、近い将来 VICH-GL

に基づいて、動物試験を減らすことを可能に

する新しい動物用ワクチンの規制を導入する

予定であると述べた。中国では、実験動物と

対象動物の両方を用いた試験が要求される。

CAMEVET は、後発品の評価に関する試験

設計と分析に関して、現行の FDA と EU の

GL を基に生物学的同等性の GL を既に開発し

ているが、生物学的同等性試験を実施できる

専門家を見つけることが困難であることから、

この実行は大きな挑戦である。新しい

VICH-GL は前進への重要な一歩であると考え

られる。中国は近い将来後発品の法整備を行
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う予定である。タイでは、生物学的同等性の

考え方は人体薬のみに存在する。

＜グループ 2 からの報告＞

TABST に関する状況は、グループ１とほぼ

同様である。

生物学的同等性に関しては、ウクライナは

現在後発品の制度はなく、すべての製品で全

ての申書資料が必要とされる。しかしながら、

後発品と新規製剤を区別する法整備は進行中

である。公表は VICH-生物学的同等性 GL の

入手可能性に依存するが、血中動態試験を実

施する専門性のある人員の確保が問題となる。

韓国では、後発品制度はあるが、先発品と同

様の安全性及び有効性の試験成績が求められ

る。韓国は不活化ワクチンの TABST の免除

を検討するかもしれない。

－第二小グループディスカッション

以下の２グループ分け、そこに SC メンバ

ーが参加して議論を行った。

グ ル ー プ 1: ア ル ゼ ン チ ン 、 タ イ、

CAMEVET、中国

グループ 2: CAMEVET、ASEAN（タイ）、

ウクライナ、韓国

【トピック： VICH-GL の応用】

CAMEVET は、オリジナル又は修正した

VICH-GL を使用しているメンバー国について

の詳細並びに、VICH-GL の利用に関する利点

と困難な点について説明した。

＜グループ 1 からの報告＞

いくつかの政府メンバーは、VICH-GL の採

用は、多くの国が参加する OIE やコーデック

スとは異なり非常に難しいとの懸念を示した。

参加者は、VICH オブザーバー国は VICH-GL

のすべての要素を施行しない場合があるが、

VICH の原則は本当にやむを得ない場合を除

き VICH-GL どおりに施行することである。

施行が全く同じ形ではない場合は、元の

VICH-GL と異なる部分を明確にすることが重

要である。

アルゼンチンは後発品制度を持たないので、

すべての製品は新薬と見なされ全ての申請資

料が必要となる。しかしながら、一度その物

質が承認されれば、規制当局は文献情報（薬

理、毒性等）を受け入れ、その地域で行う試

験により補足している。

タイは、VICH-GL をまだ利用していないが、

次回のタイで開催予定の ASEAN 会合におい

て、ASEAN 加盟国 10 カ国で使用することを

提案する。

中国では、化学医薬品、ワクチン、生薬等

のための約 30 の GL がある。VOF への参加

を受けて、VICH-GL の要素を含むよう修正す

る。いくつかの VICH-GL は限られたリソー

スと時間の中で、すでに中国語に翻訳されて

いる。

VICH-GL 採用のためには、地域の業界が新

たな要求に順応するため一定の期間が必要で

あることが強調された。

＜グループ２からの報告＞

4 つの VOF メンバーは、主に化学医薬品の

VICH-GL を最初のステップとして施行した。

本グループの国は、GLP 認証システムを持た

ないため、品質ガイドラインを施行すること

ができない。したがって、他国からの GLP 認

証は安全性試験のために重要となる。

GCP は強制ではないが、タイ、韓国のほか、

いくつかの CAMEVET 加盟国で施行されてい

る。

CAMEVET は、特定のガイダンスの作成及

びガイダンスを実行するためのシステムを検

討するワーキンググループを持っている。

すべての参加者は、動物試験を削減し３ R

の原則を適用するために、VICH-GL は重要で

あることを認めた。

＜グループディスカッションの結論＞

VOF への参加と VICH プロセスのよりよい

理解が、VICH-GL の施行を開始するための

けん引力となっている。

VICH-GL は新薬の申請に関するものである

が、一般的に新剤型、新効能、対象動物の追
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加等にも利用できる。

参加者は、地域の業界に VICH-GL につい

て理解させることが重要性であると考えた。

タイは、4 月に開催される次の ASEAN 会

合において、いくつかの VICH-GL の域内共

通利用について提案する。

概して VICH-GL の利用は、各国の試験の

重複を避け、リソースを節約する。

－ VICH プロセスへの参加

・ASEAN のワクチン

ASEAN の動物用ワクチン登録制度につい

て説明があった。製品概要書は単一であり、

販売承認は ASEAN 域内で共通である。使用

言語は英語である。申請書と添付資料は、

ASEAN 事務局に提出され、各国の動物薬

NFP を通して、9 か国に送られる。指摘事項

は、申請された各国の NFP によって取りまと

められる。

・VICH-GL 案に対するコメント提出

中国では、コメント募集のあった VICH-GL

案は、まず中国語に翻訳され、該当分野に明

るいエキスパート 10 人（規制当局、アカデミ

ア及び業界）に配布され、10 日以内にコメン

トを返すよう求められている。集められたコ

メントは英語に翻訳され、国からのコメント

として NFP に送られ、そこから VICH 事務局

に返される。中国は、ワクチンや生薬 GL の

作成を促進することを推奨した。

OIE は GL 案に対するコメントを出すよう

推奨しているが、非 VICH 国は多くのコメン

トを出していない。OIE のコンタクト先は必

ずしも動物薬のコンタクト先として適切でな

いかもしれない。言語もしばしばバリアとな

っている。VOF メンバーは、翻訳は困難であ

り適切な表現となっている事を確認する専門

家が必要であると指摘した。CAMEVET は意

見募集のために、GL 案をメンバー国の NFP

に送っている。

セッション２：VOF メンバーの関心事項

－個別事項

・GLP/GCP：要求事項と施行

JMAFF、EU 及び FDA は、それぞれの国・

地域における GLP/GCP の定義と要求事項に

ついて解説した。

米国 FDA/CVM は、申請者から提出される

開発試験及びデータの質を確保するために

GLP 及び GCP を採用している。GLP は、生

物学的同等性を含むすべての安全性試験に要

求されており、21CFR のパート 58 に収載さ

れている。

地域/国によって GLP の要求に差異が認め

られる。米国では、申請者は US-GLP に合致

した試験を行ったことを証明しなければなら

ない。有効性試験については、CVM は業界

へのガイダンス#85 にある GCP にしたがうこ

とが推奨している。有効性試験は、また

21CFR パート 511 にある一般 GL にしたがっ

て行われる。ガイダンス#85 は、FDA の次の

ウェブサイトで入手可能である。

http://www.fda.gov/downloads/AnimalVeterinar

y/GuidanceComplianceEnforcement/GuidanceforI

ndustry/UCM052417.pdf.

GLP/GCP 制度を有することにより、CVM

の科学審査員は安全性と有効性の判断を下す

データの信頼性に確信を持てる。科学審査員

は試験報告書の審査過程において、文字通り

試験中にどのようなことが起こったのかをレ

ポートの中身から再構成できなければならな

い。審査員の理解力とデータの信頼性を上げ

るため、CVM は提出された試験のデータの

質を審査する。この審査は消費者安全オフィ

スによって行われ、その後科学的な評価のた

めに科学審査員に送られる。CVM のサーベ

イランス・信頼性オフィスは、バイオリサー

チモニタリングチームを有しており、信頼性

保証の実施状況に関する査察を行い、新薬審

査をサポートする。試験の性質にしたがって、

異なったタイプの査察が行われる。GLP 査察

は実験室内試験に焦点をあてて行われ、臨床

査察とスポンサーのモニタリングは臨床試験
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に焦点を当てて行われる。関連情報は以下で

入手可能。

http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/

BioresearchMonitoring/default.htm

FDA は、2013 年にデータの質に関する詳細

なウェブセミナーを実施した。講義記録と詳

細な質疑応答の資料は以下のサイトに掲載さ

れている。

http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEve

nts/WorkshopsConferencesMeetings/ucm348902.h

tm

・ファーマコビジランス（副作用報告）

EU はファーマコビジランスのシステムと

手続きがどのように構築されたかについて説

明した。

ファーマコビジランス EWG の座長マルガ

リータ・ブラウン博士は、ファーマコビジラ

ンスの調和活動の進捗についてプレゼンテー

ションを行った。

・駆虫薬の有効性試験

駆虫薬 GL についてのディスカッション・

ペーパー作成を行う TF のリーダーであるエ

イミー・フィリップテイラー博士から、TF は

約一年にわたり電子的な手続きにより活動し

良好な進捗であることが報告された。例えば、

駆虫薬の試験における幾何平均を用いた比較

は、常に最良のアプローチであるとは言えな

い。現在の GL はすべての試験において幾何

平均を利用するように述べており、規定しす

ぎている可能性がある。この TF の作業は高

度に技術的かつ科学的であり、多くの未解決

の課題が最終版のディスカッション・ペーパ

ーにおいて詳細に決定されるであろう。

セッション 3：議論及び結論

－ VOF メンバーからのフィードバック

・小グループセッションに、より多くの時間が

充てられたことがすべての参加者から感謝さ

れた。

・次回の VOF 会合に提案されたトピック

 生物学的同等性と後発品の要件

 ミツバチ製品と VICH のはちみつ残留試

験法 GL

 水産製品と VICH の魚類残留試験法 GL

 駆虫薬 GL のディスカッション・ペーパ

ー

 生薬と植物製品

 抗菌剤耐性 VICH-GL27（食用動物に使用

する新動物用医薬品の承認に必要となる

抗菌剤耐性に関する承認前試験指針）

 GCP への実践的アプローチ

 日米欧における TABST 免除 GL の施行

 VICH トレーニング戦略モジュール１及

び２に関する小グループセッション

・すべての VOF メンバーは、VOF 国の業界

からの参加を推奨した。ASEAN は、VICH5

に参加する多くの ASEAN メンバーが、第 6

回 VOF 会合にも参加を望むであろうと述べた。

・VOF 会合で使用されたプレゼンテーション

は、VOF メンバー専用サイトで入手可能であ

ることが事務局からアナウンスされた。

－結論と次のステップ

すべての VOF 参加者は、プレゼンテーショ

ンとオープンな議論により VICH プロセスの

理解が大幅に向上したことに対して感謝した。

特に小グループセッションは、有益な報告セ

ッションと合わせて有益なディスカッション

を可能にした。

SC メンバーは多くの VICH-GL が VOF メ

ンバー国で利用されていることに感銘を受け

た。

SC は、より多くの ASEAN メンバーが第 6

回 VOF に参加することと、トレーニング戦略

を前に進めること、次の VOF 会合小グループ

セッションのトピック、有益な議論の時間を

確保する必要性について議論する。

－ VICH5

東京において 2015 年 10 月 28 ～ 29 日に、

第 32 回 SC 会合及び第 6 回 VOF 会合と同時

開催される VICH ５のプログラム案の詳細に

ついての情報提供があった。
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－第６回 VOF 会合の日程と開催場所

2015 年 10 月 26 ～ 27 日に、東京で開催さ

れる。
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Ⅱ 平成26（2014）年度の VICH 品質 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 検討事項・検討状況

（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。

メンバーは以下のとおり。

M. Huynh ：US FDA

A. Morgan ：US FDA

R. Henry ：AHI (BAYER)

N. Mˆller ：EU (BVL)

小形智子（座長) ：JMAFF（動物医薬品検査所）

吉田明弘 ：JVPA（日本全薬工業(株)）

J. Benoliel ：CANADA VDD

W. Hughes ：NZFSA

（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 14 の GL（GL1 ～ 5、8、10、11、

17、18、39、40、45 及び 51）が新たに作成さ

れ、各規制当局において実施された。また、

これらのうち５つの GL（GL3(R)、GL10(R)、

GL11(R)及び GL18(R)）が改正され、各規制

当局において改正された GL が実施されてい

る。

EWG は２年間作業がない場合には解散する

ことと規定されているが、GL3(R)（動物用新

原薬及び製剤の安定性試験）の改正について

タスクフォースが検討中であり、作業が終了

しトピックとして SC により採択されると

EWG に作業指令が発出されるため、休眠状態

の維持を希望し、第 30 回 SC 会合（2014 年６

月）で合意された。このタスクフォースは第

31 回 SC 会合（2015 年２月）で終了となり、

EWG への作業指令が採択され、トピックリー

ダーは FDA とされた。なお、このトピックに

ついては VICH アウトリーチフォーラム参加

国の関心が高いため、これらの国から新たに

エキスパートを募集することとされた。

Ｂ VICH 有害事象報告の電子的標準施行 作業部会（ファーマコビジランス）の概要

（１）VICH での検討状況

ファーマコビジランス※(PV)の最後のガイ

ドライン(GL)である GL35（電子的標準実装

GL）が平成 25 年２月開催の VICH 運営委員会

（SC）において了承された。

こ れ に 基 づ き 、 国 際 動 物 用 医 薬 品 協 会

(IFAH)から、PV の GL に対する討議文書が提

出され、EWG では当該文書の提案を含めた

PV の GL のメンテナンスを行う方針で、その

優先順位を検討中である。

※「医薬品監視 」、VICH では主に市販後

の有害事象報告の取扱いに関するガイドライ
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ンのシリーズの総称として使用されている。

（２）VICH の PV の GL の概要

① GL24：有害事象報告(AER)の管理ガイドラ

イン（平成 19 年 10 月 SC 承認）

AER の報告手続きについて規定 。

以下については、製造販売業者は他極の当

局にも緊急に報告する必要がある。

・緊急な AER であって他極で承認されてい

る同じ製品の同じ動物種についての AER

・ヒトへの安全性に重大な影響がある AER

② GL29：定期概要更新報告ガイドライン（平

成 18 年６月 SC 承認）

AER の定期報告の手続きについて規定

（19 年６月に施行するとされたが、日本に

おいては他の医薬品監視 GL と同時に一斉

施行することが SC に了承されている）

③ GL30：統一用語リストガイドライン（平成

22 年６月 SC 承認）

AER に使用される用語のリスト

④ GL35：電子的標準実装ガイドライン（平成

25 年２月 SC 承認）

AER を電子的に送付するためのデータフ

ァイルの要件（XML（コンピュータ言語の

一種）を使用する等）を規定

⑤ GL42：AER 提出のためのデータ要素ガイ

ドライン（平成 22 年６月 SC 承認）

AER の報告する項目（約 160 項目 /件）及

びその内容について、データの要素（入力

文字種や字数など）を含めて規定

Ｃ VICH 生物学的製剤検査法(BQM)ＥＷＧの概要

当作業部会では、2014 年度、以下の２つの

トピック、動物用生ワクチンの対象動物バッ

チ安全試験省略ガイドライン（TABST)及び外

来性ウイルス検出試験法ガイドラインについ

て検討した。

１．動物用生ワクチンの対象動物バッチ安全試

験省略ガイドライン（TABST for live vaccines)

GL50 に引き続き、EU の Halder 博士がこの

トピックのリーダーとして生ワクチンのため

のガイドラインの 1st ドラフトを 2013 年 7 月

に作成し、BQM-EWG のメンバー間で、電子

メールによる検討を開始した。2014 年度には、

3rd ドラフトまで進んでおり、省略の条件とす

るバッチ数などについて議論がなされている。

２．外来性ウイルス検出試験法ガイドライン

BQM-EWG はこの試験に関するガイドライ

ン作成を 2011 年に再開した。

同時期に、EU の生物学的製剤に関する諮問

機関である IWP(Immunological Working Party)も

外来性ウイルス検出試験法に関する検討を始

めたところであった。この検討は、VICH で

作成中のガイドラインに大きく影響されるこ

とが予想されたため、 IWP とトピックリーダ

ーの Hesselink 博士(IFAH-EU)は BQM-EWG で

作成中のガイドライン案と整合性を持たせる

よう協力しながら検討を進めている。このた

め、 IWP での検討が終了した後に、ガイドラ

イン案の修正を行う予定となり、2014 年度に

は進展はなかった。
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Ｄ 安全性専門作業部会（VICH Safety EWG）の活動

１．作業グループメンバー

Dr. Kevin Greenlees

USA /FDA 座長

Dr. Tong Zhou

USA /FDA

Dr. Carrie A. Lowney

USA /AHI

Dr. Jeffery G. Sherman

USA / AHI（ARfD に関する専門家）

Dr. G. J. Schefferlie

Europe / CBG(EU)

Dr. Rainer Helbig

Europe / IFAH

Dr. Gabriele Schmuck

Europe / IFAH アドバイザー

Dr. Yoshihito Ishihara

日本 / 農林水産省動物医薬品検査所

Dr. Tomoko Nozaki

日本 /公益社団法人 日本動物用医薬品協会

Dr. Kumiko Ogawa

日本 /内閣府食品安全委員会 アドバイザー

Dr. Alan Chicoine

Canada / Health Canada

Dr. John Reeve

New Zealand / NZFSA

２．作業部会の目的

2009 年２月開催の第 22 回 VICH 運営委員会

において、米国 FDA から提案されたコンセプ

トペーパー「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ゼーション」

が検討された結果、本作業部会を再編し、

ARfD の ガ イ ド ラ イ ン （ ARfD GL（ VICH

GL54））を作成することが指示された。

また、2011 年２月開催の第 25 回 VICH 運営

委員会において、既存の遺伝毒性試験ガイド

ライン（VICH GL23） に、 in vitro における哺

乳動物細胞を用いた小核試験の追加を検討す

ることが本作業部会に対して指示された。当

該作業は、2010 年７月の OECD ガイドライン

TG487（哺乳類細胞を用いた in vitro 小核試

験）の改訂に対応するためのものである。

2012 年６月開催の第 27 回 VICH 運営委員会

において、 EU 行政当局から提案のあった

VICH GL23 を欧州食品安全機関（EFSA）の考

えに従って見直すこと（遺伝毒性試験の基本

的組み合わせの１つとなっている in vivo の小

核試験を必須要件から除外すること）につい

て、本作業部会で検討することが合意された。

なお、第 29 回及び第 30 回 VICH 運営委員会

において、当該検討は 2011 年から行われてい

る改正作業終了後とされた。

３．ARfD GL（VICH GL54）について

（１）ARfD GL（第９案）への対応

2014 年８月 19 日に、座長から ARfD GL

（第９案)が送付され、我が国の規制当局

（ JMAFF）及び小川アドバイザーが検討を行

ったが、特段の意見がないことから、第９案

に同意する旨を同年 10 月２日に座長に報告し

た。

（２）ARfD GL（第 10 案）への対応

2014 年 10 月８日に、座長から ARfD GL

（第 10 案)が送付された。第 10 案について、

JMAFF 及び小川アドバイザーは合意すること

が妥当と判断し、同年 12 月３日にステップ２

（EWG における GL 案の作成）の署名を行っ

た。

４．VICH GL23 （R）（「遺伝毒性試験ガイド

ライン」の改訂）について

2014 年１月 11 日に、座長よりパブリック
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コンサルテーション期間に VICH 事務局及び

VICH 地域に寄せられた意見並びに当該意見

を踏まえて修正された GL23(R)が送付された。

当該修正案について、JMAFF で検討の結果、

VICH における過去の記載事例にならった修

正を意見として同年４月 21 日に提出した。同

年６月６日に、座長より最終案が提示され、

JMAFF は合意することが妥当と判断し、同年

８月 28 日にステップ５（協議において意見が

あった場合、EWG で検討し、修正 GL 案を作

成）の署名を行った。

５．VICH GL23 （R）（「遺伝毒性試験ガイド

ライン」の再改訂）について

2014 年９月 22 日に座長より、EU 行政当局

の提案に関する意見募集が行われ、同年 12

月５日に JMAFF からの意見（①現在の GL で

採用している in vitro 試験の結果と提案されて

いる in vivo 試験の結果の一致について確認す

る必要がある。② ICH の遺伝毒性試験ガイド

ラインとの不一致による不利益を考慮すべき

である。）を提出した

Ｅ 代謝及び残留動態 EWG の概要

１ EWG の活動状況

第４回作業部会会合が 2014 年 6 月 16 日～ 19

日の４日間、ブリュッセル（ベルギー）におい

て開催された。

水産用医薬品の残留試験ガイドラインについ

ては、会合後、合意されていない事項について

さらに検討が進められているところ。

乳の休薬期間をゼロとするための試験設計の

見直し等については、会合後、書面手続きによ

り検討が進められ、9 月に WG の、11 月に SC

のサインが行われ、2015 年 11 月までに各局に

おいてガイドラインが修正されることとされて

いる。

蜜蜂用医薬品（蜂蜜）の残留試験ガイドライ

ンについては、会合後、会合での検討を踏まえ

た修正案が示され、2015 年 3 月現在、さらに

検討を加えているところ。

２ ガイドラインの検討状況

（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. Angeliki Tsigouri

Euorpe / NOM、アドバイザー（蜜蜂用医

薬品 TL）

Dr. David W Gottschall

Europe / IFAH Europe、アドバイザー

Dr. Julia A. Oriani

US / FDA / CVM、専門家

Dr. Bruce Martin:

US / AHI、専門家

Dr. Pamela L. Boner

US / AHI、アドバイザー（水産用医薬品

TL）

Dr. Klemens J. Krieger

US / AHI、アドバイザー

小池 好子

日本 /農林水産省動物医薬品検査所、専

門家

三輪 理 氏

日本 /（独）水産総合研究センター 増

養殖研究所、アドバイザー（水産用医薬

品）

木村 澄 氏
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日本 /（独）農業・食品産業技術総合研

究機構 畜産草地研究所、アドバイザー

（蜜蜂用医薬品）

中野 覚 氏

日本 / 日本動物用医薬品協会、専門家

（水産用医薬品）

福本 一夫 氏

日本 / 日本動物用医薬品協会、専門家

（水産用医薬品以外）

Mr. Javad Shabnam

カナダ / HC-VDD、オブザーバー

Dr. Robert Munro

オーストラリア / APVMA、オブザーバー

Dr. Mary Smal

オーストラリア / 業界、オブザーバー

（２）水産用医薬品の残留試験ガイドライン

トピックリーダーチームは、小池好子（良

治）、Dr. Pamela L. Boner、Dr. Mary Smal で編

成され、Dr. Julia A. Oriani がサポート。

水産用医薬品の残留試験法ガイドラインに

ついては、検討が重ねられ、第３案まででき

ていたため、大きな変更はなく、会合では、

主に以下の点で議論がなされた。

① 魚を代謝試験（GL46）の対象とする。

② 海水条件と淡水条件では残留濃度が異な

る可能性があるので、出展を明らかにして、

飼育条件や代表的な魚種を検討する。

③ 代表的な魚種を用いた実験条件は、温度

に関して、最も低い条件で試験を行うのが、

残留が最も長期となるワーストケースであ

る。

④ Table 1 における実験条件のワーストケ

ースとして、各動物群の飼育最低温度を追

加記載する。各局で最低飼育温度を検討し、

トピックリーダーに報告し、トピックリー

ダーがまとめる。

⑤ Table 2 は、科学的妥当性が無いので、

削除する。

⑥ 水質パラメーターについては、pH、酸

素濃度、塩分等の条件を SOP に従い記載

する。厳格な記載とする。

⑦ Table 2（原案の Table 4 が変更）の採取

部位について、日本では内臓等の各可食組

織毎の対象魚種を確認する。

⑧ 卵に係る記載は、食に供される卵を採材

の対象とするかどうか（例えば、チョウザ

メに使用する医薬品でのキャビアや医薬品

が使用された魚の卵）である。魚卵自体に

使用する医薬品を GL に含めるかどうかに

ついては、魚卵用の医薬品が少ないので、

再検討する。

⑨ ゼロ休薬期間を申請する場合では、ピー

ク濃度を確認する必要がある。

⑩ Glossary の項目のうち、不要なものを削

除する（ADI、edible tissues、Practical zero

withdrawal）

⑪ 休 薬 期 間 の 算 出 に 積 算 温 度 （ Degree

Days）の考え方を導入することについては、

再度、文献等により科学的妥当性を検討す

る。座長とヨハンさんが資料を探し、提供

する。

（３）乳の休薬期間をゼロとするための試験設

計の見直し等

乳の休薬期間をゼロとするための試験設計

の見直し等については、検討が重ねられてい

たため、大きな変更はなく、会合では、主に

以下の議論がなされた。

① GL48 の乳の休薬期間をゼロとするため

の試験法の追加については、トピックリー

ダーから説明があった後、原案を提案した

日本規制当局から修正内容と主旨を説明し

た。検討の結果、投与 8 時間後に採材する

グループの採材方法を変更（投与 12 時間

以降の採材を不要に変更）することで案が

同意された。

② GL49 の統計方法の改正については、記

載の整備のみであることから、原案のまま

同意された。
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これらについては、今後、トピックリーダ

ーから送付される最終案を検討後、サインを

行うこととされた。

（４）蜜蜂用医薬品（蜂蜜）の残留試験ガイド

ライン

蜜蜂用医薬品のガイドラインについては、

第１案が 2013 年 11 月に送付され、ほとんど

議論されていなかったので、会合では、以下

のとおり残留試験法の試験設計の根本的な考

え方から検討された。

① 原則として蜂蜜の休薬期間をゼロとする。

→ 同意。

② 採蜜時点は最初に採蜜する時点とし、巣

枠の 75%以上の蜜穴が蓋されるまで蜜が蓄

えられた巣枠を採材し、残留濃度を確認す

る。

→ 各局で内容を確認。

③ 対照群の必要性：日本では、土地が狭い

ため、農薬としても使用されている成分を

試験する場合は、環境からの汚染状況の検

討のため必要である。

→ 本当に必要かどうか確認。

④ 代謝試験の代わりに、蜂蜜中の主成分の

分解試験（温度（32 ～ 38 ℃）、pH（3.4

～ 6.1）などの条件で行う）とする。

→ 各局で内容を確認。

⑤ 最低４地域、６巣箱 /地域で行う（案の

40 巣箱（CODEX 案 :2 地域、20 巣箱 /地域、

8 時点）を 24 巣箱に変更）。

日本のみで申請する場合は、2 カ所とす

る（GL に記載せず）

（コロニー数）

→ 各局で内容を確認。

⑦ 試験は、GLP で行う。

⑧ 脂溶性薬物(log Kow=3)は、蜜枠のワッ

クスも採取し、残留分析する。

３ 今後の予定

水産用医薬品の残留試験ガイドラインについ

ては、会合での検討結果を踏まえてガイドライ

ン案を修正する。特に、採材部位、休薬期間の

設定への積算温度（Degree Days）の考え方（残

留性と水温に相関があることから、ある水温で

の残留試験の結果から、低水温又は高水温で飼

育される他の魚種の休薬期間を算出するもの。

科学的根拠の妥当性について検討中）の導入な

どについて検討する。

乳の休薬期間をゼロとするための試験設計の

見直し等については、2015 年 11 月までに、日

本の残留試験ガイドラインを改正することとな

る。

蜜蜂用医薬品（はちみつ）の残留試験ガイド

ラインについては、会合での検討結果を踏まえ

てガイドライン案を修正し、本格的に検討する。

なお、2015 年 3 月現在、次回会合の予定は

ない。

Ｆ 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 Martinez Pelsor

USA/行政代表（FDA/CVM）、座長

John K. Harshman

USA/行政代表（FDA/CVM）、専門家

Dawn A. Merritt

USA/業界代表（Zoetis）、専門家

Bill Zollers
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USA/業 界 代 表 （ General Animal Drug

Alliance）、アドバイザー

Henrik Wåhlström

EU/行政代表（Läkemedelsverket（Sweden））、

専門家

Erik De Ridder

EU/業界代表（Elanco）、専門家

Awilda Baoumgren

Australia・ New Zealand/行 政 代 表 （ NZFSA

（New Zealand））

Phil Reeves

Australia・ New Zealand /行 政 代 表 （ ANZ

（Australia））

畑仲 淳司

日本 /業界代表（フジタ製薬（株））、専門家

小澤 真名緒

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

Step5 に進み、座長はコンサルテーションの

コメントを集約し、VICH ガイドライン 52 案

（GL52 案）の修正案を作成して EWG に送付

し意見募集した。意見を反映させて GL52 案

をさらに修正したが、合意が得られなかった

ため、2 月に電話会議（ teleconference）を行っ

た（日本は不参加）。その結果を座長が取り

まとめ、さらにメンバーに意見照会を行った。

４ 今後の予定

各国／地域での GL52 案のコンサルテーシ

ョンの結果を踏まえた上で GL52 案を修正し、

メンバー全員がその案に同意できれば修正さ

れた GL52 案は Step6 に進む予定である。

Ｇ 電子ファイルフォーマット EWG の概要

１ 経緯、概略

GL53 は、動物薬に関する公的文書一般を

製薬会社等と規制当局の間で授受する場合の

基本的なファイル形式を制定するガイドライ

ン（GL）である。

本 GL は、特に海外の業界において申請資

料等の電子化に対して強い要望があることか

ら作成されることとなった。

２ 検討事項・検討状況

（１） 専門家メンバー

EU、日本、米国からの専門家の他、カナ

ダ及びオーストラリア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） GL 検討経緯

昨年度(平成25年1月)にSCが署名したもの

について、国内でパブリックコメントの募集

が行われた。数件の意見が寄せられたが、原

案の修正を要する点はなかった。

この結果をもってEWGに報告し、各国のパ

ブリックコメント結果を集約した結果につい

てメールによって討議が行われ、最終合意案

が採択されてEWGの活動は終了した。続いて

この合意案は平成26年2月に開催されたSCでG

L53として承認された。

今後、国内の手続を経て国内ガイドライン

として施行される予定である。

（３） GL の概要、検討上の要点

本 GL で採用するファイル形式は、事実上

電子文書の標準形式であり、2005 年には国際

標準機関(ISO)の標準規格として収載されてい

る PDF(Portable Documents Fileformat)のうち、

長期保存性、再生可用性を重視し、PDF 規格
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から派生・開発された PDF/A という規格であ

る。

PDF/A では使用可能な機能、埋込ファイル

等に厳しい制約がかけられているほか、ファ

イルの暗号化も原則として禁じられている (暗
号解読手段の喪失に対応するため)。このよう

に PDF/A はメディアとしての柔軟性に欠ける

反面、永年に渡ってどのような再生機器でも

正確な文書が再現されることを目的とした形

式である。

本ガイドラインで規定されている仕様は、

この PDF/A に、規制当局における審査等の閲

覧に適した仕様など、若干の拡張を施したも

のとなっている。なお、その作成、閲覧は現

在市販されているソフトウエアで対応可能で

ある。

当初、SC にコンセプトペーパーが提出さ

れた時点では、電子申請等を念頭に置いた内

容となっていたが、我が国では電子申請等は

整備がされていないことから、本 GL の目的

を電子申請ではなく広く申請者と規制当局と

のファイルのやりとりに用いるものとするこ

とを我が国から提案し、SC においてその提

案が受け入れられて検討開始が了承された。

EWG においては、SC の決定に沿い、広く

申請者と規制当局とのファイルのやりとりに

用いることを念頭として原案の修正作業が行

われた。また、日本語等の２バイトコード文

字を用いる場合の仕様等についても我が国か

らの意見によって反映された。

H その他の諸活動

VICH では、前述の SC と EWG 以外に、必

要に応じてタスクフォース（TF）や臨時検討

グループを組織しそこに限定的な役割を与え

ることで、必要な検討作業を行っている。

このうち TF は、SC に提出された新たな GL

の作成を提案するコンセプトペーパー（CP）

の作成過程において、より詳細かつ専門的な

検討が必要となった場合に設置されるもので

ある。SC メンバーに加え、科学的専門性を持

つエキスパートとの混交チームとするのが通

常で、本年度は以下の１．に示した三つの TF

が活動を行った。

臨時検討グループ（アドホックグループ）

は、VICH 活動における中長期的な活動方針

等の重要課題を検討するために置かれる。こ

れらは、SC メンバーが中心となり、その他業

務上の関連を持つメンバーを随時加えて組織

される。本年度は以下の２．に示した三つの

グループが活動を行った。

TF や臨時検討グループの検討作業は、主に

電子的手順（電子メール又は電話会議等）に

より行われるが、SC の承認があれば対面会議

の開催も可能である。

１．TF 活動

（１）駆虫薬有効性

駆虫薬の有効性の評価基準に関するガイド

ライン（GL）には、一般 GL(GL7)と対象動物

（牛、羊、山羊、馬、豚、犬、猫、鶏）につ

いての個別の GL（GL12-16、19-21）があるが、

いずれも 1999 年～ 2001 年に作成されたもの

である。第 29 回 VICHSC 会合（ 2013 年 11

月）において米国 FDA から、現在の最新の科

学的知見を踏まえてこれらの GL を改正する

ことを提案する CP 案が提出されたが、この

CP 案の内容には科学的に未解決の事項がある

という意見が業界側委員から出され、討論の

結果、SC は米国食品医薬品局（FDA）を座長

とする TF を設置し、TF に改正の要否を検討

させることとした。SC から TF への指令（マ
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ンデート）は、最新の科学的知見と駆虫薬の

評価の経験に基づき CP 案を修正してディス

カッション・ペーパーを作成すること、及び

EWG による GL の改正作業を行うべきかどう

かについて SC に勧告することである。

TF は、昨年度決定した検討計画に従い、

FDA から提出された討議文書において改正が

必要と記載されている項目毎に、2 回ずつ e-

メールで意見を提出して、座長がそれらをま

とめて討議文書に反映させる作業を行ってき

た。TF で合意が得られない点については合意

が得られない旨を文書に記載している。一方

で TF 内では最初の FDA の文書にはなかった

項目を追加する提案もあり、これらについて

も順次検討した。第 30 回及び第 31 回 SC 会合

においてこれらの作業の進捗状況報告を行っ

た。第 32 回 SC 会合までに作業を終了し、討

議文書の完結版を提出すると共に、EWG によ

る GL の改正作業を行うべきかどうかについ

て SC に勧告することとされた。

（２）安定性試験

GL3(R)は動物用新原薬及び製剤の安定性試

験の GL であり、現在、気候区域Ⅰ及びⅡの

みにおける試験条件を設定している。第 29 回

SC 会合（2013 年 11 月）において IFAH-EU か

ら出された CP では、気候区域Ⅲ及びⅣにお

いても既存の GL が適用できるように内容を

改訂することが提案されていたが、CP の内容

を詳しく検討し、SC のトピック採択の有無の

決 定 の 根 拠 と な る 事 項 を ま と め る ため に

IFAH-EU を座長として新しく TF が設定され

た。

安定性試験 GL3(R)の改正について 2014 年

２月から電子的な討議を開始し、GL3(R)を気

候区域Ⅲ及びⅣに適用できるようにするため

の懸念事項をまとめた CP を第 31 回 SC 会合

（2015 年２月）に提出した。同 SC において、

TF の作業は終了となり、GL3(R)の改正では

なく、気候区域Ⅲ及びⅣに焦点をあてたガイ

ダンスを別に作成する品質 EWG へのマンデ

ートが採択された。

（３）配合剤の有効性

第 29 回 SC 会合（2013 年 11 月）において、

中 国 か ら VICH ア ウ ト リ ー チ フ ォ ー ラ ム

（VOF）メンバー初の CP となる配合剤の有

効性評価に関する GL の作成が提案された。

SC でこの CP について検討したところ、まず

各国でどのような製剤があり、どのような点

でハーモナイズが必要かを理解することが重

要であるとの意見で一致した。また、特定の

製剤ではなく、すべての製剤に共通する一般

的な GL を作ることも合わせて検討すべきと

の意見が出された。これらの議論を受け、

JMAFF をリーダーとする TF を立ち上げより

スコープを明確化して行くこととなった。TF

のマンデートは、各国 /地域で承認済みの配合

剤の種類及び各国での既に施行されている GL

に関するアンケート調査を行いカタログ化す

ることとされた。2013 年末から TF 内でアン

ケートの様式の検討を行い、2014 年春より実

際の調査を開始した。

2015 年 2 月の第 31 回ＳＣ会合では、アンケ

ート結果の中間取りまとめを報告した。SC は

TF からの進捗報告を元に議論し、メインター

ゲットとなるのは抗寄生虫薬の配合剤であり、

続いて抗菌剤の配合剤が重要視されているこ

とが明らかになった。また SC は、個別製剤

のガイドラインを作成に入る前の第一段階と

して、配合剤に関する一般的な GL の必要性

を認識した。本ＴＦは第 32 回 SC 会合での最

終報告のために、オーストラリア /ニュージー

ランド、アフリカ諸国からのデータを追加し、

主要な配合剤のグローバルカタログを含め、

ディスカッション・ペーパーの作成作業を継

続することとなった。

２．臨時検討グループ等

（１）アウトリーチ活動検討サブグループ
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本グループは、VOF の運営を行うため SC

各フルメンバーから一名ずつの 6 名及び OIE

の担当者数名で構成されるグループである。

会合毎に企画・立案及びプログラム作成を行

いつつ、必要に応じて VOF 参加国・地域の資

格要件、選定方法、会合の頻度等について検

討を行い SC に提出する。

（２）トレーニング戦略臨時検討グループ

VICH チャーターに含まれる国際ハーモナ

イゼーションの一環として、VOF メンバー国

に対するトレーニングが必要であるとの要求

が、メンバー国自身からなされた。そのため、

第 28 回 SC 会合にて、トレーニングに関する

臨時検討グループを設置することが決定され

た。オークランドで開催された第３回 VOF 会

合にて、トレーニング内容を２レベルとする

ことが提案され現在研修資材について、既存

の資材を元に、グループ内で検討を行ってい

る。

第 31 回ＳＣ会合では、・トレーニング戦略

文書(VICH/13/078)の第３ドラフトがレビュー

され、了承された。FDA から提出された、ト

レーニング実施のための臨時検討グループの

コンセプトペーパーに基づき検討を行い、教

材等の検討と資金調達の 2 つの臨時サブ・グ

ループを作ることが決定された。規制当局の

グループがトレーニングのロジスティクス、

ニーズのマッピング、教材作成等を担当し、

業界グループが資金調達の方策や外部スポン

サー（ゲイツ財団等）へのアプローチを担当

することとなった。

（３）第四次戦略検討グループ

第 30 回 SC 会合において第四次戦略（2016

～ 2020 年）の検討を開始することが合意され、

その原案作成のため、第四次戦略臨時グルー

プが設置された。また、ワクチンを含む生物

学的製剤を引き続き次期戦略にも含めること、

承認申請書添付資料様式については見送るこ

と、バイオ医薬品についてはメンバーのニー

ズを把握してから検討すること等の方向性が

決定された。

バイオ医薬品 GL へのニーズ調査は JMAFF

が担当した。バイオ医薬品の開発状況や ICH

のバイオ医薬品 GL のうち VICH 版作成への優

先順位等について、VICH メンバー国／地域

の動物薬規制当局及び業界団体に対するアン

ケート調査を行った。その結果、ほとんどの

メンバーがバイオ医薬品 GL 作成に賛成であ

り、 ICH の GL のうち非臨床安全性評価 GL

(S6(R1))とウイルス安全性評価（Q5A(R1))

に相当する GL の需要が高かった。これらの

内容は第 31 回 SC 会合において報告され、第

四次戦略にバイオ医薬品を含む新規テクノロ

ジーの動物薬への取り込みという形で盛り込

む事が了解された。ＪＭＡＦＦは本作業に続

けて、”biologics”という用語が規制当局、業

界、アカデミアでどのような意味合いで使用

されているかについてのディスカッション・

ペーパーを、次回会合で用意するよう要請さ

れた。
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