
Ⅳ　その他

１．平成28年度調査研究発表

（１）学術集会発表

第159回日本獣医学会学術集会(H28.9.6～H27.9.8)
司宰機関シンポジウム「医獣連携及び基礎から臨床応用への再生医療
の実践モデル」
獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた課題と現状
-製造者の責務と前競争的共同研究の必要性-

動物間葉系幹細胞の品質管理に用いるマーカー候補分子に対するモ
ノクロナール抗体スクリーニング法の開発①

動物間葉系幹細胞の品質管理に用いるマーカー候補分子に対するモ
ノクロナール抗体スクリーニング法の開発②

抗菌剤不使用肉用牛農場における薬剤耐性カンピロバクターの持続的
不在

家畜由来大腸菌における人用抗菌剤と動物用抗菌剤の最小発育阻止
濃度（ＭＩＣ）の関係

健康家畜由来大腸菌におけるコリスチン耐性について

健康家畜由来大腸菌における寒天平板希釈法、微量液体希釈法およ
びE-testによるコリスチン最小発育阻止濃度の比較

病畜由来サルモネラの薬剤感受性の推移

伴侶動物における薬剤耐性菌分離状況について

動物由来大腸菌における16S-RMTase遺伝子の保有状況

第45回 薬剤耐性菌研究会(H28.10.21 ）

本邦で分離されたmcr-1陽性大腸菌の全ゲノム解析に基づく伝播経路
の推定

第112回日本食品衛生学会学術講演会(H28.10.27～H28.10.28)
牛農場における薬剤耐性カンピロバクター・ジェジュニ／コリの農場間
伝播及び持続感染の可能性

牛乳中の残留動物用医薬品（畜舎用殺虫剤）の一斉分析法

第９回日本カンピロバクター研究会(H28.11.26 ）

カラスが家畜由来薬剤耐性カンピロバクターの保菌動物となる可能性

発表学会・学術集会及び演題 氏名

中島奈緒、荻野智絵、佐藤耕太、大石弘司、能
田健、（新井克彦）

荻野智絵、（新井克彦）、中島奈緒、佐藤耕太、
大石弘司、能田健

能田健

（露木勇三）、（金杉飛里）、（中澤紗耶香）、（古
屋舞美）、（原田和記）、川西路子、（髙橋孝）

（梶野朱里）、（臼井優）、小池良治、川西路子、
（田村豊）、（原田和記）

小澤真名緒、川西路子、内山万利子、阿保均、
小池良治、木島まゆみ

川西路子、阿保均、内山万利子、小澤真名緒、
小池良治、木島まゆみ

内山万利子、小澤真名緒、阿保均、川西路子、
小池良治、木島まゆみ

小池良治、川西路子、内山万利子、阿保均、小
澤真名緒、木島まゆみ

佐々木貴正、小佐々隆志、川西路子、関口秀
人、木島まゆみ、永井英貴

佐々木貴正、小佐々隆志、川西路子、関口秀
人、永井英貴

浜本好子、落合絢子、岩附かおり、赤間亮子

（嶋綾香）、（関塚剛史）、（山下明史）、（加藤健
吾）、（黒田誠）、川西路子、木島まゆみ、（松井
真理）、（林美智子）、（柴山恵吾）、（鈴木里和）

佐々木貴正、永井英貴
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The 4th Inetenational One Health Congress(H28.12.3 ～7）

Characterization of Escherichia coli  with mcr-1  isolated from dairy
cow with mastitis in Japan（日本におけるmcr-1  保有乳房炎由来大腸
菌の特徴について）

7th US BVDV Symposium(H28.12.6 ～7）

Usefulness of virological methods available in Japan to detect HoBi-like
viruses（日本で実施可能なウイルス学的手法のHoBi-likeウイルス検出
への有用性）

医工学フォーラム-2016年度特別学術講演会-(H29.2.8 ）

動物再生医療のレギュレーションと産学連携

第12回日本獣医再生医療学会年次大会(H29.2.11 ～12）

薬事の視点から獣医再生医療におけるガイドラインに期待すること

第13回日本獣医内科学アカデミー学術大会(H29.2.18）

薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン及びJVARM (Japanese
Antimicrobial Resistance Monitoring System)の紹介‐行政から考える薬
剤耐性菌の現状-

国内で分離されたActinobacillus pleuroneumoniae 血清型15の性状分
析

承認されている動物用消毒薬について

動物用消毒剤の承認プロセス・評価方法

獣医領域における再生医療等製品の法的位置付けとその実用化に向
けた課題

Elucidation of quantitative structural diversity of remarkable
rearrangement regions, shufflons, in lncl2 plasmids
（lncl2プラスミドに存在する高度組換え領域shufflonの定量的構造多様
性の解明）

注：氏名欄()は所外機関所属者

（２）誌上発表(学術研究報告)

Serotyping reanalysis of unserotypable Actinobacillus
pleuroneumoniae  isolates by agar gel diffusion test

Journal of Veterinary Medical Science
Vol. 78(2016) No. 4 April :723-725, 2016

木島まゆみ

（嶋綾香）、（大西守）、川西路子、（関塚剛史）、
（加藤健吾）、（山下彰文）、（黒田誠）、（柴山恵
吾）、（鈴木里和）

小佐々隆志、（青木博史）、（亀山健一郎）、関口
秀人、大石弘司、（長井誠）、（迫田義博）

小池良治

名氏誌表発び及名題表発

Ayako Morioka , Yoko Shimazaki, Mariko
Uchiyama, Shoko Suzuki

第90回日本細菌学会総会(H29.3.19～H29.3.20)

（関塚剛史）、川西路子、（大西守）、（嶋綾香）、
（加藤健吾）、（山下彰文）、（松井真理）、（柴山
恵吾）、（黒田誠）

能田健

佐藤耕太

第16回日本再生医療学会総会　シンポジウム(H29.3.8）

中島奈緒

江口郁

嶋﨑洋子、内山万利子、一色ゆかり、小島明
美、永井英貴

平成28年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会(H29.2.24 ～H29.2.26)

（シンポジウム；小動物臨床における薬剤耐性菌の現状-ワンヘルスから

考える今後-)
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Cytochrome P450 2D14 (CYP2D14) Gene Deletion Variants in
the Japanese Black Cattle and Characterization of their Effects
on Metoclopramide Pharmacokinetics

Journal of Veterinary Science & Technology
May 2016, Volume 7, Issue 3

Establishment of an equine tetanus antitoxin reference
standard for veterinary use in Japan

Biologicals
Volume 44, Issue 5, September 2016, Pages 374-377

Prevalence of colistin resisitance genes mcr-1  and mcr-2  in
Escherichia coli  isolated from healthy food producing animal in
Japan.

Antimicrob Agents Chemother.
2016 Dec 27;61(1).

家畜由来大腸菌における第３世代セファロスポリンに対する薬剤感受
性調査および分子遺伝学的解析に関する研究

麻布大学

日本における家畜バイオマス重量あたりの抗菌剤使用量の評価－細井
らの方法とEUの方法による評価結果の比較―

家畜衛生学雑誌　第42巻第4号

2017年2月

Molecular epidemiological analysis of human- and chicken-
derived isolates of Campylobacter jejuni  in Japan using next-
generation sequencing

Journal of Infection and Chemotherapy,
23, 3, 165-172, 2017

注：氏名欄()は所外機関所属者

（３）誌上発表(技術普及報告)

豚由来薬剤耐性菌の疫学

日本豚病研究会報第68号19-23、平成28年８月

JVARM（動物由来薬剤耐性菌モニタリング）の取り組み

日本豚病研究会報第68号12-18 、平成28年８月

最近の伝染性気管支炎の発生状況とワクチンによる対策

鶏病研究会報　第52巻　増刊号（2016年）

発表題名及び発表誌 氏名

Kouko Hamamoto, Yasuharu Mizuno,
Mayumi Kijima, （Tsuyoshi Abe）, （Eiji
Kobayashi）, （Masaki Kato）, （Norio
Yamagishi）, （Kazuhisa Furuhama）

Fumiya Hirano, (Saiki Imamura),
Yoshimasa Sasaki, (Noriyasu Takikawa),
(Akira Sawata), (Akihiko Yamamoto),
Mariko Uchiyama, Yoko Shimazaki, Akemi
Kojima, Hidetaka Nagai

比企基高

川西路子、小池良治、（松田麻里）、（Nigel C.L.
Kwan）、（杉浦勝明）

Michiko Kawanishi, Hitoshi Abo, Manao
Ozawa M, Mariko Uchiyama, Takairo
Shirakawa, (Satowa Suzuki), (Ayaka
Shima) , (Akihumi Yamashita), (Takeshi
Sekizuka), (Kengo Kato), (Makoto Kuroda),
Ryoji Koike, Mayumi Kijima

(Takayuki Ohishi), (Kotaro Aoki),
(Yoshikazu Ishii), (Masaru Usui), (Yutaka
Tamura), Michiko Kawanishi, (Kazuhiro
Tateda）

小澤真名緒

川西路子

嶋﨑洋子
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（４）その他(口頭を含む)

氏名 講習会名簿等

動物医薬品検査所（NVAL）の業務紹介 遠藤裕子 東京理科大学薬学部業務説明
会（H28.5.12)

豚由来薬剤耐性菌の疫学 小澤真名緒 第88回日本豚病研究会研究
集会

JVARM（動物由来薬剤耐性菌モニタリング）の取り組み 川西路子 第88回日本豚病研究会研究
集会

鶏における薬剤耐性菌の動向 木島まゆみ 平成28年度家畜衛生講習会
（鶏疾病特殊講習会）
（H28.6.7)

For Prevention of environmental pollution from veterinary medicinal
products (VMP): Regulation and present situation
 （獣医療製品による環境汚染を防止するために-規制と現況について-
）

江口郁 ICCA-LRIワークショップ

（H28.6.15)

Actions taken by JMAFF related to risk management of AMR 遠藤裕子 第7回VICHアウトリーチフォー

ラム（H28.6.22)

豚における薬剤耐性菌の動向 内山万利子 平成28年度家畜衛生講習会
（豚疾病特殊講習会）
（H28.7.6)

薬剤耐性に関する国際動向及びJVARM成績 木島まゆみ 第37回飼料の安全性に関する

検討会（H28.8.3)

動物用抗生物質医薬品基準の廃止について 大森純一 動物医薬品共同組合　夏期研
修会（H28.8.9)

畜鶏舎用製剤の残留試験実施時の投与量（曝露量）の考え方 小池（浜本）好
子

“３府省並行化及び治験手続き
の見直し”等に係るメーカー向
け説明会（H28.8.31)

動物由来薬剤耐性菌モニタリング（JVARM）の概要 川西路子 平成28年度　院内感染に関連
する薬剤体瀬菌の検査に関す
る研修（H28.9.14)

動物用医薬品の製造管理及び品質管理について 守岡綾子 動物用医薬品の製造管理・品
質管理に関する講習会
（H28.10.4)

動物用医薬品等の承認事項変更又は軽微変更について 江口郁 動物用医薬品の製造管理・品
質管理に関する講習会
（H28.10.4)

最近の伝染性気管支炎の発生とワクチンによる対策 嶋﨑洋子 平成28年度秋季全国鶏病技

術研修会（H28.10.28)

動物由来薬剤耐性菌モニタリング（JVARM）の概要と薬剤耐性（AMR）
対策アクションプランへの対応

川西路子 愛媛微生物学ネットワーク
フォーラム（H28.10.29)

馬用の生物学的製剤の製造状況および動物用インフルエンザワクチン
国内製造用株選定委員会の議事概要

大石弘司 馬防疫検討会「馬感染症研究
会」研究部会講演(H28.10.21）

動物用医療機器及び体外診断用医薬品のGMP適合性調査 守岡綾子 平成28年度　動物用医療機
器・体外診断用医薬品に関す
る医薬品医療機器等法講習会
(H28.11.9）

発表題名
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動物用体外診断医薬品の製造販売承認申請等の手続きについて 成嶋理恵 平成28年度　動物用医療機
器・体外診断用医薬品に関す
る医薬品医療機器等法講習会
(H28.11.9）

動物用医療機器の製造販売承認申請等の手続き 松本幸子 平成28年度　動物用医療機
器・体外診断用医薬品に関す
る医薬品医療機器等法講習会
(H28.11.9）

動物用ワクチンの基礎知識 大石弘司 平成28年度動物用医薬品等
販売員等認定研修会
(H28.11.10）

The role of legislation and guidance documents, and alignment with
international standards in veterinary medicinal prodcts (GAHC2016
Workshop session)
（動物用医薬品における法律とガイダンスの役割及び国際基準との整
合性）

能田健、山本篤 Global Animal Health
Conference 2016 （主催DIA
(医薬品情報協会）

（H28.11.14)
VICH (International Cooperation on Harmonisation of
Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal
Products） and Harmonaization of Criteria to Waive TABST (Target
Animal Batch Safety Test） for Vaccines for Veterinary Use.
 （VICHと動物用ワクチンのTABST省略基準の調和）

大石弘司 the Asian Congress 2016,
29th annual meeting of
JSAAE（H28.11.15)

Presentation of JVARM data 木島まゆみ OIE Reaginal Short-term
Training of Antimaicrobial
Resistance（H28.11.17)

薬剤耐性対策について 木島まゆみ（岡
山、千葉、鹿児
島、北海道会
場）

小澤真名緒（宮
城会場）

平成28年度家畜伝染病等危
機管理対策強化講習会
岡山（H28.11.22）、

千葉（H28.11.28）、

宮城（H28.12.1）、

鹿児島（H28.12.15）、

北海道（H29.1.27）

Approval process for veterinary medicinal products in Japan 大森純一 JVPA VMP Asia Forum
2016（H28.12.21)

Herbal Medicine for Animal Use in JAPAN 小池良治 OIE Reaginal Short-term
Training （H28.12.21)

JVARM薬剤耐性菌調査における最近の知見 小澤真名緒 平成28年度地域畜産技術研

究会（H29.1.26)

動物用医薬品等の製造管理及び品質管理（GMP）について 守岡綾子 動物用医薬品等の製造管理・
品質管理に関する講習会
（H29.2.21東京、2.24大阪)

動物用医薬品等の製造販売承認申請の手続きについて 小形智子、金原
真理子

動物用医薬品等の製造管理・
品質管理に関する講習会
（H29.2.21東京、2.24大阪)

薬剤耐性の状況と対策について 小澤真名緒 動物医薬品共同組合　夏期研
修会（H29.3.8)

薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン 山本実 日本獣医師会雑誌　 第69巻
第6号 [Vol.69 No.6 (2016)]

─動物用抗菌性物質を取り巻く現状（Ⅰ）─
薬剤耐性に関する国際動向の紹介

木島まゆみ 日本獣医師会雑誌　第69巻 第
9号 [Vol.69 No.9 (2016)]
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─動物用抗菌性物質を取り巻く現状（Ⅱ）─
薬剤耐性（AMR）対策アクションプランの各論解説
慎重使用のガイドライン

内山万利子 日本獣医師会雑誌　 第69巻
第10号 [Vol.69 No.10 (2016)]

─動物用抗菌性物質を取り巻く現状（Ⅳ）─
薬剤耐性機構

小澤真名緒 日本獣医師会雑誌　 第69巻
第12号 [Vol.69 No.12 (2016)]

─動物用抗菌性物質を取り巻く現状（Ⅴ）─
動物由来細菌薬剤感受性調査（JVARM）の概要と薬剤耐性（AMR）対
策アクションプランへの対応

川西路子 日本獣医師会雑誌　 第70巻
第1号 [Vol.70 No.1 (2017)]

─動物用抗菌性物質を取り巻く現状（Ⅶ）─
動物用抗菌性物質製剤のリスク管理

川西路子 日本獣医師会雑誌　 第70巻
第3号 [Vol.70 No.3 (2017)]

日本の畜産現場における動物用抗菌剤の使用と薬剤耐性の現状 川西路子 養豚界　2016年11月号

家畜由来腸内細菌の疫学的研究：JVARMとJANISの連携について 川西路子、木島
まゆみ、小澤真
奈緒、内山万利
子、白川崇大

厚生労働省科学研究費
平成28年度食品の安全確保推
進事業「食品由来薬剤耐性菌
の発生動向及び衛生対策に関
する研究」報告書

動物愛護センターに収容された健康犬由来大腸菌の薬剤感受性成績 木島まゆみ、川
西路子

AMED研究事業 平成28年度
事業報告書

薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン 山本実 獣医学生のための実習・イン
ターンシッププログラム講義動
画

MLSTに基づくST型を決定するために必要な新規遺伝子配列の登録 佐々木貴正 Campylobacter MLST
HomePage

complete genome sequences of Escherichia coli with mcr-1  gene
positive lncl2  plasmid

川西路子他 DNA Data Bank of Japan

Diagnosis, Control and Assessment in Asia
（動物衛生研究部門と動物医薬品検査所のコラボレーティングセンター
年次報告）

小川孝 OIE Collaborating Centers
Reports Activities in 2016

農林水産省動物医薬品検査所の業務紹介（その４）‐企画連絡室検定
検査品質保証科‐

平澤緑 動物薬事４月号

農林水産省動物医薬品検査所の業務紹介（その５）‐検査第一部ウイル
ス学的検査第１領域‐

関口秀人 動物薬事５月号

農林水産省動物医薬品検査所の業務紹介（その６）‐検査第一部ウイル
ス学的検査第２領域‐

蒲生恒一郎 動物薬事６月号

農林水産省動物医薬品検査所の業務紹介（その７）‐検査第一部細菌
学的検査領域‐

永井英貴 動物薬事７月号

農林水産省動物医薬品検査所の業務紹介（その８）‐検査第一部免疫・
病理学的検査領域- -検査第二部安全性検査第１領域（薬剤作用）-

能田健 動物薬事８月号

農林水産省動物医薬品検査所の業務紹介（その９）-検査第二部品質
検査領域-

小池良治 動物薬事９月号

農林水産省動物医薬品検査所の業務紹介（その10）-検査第二部安全
性検査第１領域（二部２室）-

木島まゆみ 動物薬事10月号

農林水産省動物医薬品検査所の業務紹介（その11）-検査第二部安全
性検査第２領域-

小池好子 動物薬事11月号

農林水産省動物医薬品検査所の業務紹介（その12）-国際関係業務- 能田健、小佐々
隆志、守岡綾
子、小川孝

動物薬事12月号
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期　間 氏　名 所　　　　属 研　修　・見　学　内　容

28.6.1～28.6.3 検査担当者等
（19名）

府県検査担当者等
平成28年度動物用医薬品危機管理対
策に関する薬剤耐性菌の発現状況検
査研修会

28.6.1～28.6.3 大倉　尚子 内閣府食品安全委員会事務局
平成28年度動物用医薬品危機管理対
策に関する薬剤耐性菌の発現状況検
査研修会

28.6.1～28.6.3 平井　明希子 消費・安全局動物衛生課
平成28年度動物用医薬品危機管理対
策に関する薬剤耐性菌の発現状況検
査研修会

28.6.1～28.6.3 田端　麻里
農林水産消費安全技術センター
（FAMIC）

平成28年度動物用医薬品危機管理対
策に関する薬剤耐性菌の発現状況検
査研修会

28.6.15～28.6.17 検査担当者等
（19名）

都府県検査担当者等
平成28年度動物用医薬品危機管理対
策に関する薬剤耐性菌の発現状況検
査研修会

28.6.15～28.6.16 松井　裕佑 消費・安全局動物衛生課
平成28年度動物用医薬品危機管理対
策に関する薬剤耐性菌の発現状況検
査研修会

28.6.15～28.6.17 三枝　尚子
農林水産消費安全技術センター
（FAMIC）

平成28年度動物用医薬品危機管理対
策に関する薬剤耐性菌の発現状況検
査研修会

28.6.29～28.7.1 検査担当者等
（13名）

都府県検査担当者等 平成28年度品質検査に関する研修会

28.7.27～28.7.28 動物検疫所職員
（８名）

動物検疫所精密検査部
微生物検査課

大腸菌・黄色ブドウ球菌の薬剤感受
性試験に関する実習

28.8.29～28.9.2 松本　拳悟 北里大学
獣医学生のための実習・インター
ンシッププログラム

28.8.29～28.9.2 佐藤　由紀乃 北里大学
獣医学生のための実習・インター
ンシッププログラム

28.8.29～28.9.2 富永　友花 日本大学
獣医学生のための実習・インター
ンシッププログラム

28.8.29～28.9.2 日野　エリカ 日本大学
獣医学生のための実習・インター
ンシッププログラム

28.8.29～28.9.2 神原　萌 日本大学
獣医学生のための実習・インター
ンシッププログラム

計

２．平成28年度技術研修

72名
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(１)国内

期　間 所　　　　属 人　数 見　学　内　容

28.8.3 動物衛生課及び農林水
産省就業体験実習生

４名 施設見学

28.8.23 畜水産安全管理課及び
農林水産省就業体験実
習生

４名 施設見学

28.10.31～
28.11.2

国分寺市立第一中学校
２年生

４名 職場体験

28.12.2 日本養豚開業獣医師会 20名 施設見学

29.1.13 日本獣医生命科学大学
５年次生他

８名 施設見学

計

(２)国外

期　間 所　　　　属 人　数 見　学　内　容

28.10.6 JICA集団研修「獣医技
術研究」コース研修員
他

10名 施設見学

28.11.16 国立感染症研究所研修
生他

13名 施設見学、OIEコラボレーティン
グセンター研修への参加

28.11.25 駐日英国大使館他 ４名 施設見学

計

３．平成28年度見学（主なもの、視察を含む）

40名

27名
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