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１ 開   会

 

○明石部会長 定刻より若干早いですが、出席予定の先生方は全員来られているということな

ので、今から部会を始めたいと思います。 

  本日は越久田委員、甲斐委員、田村委員、中込委員、西川委員、袴塚委員、廣野委員、福

山委員から御都合で御欠席と連絡をいただいております。なお、下田委員は 30 分ほど遅れ

るということで、出席予定人員が 12 名で現在 11名の出席ということで、ぎりぎりですが定

足数に達しておりますので、当部会が成立しているということを御報告いたしたいと思いま

す。 

 

２ 動物医薬品検査所長挨拶 

 

○明石部会長 初めに動物医薬品検査所長から御挨拶をお願いいたします。 

○動物医薬品検査所所長 本日は動物用医薬品等部会の委員各位におかれましては、大変お忙

しい中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。また、日ごろより動物用医薬品行政に

種々御理解と御指導を賜っておりますことにつきまして、心より感謝を申し上げる次第でご

ざいます。 

  本日は当所も会員として参加しております国立研究機関長協議会というのがあるんですけ

れども、それの共通問題研究会というのが先月２月に開催されまして、興味深い議論があり

ましたので、御紹介させていただきたいと思っております。 

  この国立研究機関長協議会というのは、我が国の全府省庁のいわゆる試験研究機関で構成

されておりまして、現在、国の機関が 20、独立行政法人が 35ということで、合計 55機関で

構成されております。今回の研究会のテーマは、我が国の研究開発力強化のための国立研究

機関等の役割ということで、経団連と大学の代表の方から基調講演を頂戴した後にパネルデ

ィスカッションが行われたわけでございますが、そのディスカッションの中で印象に残った

ことがございましたので、この場で御紹介をさせていただきたいと思います。 

  まず、経団連の方から、産業界で今、悩んでいることは、いつまで日本に残れるかという

ことである。将来は各国で産業を分担し、受け持つことになるのではないか。その場合、大

学や国立研究機関はどうなるのか。国益を超えて世界に貢献できるものが将来に出てくるの

かという問題提起がなされました。これに対しまして、大学の方から大学の立場でも、いつ

まで日本におれるかという危機感は同じである。９月入学の提案はその危機感の表れであり、
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どうやってよい研究者や学生を世界から持ってくるか。大学の研究者はグローバルな環境の

中で活躍していかなければならないとの見解が述べられました。 

  また、総合科学技術会議の議員からですけれども、個人的には経団連と同じ意見であり、

国立研究機関も同じように意識してほしい。グローバル化が進展していく中で勝ち残ってい

けると考えているのか。今回の独立行政法人の統合などの見直し案は、おおむね今の状況を

残そうとしているが、このようなことは他の国では考えられない。産官学によるイノベーシ

ョンシステムを構築するということで、全体として残っていけるというような甘いものでは

ない、という厳しい御意見が述べられております。 

  当所は会員でありますけれども、試験研究機関ではありませんが、TPP や EPA といった経

済連携協定等によりまして、動物用医薬品業界も今後急速にグローバル化が進展していく中

で、当所はこの動物用医薬品については我が国唯一の専門機関でございますから、今後、国

際化の中で対応し得るような承認制度や動物薬事制度、こういったものに見直していく必要

もあると個人的には考えているわけでございます。そうすることによって、我が国の動物用

医薬品業界が国内に残って、将来にわたり高品質な動物用医薬品を国内外に安定的に供給で

きるようにしていく。それに積極的に貢献していく必要があると強く感じた次第でございま

す。 

  本日は５品目の承認、ワクチンのシードロット化に伴います生物学的製剤の基準の制定と

いった審議品目がたくさんございますけれども、よろしく御審議を賜りますようにお願い申

しあげまして、ごあいさつとさせていただきます。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

 

３ 配布資料の確認等 

 

○明石部会長 それでは、続きまして、事務局から配布資料の確認と申請資料作成者との利益

相反に関わる報告をお願いいたします。 

○事務局 恐れ入ります。それでは、配布資料を確認させていただきます。お手元にございま

す配布資料一覧をご覧ください。 

  当日配布資料といたしまして、資料番号黒の№５－２「松研Ｍバック IP レンサ（差し替え）」 

 №６―２「シードロット化に伴う製剤基準の一部改正の概要表」 

 №10「動物用生物由来製品の感染症定期報告について」 

 №12「動物用医薬品の諮問・承認状況について」 

 №13「競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員について」 

 №14「議事次第、出欠表、座席表、カレンダー」 

 №15「委員からの意見・質問等」 

 事前送付資料としまして、赤の№１「エクエヌテクト ERP」 

 №２「ビュアバックス RCPCh-FeLV」 
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 №３「エムパック」 

 №４「バナミン ペースト」 

 №５「松研Ｍバック IP レンサ」 

 №６「動物用医薬品生物学的製剤基準の一部改正について」 

 №７「動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について」 

 №８が欠番になっております。 

 №９「動物用体外診断用医薬品の承認の可否について」 

  こちらまでが事前送付資料。また、文書報告資料といたしまして、封筒に入ってございま

す資料で赤の№11「サーコバック」がございます。 

  これらのものが今回の配布資料となっておりますので、お手元に過不足等がございました

ら、事務局までお申し付けください。過不足はございますでしょうか。よろしいでしょうか。  

  続きまして、本日の審議事項の競合品目・競合企業リスト、影響を受ける企業についての

御説明をさせていただきます。黒の№13をご覧ください。 

  １ページ「競合品目・競合企業リスト」としまして、１つ目の審議製剤でございます、エ

クエヌテクト ERP でございます。申請者は日生研株式会社。 

  競合品目については、他所社製品に効能又は効果並びに対象動物が同じである製剤がなか

ったということで、該当なしとなってございます。 

  ２ページ、２番目の審議品目でございます、ピュアバックス RCPCh-FeLV。申請者はメリア

ル・ジャパン株式会社です。 

  競合品目として２つ、フェロバックス５、共立製薬株式会社のものと“京都微研„ フィラ

イン－７、株式会社 微生物化学研究所のもの。この２つが挙がっています。 

  この理由といたしましては、本申請品目は猫伝染性鼻気管炎ウイルス、猫カルシウイルス、

猫汎白血病減少症ウイルス、クラミドフィラ・フェリス及び猫白血病ウイルスの感染症に対

する効能又は効果の承認を得ようとしている製品である。上記の競合品目は、それぞれ本申

請品目と同様の疾病に対する有効成分を含有し、同様の効能又は効果について承認を得てい

る製品であるということで挙げてございます。 

  ３ページ、３番目の御審議品目になります、エムパック。申請者は株式会社 科学飼料研

究所でございます。 

  競合品目として３つ、レスピシュアワン、レスピシュアはいずれもファイザー株式会社の

ものでございます。インゲルバック M.hyo はベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャ

パン株式会社のもので、いずれも同じ効能・効果を有する製剤であるということで挙げられ

ております。 

  ４ページ、一般薬調査会の審議品目でございますバナミンペースト。こちらは株式会社イ

ンターベットのものでございます。 

  こちらは競合品目として１つ、バナミン注射液５％、DS ファーマアニマルヘルス株式会社

のもので、申請製剤と同様にフルニキシンメグルミンを主剤とし、馬に用いる製剤であるこ
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とから選択したとされています。 

  ５ページは水産用医薬品調査会の審議品目でございます、松研Ｍバック IP レンサ、こちら

は松研薬品工業株式会社のものでございます。 

  競合品目としまして、２つ挙がっています。１つはマリンジェンナーヒラレン１、バイオ

科学株式会社のもの。もう一つは不明となってございますが、これは共立製薬株式会社のも

ので、この理由といたしまして、ヒラメの不活化ワクチンで初めて承認されたＭバックイニ

エと同じ単味ワクチンのマリンジェンナーヒラレン１及び現在開発中（承認申請中）という

ことで、開発名が不明なのですが、混合不活化ワクチン。これが市場において競合すること

が想定される製品と考えられるため、競合品目として選定したというものでございます。 

  ６ページは重複しております。恐れ入ります。 

  ７ページ、動物用生物学的製剤基準の一部改正により影響を受ける企業リストとしまして、

生物学的製剤基準の各条を一部改正するもの。こちらは共立製薬株式会社、ファイザー株式

会社。 

  製剤のシードロット化に伴い各条を追加するものということで、一般財団法人化学及血清

療法研究所、株式会社 微生物化学研究所、日生研株式会社のものが挙がってございます。 

  シードロット化に伴い各条の一部を改正するものということで、ワクチノーバ株式会社、

一般財団法人化学及血清療法研究所、共立製薬株式会社が挙がってございます。 

  最後の８ページ「省令改正により影響を受ける企業リスト」としまして、「動物用医薬品の

使用の規制に関する省令の一部改正について（フルニキシンメグルミンを有効成分とする強

制経口投与剤）」については、バナミンペーストと同じということで、前のページに戻ります

が、DS ファーマアニマルヘルス株式会社のバナミン注射液が挙がっていることとなってござ

います。 

  競合品目・競合企業並びに基準の改正等により影響を受ける企業に関しましては、以上で

ございます。 

○明石部会長 ただいまの競合品目・競合企業リストの御説明について、御質問、御意見はご

ざいますでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、各委員からの申出状況の御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、各委員の先生方からのお申し出状況について、御説明いたします。先般、

御提出いただきました利益相反に関する御報告をとりまとめました結果、本日の審議事項に

ついて、恐れ入りますが、岩田先生が審議事項１の②ピュアバックス RCPCh-FeLV の議決に

御参加いただけません。 

  そのほかの先生方で審議に参加できない、あるいは議決に加われない先生はございません。

また、申請企業からの申告により、審議品目申請資料の作成等に関与された委員はいらっし

ゃいませんでした。 

  事務局からは以上でございます。 

○明石部会長 それでは、先ほどの説明どおり、岩田先生、ピュアバックスの際には席を引い
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ていただくということでよろしくお願いします。 

 

４ 議   事 

 Ⅰ）審議事項 

 （１）動物用医薬品の製造販売承認等の可否並びに再審査期間及び毒劇薬の指定について 

    ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

   ① エクエヌテクト ERP（日生研株式会社） 

 

○明石部会長 ただいま下田先生が来られましたので、これで定足数は１つ上回ったというこ

とになりますので、再度御報告いたします。 

  それでは、審議事項に移りたいと思います。 

  （１）動物用医薬品の製造販売承認等の可否並びに再審査期間及び毒劇薬の指定について。

動物用生物学的製剤調査会関係として、①エクエヌテクト ERP について、動物用生物学的製

剤調査会の座長の池田先生、御説明をお願いします。 

○池田委員 エクエヌテクト ERP は日生研株式会社から申請された馬ヘルペス１型 gE 遺伝子

欠損株を有効成分とする馬用のワクチンです。 

  製剤は平成 24年１月 31日に開催された動物用生物学的製剤調査会において事前の調査審

議を終了し、本部会に上程されるものです。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬

品ということで６年になります。 

  詳細につきましては、事務局から説明があります。 

○事務局 それでは、御説明させていただきます。赤の№１をお手元に御用意ください。表紙

をめくっていただき、審議経過票をご覧ください。 

  本製剤は日生研株式会社から製造販売承認申請されましたエクエヌテクト ERP でござい

ます。成分及び分量ですが、本製剤は EFD-C1細胞培養馬ヘルペスウイルス１型、ΔgE-NIBS

株を主剤とした馬用の生ワクチンでございます。用法及び用量としては、乾燥ワクチンを添

付の溶解用液を加えて溶解し、その２mL ずつを３週間隔で２回、６か月齢以上の馬の筋肉

に注射するもので、効能又は効果としては、馬ヘルペスウイルス１型感染による呼吸器疾病

の症状の軽減としております。 

  馬ヘルペスウイルス１型は馬鼻肺炎の原因ウイルスの一つでありますが、国内で馬鼻肺炎

を対象とした製剤としては、不活化ワクチンがございますが、生ワクチンは初めてとなりま

すので、今回、新有効成分として御審議いただくことになります。概要書に沿って御説明い

たします。 

  概要というタブを開いていただきまして、概-1ページをご覧ください。馬鼻肺炎は馬ヘル

ペスウイルスの１型又は４型、以下 EHV-1、EHV-4 と略しますが、この感染によって起こる

疾病でして、感染馬との接触により呼吸器感染症として、主に冬季１～３月に流行する疾病

で、EHV-1 の場合は呼吸器症状のほかに神経麻痺や流産を引き起こす場合があることが知ら
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れております。 

  EHV-1 は多くが年明け２歳以降にトレーニングセンターに入厩するときに感染することが

確認されておりますが、１歳より若齢の馬でも感染しているという報告もされております。 

  馬鼻肺炎に対するワクチンとして、概-５ページをご覧ください。横紙の表がございます。

左側が申請製剤、右側が馬鼻肺炎不活化ワクチン“日生研”となっておりますが、不活化の

ワクチンでございます。こちらにつきましても、用法及び用量の欄をご覧いただきますと、

こちらも２回接種で効能又は効果としては呼吸器症状だけでなく、流産の予防も含まれてお

りまして、接種対象につきましては３歳以上で、妊娠馬も対象としております。 

  呼吸器病を予防するため、現在、入厩する馬の抗体検査をして、抗体陰性の場合には不活

化ワクチンを接種していますが、不活化ワクチンの場合、持続性が短いことから、追加接種

が必要であること。また、ワクチンを接種した馬の一部にも馬鼻肺炎が発症しているなど、

有効な免疫原性を有するワクチンの開発が望まれていたという状況であります。ヘルペスウ

イルス感染症では、細胞性免疫の活性化が感染防御に有効であるとされ、一般的に生ワクチ

ンでは細胞性免疫を効率よく誘導し、免疫効果の持続性を期待できると考えまして、申請者

は日本中央競馬会において作出された EHV-1の gE遺伝子欠損株（ΔgE株）を用いて本製剤

を開発したものです。 

  次に、製造用株について御説明いたします。概-11 ページ及び 12 ページをご覧ください。

本ワクチン株はヘルペスウイルスのうち、病原性に関与していると言われている gE 糖タン

パクの遺伝子を遺伝子操作により人為的に欠損させて作出したものです。 

  結果としまして、概-12の下からになりますが、図概 2-1-2に記載の gE部分を欠損した変

異ウイルスが得られていることを遺伝子解析において確認しております。なお、本株は遺伝

子操作により作出された株となりますが、カルタヘナ法（遺伝子組換え生物等の使用等の規

制による生物の多様性の確保に関する法律）上の取扱いとしましては、概要の青いタブの２

ページ前をめくっていただきまして、概要のタブの前のページになります。別紙３がござい

ます。 

  こちらにセルフクローニング及びナチュラルオカレンスに該当すると判断された大腸菌株、

ウイルス株についてというものがございます。こちらに記載のように、本ワクチン株は薬事

分科会の生物由来技術部会の動物用組換え DNA 技術応用医薬品調査会において、ナチュラル

オカレンスに該当するものとしてカルタヘナ法による規制対象となる遺伝子組換え生物には

該当しないとされております。 

  次に、ワクチン株の病原性について御説明いたします。概-17ページをご覧ください。「2-1-3 

ワクチン株の病原性」という記載がございます。 

  概-18 ページの真ん中の表概 2-1-12 をご覧ください。51～79 日齢の初乳非摂取子馬に鼻

腔内接種又は筋肉内接種により調べた結果がございます。表の２段目、gE-rev/INは gE遺伝

子を復帰させた強毒株で、こちらは発熱やその下の表はウイルス分離になりますが、ウイル

ス分離も認められておりますが、欠損株接種馬ΔgE/IN 又はΔgE/IN 群におきましては、発
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熱及びウイルス分離も認められず、病原性が減弱していることが確認されております。 

  また、次のページをめくっていただきまして、表概 2-1-5 をご覧いただきますと、１歳馬

に鼻腔内接種をしても、鼻腔スワブを初め各種臓器からも分離されず、ウイルスが注射部位

から拡散して増殖する可能性は低いと考えられております。 

  概-26ページ「2-1-5 ワクチン株の同居感染性」についても確認しております。こちらに

つきましても、ワクチンを接種後には鼻腔スワブと末梢リンパ球からのウイルス分離を行っ

ていますが、ワクチン接種馬又は同居馬におきましても、ウイルス分離は確認されておりま

せん。また、同居馬での中和抗体の応答は確認できなかったとの結果で、同居感染性が低い

ことが確認されております。 

  概-27ページ「2-1-7 ワクチン株の病原性復帰否定試験」について御説明いたします。最

初の馬には、本ワクチン株を鼻腔内投与し、臨床観察を行い、その２日後に鼻腔スワブや鼻

粘膜、肺、リンパ節等からのウイルス検索を行っております。その結果、接種後２日目に発

熱が認められ、また、最初の馬も鼻腔スワブから接種量の１万分の１程度のウイルスが回収

され、更に鼻粘膜や肺門リンパ節、下顎リンパ節の PCR 検査で陽性となっておりますが、各

材料につきまして、更に２号馬に投与したところ、臨床症状の異常及びウイルスは確認され

ておりません。発熱は本ウイルスによるものと考察しておりますが、２代目以降の馬でもウ

イルス排泄や臨床異常が確認されず、本ワクチン株の病原性復帰の可能性はほとんどないと

判断されております。 

  概-3 ページ、迷入ウイルス否定試験法の設定に関する資料について、御説明いたします。

本製剤は馬用としては初めての生ワクチンとなります。試験項目としましては、発育鶏卵接

種試験、MA-104 細胞接種試験、乳のみマウス脳内接種試験により発育鶏卵に感受性のイン

フルエンザウイルス等のウイルス、ロタウイルス、日本脳炎ウイルス及びゲタウイルス及び

狂犬病ウイルス等の否定が想定されます。 

  また、これ以外に馬由来細胞接種試験としまして、馬胎子皮膚由来細胞（ED細胞）を使用

し、継代し、細胞観察及び HA 試験を実施することとしております。本細胞につきましては、

○○○○や○○○○にも感受性があるということが報告されているとのことで、これらの迷

入ウイルス否定試験が設定されております。 

  概-64 ページ、安全性試験について御説明いたします。本製剤の適用の最少齢の６か月齢

の馬（ポニー）を用いて実施しております。これらの馬にワクチンの常用量及び 100倍量を

用法に従い接種し、更に８週後に追加接種を行い、一般臨床症状接種部位の確認、飼料摂取

量や血液検査、剖検所見を確認しております。結果としましては、常用量及び高用量群で一

過性の発熱、また高用量群では接種部位に高用量投与によると考えられる腫脹が認められて

おりますが、それ以外についての異常は認められていないという成績となっております。 

  概-82ページからが、薬理試験に関する資料となります。最小有効抗原量につきましては、

ワクチン接種後 EHV-1 の強毒株で攻撃後の臨床症状（体温、鼻汁排出、下顎リンパ節の腫脹

等）を観察し、鼻腔スワブと末梢血単核球からのウイルス分離を指標として調べております。
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有効性の判断は個体ごとの成績の比較となりますが、そちらの結果が概-83 ページにござい

ます。 

  概-83ページ、下の表概 10-1-2をご覧ください。個体ごとの成績のスコアが記載されてお

ります。個体ごとの成績の比較では、非免疫群で最少スコアを示した個体と比較し、免疫群

の個体のスコアがいずれも同等以下であった場合、その免疫群で有効性が認められたと判断

し、また、群については免疫群の平均スコアが非免疫群の平均スコアより減少していた場合、

その免疫群で有効性が認められたと判断しております。スコアにつきましては、各臨床症状

やウイルス検出された日を１と数え、その確認された日数をカウントする方法となっており

ます。表概 10-1-2はその日数をカウントしたスコアが記載されております。例えば非免疫群

の発熱の欄をご覧いただきますと、非免疫群での最小値は３でしたが、免疫群はすべてそれ

以下であり、有効と判断されることとなります。 

  同じように鼻汁排出やウイルス検出スコアについても、非免疫群よりも有効と判断してお

ります。下顎リンパ節につきましては、非免疫群での最少スコアが３であったのですが、○

及び○の個体で３より大きいスコアが認められています。ただし、群としての平均では、い

ずれの免疫群でも非免疫群より低く、有効と判断しております。 

  また、抗体価の推移が表概 10-1-3 となります。免疫群は非免疫群よりも速やかに抗体上昇

が確認され、○及び○では２回目の注射後、また、○群については攻撃後１週目に抗体上昇

が確認されております。申請者は臨床症状やウイルス分離成績から○から○のいずれの群で

も攻撃による発症の軽減効果が認められ、非免疫群よりも早期に抗体上昇が認められたこと

から、本ワクチン株の最小有効抗原量は○○○/頭であるけれども、２回目注射後の抗体応答

が確認できた○○○/頭以上でより確実な免疫を付与できると考察しております。なお、本製

剤の成分及び分量のウイルス量は 104.5TCID50/頭となっております。 

  概-88ページ、臨床試験に関する成績となります。試験群につきましては、表概 14-1 に記

載がございますように、３施設で実施しておりまして、施設１では３歳未満の馬を対象とし、

施設２、３では３歳以上の馬を試験群に設定しております。対象薬として不活化ワクチンを

設定しておりますが、この製剤は３歳以上の馬を対象としているため、施設２、３では陽性

対照薬として用いていますが、施設１では３歳未満の馬となりますので、対照薬がございま

せんので、対照として生理食塩水を設定しております。 

  有効性の評価基準としては、概-90ページの表概 14-1-3から記載がございます。抗体価に

よる評価として、２回目注射後４週目の CF 抗体価が対照薬と同等、又はそれ以上か生理食

塩水を対照とする場合には、それよりも有意に高いことで有効と判定しております。また、

馬鼻肺炎による流行が確認された場合は、発症率により比較を行うこととしております。 

  有効性の成績としては、概-94ページをご覧ください。表概 14-5 に有効性評価対照におけ

る CF 抗体価という表がございます。３歳未満の馬の第２回投与後４週の抗体応答率の欄を

ご覧ください。第２回投与後４週における CF 抗体について、対照群と平均抗体価及び抗体

応答率に有意差が認められております。一方、３歳以上の馬につきましては、第２回投与後



9 

４週の平均抗体価と抗体応答率は対照薬の不活化ワクチンを接種した群と差が認められず、

いずれも有効と判断しております。なお、試験中には馬鼻肺炎の流行を示唆する発熱やウイ

ルス検出は認められなかったので、発症率による有効性の判定は行っておりません。 

  安全性につきましては、概-95 ページに成績が記載されておりますが、臨床症状及び注射

局所の反応を観察した結果、一過性の発熱が認められた以外はワクチン投与に起因する異常

及び注射局所における異常は認めらなかったとのことです。 

  概-100 ページ、使用上の注意の設定根拠が記載されております。馬に対する注意としては、

本ワクチンは馬鼻肺炎不活化ワクチンとは異なり、妊娠馬を対象としたものではないので、

妊娠馬には投与しない旨を明記しております。また、副反応としては一過性の発熱について

記載されております。適用上の注意としては、移行抗体による影響については、検討は十分

にされていませんが、影響を受ける可能性が否定できないために記載をしております。 

  以上が本成績の概要となります。最初のページの審議経過票に戻っていただきまして、本

製剤は平成 24 年１月 31 の生物学的製剤調査会において御審議いただき、了承されまして、

本日上程されるものでございます。 

  それでは、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 それでは、ただいまの御説明について、御質問、御意見をお願いします。 

  馬では最初の生ワクチンということで、しかも作成過程に DNA 組換え技術を用いているけ

れども、ナチュラルオカレンスとして野外で無条件で使えるという製剤ですが、いかがでし

ょうか。 

  特に御質問、御意見はございませんか。どうぞ。 

○濱岡委員 わかれば教えていただきたいのですが、これは確かに生ワクチンですけれども、

このワクチンは接種局所で増えているのでしょうか。増えていないのでしょうか。どうして

効いているのかがよくわからないです。 

○事務局 動物用生物学的製剤調査会でも、そこのところはかなり議論になったんですけれど

も、はっきりとしたことはわからないのですが、恐らく申請者の方は、接種局所で増えてい

るのではないかというようなことを推察しておりました。ただ、分離はされていないので、

何とも言えないです。 

○濱岡委員 もう一点。これは生ワクチンで、不活化と同じように２回接種ですね。それはそ

ういうところから２回打たないと、効果が出ないから２回ということですか。 

○事務局 恐らく十分な抗体等の指標で見る限りでは、それでしか確認していないところが大

きいのだと思います。１回では効いていないというデータもないとは思いますが、恐らく２

回でないと十分な効果が得にくい。なかなか２回でも効果が見づらいものですので、２回接

種が必要なのだと思います。 

○明石部会長 なかなか増え自体がそれほどよくないということなのでしょうか。追加で接種

をしないと、うまくプロテクトしないということだそうですけれども、ほかにいかがでしょ

うか。どうぞ。 
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○赤堀委員 このワクチンの有効性については、概-89 ページで調査の項目としまして、一般

状態で有効であるかどうかを見ていると。それは次のページの表概 14-2に出ております。も

う一方では、概-91 ページでは発症率によって評価して、いわゆる発症率から見ると有効性

があったと判断されておるのですけれども、これは臨床試験の結果から一般調査項目である

とか発症率で有効性を確認しておりながら、効能又は効果で馬ヘルペスウイルス１型感染に

よる呼吸器疾病の症状の軽減となっておるのですが、この辺はどういうふうに理解すればよ

ろしいでしょうか。 

○明石部会長 事務局、お願いします。 

○事務局 臨床試験で発症率による評価も実施したかったところですが、実際のところは流行

がなかったので、発症率ということでは確認ができなかったということになります。効能・

効果として呼吸器症状の軽減というマイルドな表現になりますが、こちらは薬理試験の方で

の臨床症状を見る限りにおいては、発症率というよりもワクチンを打ったものに攻撃した場

合でも呼吸器症状は、軽度でありますが、見られるということで、このような表現になって

いるかと思います。 

○明石部会長 いかがですか。 

○赤堀委員 そうしますと、一旦発症した徴候が軽減されるということでしょうか。それとも

ワクチンを接種すれば、発症する徴候が軽減されるということでしょうか。 

○事務局 より日数的に短いというような形になるかと思います。症状が発現する日数が短い

というようなデータになっております。 

○明石部会長 このような効能・効果は、ほかの呼吸器感染症のワクチンでも記載がなかった

でしたか。覚えがないのですが、症状の軽減というのは、前にも使っていませんでしたか。 

○事務局 マイコプラズマとかで肺病変形成の抑制とか、そういうのは確かにございます。た

だ、呼吸器症状の軽減については、確認してみないとわかりません。 

○明石部会長 そうすると、このワクチンがひょっとしたら、この表現の最初かもしれないと

いうことですか。 

○事務局 はい。馬鼻肺炎については、少なくとも最初になります。 

○明石部会長 馬鼻肺炎については確かにそうでしょうけれども、呼吸器疾病の症状の軽減と

いうような効能・効果で赤堀先生、いかがですか。 

○赤堀委員 従来そういう表現があれば結構ですけれども、初めてであるとすると、こういう

表現でいいかどうか御議論をいただいたらどうかと思います。 

○明石部会長 この表現については、ほかの製剤でも出てきたことがないと理解してよろしい

ですか。マイコプラズマの場合は、肺炎の軽減ということですね。 

○事務局 肺病変形成の抑制みたいなことになります。 

○明石部会長 こういう効能・効果の表現でいかがでしょうか。生物学的製剤調査会では効能・

効果についても議論があったということを説明されていましたけれども、どういった議論で

したか。 
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○事務局 効果についてのところは御議論をいただきましたが、この表現については特段ござ

いません。豚サーコウイルスに対するワクチンにつきましても、臨床症状の改善とか、いわ

ゆる増体量低下の改善とか、そういうような表現はございますので、ストレートになかなか

書き切れないですが、こういうような表現は新しいものとは考えておりません。 

○明石部会長 よろしいですか。どうぞ。 

○鬼武委員 直接関係ないかもしれませんけれども、教えていただきたいのですが、先ほどの

説明の概要の前提のところで、このウイルスはナチュラルオカレンスに該当すると判断され

たと言われた資料を見ておるのですが、こういうのは個別に判断するということで、その生

物学的製剤調査会で決めるということではなくて、別に専門家の意見を聞いて、消費・安全

局の方で決めるということですか。この手順はどういうふうになっているのでしょうか。 

○事務局 こちらにつきましても本審議会と同じく、薬事・食品衛生審議会薬事分科会の中に

生物由来技術部会という部会がございます。こちらの方に動物用組換え DNA 技術応用医薬品

調査会というのがございまして、こちらの方でそちらの判断をしていただいておるところで

す。 

○鬼武委員 わかりました。 

○明石部会長 いろいろな委員会があるようで、いずれにしても、このワクチン株については

ナチュラルオカレンスとして、特に組換えの規制対象とはしないということだそうです。 

  ほかにございますでしょうか。特に御意見がなければ、承認ということでよろしいですか。  

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、御承認いただきました。 

○事務局 ありがとうございます。承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。な

お、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間とさせていただきます。 

 

    ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

   ② ピュアバックス RCPCh-FeLV（メリアル・ジャパン株式会社） 

 

○明石部会長 それでは、動物用生物学的製剤調査会関係の②ピュアバックス RCPCh-FeLV に

ついて、池田先生から説明をお願いします。 

○池田委員 ピュアバックス RCPCh-FeLV は、メリアル・ジャパン株式会社から申請された猫

ウイルス性鼻気管炎ウイルス、猫カリシウイルス、猫汎白血球減少症ウイルス、クラミドフ

ィラ・フェリス、猫白血病ウイルス由来タンパク発現遺伝子導入カナリア痘ウイルスを有効

成分とする猫用のワクチンです。 

  本剤は平成 24年１月 31日に開催された動物用生物学的製剤調査会において事前の調査審

議を終了し、本部会に上程されるものです。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬

品ということで６年になります。 

  詳細につきましては、事務局から説明があります。 
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○事務局 それでは、赤の№２の資料を御用意ください。表に審議経過票がございます。 

  本製剤はメリアル・ジャパン株式会社から製造販売承認申請されましたピュアバックス

RCPCh-FeLV でございます。 

  成分及び分量ですが、本剤は弱毒猫ウイルス性鼻気管炎ウイルス F2 株、不活化猫カリシ

ウイルスの G1株と 431株、弱毒猫汎白血球減少症ウイルス PLIIV 株、弱毒クラミドフィラ・

フェリス 905株を主剤とした乾燥ワクチンと、猫白血病ウイルス由来防御抗原タンパク発現

遺伝子導入カナリア痘ウイルスを含む液状ワクチンを混合した猫用ワクチンです。 

  用法及び用量としては、乾燥ワクチン１本を液状ワクチン１mL で溶解し、８週齢以上の

猫の皮下に１mL ずつ３～４週間隔で２回注射するもので、効能又は効果としましては、猫

ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス感染症、猫汎白血球減少症、クラミドフィラ・フェ

リス感染症及び猫白血病ウイルスによる持続性ウイルス血症の予防となっております。 

  猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス感染症及び猫汎白血球減少症の主剤につきまし

ては、既に同じ成分を用いた承認された製剤として、ピュアバックス RCP というものがござ

います。ただ、今回クラミドフィラ・フェリスにつきましては、生ワクチンとして初めての

ものとなり、また、猫白血病に対する主剤である組換え型のカナリア痘についても初めての

成分となりますので、今回、新有効成分として御審議いただくことになります。 

  概要書に沿って説明いたします。今回はクラミドフィラ・フェリス及び猫汎白血病に関す

る新しい有効成分を中心に御説明させていただきます。 

  概要1と書かれておりますタブの1-8ページをご覧ください。横紙の表になっております。

これら５疾病を効能・効果とする製剤としましては、左側の申請製剤以外に既承認製剤とし

て、フェロバックス５というものがございます。しかし、こちらはすべて不活化成分となり、

アジュバントを含む製剤となります。今回の場合は、カリシウイルスだけ不活化成分となり

ますが、他は生成分となります。 

  1-33 ページにも表がございます。真ん中のピュアバックス RCP というのが既承認製剤で、

こちらにつきましては、申請製剤の猫ウイルス性鼻気管炎と猫カリシウイルス及び猫白血球

減少症の成分は、このピュアバックス RCP と成分及び分量ともに同じものとなります。 

  申請された製剤の特徴につきましては、1-48ページをご覧ください。ⅰ～ⅴまでの項目が

ございます。こちらに特徴としてまとめてございますが、申請者は申請製剤の特徴として、

ⅰ）として、アジュバントが含まれないため、猫のワクチンにおいて懸念される接種部位に

おける線維肉腫発生リスクが軽減できることを挙げております。 

  ⅱ）とⅲ）につきましては、カリシウイルスを２株含むことから広い抗原性が担保でき、

かつ、不活化カリシウイルスを用いているため、変異を防止することができるとしておりま

す。 

  また、今回新しくなるものとしましては、ⅳ）になりますが、生クラミドフィラ・フェリ

ス抗原を用いているということで、より少ない抗原量により免疫を付与でき、更には接種抗

原量が減ることにより、LPS による局所反応等の副反応が起きる懸念が少ないということが
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挙げられております。 

  ⅴ）としましては、カナリア痘ウイルスを宿主株とした遺伝子組換え体による猫白血病に

対する有効成分 vCP97 株を用いている点になります。この成分についての特徴については、

1-55ページをご覧ください。こちらに有効成分の特徴につきまして、１）～５）に説明が記

載されております。 

  １）ですが、宿主特異性の高いカナリア痘ウイルスベクターを使用しているため、カナリ

ア類の鳥類のみに感染するウイルスで、哺乳動物では増殖しないことから、同居感染や弱毒

ウイルスの病原性の復帰等の危険性がないということを示しております。 

  また、２）～４）につきましては、挿入された遺伝子についての記載でして、挿入遺伝子

が組換え体内で安定的であること。発現も安定し、細胞質に局在し、核に入り込むことはな

く、また、不活化されていないタンパクであるため、生体内で免疫細胞に対して、より効率

的な抗原提示ができるということです。 

  ５）につきましては、カナリア痘ウイルスは移行抗体の影響を受けにくく、移行抗体存在

下でも免疫効果が期待できるということを挙げております。 

 概要 2-1 のタブをめくっていただきまして、104 ページをお願いいたします。猫白血病ウイ

ルス由来防御抗原タンパク発現遺伝子導入カナリア痘ウイルス（vCP97株）の環境に対する

安全性という資料がございます。この成分は遺伝子組み換え生物に該当しますので、遺伝子

組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律である、いわゆるカ

ルタヘナ法に基づきまして、野外における使用については第一種使用規程承認が必要であり、

このワクチン株については平成 20年１月 18日付で、この使用につきまして、承認を取得し

ております。 

  105 ページがその評価書になります。評価書につきましては、（１）生物多様性影響評価の

結果について、他の微生物を減少させる性質、病原性、有害物質の産生性、核酸を水平伝達

する性質等について評価いただきまして、107 ページの（２）にございますように、資料に

基づき評価した結果、本遺伝子組換え生ワクチンを第一種使用規程に従って使用した場合に、

生物多様性影響が生じるおそれはないと生物多様性評価書の中で結論を得ております。 

 次に、本剤につきましての同居感染性及び病原性復帰につきまして、2-1の 63 ページをご覧

ください。2.1.5.2 に猫白血病ウイルス由来防御抗原タンパク発現遺伝子導入カナリア痘ウイ

ルス製造用株の排泄・同居感染性及び病原性復帰否定という資料がございます。猫に高用量

のカナリア痘ウイルスを皮下注射した結果、臨床症状につきましては、注射後一過性の軽度

の発熱と局所の熱感と疼痛のみが観察されましたが、接種猫の分泌物及び唾液、尿、糞便か

らのウイルス排泄は確認されていないという成績が付いております。 

  64ページには、同居感染性について同様な試験により調べておりますが、こちらもワクチ

ン接種後からのウイルス排泄は認められず、同居猫への感染も確認されなかったとのことで

す。 

  次に、クラミジアのワクチン株について御説明します。戻っていただきまして、2.1 の６
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ページをご覧ください。本ワクチン株の作出につきましては、野外で分離された株につきま

して、発育鶏卵で継代することにより弱毒化しております。 

  排泄や同居感染性については、2.1の 58ページをご覧ください。クラミドフィラ・フェリ

ス製造用株の排泄、同居感染性及び病原性復帰否定という資料がございます。高用量のクラ

ミジアを皮下接種し、クラミジアの分離と臨床症状の観察を行っています。 

  結果につきましては、2.1の 61 ページに記載がございますが、接種後の臨床症状は若干の

体温上昇が認められていますが、そのほかの異常は認められていません。また、眼スワブに

おけるクラミドフィラ・フェリスの検出を PCR により実施したところ、４日目と９日目及び

14 日目で PCR が陽性でしたが、シグナルが弱く、２代目接種材料は最初の接種材料が

6.1log10EID50だったのに対して、分離されたのが 2.5log10EID50ということで、少量のクラミ

ジアが分離され、それにつきまして、２代目の猫の眼に接種をしておりますが、こちらは臨

床スコアはゼロで、クラミジアの検出もすべて陰性だったとのことで、皮下接種後の同居感

染性及び病原性復帰の可能性は低いと考えられています。 

  次に、安全性について説明いたします。概要の９をご覧ください。安全性試験は通常、申

請製剤で行うものなのですけれども、本資料では申請製剤に更に狂犬病ウイルスの防御抗原

タンパク発現遺伝子導入カナリア痘ウイルスが含まれ製剤を用いて実施しています。用いた

製剤は１回目の注射では 100 倍の抗原量のワクチン、２回目は 10 倍量のワクチンを用いて

実施しています。 

  その結果から考察が 9-18ページから記載されております。表としてはまとまっていないの

ですが、口頭で説明させていただきます。臨床症状については、ワクチン接種後一過性の無

関心や元気消失などが認められ、１回目接種後には発熱が認められています。接種局所にお

いては腫脹、疼痛、皮膚の熱感が確認されています。局所スコアを総合するとワクチン接種

群ではコントロール群より高い結果となっておりますが、観察されたすべての局所反応は 19

日目までには消失し、持続的な結節等は確認されなかったとのことです。 

  次に、薬理試験について御説明いたします。概要の 10 をお開きください。クラミドフィ

ラ・フェリスと猫白血病の有効性については、いずれも攻撃試験で最少有効抗原量を検討し

ております。クラミドフィラ・フェリスにつきましては、10-１の下の方から記載がございま

すが、試験系につきましてはワクチンを用法・用量どおりに接種後、強毒株を眼に接種して

攻撃し、その後、臨床観察を行い、臨床症状スコアを確認し、更に眼のスワブから菌排泄を

確認して、場合によっては抗体価を確認しております。 

  臨床症状スコアにつきましては、10-7 ページに記載がございます。10-7の表のような項目

でスコア化しております。最小有効抗原量を確定する試験としましては、10-10 ページの表

に試験系が記載されております。抗原を 103.8、10.3.0、102.4のものを用いて２回免疫し、２回

目注射後２週目に攻撃をしております。攻撃後の臨床症状スコアのまとめについて 10-15 ペ

ージの表に記載がございます。Ａ群は 3.8乗、Ｂ群が 3.0乗、Ｃ群が 2.4乗のもので、Ｄ群が

コントロールとなりますが、ワクチン免疫群でも直腸温や粘膜の充血、鼻汁といった症状が
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認められ、総合臨床スコアについては一番右端になりますが、Ａ群では３ですが、Ｂ群で22.3、

Ｃ群では 33.7 で、対照群よりは低い値となっております。 

  これらをグラフにしたものが 10-16 ページにございます。この総合臨床スコアと抗原量に

つきまして、相関しているとのことで、対照群の平均総合スコアよりも有意に低く、かつ最

大のスコアを得ることができるクラミジア抗原量を算出したところ、102.8EID50/用量と計算

され、これを最小有効抗原量としております。 

  次に、猫白血病の方について御説明いたします。10-28 ページをご覧ください。表の試験

群の設定がございます。ワクチン群を 108.15から 106.0までの５群を設定し、対照群１は ALVAC、

こちらはカナリア痘のウイルスで FLV 抗原を含まないものとなります。対照群には無接種対

照群、対照群３は○○○という猫白血病ウイルスに対する不活化ワクチンを設定しておりま

す。 

  ８～10 週齢の SPF 猫に３週間隔で２回ワクチンを皮下注射し、２回目注射後２週目に強毒

株を鼻腔に接種して攻撃しております。有効性の判定基準は 10-29 ページの中ほどに記載が

ございますが、２回以上続けて検体の p27抗原検出によるウイルス血症陽性となった場合に、

持続感染になったとみなしております。 

  結果につきまして、10-31 ページの表をご覧ください。表のプラスはウイルス抗原が認め

られたというもので、これが２回続けてプラスになった場合に発症とみなしております。右

側に発症頭数、供試頭数の数が記載されておりますが、抗原量の少ない試験群４及び５では、

６頭中３頭でウイルス血症陽性と判定されましたが、抗原量の多い試験群１～３は６頭中０、

又は１頭で陽性でした。申請者は感染と抗原量の間に相関性があるということで、持続感染

に対する 80％以上の防御に必要な抗原量を算出し、107.24TCID50/用量を最小ウイルス抗原量

としております。なお、試験群３が 107.2TCID50/用量となっております。 

  次に、臨床試験ですが、概要の 14 のタブを開いていただきまして、14-2 ページをご覧く

ださい。表の試験設計がございます。試験群としましては、申請製剤を用法に従い接種し、

対照群としては○○○の○○○を接種して、両者に差がないことで評価を行っております。 

  表 14-3ページに試験スケジュールが記載されておりますが、０時点ではワクチンを接種し、

併せて採血、FeLV とクラミジアの抗原検出を行い、２回目のワクチンを接種後４週目にも同

じく採血と抗原検査をしております。その後、FeLV については８か月目と 12 か月目に抗原

検査を行い、クラミジア検査は臨床症状異常時に来院した際に採材しております。 

  有効性の判定につきましては、14-14 ページに記載がございます。クラミジアと猫白血病

については抗体検査での有効性評価を行わず、臨床症状から FeLV 及びクラミジアの発症が

認められた場合は無効とし、また、群における判定としては、5.1.3 の３）に記載がございま

すが、猫クラミジアについては猫クラミジア感染率が陽性対照群と同程度、又はそれ以下の

場合を有効とし、４）の FeLV については感染率が陽性対照群と同程度又はそれ以下の場合

を有効としております。こちらの有効性の評価についての結果ですが、14-31 ページをご覧

ください。14-31 ページの表 3.1.4にクラミジアに関する検査成績のまとめというものがござ
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います。こちらの表の真ん中になりますが、有効性判定検査というものがございます。こち

らはクラミジアの抗原検査が陰性の頭数の割合となります。こちらを見ますと、試験群では

83.9％、対照群では○○％であり、試験群の有効率は対照群と同程度であったということで

す。 

  FeLV についてですが、14-32ページの表 3.1.5.1 をご覧ください。こちらも抗原検査陰性率

につきましては、試験群で 97.3％、対照群が○○％であり、どちらも同じ程度であったとい

うことです。そのほかのウイルス成分等の評価は、既承認製剤の系と同じように有効性が評

価されております。また、安全性につきましては、14-20ページに一覧表がございます。 

  14-20 ページの表 2.1 に接種局所の反応の表がありますが、いずれも異常は確認されてお

りません。また、臨床症状につきましては、下の表 2.2.1 になりますが、試験群で斃死とい

うものが１回目、２回目の後に３例確認されています。 

  ただ、こちらにつきましては、右側の 14.21 ページに表がございますが、上から３つの事

例になりますが、２例は交通事故死となっております。また、１例は元気消失で肺炎が認め

られて治療を行ったけれども、死亡した後のことで、申請製剤との因果関係はなし、又は不

明のものとなっております。そのほかにも元気消失、食欲低下、嘔吐、下痢、鼻汁、咳、発

熱等が認められております。ただし、これらの発生率につきましては、試験群で 14-20ペー

ジの表 2.2.1 の一番右側に発生率がございますが、これらの発生率につきましては、試験群

で 4.7～8.9％、対照群で 10.3％と同程度であったということです。 

  次に、設定根拠という黄色のタブをめくっていただきまして、32 ページをご覧ください。

使用上の注意について御説明いたします。一般的注意として（２）及び（３）については、

本製剤は組換えの生ウイルスが含まれていることから、用法及び用量と効能・効果を守って

使用することについての注意書きが記載されております。また、使用者に対する注意として

は、クラミドフィラ・フェリスはまれに人に結膜炎を起こすことが文献的に報告されている

ことから、その注意書きが記載されております。 

  猫に対する注意の（２）の副反応におきましては、安全性試験や臨床試験において認めら

れたような症状について記載しております。そのほか線維肉腫に関する記載や移行抗体によ

る影響についての記載をしております。 

  以上が本成績の概要となります。資料の一番最初、表に戻っていただきまして、審議経過

票をご覧ください。 

  審議経過票を１枚めくっていただきまして、７番に記載がございますが、本製剤は平成 24

年１月 31 日の動物用生物学的製剤調査会において御審議いただきました。調査会において

は「１回当たりの接種量が明確となるよう、用法及び用量の記載を整備すること。また、使

用上の注意に記載された注射部位が明確となるように、用法及び用量又は使用上の注意の記

載を整備すること。」ということを条件に了承されております。 

  本指摘に対する対応としては、右側の別紙１に記載がございますが、用法及び用量としま

しては、「乾燥ワクチン１本当たり、液状ワクチン１本（１mL）で溶解し、８週齢以上の猫
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の皮下に３～４週間隔で１mLずつを２回注射するということ。」に修正しております。また、

使用上の注意の注射部位の記載につきましては、臨床試験等又は一般的に使用される注射部

位として、肩部、脚部等の皮下ということで記載をさせていただいております。 

  本申請につきましては、本日配付した黒の№15の資料をお手元に御用意いただきたいので

すが、欠席の田村委員、中込委員からも御意見をいただいております。 

 まず、田村委員からの御指摘ですが、「最近、犬、猫用生ワクチンのいくつかに感染性のある

猫内在性レトロウイルス RD114 が混入していることが明らかになった。RD114 は、猫の内

在性ウイルスであるので、猫に対する病原性はないものの、明らかな迷入ウイルスと考えら

れる。現在、RD114に対する行政対応はどのようになっているのでしょうか」ということで、

直接申請製剤に関する御指摘ということではないですが、御意見をいただいているので、回

答として御紹介をさせていただきます。 

  こちらとしては、猫用生ワクチンにつきましては、RD114ウイルスはすべての猫の体細胞

と生殖細胞内に内在化しているもので、猫に対する病原性に関する報告はないこと。RD114

ウイルス混入によるリスクは不明であること。また、対象製剤とその他の猫用ワクチンの間

での副作用の発生情報やその内容を比較しても、RD114 ウイルスによるものと思われるよう

な副作用報告はないことの３点から、現時点では再評価指定はせず、今後とも情報収集に努

めることということで、平成 21年６月の本部会においても了承されているところです。 

  そのため、現段階では特段の措置を行う予定はないというような状況を御説明しておりま

す。また、犬用生ワクチンにつきましては、犬用生ワクチンを製造する製造販売業者に製造

用細胞及び製造用ウイルスにおける RD114 ウイルスの混入状況の調査を実施し、その報告の

結果、幾つかのワクチンにおいて明らかに RD114 ウイルスが混入していることが確認されて

おります。しかし、RD114 ウイルスの犬に対する病原性は不明であり、当所において実施し

た犬に対する感染試験においても犬への感染性は認められていないということから、これら

の状況を踏まえて、犬用生ワクチンにおける本ウイルスの取扱いについて検討する必要があ

ると今の段階では考えております。 

  ただ、その具体的な取扱いについてですけれども、現時点では、まだ対応方針を詰めてい

る段階でありまして、明確にお答えすることができませんが、対応方針が固まり次第、再評

価調査会、又は本部会でも御審議をいただくよう検討を進めているところでございます。 

  次に、中込委員からも御意見をいただいております。中込委員からの御意見としては、ピ

ュアバックスの申請書の 49ページの付記にモノクローナル抗体の記載がございます。49 ペ

ージの付記の 24 に猫カリシウイルス特異的モノクローナル抗体に対する説明として、猫カ

リシウイルスを免疫源及びスクリーニング抗原として用いて得たカプシドタンパク質を認識

するモノクローナル抗体で、腹水化したものを精製したものという記載がございますが、腹

水化したものという表現は妥当なのでしょうかというような御意見です。確かに聞き慣れな

い言葉ではございますが、ハイブリドーマを腹腔に接種して、腹水を取り、それから精製し

たモノクローナル抗体ということで、特段間違っているような記載ではないとこちらでは考
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えております。 

○山田委員 多分、動物福祉上の話をされているんだと思います。腹水化はヨーロッパ等を含

めて、基本的にはやらないようにというのが動物福祉上言われていることなんです。そのこ

とをこういうところに書いて大丈夫かということでないかと思います。 

○明石部会長 もしそういう話でしたら、今の考え方は若干変わってくるというか、的外れと

いうことになりますので、中込委員にどういう趣旨の質問なのかということを後ほど確認願

いますか。 

○事務局 はい。付記の中では、実際に用いているものをやはり書くことになるとは思うので、

この記載は腹水を用いているのであれば、このままの記載になるかなと思います。ただ、中

込委員にその点も確認して、腹水化したものという語句自体は特段、動物愛護以外の点では

よいということでよろしいでしょうか。 

○明石部会長 これで説明は終わりですか。 

○事務局 はい。以上が説明になります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 説明をどうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明について、御質問、御意見をお願いいたします。既存の製剤に生

のクラミドフィラ・フェリスを追加したということと、もう一つ、遺伝子組換えでつくった

カナリア痘ウイルスで白血病の抗原を発現しているものを加えたということですが、いかが

ですか。御質問、御意見はございませんか。 

○濱岡委員 効能・効果の表現ですけれども、それぞれ５つが持続性ウイルス血症の予防にな

っていますね。いわゆる病気を予防ではなくて、持続性のウイルス血症を予防するとあえて

限局している理由ですが、効能・効果でこういう形のものは、ほかにもたくさんあるんです

か。 

○事務局 少なくとも猫白血病抗原に含んでいるものは、このような記載となっております。

新しい記載ということではございません。 

○濱岡委員 これは前の４つは感染症の予防ということですね。 

○事務局 確かに前の方は予防です。そこは整理をした方がいいかと思いますので、こちらの

方で整理させていただきます。 

○明石部会長 事務局で検討していただくということで、ほかにございますでしょうか。特に

ございませんか。 

  それでは、承認ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、御異議がないので、承認と認めます。 

○事務局 それでは、効能又は効果のところは記載整備させていただくということを条件に承

認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審査期間は新有効成分含有動

物用医薬品ということで、６年間とさせていただきます。 
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    ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

   ③ エムパック（株式会社 科学飼料研究所） 

 

○明石部会長 それでは、続きまして、動物用生物学的製剤調査会関係の③エムパックについ

て、座長の池田先生、御説明をお願いします。 

○池田委員 エムパックは株式会社 科学飼料研究所から申請されたマイコプラズマ・ハイオ

ニューモニエ不活化菌を有効成分とする豚用のワクチンです。本製剤は平成 24 年１月 31日

に開催された動物用生物学的製剤調査会において、事前の調査審議を終了し、本部会に上程

されるものです。なお、再審査期間は新剤型動物用医薬品ということで６年になります。 

  詳細につきましては、事務局から説明があります。 

○事務局 それでは、資料番号赤の№３をお願いいたします。 

  １枚めくっていただきまして、審議経過票をお願いいたします。 

  ４番の成分及び分量ですが、本剤はマイコプラズマ・ハイオニューモニエＪ株 19022-001

不活化菌を主剤としております。 

  その下のアジュバントでございますが、２種類の記載がございます。こちらが本剤の特徴

でもありますが、軽質流動パラフィンと水酸化アルミニウムゲルの２種類のアジュバントを

含む製剤となっております。 

  ５番の用法及び用量でございますが、１週齢以上の子豚に１mL を２週間隔で２回、頸部

筋肉内に注射する。もう一つの用法といたしましては、３週齢以上の子豚に２mL を１回、

頸部筋肉内に注射するとなってございます。 

  ６番の効能又は効果でございますが、豚のマイコプラズマ性肺炎による肺病変形成の抑制

並びに増体量抑制及び飼料効率低下の軽減となってございます。 

  それでは、概要と書かれてございます黄色いタブをめくっていただきまして、概-1ページ

をお願いいたします。表 1-1「国内での豚マイコプラズマ・ハイオニューモニエ不活化ワク

チンの承認状況」に書いてございますように、既にマイコプラズマのワクチンは 10 製剤が

承認されております。右側のアジュバントと書かれておりますところをお願いいたします。

上の方から、軽質流動パラフィン、水酸化アルミニウムゲル、カルボキシビニルポリマー、

アジュバントを変えたワクチンが複数承認されておりますが、本剤に関しましては、次のペ

ージをお願いいたします。 

  概-2 ページの一番上にアジュバントの記載がございます。アジュバントは大きく分けて、

抗原を吸着する性質を持つ沈降性タイプ、水酸化アルミニウムなどですが、こちらと抗原を

油で包んで乳濁液にする性質を持つ油性タイプ、流動パラフィン等の２つがあり、現在、国

内で市販されているワクチンは、このいずれかのタイプのアジュバントとなっております。

本剤はこの２つのタイプを混ぜ合わせた新しいアジュバントを使用した新しいタイプのワク

チンとなってございます。 

  概-20 ページには、アジュバントに関する検討結果が記載されております。上の表 2-7 の
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試験群でございますが、５群用意してございます。真ん中にアジュバントの種類が書いてあ

りまして、上から油性流動パラフィン。３番が申請製剤でありますアルミとパラフィンを混

合した製剤。４番がカルボキシビニルポリマー、５番が対照群となっております。これらの

ワクチンで免疫後、攻撃試験を行った結果が表 2-8 となってございます。評価項目といたし

ましては、抗体価と平均刺激指数。こちらはマイトジェンによるリンパ球の幼若化反応を確

認しております。それは肺病変スコアを確認しておりますが、３番の申請製剤に関しまして

は、抗体価で他の製剤よりも高い抗体価を示しており、平均刺激指数及び肺病変率も他の製

剤よりも良好な結果が得られております。 

  概-31 ページ、安全性に関する試験でございます。表 7-1-1 の試験方法ですが、上から４

つ目に供試頭数とございますが、５頭を３群に分けて使用しております。試験群としまして

は、生理食塩水を打った対照群、常用群と高用量群を用意しております。 

  下の表に試験成績の要約がございますが、上から一般状態、注射部位の臨床観察、飼育成

績、剖検所見、器官重量、病理組織学的検査、抗体価、血液学的検査、血液生化学的検査、

これらの項目について観察をしております。いずれも一過性の変化を除きまして、申請製剤

の注射に起因すると考えられる異常は認められておりませんことから、安全性に問題はない

と結論されております。なお、発熱等の一過性の変化については、使用上の注意に記載され

ております。 

  概-40ページ、中央より下に「7.4 アジュバントの消長」という記載がございます。２回

目注射後、28 日目に注射局所の観察を行っておりますが、結果として肉眼的な異常はなく、

また、病理組織学的検査においてもアジュバントの残留を示すオイルシストの形成が明らか

ではなかったことから、使用制限期間については 28日間４週間と設定しております。 

  概-41 ページ、こちらでは最小有効抗原量に関する検討を行っております。「表 8-1 抗体

価及び肺病変率」でございますが、抗原量の異なる複数のものを用意いたしまして、これら

で免疫後、攻撃試験を行っております。一番右の肺病変率でございますが、群の３以上の抗

原量で対照群に比べて有意な差を認めていることから、○μg/mL を最小有効抗原量と設定

しております。 

  概-43ページ、移行抗体の有無による影響を確認した試験でございます。43 ページの「表

8-5-1 肺病変率及び Mh抗体陽性率」をお願いいたします。試験群１と２が本剤で免疫した

もの。３、４、５が非免疫群でございます。右側に Mh 抗体陽性率がございまして、その中

の一番左側、第１回注射前ですが、こちらはワクチンを接種する前の抗体価でございまして、

100％というのは移行抗体を保有していることを意味してございます。 

  真ん中の肺病変率ですが、ワクチン非接種群と比べて、ワクチン接種群については肺病変

率の低減効果が認められていることから、移行抗体の存在下においても本剤の有効性が確認

されております。 

  概-44ページ、中央やや下に「8.6 １回接種の有効性に関する試験」がございます。先ほ

どまで説明した試験では、２回接種する方法でございましたが、こちらでは１回接種による
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用法の有効性を確認しております。「表 8-6 Mh 抗体陽性率、肺病変率及び増体量」でござ

いますが、１群がワクチン接種群、２群がワクチン非接種群でございます。これらで免疫後、

攻撃した結果でございますが、真ん中の肺病変率を確認しますと、ワクチン接種群で有意に

肺病変率を抑えていることが確認されます。 

  概-53 ページからは、臨床試験の結果が記載されております。臨床試験は３施設で実施し

ておりまして、このページの２段落目に有効性の評価基準が記載されております。有効性の

評価基準はワクチンを接種していない対照群と比較して、被験薬を接種した群における臨床

観察で Mh の発生の程度は低いこと。増体量、飼料効率は明らかに大きいこと。血中マイコ

プラズマ抗体価は同等以上の抗体応答を示すこと。肺病変率は明らかに低いこと。以上の場

合を有効と判断しております。 

  また、安全性の評価基準に関しましては、対照群と比較して臨床観察では著しい差を認め

ないこと。注射局所の反応では腫脹や硬結が認められないか、又は非臨床試験の常用量で認

められた程度と同等以下であること、増体量では同等以上である場合を有効と判断しており

ます。 

  試験結果でございますが、概-61 ページに４つの表がございます。「図 12-1 ０～150 日の

平均増体量」、「図 12-2 30～150 日の平均飼料効率」、「図 12-3 出荷時の肺病変面積率」、

「図 12-4 出荷時の肺病変スコア」、これらいずれにおいてもワクチン接種群は対照群と比

べて有意な差が認められていることから、本剤の有効性が臨床試験で示されたと考察されて

おります。 

  また、安全性に関しては特にまとめた表はございませんが、対照群と比較して異常等は認

められておらず、安全性に問題はないと結論されております。 

  概-65 ページの下に「４ 使用上の注意の設定根拠」が記載されております。一般的注意

の（４）に使用制限期間が設定されておりまして、と畜場出荷前４週間は使用しないことと

記載されております。 

  以上で説明は終わります。 

  また、本日欠席の中込委員より事前に御意見をいただいておりますので、ここで御紹介さ

せていただきます。当日配布資料の黒の№15をお願いいたします。御指摘の内容は、本申請

書の中でマイクロプレートの「ウェル」の表現が「ウェル」であったり「穴」であったりと

表現が混在しておりました。申請者と指摘回答の中で「ウェル」に統一するという回答がご

ざいましたが、一部修正が漏れておりましたので、このことに関しましては、部会後に申請

者に対して修正後、事務局で確認させていただきたいと考えております。 

  以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 それでは、ただいまの御説明について、御質問、御意見をお願いします。 

  マイコプラズマ・ハイオニューモニエを主剤とするワクチンですけれども、アジュバント

を２種類使用して、主剤の免疫原性を上げたというのが新剤型になるということですが、御

意見、御質問はございませんか。どうぞ。 
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○鬼武委員 素人なので済みません。概-62 ページで力価の説明がありますが、結局これはマ

ウスを用いてやったんですけれども、できなかったと。けれども、相対力価の方でいいとい

う判断で最終的にはいいのでしょうか。ここの説明をしていただけますか。 

○明石部会長 事務局、わかりますか。 

○事務局 これにつきましては、ヒアリングの段階で、最初に抗原を直接測定するという力価

試験を用いていたのですが、この製剤についてはアジュバント等も入っている製剤ですし、

ホールの製剤ですので、マウスを用いた力価試験をしてくださいという指摘がヒアリングで

行われています。このものは臨床試験に用いたバッチについて、その試験をやったときには

ELISA でしか試験をしていなかったんです。 

  それを後でマウス法で試験をするということをやろうと思ったときに、有効期限が切れて

おりましたので、後から試験をすることができなかったということです。この試験は、臨床

試験に用いたバッチが今の基準に合っているかどうかを後から補完した試験ということで、

マウスを用いる力価試験はできなかったけれども、ELISA による抗原試験で規定の中に入っ

ていたので、今ある規定にのっとった量が入っているものを試験に使ったであろうというこ

とを後から検証した成績ということです。 

○鬼武委員 ありがとうございました。 

○明石部会長 ほかにございませんでしょうか。 

○尾崎委員 記載上のことですけれども、概-31 の表 7-1-1の４段目のところで、雌雄各 15頭

と書いてあるんですけれども、そうすると合わせて 30 頭になるはずですが、５頭かける３

試験群となっていて、これは雌雄計 15頭の間違いではないでしょうか。 

○事務局 ありがとうございます。恐らく計でございますので、確認して、適宜修正したいと

思います。 

○明石部会長 よろしくお願いします。ほかはよろしいですか。 

○濱岡委員 中身のことではなくて恐縮ですが、これは輸入承認申請で、外国では随分使われ

ているものを日本でということだと思いますが、すごく時間がかかっていますね。平成 16

年くらいの申請が今ですので、国際的にそういうものをハーモナイズして早くというような

大きな流れが今はあるんだろうけれども、これは追加の試験を随分されているみたいなので

すが、今後、例えば国内と外国で、国内でやる場合はこういう項目を追加をしなければいけ

ないというものは傾向としては減りつつあって、現状はこんなにはかからないという状況で

すか。 

○事務局 この製剤は特に遅かったんですけれども、申請者だけの問題ではないかと思います

が、指摘のやり取りを６回もしたということと、そのうち回答を得られるまでに１～２年か

かったときもあったということもございまして、これだけ時間がかかってしまったというこ

とであります。 

○濱岡委員 決定的に例えばヨーロッパとかアメリカでの付けなければいけないデータの項目

と、日本独自で上乗せしなければいけないものは、現状ではあるんですか。 
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○事務局 今、VICH（International Cooperation on Harmonization of Technical Requirements for 

Registration of Veterinary Medicinal Products （動物用医薬品の承認審査資料の調和に関する

国際協力会議））でかなり共通の試験については同じ資料で読めるように調整をしております

ので、国内に限って別途必要となる資料というのは、そんなに多くはございません。ただ、

日本独自で確認している部分も確かにございますので、アジュバントの消長とか、そういう

ところにつきましては、実施していただいているという状況です。 

○事務局 この製剤が始まったときは私は担当ではないのですが、今、言われました力価試験

を抗原定量にするか、マウスを使った免疫反応にするかというところが一つ大きいかと思い

ます。それは調査会の場でも言われたのですが、このワクチンの場合にはアジュバントにノ

ウハウがありますので、抗原だけを測定することによって力価をできるかという問題があり

まして、アジュバントの効果も含めて力価試験を見なければいけないということで、力価試

験が追加になっている部分があります。 

  もう一つは、経緯の部分を見ていただきたいと思いますが、私たちもこれから考えていか

なければいけないところも多いかと思いますが、この製剤については会社等の吸収合併もあ

り時間がかかっているのかもしれません。私たちも時間がかかっている部分がありますので、

その点につきましては、今後はもっと早くなるように考えていきたいと思いますが、この製

剤はそういうような経緯のある製剤ということを御理解いただけたらと思います。 

○明石部会長 製剤に関して、根本的な瑕疵があって長引いたということではないということ

ですね。 

  ほかにございますか。特にないようでしたら、承認ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、承認していただきました。 

○事務局 ありがとうございました。本製剤につきまして、承認を可とし、薬事分科会に報告

させていただきます。なお、再審査期間は新剤型動物用医薬品ということで６年といたしま

す。 

○明石部会長 事務局、どうしましょうか。それとももう一製剤をやってからにしますか。 

○事務局 適宜休憩はお取りいただいても結構かと思います。 

○明石部会長 それでは、10分ということで３時 52分から再開したいと思います。 

（休  憩） 

 

    ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

   ④ バナミン ペースト（株式会社インターベット） 

 

○明石部会長 それでは、皆さんがおそろいだと思いますので、審議を続けたいと思います。 

  動物用一般医薬品調査会関係で、バナミンペーストについて、調査会の座長であります野

上先生、御説明をお願いします。 
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○野上委員 バナミンペーストは株式会社インターベットから製造販売承認申請されたフルニ

キシンメグルミンを有効成分とし、馬の運動器疾患に伴う炎症及び疼痛の緩和を効能又は効

果とするペースト状の経口投与製剤でございます。 

  本申請製剤は平成 24年１月 24日に開催された動物用一般医薬品調査会において事前の審

議を終了し、本部会に上程されるものです。なお、再審査期間は新投与経路動物用医薬品と

いうことで６年となります。 

  詳細につきましては、事務局から御説明があります。 

○事務局 それでは、まず事前に送付しております資料、赤の№４をお手元に御用意ください。

審議経過票と書かれたタブをお開きください。 

  ただいま野上座長から御説明がありましたとおり、本剤の販売名はバナミンペースト。申

請者は株式会社インターベットでございます。本剤はフルニキシンメグルミンを有効成分と

し、馬の運動器疾患に伴う炎症及び疼痛の緩和を効能又は効果とする経口投与ペースト製剤

でございます。 

  それでは、資料内容に沿って御説明いたします。概要と書かれたタブをお開きいただきま

して、目次などがありまして、１ページをお開きください。 

  本剤の有効成分であるフルニキシンメグルミンは非ステロイド性抗炎症薬、いわゆる

NSAIDS に分類され、解熱、鎮痛、消炎効果を有します。我が国での動物用医薬品としては、

表１－１にありますように、平成７年に今回の申請効能と同様の馬に対する効能を有する注

射剤が承認され、以後、犬、牛及び豚に対して経口剤あるいは注射剤が承認されてまいりま

した。 

  ２ページ、先ほどの表にございましたが、現在、馬に対して効能を有するフルニキシンメ

グルミン含有製剤は注射剤のみでございます。これに対しまして、臨床現場からは経口剤の

開発を望む声がございまして、財団法人全国競馬・畜産振興会の助成による特用家畜用医薬

品承認推進事業の採択案件として本剤が開発されたものでございます。 

  ４ページ、本剤の海外での使用状況ですが、表 1-4 にありますように、米国を始めといた

しまして、合計 15 か国で販売されております。なお、資料には記載されておりませんが、

我が国における人用医薬品としましては、現時点におきまして、フルニキシンメグルミンを

含有する製剤は承認されておりません。事務局における審査におきまして、本項に関して特

に重要な問題となった事項はございませんでした。 

  以上のような状況から、３ページの表 1-3にありますように、本申請におきましては、毒

性試験及び一般薬理試験に関する資料は添付されておりません。 

  11ページ、こちらからは本剤の物理的科学的性状、規格及び検査方法につきまして、記載

しております。フルニキシンメグルミンは既承認の成分であり、その物理的、化学的性状に

関する詳細な資料は添付されておらず、一般的な性状等につきまして、こちらに記載されて

おります。 

  原薬の規格及び検査方法につきましては、フルニキシンメグルミンは米国及び欧州薬局方
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に収載されていることから、こちらを参考とした規格が設定されております。具体的には 13

ページからありますように、性状確認試験としての紫外可視吸光度、赤外吸光度、旋光度、

pH、融点、純度試験としての溶状、類縁物質、乾燥減量、その次に硫酸灰分とありますが、

日局の強熱残分のことでありまして、名称は日局に合わせて変更を予定しておりますが、こ

れに加えまして、定量法が規定されております。なお、本規格は既承認製剤との間には若干

の相違がございまして、15 ページの表 2-2 としてまとめております。事務局といたしまして

は、相違につきましては、製造方法など、他の資料も併せて判断しまして、特に本剤の品質

に影響を与える差異ではないと考えております。 

  以降、本規格の設定の妥当性に関する記述がございますが、詳細につきましては、割愛さ

せていただきます。 

  18ページ、本製剤の方の規格及び検査方法の設定に関する記載がございます。具体的な規

格項目は表 2.5 の規格の欄を見ていただきますと、まとめております。これらの試験が申請

当初に設定されていた試験でございますが、若干ページが飛んで恐縮ですが、32ページを併

せてご覧ください。こちらに加えまして、確認試験、採取用量試験、微生物限度試験が設定

されておりますが、事務局による審査の結果、これらの試験を追加設定することで申請者と

合意し、これらの追加試験成績が添付されております。 

  特に類縁物質に関する規格につきましては、後ほど御説明いたします長期安定性試験の結

果、増加が認められていたことから、申請者に対して設定を求めました。なお、いずれも施

策として用いました３ロットにつきましては、所定の規格を満たすものでした。 

  29ページ、本剤は経口のペースト剤ですが、製剤はシリンジ状の容器に充填されておりま

して、投与者が体重に応じた必要量を押し出して投与するように設計されております。詳し

い容器等の御説明は、製造工程で併せて御説明いたしますが、その押し出し量の精度が投与

量の正確性に影響することから、こちらではその押し出し量の規格を容器に関する規格とし

て設定しております。 

  30 ページ及び 31ページに記載されておりますが、容器の実測値と確保すべき適切な投与

量の範囲から、押し出し量の真度として 80～107％として設定しております。事務局での審

査におきましては、ただいま申し上げました以外の点につきましては、特に承認に関わる大

きな問題点は見られませんでした。 

  38 ページ、こちらからは本剤の製造工程について記載されております。38 ページには原

薬の製造方法、39ページからは製剤の製造方法について記載されております。製剤の製造は、

基本的には順次成分を混合し、容器に充填して包装表示を行います。 

  42 ページ、こちらに本剤に用いられているシリンジ様容器について記載されております。

目盛の写真にありますように、馬の体重 50kg ごとに切り欠きがプランジャー部分に刻まれ

ておりまして、投与対象馬の体重にダイヤルをセットし、ダイヤルがバレルに当たるまで押

し出すことで投薬量が調節できるようになっております。事務局の審査におきまして、本項

につきましては、特に承認の可否に影響を与える疑問点等はございませんでした。 
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  44ページ、こちらからは本剤の安定性につきまして、記載されております。なお、本剤の

有効成分は既承認でありますことから、安定性試験成績は添付されておりません。 

  46ページの表 5-3をご覧ください。純度試験につきましては、後ほど触れますが、それ以

外のいずれの項目も３ロット以上について試験を行っており、24か月目までにおいて、特に

品質に問題は見られませんでした。この結果を受けまして、本剤の有効期間は 24 か月とし

て申請されております。なお、一部のロットにつきましては、36か月まで試験を行っており

ますが、ロット数が規定に満たないことから、その他のロットにつきましても 36 か月目ま

で現在試験を継続しております。 

  47ページの表 5-4ですが、こちらは 30℃の試験で、あくまで参考ではありますが、おお．

むね品質上問題となる結果は得られておりません。 

  49ページ、加速試験の結果がございます。いずれの項目におきましても、試験期間は６か

月にわたって規格値を満たしておりました。また、50ページに記載されております光安定性

試験につきましても、特に光に対する品質劣化は見られておらず、これらの結果から本剤の

貯蔵方法としては、特に記載することは要しないものと判断されました。 

  51ページには、本剤を一度開封した後の安定性について試験をしており、その結果におい

て、特に品質に関する問題は見られておりませんが、本試験は実施時の条件を反映しておら

ず、提出されているデータからは、本剤は反復使用することは避けるべきと見られました。 

 事務局での審査におきましては、当初、申請時のデータが長期保存試験、加速試験とも要件

を満たす期間のデータは２ロット分しかないことについて、申請者に質しました。これに対

しまして、申請者からは新たに国内で行われた安定性試験成績につきまして、追加記載を行

っております。 

  続きまして、事務局からは、長期保存試験の類縁物質の含量成績につきまして、試験開始

時の値がないことについて、その理由と評価上どのように考えるかを申請者に指摘を行いま

した。申請者からは試験開始時の値はロットの試験報告書を用いておりまして、海外の規格

では類縁物質が設定されていないことから、これらの値がなかったとの説明がなされ、その

後の成績ではいずれの規格値に対しても低い値であることから、本剤の安定性につきまして

は、類縁物質の観点から問題は考えられないとの考察が示されました。 

  事務局といたしましては、安定性試験の成績は実測値をもって評価することが原則で、す

べての成績がそろっていない以上、その期間は原則的には有効期間から除外するべきである

と考えております。しかしながら、本申請につきましては、申請者の考察のようにデータが

存在する期間におきましては、規格値と比べて低い値であり、その増加傾向も認められてい

ないこと。 

  そのほか、類縁物質のプロファイル等を精査しました結果、初期値がその後の値と比較し

て大きく異なる値である可能性は低いと考えられること。また、それらを考える範囲で変動

したとしても、特に本剤の安定性に影響を与える結果にはなり得ないと判断いたしまして、

申請者の考察を了承いたしました。その他の事項につきましては、承認に影響を与えると考
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えられた点はございませんでした。 

  52ページ、こちらからは本剤の安全性について、まとめております。本資料における安全

性試験は 52 ページから記載されております試験と、69 ページから記載されております追加

試験の２試験から構成されております。 

  まず、52ページの方でございます。本剤の臨床適用最高用量の約４倍に相当する用量を１

日１回 15 日間連続して経口投与し、一般状態、バイタルサインなどの臨床観察、血液生化

学的検査、尿検査、便の潜血について、投与開始後一定時期に検査を行っております。これ

らの項目のうち、主に変動が見られたのは白血球数でありました。これらは 57 ページの一

番上の表を見ていただければわかりますが、投与群では投与期間中に明らかな減少を示した

後に上昇に転じております。 

  実際には、これに関連すると思われる臨床症状と他の異常は見られていないことから、こ

れ以上の臨床的意義は見いだせておりませんが、添付文書には本事例につきましては、使用

上の注意として反映しております。その他、BSP について、血中測定濃度が高値を示した例

がございますが、肝組織の障害は軽微かつ可逆的と考えられました。 

  68ページ、横向きになっているページでございますが、こちらをご覧ください。本試験は

こちらにまとめておりますように、幾つか我が国でのガイドラインに適合しない点がござい

ました。特に事務局における審査の中では、本試験に常用量群が設定されておらず、臨床適

用との関連性が考察しにくい部分が問題とされました。このことから、申請者は新たに国内

ガイドラインに準拠した試験を行い、成績を提出いたしました。それが 69 ページから記載

されております追加試験でございます。 

  70ページに試験方法が記載されておりますが、群構成はプラセボを投与する対照群に対し

まして、常用量群と３倍投与量群を設定し、２日間連続投与をしております。 

  結果につきましては、72 ページから記載しておりますが、高用量の投与群におきまして、

流涎がいずれの群におきましても臨床学的に見られておりますが、それを含めまして、いず

れに群におきましても、臨床学的に意義があると考えられる変化は見られませんでした。事

務局といたしましては、これ以外に特に承認に影響を与えると考えられた点はございません

でした。 

  85ページ、こちらには薬理試験といたしまして、用量反応性に関する試験がまとめられて

おります。馬で跛行を誘発した実験モデルを用いまして、フェニルブタゾンを対照薬とし、

フルニキシンメグルミンは顆粒剤ではございますが、申請用量を含む４用量を用いて効果を

評価しております。 

  結果は 87 ページの表 10-2にまとめております。評価は評価者の主観的評価ではあります

が、フルニキシンの経口のラインを見ていただければわかりますが、申請用量に近い 1.1 

mg/kg では、跛行の平均改善率に有効な結果が得られていることがわかります。同じ試験を

用いまして、用量間の効力を比較した結果も併せ、本剤の用量として、およそ 1.1 mg/kg が

適当と判断されました。 
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  事務局からは、本剤の効果がおよそ１日以上にわたって観察されていることに対しまして、

後ほど御説明をいたしますが、本剤の半減期が比較的短いことの整合性について申請者に説

明を求めました。申請者からは文献などにおきまして、本剤の効果は血中濃度の消失に対し

て比較的長期間にわたることが報告されており、その理由として、本剤有効成分が炎症部位

へ集積的に分布することによると考察されていることを挙げました。事務局といたしまして

は、申請者の説明をおおむね了承いたしました。このほかに特に問題となる事項は見当たり

ませんでした。 

  91ページ、こちらからは本剤の薬物動態に関する資料について、記載されております。 

  91ページに記載されております試験ですが、こちらは簡単に説明させていただきます。本

剤の分布は２コンパートメントモデルに相当するものであることが示唆されております。 

  92ページ、こちらに本剤を用法・用量に沿って投与した場合の血中動態について、試験成

績がございます。表 12-1 に結果をまとめておりますが、Tmaxはおよそ 0.48 時間と算出され

ております。また、薬理試験等で用いました顆粒剤につきましても同時に試験を行っており、

両製剤間での動態は類似していることが示されております。 

  94ページ、こちらには本薬の代謝分布についての試験成績がございます。これら試験は本

剤の残留試験として行われたものでございますが、そのことから分布に関する知見は限られ

たものではございますが、排泄時の形態としましては未変化体が多く、尿中を主として糞中

にも排泄されております。その他、表 12-2 に記載されておりますような代謝物が知られてお

ります。 

  98ページ、こちらは先ほどの試験でも若干触れておりましたが、各試験で用いられました

顆粒剤と申請製剤の生物学的同等性について確認した試験でございます。同等性に関する結

果につきましては、特に問題はなく、同等との結果が得られておりますが、本試験におきま

して、併せて薬物動態パラメータについて算出されております。 

  101 ページの表 12-6 にまとめてありますが、Tmaxは 1.34 時間、半減期はおよそ７時間と

されております。これらにつきましては、103 ページの表 12-7 にすべてまとめております。

なお、参考資料５の結果において、生物学的利用能が 80％とされておりますが、本資料は参

考資料として添付された文献資料によるものです。事務局といたしましては、これまで御説

明いたしました部分につきまして、随時、資料整備などを求めてまいりまして、御説明いた

しました生物学的同等性試験等は審査中に追加されたものですが、これらの資料の内容から、

特に本剤の薬物動態につきまして、承認の可否に関わる問題は見られないと判断いたしまし

た。 

  104 ページ、こちらからは本剤の臨床試験につきまして、記載されております。表 14-1に

本臨床試験の概要がまとめられております。本試験は 2009 年２月から７月にかけて、国内

５施設で運動器疾患と診断された馬を対象にし、本剤と同じ有効成分の既承認注射剤を対照

薬といたしまして、並行群間比較試験として行われました。なお、対照薬が注射剤であるこ

とから、盲検はかけていないほか、無作為化につきましては組み入れ順の割付けとされてお
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ります。 

  使用評価項目は 104ページの一番下にありますが、跛行、受動試験、疼痛及び腫脹につい

て、症状をスコア化いたしまして、その総計につきまして、最終投与終了後１日目に比較し

て、対照薬と同等以下であることをもって有効といたしました。 

  105 ページの上にありますように、副次評価項目といたしまして、各個別のスコアにつき

まして、群間比較を行うほか、合計スコアの投与前との比較により、有効率を求めて評価し

ております。 

  106 ページからは試験方法の詳細が記載されておりますが、107ページの表 14-2に臨床ス

コアの基準がまとめられております。そのほかに臨床検査といたしまして、血液学的、血液

生化学的検査を投与前及び効果判定時に行っており、その検査項目につきましては、108 ペ

ージに記載されております。 

  次に成績でございますが、109 ページをご覧ください。本臨床試験に組み入れられました

126症例のうち、同意撤回等による２症例を除く 124症例を基本解析対象とし、このうち投

与スケジュールや観察などのプロトコルを順守した、いわゆる PPS 集団を有効性評価に用い

ております。 

  110 ページの表 14-4に逸脱の症例の一覧がありますが、本製剤は製造方法に関する資料に

おきまして御説明いたしましたが、投与目盛が 50kg 単位となっておりますが、この臨床試

験では 50kg の倍数ならない体重の場合、四捨五入によって最も近い投与量を選択すること

となっておりまして、この点で投与量における逸脱症例が若干多くなっております。 

 また、後ほど残留試験の項で御説明いたしますが、申請の投与量は四捨五入ではなく、切り

捨てによって小さい方の投与量を選択することになっております。したがいまして、本臨床

試験での投与量は申請の用量とは異なりますが、薬理試験、安全性試験の結果からは、本臨

床試験の結果によって申請用量の有効性及び評価は可能であると事務局では判断いたしまし

た。 

  表 14-5には、実際に投与された期間等がございます。本試験は連続５回までのうち、獣医

師の判断で投与日数を選択できるとなっておりますが、対照薬群の注射剤と比較して、投与

日数に差はございませんでした。 

  112 ページ、こちらに臨床スコアに関する結果が表として示してございます。主要評価項

目は下の表 14-7ですが、総臨床スコアについて被験薬群と対照薬群には有意は差はなく、数

字を評価しても両群間に差は見られませんでした。 

  投与前後における比較では、両群とも有意な治療効果は見られております。また、このこ

とにつきましては、項目別に評価した表 14-6 でも同様の結果は得られております。これらの

評価は投与量を繰り上げた症例を除いても同様の結果が得られています。 

  114 ページにおきましては、組入れ症例の要因別に臨床スコアを比較しておりますが、使

用目的において競走馬よりも乗用馬の方が、また、併用療法が行われた症例よりも、行われ

なかった症例の方が有効性が高いとの結果が得られております。 
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  併用療法につきましては、併用療法を要した症例の方が重篤度が高かった可能性を考察し

ており、乗用馬と競争馬の差異につきましては不明ではありますが、いずれも十分な有効性

は得られているとしております。 

  次に安全性ですが、116 ページをお開きください。基本解析対象集団におきましては、試

験期間を通じて有害事象の報告はありませんでした。血液学的、血液生化学的検査で本剤投

与後について変動が見られた項目は 117 ページの総タンパク、アルブミン、グロブリン、ALP、

GGT、総コレステロール、クレアチニン、カリウム、クロールで変動が見られておりますが、

いずれも臨床的意義はないものと判断されております。 

  事務局としましては、試験中の投与回数について、５回より少ない回数で終了している症

例が必ずしも完治をもって終了しているわけではないことについて、その意義と評価に与え

る影響について、申請者に説明を求めました。 

  申請者からは、本被験薬は馬の運動器疾患に伴う炎症及び疼痛の緩和を効能とした対症療

法剤であり、運動器疾患そのものを治療する薬剤ではない。したがって、馬の運動器疾患の

治療において、炎症及び疼痛の緩和が必要と判断される期間に投与されるとした上で、本治

験の対象とした炎症及び疼痛の原因となっていた馬の運動器疾患はさまざまであり、急性疾

患であれば、炎症及び疼痛の緩和に必要な期間は短くて済むが、慢性経過の疾患では原因疾

患の治癒にも時間を要し、臨床及び疼痛の緩和に必要な期間も長くなる。したがって、投与

回数はどのような症例が対象になっていたかを強く反映しており、有効性のパラメータでは

ないと考えられると回答しております。 

  実際に評価としては、これら５回を得ずに投与を終了した症例では、１例を除き著効ある

いは有効とされていることも考慮し、事務局といたしましては、申請者の説明を了承いたし

ました。更に、本剤投与群に肝障害関係の検査値に異常が見られていることについて、本剤

が経口製剤であることも勘案して、問題とならないか申請者に尋ねました。 

  申請者は、被験薬群では総タンパク、アルブミン、グロブリン、ALP、GGT など、先ほど

申し上げました項目ですが、こちらについて投与前後の値に有意差が見られた。しかし、安

全性の評価の血液学的検査の考察に記載のとおり、いずれも変動は軽度であり、臨床の意義

はないと考えられた。また、添付資料の安全性において、３倍量を投与した場合においても、

投与前後の血液生化学的検査値に変化は見られず、用量依存的な反応は見られていないこと

から、臨床試験で見られた被験薬群における投与前後の変動は、被験薬の安全性を否定する

ものではないと考えられると説明いたしました。 

  事務局としましては、申請者の説明を受け、見られた現象につきましても、臨床適用上問

題になるレベルのものではないと考え、申請者の説明を了承いたしました。その他の事項に

つきまして、特に問題となる事項は見られませんでした。 

  最後に残留に関する資料でございますが、119 ページをお開きください。本剤の有効性フ

ルニキシンメグルミンにつきましては、既に ADI、MRL が設定されており、本試験資料にお

きましては、それら基準に対応する休薬期間の設定を行っております。試験はガイドライン
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に従いまして、２施設において別の試験として行われております。２試験間では供試動物の

条件と試料採取時期が若干異なりますが、それ以外は同様の試験手順によって行われており

ます。いずれも最大投与量を最大期間投与した後、経時的に採材し、ガイドラインに従って

解析を行っております。 

  解析結果につきましては、127 ページに記載しております。本剤の試験におきましては、

早期に残留濃度が減少するサンプルが多く、休薬期間の算出に必要な１時点３例、３時点の

解析可能なデータが取れなかった例が多くございました。表 15-4 の採材条件において、バツ

が付いているものがそれに相当いたします。このことから解析可能な試験サンプルからガイ

ドラインに従いまして、95％信頼限界上限の回帰式と時間軸との交点から求めた休薬期間は、

表 15-4の右にありますように最大５日とされ、この結果をもって休薬期間は５日として申請

されております。 

  事務局からは、先ほども少し申し上げましたが、本剤の容器によって投与量を計算する際、

体重で 50kg 刻みになることにかんがみ、当初申請されておりました用法・用量である四捨

五入による設定で想定される投与量すべてを本残留試験で担保できるのかを申請者に尋ね、

対応につきまして、申請者と協議をいたしました。 

  この結果、臨床試験及び非臨床試験の成績を精査した結果、用法・用量を四捨五入ではな

く切り捨てで行っても、有効性及び安全性が担保できるとし、申請の用法及び用量を変更す

ることで、すべての投与対照におきまして、休薬期間の妥当性を担保しております。 

  その他の点につきまして、事務局で重要と思われる疑問点はありませんでした。 

  最初の審議経過票にお戻りください。以上のような事務局の審査を経まして、平成 24 年

１月 18日に開催されました動物用医薬品残留問題調査会において御審議をいただきまして、

残留性につきましては、特に御意見等はいただきませんでしたが、残留性以外の事項におき

まして、御意見をいただきました。 

  それが次のページに別紙１として添付されております。１つは、薬理試験において疾患モ

デルの作成に焼烙装置を用いていることについて。２つ目は、体重 150kg 以下の馬には用い

ることができないとしていることについてです。 

  １つ目の点につきましては、申請者より回答があり、本試験が 1970 年代と古い試験であ

り、その時点においては動物愛護等の問題はなかったことのほか、詳細については不明であ

るとのことでした。 

  ２つ目につきましては、本剤の有効成分量の範囲及び容器の計量精度などから考えて、体

重 150kg以下の動物に対して有効性が確認されている投与量が保証できないことであります

が、現場の実態として投与せざるを得ない場合もあると考え、申請時には投与しないことと

事実上禁忌であったものを、この中段にありますように、150kg 未満の動物には有効量が正

確に投与できるように設計されていないとの注意喚起をすることといたしました。 

  これらの回答を併せまして、平成 24 年１月 24日に開催されました動物用一般医薬品調査

会におきまして、併せて御審議をいただきました。その結果、別紙２でございますが、２点
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の指摘事項をいただきました。 

  １つ目は、反復投与５日間の妥当性の根拠について説明すること。これにつきましては、

類薬での取扱いのほか、米国馬術連盟など公的機関が公表しております薬剤使用ガイドライ

ンなどでも５日間までとされていることを挙げまして、妥当性を説明しております。 

  もう一点は次のページですが、本剤はいわゆる NSAIDs であり、その作用機序から血小板

凝集抑制作用が考えられることに対して確認すること、とのことでした。これに対しまして

は申請者からは、海外でそのような注意を記載している国はないものの、血小板凝集抑制作

用を示唆する文献が見られることから、出血傾向がある馬に対しては慎重投与とする旨が回

答されました。 

  これらの指摘に回答することを条件として、本部会に上程して差し支えないとの御判断を

いただき、回答につきましても御了承をいただいたことから、このたび本部会におきまして、

御審議をいただくものです。 

  なお、本剤は新投与経路動物用医薬品であり、再審査期間としては６年が相当、また、製

剤は劇薬には該当しないとの御判断をいただいております。 

  本日御欠席の中込委員から御意見をいただいており、残留問題調査会において御指摘をい

ただきました誤記等につきまして、修正がされていないとのことでございましたので、確認

いたしましたところ、やはり修正されておりませんでしたので、こちらについては対応させ

ていただきたいと思います。 

  説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○明石部会長 それでは、ただいまの御説明について、御質問、御意見をお願いします。従来、

注射薬としてあったフルニキシンメグルミンをペースト製剤として使うということですが、

いかがでしょうか。 

○鬼武委員 素人なので済みませんが、94ページの代謝分布のところで、詳しくは参考資料を

見ればいいのでしょうけれども、ラットにおける代謝分布ですと、メチルエステルが雌にほ

かと比べて特異的に高い腎臓になっているのですが、これは馬ではそういう傾向はないので

しょうか。 

  もう一つは、32 ページの 2-6の表の外の総真菌数は TYMC、これは間違いだと思いますの

で、修正してください。 

○明石部会長 事務局、よろしいですか。94ページのラットにおけるフルニキシンのメチルエ

ステルの値が高いけれども、馬は大丈夫かというような御質問だったと思います。 

○事務局 事務局からお答えします。ラットにおけるフルニキシンの代謝分布で、雌の腎臓で

フルニキシンのメチルエステルが高く見られていることに関しまして、馬の方においては認

められるかどうかは、正確にはわかりません。ただ、安全性試験や臨床試験で、特に腎臓系

の方に何か有害な作用が認められたということはありませんでしたので、正確な答えにはな

っておりませんが、特にここのフルニキシンのメチルエステルが馬に何か有害とかいう話で

はないかと思います。 
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○明石部会長 今の説明でよろしいですか。 

○鬼武委員 別に特異的にこれが高かったので、気になったんです。 

○明石部会長 馬の成績が見つからないということなので。 

○鬼武委員 普通そういうものだったら、気にして書くのだと思いますが、書かないんですか。 

○事務局 申し訳ありません。今、申し上げましたように、この原因についての知見は持ち合

わせていないのですけれども、例えば腎臓の値を見ていただきますと、主に腎臓から排泄さ

れるものはフルニキシンの未変化体でございますけれども、それが 91とか 69といったよう

な値になっております。この値自体は性差はないと評価されておると思いますが、それに比

べますとメチルエステルは非常に低い値でございますので、こちらの方ですと、恐らく通常

は誤差の範囲内と考えられるのではないのかなと推測はしているところでございます。 

○明石部会長 いかがでしょうか。 

○鬼武委員 素人的な質問をして、惑わせたら申し訳ありませんでした。 

○明石部会長 馬の成績があるのかどうかは、インターベットに問い合わせることはできます

か。 

○事務局 申請者に問い合わせることは、勿論可能でございます。 

○明石部会長 それでは、確認だけはお願いできますか。 

○事務局 わかりました。こちらの方について確認をいたしまして、回答を差し上げたいと思

います。 

  先ほどいただきました 32 ページの方は、恐らく誤記だと思いますので、修正を指示した

いと思います。 

○明石部会長 事務局の説明ですと、承認に際して、それほど気になる点はないというような

説明でしたので、今の点は調べていただくことにして、特にこの製剤について大きな瑕疵で

あるということではないと思います。 

○赤堀委員 別紙２の先ほど事務局の方で使用上の注意に追記をしたということで、出血傾向

の馬に対してはということに対して、事務局の説明の方がわかりやすかったのですが、出血

傾向の馬というよりも出血傾向のある馬という方がわかりやすくかったのですが、どちらの

方と考えればよろしいでしょうか。審議経過票の次に出てきます別紙２です。細かいことで

恐縮ですけれども、どちらがいいか検討してください。 

○事務局 日本語として先生のおっしゃいますように、出血傾向のある馬という方がわかりや

すいということですので、記載はそちらの方にさせていただければと思います。 

○赤堀委員 もう一点よろしいですか。以前にもお願いしたんですけれども、この部会で製品

であるとか、あるいは機材、器具といったものの見本をもしメーカー側から提供していただ

ければ、是非置いていただきたい。それの理由の１つとしましては、人の医薬の分科会では

必ず新しい製品や機材器具の場合、それらは、分科会の席上に回ってくるということ。この

審議会（動物用医薬品等部会）は依然とメンバー構成が少し変わりまして、獣医師以外の人

たちも入っておりますので、馬に使う機材器具は一体どんなものだろうかということで、実
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物があればわかりやすい。 

  もう一点、事務局の説明で、容器目盛によって投与の方法に逸脱の症例があったというこ

とで、どれがどれだけ違ったのかというようなことを確認する意味で、機材器具あるいは新

しい製剤の実物の提供があれば、ありがたいということで御検討いただければと思います。 

○事務局 サンプルに関しましては承知いたしました。次回の調査会から検討したいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 前にもそういう製品を見せていただいたような記憶があるのですが、あるいは

何かの診断キットだったように思います。そういうものがあると非常にわかりやすい。刻み

が非常に粗いから馬の体重に対して、きちんと投与できない可能性があると言われたときに、

物を見ているとわかりやすいということもあるかと思います。それは検討していただくこと

にして、ほかに特にございませんでしょうか。承認ということでよろしいですか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 承認していただきました。ただ、今の記載整備については、よろしくお願いし

ます。 

○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、本剤に関しましては、資料の整備と性差の確認を条件といたしまして、承認を可

とし、薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審査につきましては、新投薬経路動

物用医薬品ということで６年間とし、毒劇薬には指定しないことといたします。 

 

（２）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

    ＜動物用医薬品残留問題調査会関係＞ 

   フルニキシンメグルミンを有効成分とする強制経口投与剤 

 

○明石部会長 それでは、（３）に動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

という事項がありますが、これは関連がありますので、ただいま御説明をいただけますか。 

○事務局 それでは、御説明させていただきます。事前に配布させていただきました赤で№７

とシールの付いた１枚紙の資料を御用意ください。こちらは今、御審議をいただきましたバ

ナミンペーストの製造販売承認に伴う動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正の

案となってございます。バナミンペーストは有効成分が先ほど御審議いただきましたとおり、

フルニキシンメグルミンとなっておりますので、医薬品としてはフルニキシンメグルミンを

有効成分とする強制経口投与剤となります。 

  この項目を現行の使用規制省令の「プラジクアンテルを有効成分とする飼料添加剤」の次

に設けるというものです。使用対象動物は馬で、用法及び用量は１日量として、体重１kg 当

たり１mg 以下の量を強制的に経口投与することとなっております。 

  また、使用禁止期間につきましては、休薬期間に基づいて食用に供するためにと殺する前

５日間としております。 



35 

  説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○明石部会長 それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見等はございますでしょうか。よ

ろしいですか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、御承認いただきました。 

○事務局 ありがとうございます。それでは、原案どおり薬事分科会に報告させていただきま

す。 

 

（３）動物用医薬品の製造販売承認等の可否並びに再審査期間及び毒劇薬の指定について 

  （つづき） 

    ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

   ⑤ 松研Ｍバック IP レンサ（松研薬品工業株式会社） 

 

○明石部会長 それでは、次の水産用医薬品調査会関係で、松研Ｍバック IP レンサについて、

水産用医薬品調査会の座長の廣野先生が本日御欠席ということで、中西先生から御説明をお

願いします。 

○中西委員 それでは、廣野委員に代わりまして、御説明させていただきます。 

  水産用医薬品調査会関係で、赤の資料№５の松研Ｍバック IP レンサです。これは松研薬品

工業株式会社から製造販売承認申請された水産用不活化ワクチンでありまして、不活化スト

レプトコッカス・イニエ F2K 株と不活化ストレプトコッカス・パラウベリス１型菌 M4Y 株

及び２型菌 M5E株を主剤としております。 

  本製剤は１月 30 日の水産用医薬品調査会において事前の審議を終了し、本部会に上程さ

れるものです。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年となりま

す。 

  詳細につきましては、事務局から説明いただきます。 

○事務局 続きまして、事前配布資料№５の概要１のタブを開いていただきまして、概要１の

１ページをご覧ください。 

  本製剤の開発の経緯ですが、ヒラメのβ溶血性連鎖球菌症は、ストレプトコッカス・イニ

エの感染によって引き起こされる、ヒラメにとって重要な伝染性疾病の一つです。九州、四

国地方などの西日本を中心にヒラメの養殖場で夏から秋の高水温期に大きさを問わず発生し、

病魚の主要の症状としては、眼球の白濁・突出、腎臓の腫大、腹部膨満などを呈します。 

  治療法としては、抗生剤の経口投与が行われてきましたが、2005 年から注射用の不活化ワ

クチンが市販されるようになり、予防が可能となっております。 

  次に、ヒラメのストレプトコッカス・パラウベリスですが、2002 年ごろより発生が増加し

ています。当疾病も大きさを問わず発生し、体色の黒化や眼球の異常はほとんどなく、わず

かに腹部膨満、腎臓のわずかな肥大、囲心腔の膨満などの症状を呈します。また、エドワジ
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エラ症と同じ周年発生型でありますけれども、高水温期に多いということです。 

  また、国内から分離されるものには、血清型Ⅰ型及びⅡ型があることが報告され、実際に

同じ養殖場からは同じ血清型が継続的に分離されています。各々の抗血清はⅠ型、Ⅱ型で別々

で凝集することから、ストレプトコッカス・パラウベリス感染症の予防には、両方を配合す

ることが求められています。 

  以上のことから、ヒラメの疾病の中で重要なβ溶血性レンサ球菌症と、最近被害が大きく

なってきているストレプトコッカス・パラウベリス感染症の両疾病を予防できれば、養殖ヒ

ラメの安定的な生産、供給が可能になると考え、現在承認、市販されている単味ワクチンの

Ｍバックイニエにストレプトコッカス・パラウベリス不活化菌体を加えた混合ワクチンの開

発に着手しました。 

  続きまして、概２－59及び 61 をご覧ください。製造用３株ワクチンの免疫原性について

は、攻撃試験により実施されております。 

  まず、概２－59 ページ及び次ページの表 37 及び図 19 では、製造用３株混合ワクチン及

び単味で既承認剤のＭバックイニエのストレプトコッカス・イニエ C1N 株の攻撃株に対する

免疫原性が確認されております。一方でストレプトコッカス・パラウベリスの単味２株につ

いては、イニエによる免疫原性有効性はなかったこと。また、ストレプトコッカス・パラウ

ベリス２株を混合剤として加えた際も、ストレプトコッカス・イニエ株を含めた３株ワクチ

ンに対して干渉作用がない上、免疫原性・有効性が単味ワクチンと同等に確認されたことが

わかりました。 

  次に概２－61をご覧ください。混合３株試作ワクチン及び３株それぞれの単味ワクチンと

の比較による干渉作用及び有効性のデータについて記載されております。 

  次ページの表 38～40 に示すように、単味ワクチン及び３株混合ワクチンの攻撃試験によ

る免疫原性の比較によると、有効性の低下はなく、顕著な干渉作用もないものと考えられま

した。よって、各々の病原体に有効な免疫原性は十分に確認されたものと考えられました。 

  概 10－14 をご覧ください。当混合ワクチンの有効性について、分離場所の異なるストレ

プトコッカス・イニエ５株において、次ページの表７にお示しするとおり、５株すべてにお

いて高い防御効果を示しました。 

  概 10－19 をご覧ください。ストレプトコッカス・パラウベリスについて、分離場所の異

なる４株について同様の試験をした結果、次ページ以降の表８及び図 14～17に示すように、

有効性が確認されました。 

  概 14－１をご覧ください。臨床試験ですが、愛媛及び大分県の５か所の養殖場で 29,399

尾のヒラメで実施しています。 

  次のページをご覧ください。以下の評価基準に基づいて実施しております。本治験中に供

試魚に何ら異常が認められなかったことから、概 14－16 以降に示すとおり、安全性が確認

されております。また、有効性についても前述の概２に示した有効性試験に加え、概 14－２

の評価基準に基づいて有効性が確認されております。 
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  初めの経過審議票にお戻りください。水産医薬品調査会での審議結果ですが、本剤は本年

１月 30 日の調査会において御審議をいただき、資料を整備することを条件に動物用医薬品

等部会に上程しても差し支えないとの審議結果をいただいたところです。 

  その資料につきましては、概 14－30 の後になります。これにつきましては、有用な統計

データということで委員の先生の指摘がありまして、審査には大きく関係しない部分で、有

用な統計データという参考資料の形で添付をしております。こちらにつきましては、エドワ

ジエラ症による死亡が非常に多く見受けられたことから、ワクチンによる死亡ではないこと

の新たな統計法を用いた試行という形で、あくまでも参考資料という形でカプランマイヤー

法をログランク法で検定したという形で、エドワジエラ症による死亡について検証したとい

うところの参考資料を付けています。 

  その後に参考資料２としまして、ワクチン注射とストレプトコッカス・イニエ及びパラウ

ベリス関与の死亡率について、SP、SI、パラウベリス、イニエ関与の死亡以外のすべての死

亡の影響を除いた生存分析について、こちらもカプランマイヤー法、ログランク法等で検証

してみたというところであります。 

  その中において、ストレプトコッカス・パラウベリス（SP）及びイニエ（SI）に対する混

合ワクチンの野外試験における死亡率について、調査会委員の指摘に対して適性な資料が提

出されたものと考えております。それについては概 14の後半の追加資料で SP、SI による死

亡とエドワジエラ・タルダ等の他の死亡による死亡原因を分けることにより、一部の試験に

おいてエドワジエラ症が発生しているが、当該ワクチンの影響ではないこと、並びに当該ワ

クチンの接種によって有意にストレプトコッカス・パラウベリス及びイニエの死亡が減少し

ていることが示されました。 

  資料説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○明石部会長 それでは、ただいまの説明に御質問、御意見をお願いします。 

○中西委員 本日配布された№５－２の説明がなかったのですけれども。 

○明石部会長 先ほどの参考資料２の御説明をいただいた資料がこれに差し替わるということ

ですか。 

○事務局 大きな形としては変わりはないのですけれども、追加の資料の参考資料２としまし

て「ワクチン注射とストレプトコッカス・イニエ及びパラウベリスに関与の死亡率について」

ということで、パラウベリスについて有用なデータが出ているのですが、イニエ及びパラウ

ベリスというストレプトコッカス全体のということで委員の先生から指摘がありましたので、

そちらを追加しております。 

○明石部会長 本文に入っていた参考資料２が差し替わって、説明の方がストレプトコッカ

ス・イニエとパラウベリスを総合的に有効性を統計処理で確認したというのが５－２になる

わけですか。 

○事務局 はい。５－２の部分というのは、追加資料の参考資料２にそのまま差し替えていた

だくものとなります。 
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○明石部会長 参考資料２で本文に付いているものと５－２では何が違うのか、読めばわかる

のでしょうけれども。 

○事務局 まず表題がストレプトコッカス・イニエ及びパラウベリス。パラウベリスしか書い

ていないのですが、イニエ及びパラウベリス、全体として一応検討しましたというところの

表題。 

  それから、事前配布資料につきましては下から４行目「上記、ログランク検定を行った成

績への影響はほとんどないと考えられる」で「以上のことから」の前に「愛媛（１）、愛媛（２）、

大分（１）及び大分（３）において、ワクチン投与によりストレプトコッカス・パラウベリ

スによる死亡を低減させたことから」という文言が加わっております。 

  以上です。 

○明石部会長 それでは、御説明に御質問、御意見をお願いします。 

○鬼武委員 これも本質的なことではないかもしれないですけれども、１ページ目の審議経過

のところで、水産医薬品調査会の方では資料の整備をしなさいというようなことが条件とし

て認められているんですけれども、その対応としては、この添付資料の 14 に参考資料１と

２を追加したということが整備ということでよろしいのでしょうか。 

○事務局 そうです。 

○明石部会長 それを本日配布資料№５－２に差し替えたということですね。 

○事務局 そうです。調査会の中で委員の先生から、エドワジエラ・タルダとか、ほかの影響

による死亡について取った統計データを考えることは有用ではないかというところで、新し

い統計法の検討をしたというか、試行になるんですけれども、そういった形の資料を付けて

ほしいということに調査会で決まりましたので、調査会委員の同意を得て、こういった形で

付けさせていただきました。 

○中西委員 補足させていただきますと、概 14－30 の後に参考資料１という形で、今日別紙

でお配りした５－２以外に参考資料１、参考資料２として詳しい解析のデータが載っており

ます。これが後から追加資料として要求して、既に事務局の方から報告がありましたけれど

も、ストレプトコッカス・イニエあるいはパラウベリスという当該ワクチンの目的とする疾

病の予防以外に、別のエドワジエラ症が発生いたしまして、それを込みにして計算してしま

ったために、本当に特異的に疾病に対するワクチンの効果が得られたかどうかが、数字上で

十分読めなかったんです。それをきちんと明らかに別々に疾病ごとに分けて、統計処理をし

なさいということが調査会の中で出まして、それに基づいて追加資料が出されたということ

でございます。 

○明石部会長 この追加資料で調査会の方としては、ワクチン投与はこれらの死亡によって影

響されていないと。つまり、ワクチンは有効であるという判断をされたということですね。 

○事務局 はい。特に対照群でエドワジエラ症が通常飼育の中で発生しておりまして、そのた

めに対照群の方が死亡率が高いという見かけ上の値になっていましたので、ワクチンによる

副作用かということも考えられましたので、一つひとつ疾病の原因を明らかにして整理して
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ほしいといということでした。 

○事務局 追加で説明させていただきますが、調査会の際には、このもの自身の有効性には問

題ないと思いますが、統計方法について、もう一度見直してくださいというお話をいただき

ました。もう一回審議をする必要はないということですので、出てきた資料につきましては、

各先生方にお渡ししまして、了解を得て、了承という形になっています。 

○明石部会長 赤堀先生、どうぞ。 

○赤堀委員 調査会の方にお伺いしたいんですけれども、結果に与える大きな要因が発生した

わけですね。そのような場合には、臨床試験そのものが適切ではなかったという判断をしな

いので、水産薬ではこのような解析もいいということですか。 

  投薬する臨床試験のグループの設定に問題があったわけですね。そういうような臨床試験

のデータを基にして、効果があるとかないとか、後から解析するという手法を取られておる

わけですけれども、それに対する妥当性について、調査会のお考えをお伺いしたいのです。 

○事務局 試験系というよりは、検定方法で例えばカイ二乗検定を今回使っているんですが、

先生のおっしゃるのは、死亡を見ていくときはカイ二乗で群対群ではなくて、その原因以外

で死んだものを除いて、カプランマイヤー法で死亡率を見ていくのがいい方法ではないかと

いう御意見だったんです。ですから、カプランマイヤー法等で検討しても差が出るかどうか

を確認してくださいということでした。 

  もう一つは、エドワジエラ・タルダというもので免疫群がたくさん死んでいましたので、

それに対する考察ができていなかったんですが、そこは免疫をしていない群で抗生物質をた

くさん使っていたので、その差が出ているのではないかという話もありましたので、そこに

ついても併せて考察をしたということです。 

○赤堀委員 私の質問は観点が違いまして、統計解析が適切でなかったのではないかというこ

とではなくて、臨床試験をするときに、そういった結果に対して大きな影響を与えるファク

ターがある。そういうグループを対象にして試験をすること自体、妥当性があるかどうかと

いうことをお尋ねしたかったんです。それは調査会としてはよしとしたから、部会に上げて

きたということでしょうけれども、その辺のいきさつを少し御説明いただけると納得できる

かなと思ったんです。 

○事務局 概 14－３ページの上の方にありますが、（２）中止脱落基準の１）の（３）ですけ

れども、治験開始後に発生した治験薬対象疾病以外の偶発症により、治験の継続が困難と判

断された場合ということで、これが中心になります。 

  この場合、困難と判断されるかどうかということですが、疾病は発生したけれども、その

後、その疾病が収まったわけで、また、野外の魚を飼っている中では、こういった疾病が発

生することが多いんです。エドワジエラ・タルダは特に通常の飼育中でも今、一番発生の多

いもので、そういう状態でないところを探す方が難しいような状況でもあります。エドワジ

エラ・タルダにつきましては、抗生物質を投与したり等で収束が起こったわけで、そのこと

によって治験全体を中止しなければいけないほどの被害ではなかったと判断されたというこ
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とです。 

○明石部会長 いかがですか。 

○赤堀委員 そうしますと、投与するグループには、この被験薬以外にほかの感染症が起きた

ので、そのための治療薬も投与したということですね。そういう判定基準、あるいは中止・

脱落基準を設けて、これは実験者側の問題ですね。申請者がこういう基準をつくったと。そ

れに対する対応が適切であったというふうに調査会としてはお認めになったのか。もしお認

めになったら、こういう理由で認めたんだという御説明をいただければ、ありがたいという

ことです。 

○事務局 今回のものは、まずその投薬をどちらの群にどれだけ投薬したかということと、疾

病が発生したときに、その疾病が何であったかということは、まずすべてここの中に記載さ

れていますので、私たちはそれを確認することができるわけです。それを見て、この治験を

止めるほどの重大な事象ではなかったと判断をしたわけです。ただ、それに対する考察の一

部がもう少しきちんとした方がいいのではないかということで、追加しています。 

○赤堀委員 その判断をしたのは調査会でしょうか、それとも事務局でしょうか。 

○事務局 調査会です。 

○赤堀委員 わかりました。 

○明石部会長 今の説明でよろしいですか。かなり組入れ基準というような根本的なお話にな

っているわけですが、かと言って絶対にほかの疾病が入らないということではないので、そ

れをどこまでデータとして採用するのかということに関わってくると思います。今、事務局

の方では、きちんとそれを精査されて、科学的に有効だと認められる事例について、きちん

とした統計解析をした結果を申請者は出してきたと判断したということですが、いかがでし

ょうか。 

  調査会ではそれをお認めになったということですね。統計のやり方をきちんとしなさいと

いう指示を出して、その結果についてもきちんと了承されたということですね。 

○中西委員 はい。水産の臨床現場も業者がやっておりますので、開放的な水面で養殖してい

ますから、当該ワクチンが対象としている疾病以外にも、かなり発生しておるわけですね。

それで菌を分離して、きちんと死亡原因を特定するということと、投薬も行われることもあ

ります。それをきちんとワクチンの効果と判定できるかどうかということも見極めた上で、

調査会で判定することになっております。 

○赤堀委員 水産薬の方はよくわからないので、調査会の判断で適切だと思いますけれども、

動物薬では絶対あり得ない試験の進め方なんです。それが水産薬と違うんだということはよ

くわかりました。ありがとうございました。 

○明石部会長 動物薬でも恐らくこういう事象は起こってくると思いますが、動物の場合には、

生死に関わる組入れ試験数にまで影響を及ぼすような感染はかなりまれだと思われますので、

ある程度、農場で試験をしたときに、組入れ最低限数を確保された場合には、その試験は成

り立つのだろうと思いますが、少なくともこの事例については、事務局の方できちんと組入
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れの基準を設けて、それについて精査されて、しかもきちんと統計処理をされた。その結果、

有効だと認めたということだと思いますが、いかがでしょうか。 

  なかなか難しい問題ではあって、どこまでこういう臨床試験のデータの採用について踏み

込むのかは、それぞれに考え方もあって難しいかと思いますが、少なくともこの製剤につい

はいかがでしょうか。ほかの先生方から御意見はございませんでしょうか。 

  赤堀先生、いかがですか。 

○赤堀委員 調査会の御判断ということで、了解しました。 

○明石部会長 特にほかに追加はございませんか。 

○鬼武委員 私も調査会の判断でいいと思いますけれども、確定的な要因のところを調査会の

方からメーカーさんに指示をされて、結論部分も今回書かれているとは思いますが、そこは

時間を取って確認するような資料の方がいいと思います。 

  私は最初に見たときに、資料の整備がなっていないというのは、この全体の報告書のこと

かと思ったので、ずっと読んでいたらデータはきちんとあるんですけれども、最後のところ

の理解が私自身は最初に見てわからなかったので、その意味も含めて言うと、それは今後の

課題でいいんですけれども、調査会で出す報告書は上に上がったときも同じようなことで言

われると思いますので、そこも含めて今後の課題としていただければと思います。承認には

賛成ですけれども、お願いしたいと思います。 

○明石部会長 調査会が懸念をしたことは、事務局がきちんと確かめられたと思いますので、

本製剤についての承認の可否になりますと、特に御意見がなければ、承認ということでよろ

しいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、承認をしていただきました。 

○事務局 ありがとうございます。承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。な

お、再審査期間は新有効成分動物用医薬品ということで６年間とします。 

○明石部会長 それでは、先ほどの臨床試験についても、赤堀委員から御意見もありましたの

で、事務局の方としてきちんとした見解みたいなものを、今部会でなくて、次回でもその先

でもいいですが、御説明をいただくということで、臨床試験はこういう場合に再試験を行う

んだという再説明をお願いできますか。 

○事務局 魚の養殖現場の方では、急性感染症といいますか、通常の状態で死ぬ確率が何％も

あります。それで疾病が全く発生しない状況で試験をするということは、ほとんど難しいと

いいますか、実験的なこういう施設でしたら大丈夫ですが、海の中や海から水を引いている

施設ですと、やはり皆さんがその疾病に対して、かなり大変な思いをされた中で養殖をされ

ているんです。病気が発生しない状況で試験をするというのは、実際的に難しい状況にある

わけです。 

  ですから、私たちはその発生をしたときに、その病気が対象疾病であるのか、そうでない

のかということを確認してもらって、勿論全滅とかいうのは大変ですが、ワクチンがない病
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気が出た状態でも判断しなければいけないという状況にありますので、その精査をしていた

だいて、あとは必ず今のところは対照群がありますので、対照群と免疫群とで比較をしなが

ら、免疫群の方が対象疾病に対する死亡が少ないかどうかを判断するという形で、水産用ワ

クチンについては判断させていただいているかと思います。 

  状況が本当に病気のない状況でしたら可能かと思いますが、臨床試験はそういうような試

験になるかと思いますので、御了承いただければと思います。 

○明石部会長 本製剤はもう承認されたので、そういうことを言っているわけではないです。 

○事務局 一般的に、今回この件でもありましたけれども、臨床試験を行う現場で有効性や安

全性の評価に関わるファクターというか、そういったものが出てくるということは、往々に

して予想される場合がございます。また、予想されないようなファクターが出てくる場合も

往々にしてございますけれども、仮に予想されるものでありましたら、そういったものは通

常の臨床試験ですと、事前にそういったものを規定いたしまして、それに対する影響を排除

するといった解析の方法や治験のやり方といったものを組むのが通常の手法であるのかなと

思います。状況によりましては、予想外のファクターが出てきたり、今、統計のお話があり

ましたけれども、事前に規定をした統計の方法では十分な解析ができない場合も、往々にし

てあり得るのかなと思います。 

  ただ、臨床試験の原則といたしましては、後出しじゃんけんではないですが、最初に規定

をした勝ち負けの基準にのっとって解析するのが大原則ではございます。それを後から変え

るというのは、はっきり申し上げて、余り適切ではないだろうと思います。恐らく赤堀先生

が御懸念されたところもその辺りにあるのかと思いますが、そういった予想外のファクター

が出てきた場合に、それが評価可能かどうかということは、赤堀先生もおっしゃいましたよ

うに、そのデータや起きた事象やそれが与える影響といったものを見て、個別に科学的に判

断を下さなければいけないのかなと考えております。 

  その中で例えば統計解析に関しましても、事前に規定しました解析の手順といったものに

関して解析するというのは当然ではございますが、それを補強するような手段といたしまし

て、追加解析をする。そういうところは往々にしてあることでございますので、その追加解

析の結果につきましても、それをその試験の評価上、どういった形で取り扱うのかは、その

データといったものを見て、科学的な判断を下すべきものかと考えております。 

  事務局の方で審査をする場合も、そういった観点でこれまでも判断してきておりますし、

今後もそういったことですので、一律にこういうものになると再試験ということでは難しい

ものではございますけれども、そこはデータといったものの科学的な知見に従いまして、評

価をすると御理解をいただければよろしいかと思います。 

○明石部会長 委員の先生で交代された先生もいらっしゃいますし、例えば臨床試験のガイド

ラインみたいなものがあると思いますので、そういったものについて、我々の勉強も兼ねて、

臨床試験はこういうものだと。どういう場合に成立して、どういう場合に成立しないんだよ

といったようなレクチャーを事務局からしていただけると、臨床試験の考え方はそういうも
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のかと。 

  例えば今の魚の件については、私は動物関係なので動物関係の臨床試験はある程度のイメ

ージもわきますけれども、魚の臨床試験はまるでイメージがわかないです。とは言いながら、

同じような面もあると思います。そういったレクチャーをいずれ機会を見て、事務局の方で

そういうことを考えていただければいいなと思いましたので、よろしくお願いします。 

 

 （４）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

 

○明石部会長 次に「（２）動物用生物学的製剤基準の一部改正について」、かなり時間も過ぎ

てしまって申し訳ないのですが、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 それでは、事前にお送りいたしました赤の№６の資料をお手元に御用意ください。

動物用生物学的製剤基準の一部改正について、御説明いたします。 

  シードロット製剤ではない各条の基準の一部を改正するものが１つ。 

  ２番目として、製剤のシードロット化に伴い各条を追加するものが６つ。 

  ３番目として、既にあるシードロット製剤の基準の一部を改正するものが４つございます。 

  １番目の牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢－粘膜病２価・牛パラインフルエンザ・牛

RSウイルス感染症混合（アジュバント加）不活化ワクチンです。 

  12ページに新旧対照表がございます。左側が改正案となりますが、製造の中間工程におけ

る試験項目としまして、3.2.2 のウイルス浮遊液においてのウイルス含有量試験を新たに加え

ております。 

  13 ページの 3.3.3 に抗原定量試験がございますが、既にある基準については、抗原量の測

定はウイルス浮遊液を不活化後に ELISA による抗原定量試験により確認するものでした。こ

ちらは同じ基準で別の製剤の承認に伴い、ウイルス浮遊液の段階でウイルス含有量試験とい

う形で抗原量を測定することを追加するものとなります。 

  次に、製剤のシードロット化に伴い各条を追加するものでございますが、シードロット化

に伴う変更点について、概要をまとめてございます。本日お配りしました黒の№６－２をお

手元に御用意ください。 

  シードロット化に伴う変更は、既存のシードロットではないノンシード（ノンシードロッ

ド製剤のこと。以下同じ。）の基準に製造用株及び細胞等の製造用材料のシードの規格を新た

に追加するものとなります。各シードで追加される試験につきましては、同じく製剤基準の

シードロット規格において規定されております。 

  本資料の２枚目をめくっていただきますと、参考として添付させていただいておりますが、

シードロット規格として、各シードで規定される試験をまとめております。製造用株及び製

造用材料の細胞や発育卵には、それぞれシードロット規格で規定された試験が設定されるこ

ととなります。例えばウイルスの生ワクチンの場合には、同定試験、無菌試験、マイコプラ

ズマ否定試験、外来性ウイルス否定試験、対象動物を用いた免疫原性試験、対象動物を用い
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た安全性確認試験、病原性復帰確認試験が設定されることとなります。また、細菌の生ワク

チンにつきましては、同定試験、夾雑菌否定試験、対象動物を用いた免疫原性試験、安全性

確認試験、病原性復帰確認試験が設定されております。セルシードや発育卵についても試験

がそれぞれ規定されております。 

  それぞれで規定された試験セットにつきましては、MVL や MBL といった略語で概要表に

は記載させていただいております。なお、マスターシードから製品までの継代数は、ウイル

スが５代、細菌が 10 代、細胞の継代数は株化細胞で 20 代、初代細胞では 10 代という規定

を加えております。 

  また、ウイルスシード及び製造用細胞につきましては、外来性ウイルス否定試験が設定さ

れておりますが、特定ウイルス否定試験につきましては、接種対象及び細胞の由来の動物種

により、どのようなウイルスを否定するかということが、参考の裏の表のとおり、動物種ご

とにどのようなウイルスを否定するかということが規定しているところでございます。 

  表の概要表に戻っていただきまして、上から順に御説明させていただきます。 

  １つ目は、破傷風（アジュバント加）トキソイド（シード）でございます。既にある基準

に製造用株のシード菌について、細菌の不活化ワクチンの試験セット MBK やワーキングや

プロダクションシード菌の試験セットが追加される形となります。ほかはノンシードの基準

と同じになります。 

  ２番目ですが、馬鼻肺炎（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）でございます。こ

ちらはマスターシードについて、不活化ウイルスの試験セット MVKが設定されております。

製造には EFD-C1細胞という馬由来の株化細胞を用いますので、こちらは株化細胞の試験セッ

トが設定されています。外来性ウイルス否定試験については、対象動物が馬ですので、共通

ウイルス否定試験のほかに特定ウイルス否定試験の一般試験としましては、馬伝染性貧血ウ

イルスが設定され、個別ウイルス否定試験としては略語で記載しておりますが、BVD、牛ウ

イルス性下痢粘膜病ウイルス、日本脳炎及び狂犬病ウイルスの否定試験を規定しております。 

  ３番目ですが、日本脳炎・ゲタウイルス感染症混合不活化ワクチン（シード）で、こちら

も馬用のウイルス性不活化ワクチン製剤です。マスターシードについては、いずれも不活化

ウイルスワクチンの試験セット MVK が規定され、また、製造用細胞はいずれも株化細胞を

用いますので、こちらにつきましては株化細胞の試験セットが規定されております。 

  外来性ウイルス否定試験の一般試験については、馬伝染性貧血ウイルスのほかに、製造用

材料に豚由来細胞を用いるものにつきましては、豚繁殖呼吸器障害症候群ウイルス、また、

サル由来細胞を用いるものについては、内在性レトロウイルス（C,D タイプ粒子）を規定し

ております。 

  個別ウイルス否定試験につきましては、BVD と日本脳炎ウイルス、狂犬病ウイルスの否定

試験のほかに、豚由来細胞を用いるものについては、豚コレラウイルス、豚サーコウイルス、

ロタウイルスの否定試験が設定されております。 

  ４番目につきましては、ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎２価・鶏サルモネラ症（サ
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ルモネラ・エンテリティディス）混合（油性アジュバント加）不活化ワクチンシードでござ

います。鶏用の不活化ワクチンでウイルス成分と細菌成分を含みますので、それぞれのシー

ドにつきましては、不活化ウイルスの試験セットと不活化細菌の試験セットが設定されてお

ります。ウイルス成分の製造用材料につきましては、発育鶏卵となりますので、シードの作

製に用いるものにつきましては、発育鶏卵の試験セットが規定されております。 

  外来性ウイルス否定試験につきましては、共通ウイルス否定試験のほかに特定ウイルス否

定試験として、鶏脳脊髄炎ウイルス、鶏白血病ウイルス、細網内皮症ウイルスの否定が規定

されております。なお、鶏脳脊髄炎ウイルスにつきましては、特定ウイルス否定試験の一般

試験法、又は個別ウイルス否定試験のいずれかで実施することとなっております。 

  概要表の５番目及び６番目は、犬用のワクチン製剤となります。５番はジステンパー・犬

アデノウイルス（２型）感染症・犬パラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬コロ

ナウイルス感染症混合生ワクチン（シード）で、６番は５番と同じ成分に犬レプトスピラ病

（カニコーラ・コペンハーゲニー・ヘブドマディス）を混合したワクチンのシードでござい

ます。 

  ウイルス成分につきましては、生ワクチンとなりますので、マスターシードについては

MVL の試験セットが規定されております。６番の細菌成分につきましては不活化ですので、

不活化細菌の試験セットが記載されております。 

  ウイルス成分の製造用材料としては、鶏腎臓や鶏胚初代細胞及び犬や猫の腎臓の株化細胞

を用いますので、それぞれの製造用材料には初代細胞、又は株化細胞の試験セットが規定さ

れております。外来性ウイルス否定試験につきましては、製造に鶏由来細胞を用いるものに

つきましては、鶏脳脊髄炎ウイルスが、猫由来細胞を用いるものにつきましては、猫白血病

ウイルス、猫肉腫ウイルスが規定されております。 

  個別ウイルス否定試験につきましては、BVD、犬パルボウイルス又は猫汎白血球減少症ウ

イルス、日本脳炎ウイルス、又は狂犬病ウイルスの否定試験が設定されていますが、鶏由来

細胞を用いるものは鶏白血病と細網内皮症ウイルス、鶏脳脊髄炎ウイルスを規定しておりま

す。また、ウイルス成分につきましては、小分製品で実施していた迷入ウイルス否定試験の

試験項目については、シードロット化に伴い削除しております。 

  以上がシードロット化に伴い、既存の基準に新たにシードの規格等を追加し、新たにシー

ドロット製剤の医薬品各条を追加するものになります。 

  続きまして、赤の№６に再び戻ってください。３番目として、既にあるシードロットの基

準の一部を改正するものが４つございます。 

  １つは、鶏痘生ワクチン（シード）でございます。84 ページに新旧対照表がございます。

こちらの変更点ですが、左側に線が引いてある部分でございます。鶏痘生ワクチンの外来性

ウイルス否定試験に用いる資料の前処理としましては、フィルターを用いた方法も併記され

ているところですが、この前処理の記載について、既にある基準については共通ウイルス否

定試験についてのみ記載され、特定ウイルス否定試験についての記載が抜けていましたので、
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特定ウイルス否定試験の一般試験と個別ウイルス否定試験にも追加記載をさせていただくと

いうものです。 

  また、鶏痘生ワクチンとしては、液状のものと凍結乾燥製剤のものと２種類がございます

が、液状製剤のものにつきましては、真空度試験と含湿度試験については試験を行わないと

いうことを明記する改正となります。 

  残りの３製剤につきましては、すべてマレック病の生ワクチンでございます。七面鳥ヘル

ペスウイルスを成分とするもの、マレック病ウイルス１型を成分とするもの、マレック病ウ

イルス２型・七面鳥ヘルペスウイルスを成分とする生ワクチン製剤になります。 

  91 ページに新旧対照表がございますが、主な変更点は改正案の方の 3.1.1 に同定試験がご

ざいます。こちらの項番号が 1.4.2.1.1.1.1から 1.4.2.1.1.1 への修正です。シードロット規格に

つきましては、同定試験については蛍光抗体法又は血清中和試験で実施することとなってい

るのですが、片方の試験に限定した記載となっていましたので、いずれの試験でも読めるよ

うな形にするというものです。ほかは語句の整備となります。 

  ほかの２製剤につきましても、99 ページ又は 108 ページに新旧対照表がございますが、

いずれも改正箇所は同様の内容となりますので、省略させていただきます。 

  以上が製剤基準の改正についてです。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 それでは、ただいまの御説明に御質問等はございますでしょうか。特にござい

ませんか。 

  では、承認ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、承認していただきました。 

○事務局 ありがとうございます。原案どおり薬事分科会に報告させていただきます。 

 

 Ⅱ）報告事項 

 （１）動物用体外診断用医薬品の承認の可否について 

    ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

   ① VKB ディスク‘栄研’セファゾリン（栄研化学株式会社） 

 

○明石部会長 それでは、次に報告事項に移ります。報告事項の「（１）動物用体外診断用医薬

品の承認の可否について」。動物用抗菌性物質製剤調査会関係で、VKB ディスク‘栄研’セ

ファゾリンについての御説明を事務局からお願いします。 

○事務局 それでは、事前にお送りさせていただいております赤の資料№９をお手元に御用意

ください。 

  本剤は栄研化学株式会社から申請されました VKB ディスク‘栄研’セファゾリンです。主

剤はセファゾリン、使用目的はセファゾリンの細菌に対する阻止円径の測定とする動物用体

外診断用医薬品でございます。 
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  診断薬としての本質は、直径 6.35mm の円形ろ紙に一定量のセファゾリンを含浸させたも

ので、使用方法は１枚めくっていただきますと記載しておりますが、目的とする細菌を接種

した寒天培地上に置くことによりまして、ろ紙の周辺に生成する阻止円径を測定することに

より、細菌の薬剤感受性を判定することを最終的な目的とするものでございます。 

  １ページ目に戻っていただきまして、本品目につきましては、平成 24 年２月７日に開催

されました動物用抗菌性物質製剤調査会におきまして御審議いただき、７項目にありますよ

うな２点の御指摘をいただきまして、本指摘に対応することを条件として、承認を可とする

との審議結果をいただき、このたび本部会に御報告させていただくものです。 

  御指摘の内容は２点ございまして、有効期間について年単位の記載とする合理的理由がな

い場合には、12か月と修正することとの御指摘をいただき、申請者からは 12 か月とする旨

の回答を得ております。野外分離菌株に対しての測定結果のうち、判定がおかしいと見られ

る２株があり、これにつきまして再度菌種同定を行い、菌種が間違っていれば、表から削除

することとの御指摘でございました。 

  これに対しまして申請者より、１株は同定間違い、もう一株は確定できなかったとの結果

が報告され、これにより、これらの成績についてはデータから削除する旨の申し出を受けま

した。調査会の委員には、これらの回答をお伝えし、御了承いただいております。 

  また、本日御欠席の田村委員より御意見をいただいております。黒の№15 をお手元に御用

意ください。 

  「本剤は、阻止円の測定を行う体外診断液だと思われるが、阻止円の直径の判断基準はど

のように扱うのか。判定基準を添付する必要があるのではないか」との御意見でございまし

た。 

  これに対しまして、田村委員に事務局から事前に回答を申し上げまして、また御意見をい

ただいておるところでございますが、その内容について当日配布資料として御用意する時間

がございませんでしたので、恐縮ですが、こちらの方で読ませていただきます。 

  事務局の方としましては、本品の使用目的はセファゾリンの細菌に対する阻止円径の測定

とされており、直接供試菌の薬剤感受性を判定するものとされておらず、感受性の有無は使

用者が別途判定基準、CLSI などを参照の上で判断することとなっております。 

  なお、判断基準となる CLSI の基準は参考データとして本品に添付されます。一方、人用で

承認されている同じディスクにつきましては、使用目的を感受性の判定まで踏み込んだ記載

とし、判定基準として CLSI のデータを添付しております。 

  このように人用体外診断用医薬品と異なる措置を取った理由は、現行の取扱いにおいて、

人用の当該体外診断用医薬品と動物用体外診断用医薬品では、薬事法上の取り扱いが異なる

ことによります。現在、我が国おいて本品のような感受性判定ディスクを用いた場合の判定

基準に関するデータはなく、専ら CLSI が公表しているデータによって判定しているのが現状

です。 

  この点に関しましては、人用も動物用も同様でございますが、人用の当該品目は届出品目



48 

の取扱い、いわゆる承認不要のものであるものに対して、動物用ではそのような取扱いがな

く、判定基準は重要事項として審査対象となるほか、基準が変更された場合においては、事

項変更承認の対象となり、その内容について審査されます。一方、これらの基準は申請者が

直接関与するものではなく、承認あるいは事項変更の審査対象としてそぐわないと考えられ

ました。 

  以上のことから、本品目の測定対象としては、感受性を判断するための阻止円径の測定を

目的とすることとし、実際の判定は CLSI の公表データに従って使用者は行うことといたしま

した。 

  田村委員にこのような趣旨で御説明させていただいており、御回答をいただいております。

以下、これも読み上げてございますが、御紹介させていただきます。 

  私は基本的に、本品は診断薬ではないと考えています。雑貨であれば何の問題もないので

すが、同じ薬事法上で同種の人体用の取扱いと余りに異なると違和感を覚えます。御承知で

しょうが、人体用のディスクには体外診と雑貨があります。体外診では薬事法の定義に照ら

して、細菌の抗生物質、化学療法剤に対する感受性、又は耐性の判定としています。雑貨は

感受性試験が使用目的となり、今回の動物用はこれに類似します。以上のことから質問させ

てもらいました、とのことでございました。 

  田村委員からは、本質的に本品が雑貨に近いとの御意見でございましたが、本品は算出的

には感受性の判定に用いることが前提でありますことから、現場での使用目的を考えますと、

田村委員の御指摘の趣旨からしても、体外診断用医薬品とすることが妥当であると考えてお

ります。薬事法上の動物用医薬品と人用医薬品の運用の違いによるものであると、事務局の

方としては考えております。 

  説明に関しては以上でございます。 

○明石部会長 それでは、ただいまの御説明について、御質問、御意見をお願いします。特に

御質問、御意見はございませんでしょうか。 

  それでは、了解していただいたと認めます。 

○事務局 ありがとうございます。 

 

 （２）動物用生物由来製品の感染症定期報告について 

 

○明石部会長 それでは、次に「（２）動物用生物由来製品の感染症定期報告について」、事務

局の方から説明をお願いします。 

○事務局 それでは、黒の№10を御用意ください。横長の「生物由来製品の感染症定期報告」

と書かれているものでございます。これは薬事法第 68 条の８に規定されておりまして、生

物由来製品の製造販売業者、又は外国特例承認取得者は、当該生物由来製品の原料もしくは

材料による感染症に関する最新の論文、その他により得られた知見に基づき、当該生物由来

製品を評価し、定期的に報告しなければならないとされているものでございます。 
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  №10にありますように、2011年１月～12 月の期間におきまして、感染症の定期報告がす

べてなかったということでございます。 

  以上でございます。 

○明石部会長 それでは、ただいまの御説明に御質問等はございますでしょうか。よろしいで

すか。 

  それでは、御了解いただいたものと認めます。 

 

 （３）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

○明石部会長 「（３）動物用医薬品の諮問・承認状況について」、事務局から御説明をお願い

します。 

○事務局 当日配布資料黒の№12 をお手元に御用意ください。平成 23 年 12 月１日から本会

議までの間の動物用医薬品の諮問、承認状況についてでございます。 

  諮問状況につきましては、こちらに記載されておりますように、本日御審議をいただきま

した５品目が現在諮問されている品目のすべてでございます。エクエヌテクト ERP、日生研

株式会社。ピュアバックス RCPCh-FeLV、メリアル・ジャパン株式会社。エムパックは株式会

社 科学飼料研究所。 

  裏にまいりまして、バナミンペースト、株式会社インターベット。松研Ｍバック IP レンサ、

松研薬品工業株式会社。 

  以上の５点でございます。 

  また、承認状況でございますが、この間に承認された品目といたしましては、動物用一般

医薬品調査会関係、注射用モキシデック SR-12、ファイザー株式会社が平成 23 年 12 月 26

日。サーチフェクト、メリアル・ジャパン株式会社が平成 24年２月 22日に承認されており

ます。 

  以上、御報告を申し上げます。 

○明石部会長 それでは、ただいまの報告に御質問等はございますか。よろしいですか。 

  それでは、御了解いただきました。 

 

 Ⅲ）その他 

 

○明石部会長 次にその他で、事務局の方から何かありますか。 

○事務局 お手元に資料番号は付けてございませんが、所属等変更届ということで１枚紙を配

布させていただきました。例年４月定期異動等の時期に重なりますので、念のため配布させ

ていただいております。異動等がございましたら、この用紙を用いまして、事務局までファ

ックス又はメールで御連絡をいただければと存じます。よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 それでは、よろしくお願いします。 
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  その他はございませんか。 

○事務局 ございません。 

○明石部会長 それでは、次回の部会の日取りです。 

○事務局 事前の御連絡をいただき、どうもありがとうございました。皆様から御連絡をいた

だいた結果をとりまとめまして、部会長の出席が可能であり、最も多くの委員が出席可能な

日であります、平成 24年６月 27日水曜でございます。この日の午後の開催とさせていただ

きたいと考えております。 

○明石部会長 次回は６月 27 日水曜日の午後になります。御出席をよろしくお願いいたしま

す。 

 

５ 閉   会 

 

○明石部会長 先生方から特に追加で御発言等はございませんか。 

  それでは、本日の部会はこれで終了したいと思います。どうもお疲れ様でした。 


