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１．開   会  

 

○明石部会長 どうもおはようございます。本日は朝早くから、しかも丸一日という長丁場で

お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。なるべく手短かというわけではな

いのですが、慎重に審議をしながらも時間を守れるような格好で進行をしたいと思いますの

で、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

  それでは、ご覧のとおり、まだ空席があるのですが、本日は甲斐委員、西川委員から御欠

席という連絡をいただいております。岩田委員、尾崎委員、中込委員、袴塚委員、福山委員

の方々については、午後からの御出席ということになっております。鬼武委員と中西委員と

濱岡委員については、若干遅れるということで、現在のところは定足数ぎりぎりということ

なのですが、定刻どおり始めたい思います。ただ、人数の関係もありまして、お手元の議事

次第を若干変更して進めたいと思います。 

  まず、 初に動物用医薬品検査所の所長からごあいさつをいただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

２．動物医薬品検査所長挨拶 

 

○動物医薬品検査所長 おはようございます。動物用医薬品等部会各委員におかれましては、

大変お忙しい中、また、このような早朝から御出席を賜りまして、誠にありがとうございま

す。 

  当初の予定では６月下旬に部会を開催する予定にしておりましたけれども、分科会の開催

時期との関係から、急遽６月上旬に開催を変更させていただきましたことにつきましても、

重ねてお詫びを申し上げる次第でございます。 

  御承知のとおり、一昨日、内閣改造が行われまして、農林水産大臣につきましては、鹿野

大臣から郡司彰大臣に交代となりました。郡司大臣は１年８か月前まで農林水産副大臣とし

てお務めをいただきましたし、郡司大臣に野田総理から出されました御指示につきましても、

鹿野大臣に出された御指示とほぼ同じと承っておりますので、農林水産行政の方向性は同じ

と認識をしております。 

  さて、本年１月５日の鹿野大臣の年頭訓示におきまして、農林水産省は現場主義をとらな

ければならない。省内にとどまっていては、前進はないという御指示がございました。これ

を受けまして、当所におきましても本年は現場主義を実践するということにしておりまして、

若手職員を中心に現場訪問を行っているところでございます。 

  まず２月には日本中央競馬会の美浦トレーニングセンターにまいりました。ここには約

2,000 頭の競走馬が調教を受けているわけですけれども、競争能力を 大限に発揮するため

に必要な医薬品が使用されています。しかし、そのほとんどは人用や輸入医薬品ということ

で、馬用の医薬品はわずか 7％程度となっております。 

  しかも競走馬としての役目を終えた後は、かなりの部分が食用になります。そのために馬
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用医薬品には毒性試験や残留試験といった試験データの提出が課されているわけですけれど

も、わずか数千頭の競走馬に対して億単位の医薬品開発経費の投入は不可能でございまして、

結果的に競走馬用医薬品の開発は困難となっております。競走馬としての能力の 大限の発

揮という本来の目的と食用動物としての安全性の確保、これらを両立させながら、いかにし

て低コストで競走馬用医薬品を開発できる仕組みとするのか。難しい課題が明らかとなって

おります。 

  3 月には動物用ワクチンの製造施設、５月には化学製剤としての動物用医薬品の製造施設

を見学させていただきました。犬猫などの診療におきましては、ワクチンやフィラリア駆虫

薬といった動物用専用の医薬品を除きますと、抗生物質や一般医薬品などの約９割は人用の

医薬品が使用されております。人用医薬品を開発しながら、動物用医薬品を提供してくれた

武田薬品等のいわゆる大手兼業メーカーは、その動物薬部門はその多くが外資系メーカーに

売却、統合されている今、この人用から動物用への転用医薬品の開発は中小企業である動物

用医薬品専業メーカーに期待するしかありません。 

  既に転用医薬品についての毒性試験は不要としたところですけれども、有効性や安全性を

確保しながら、いかにして中小企業が対応できる仕組みとするか。対応すべき課題も明らか

となったところでございます。 

  ４月には本部会の鬼武委員にお骨折りをいただきまして、日本生活協同組合連合会の商品

検査センターを訪問させていただいております。その目的は平成 15 年の食品安全基本法の制

定によりまして、食品安全行政に行政科学、いわゆるレギュラトリーサイエンスを導入する

ということで、リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーションという３要素からなる

リスク分析の考え方を導入したわけでございますけれども、それに対する消費者団体の評価

をお伺いするとともに、商品検査センター自体もリスク分析の考え方をどのように取り入れ

ていただいているのかということを知ることでございました。 

  その結果は一部大手量販店とは異なりまして、国の定める安全基準をベースとされている

ということを御教示いただきまして、私どもにとって大きな励みとなった次第でございます。

これらの現場での調査結果を踏まえまして、承認申請書添付資料の範囲について、事務局で

検討の上、後日、本部会にも御相談をさせていただく予定としております。 

  少々長くなりましたけれども、委員にはもう一点お詫びをしなければなりません。部会長

から冒頭お話がありましたけれども、本日はこういった早朝からの開催としたがために、委

員の出席が部会成立の定足数に足らないというおそれがあったために、本日は報告事項から

審議を始めさせていただきたいと思っております。 

  更に恐縮ですけれども、私と企画連絡室長は今日の午後一番に、平成 25 年度予算案につき

ましての本省に対する説明がございまして、途中この部会の場から不在とさせていただくこ

とにつきましても、重ねてお許しをいただきたいと思います。 

  本日は承認品目だけで 10 品目あるということでございまして、早朝から夕方までの長丁場

になるわけでございますけれども、御審議のほどよろしくお願いし、冒頭のごあいさつとさ

せていただきます。どうもありがとうございました。 

 

３．配付資料の確認 
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○明石部会長 それでは、いつもどおりの配布資料の確認と利益相反について、事務局から御

説明をお願いします。 

○事務局 それでは、お手元に配布させていただきました動物用医薬品部会議事次第、出席表

等がございます。配布資料一覧を１枚紙でお渡ししているかと思いますが、ご覧いただけれ

ばと思います。 

  本日、事前に送付させていただきました資料としては、資料№１「スパイロバック」から

№10「バイトリル 10％注射液」まで、こちらは本日審議をしていただきます 10 品目になり

ます。 

  №11－１及び 11－２としまして「動物用抗生物質医薬品基準の全部改正について」 

  №12「動物用生物学的製剤基準の一部改正について」 

  №14「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」 

  本日の報告事項になります№16「ゴッシュ」、住化ライフテクの資料になります。 

  当日配布資料といたしまして、黒の№18「動物用医薬品の承認・諮問状況について」 

  №20「競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員について」 

  №21「委員からの意見・質問等」ということで、中込先生から意見をいただいております。 

  №９－２といたしまして、大変申し訳ないことにコンフォティス錠の薬理の資料のところ

が落丁しておりまして、こちらは後で PDF でお送りさせていただきましたが、本日の配布資

料として追加をさせていただいているものでございます。 

  済みません。次のページに事前配布資料としまして、№17「テスタント BVDV」 

  №19－１～19－４「薬剤耐性菌関係」の資料ということで、こちらは赤の当日配布資料と

して配布させていただいています。 

  これらの資料が本日配布させていただいている資料となりますので、過不足等がございま

したら、事務局にお申し付けください。 

○明石部会長 不足はございませんでしょうか。では、利益相反の説明をお願いします。 

○事務局 それでは、続きまして、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リスト並びに

基準の改正等により影響を受ける企業について、説明をさせていただきます。資料№20 をお

手元に御用意いただければと思います。 

  １品目、本日 初の審議品目でございますスパイロバックになります。申請者はファイザ

ー株式会社です。 

  競合品目はなしということで、申請者から申し出があります。その理由といたしましては、

「国内には豚と犬のレプトスピラ病に対するワクチンはあるが、牛レプトスピラ病に対する

ワクチンはないため」ということでございます。 

  ２品目、ティーエスブイ２、こちらも申請者はファイザーでございます。 

 こちらの競合品目は３つ、IBR・BVD・PI 混合生ワクチンミユーコ３、共立製薬株式会社。IBR・

BVD・PI 混合生ワクチン、IBR ワクチン－KB ということで、この２品目につきましては微生

物化学研究所のものでございます。 

  競合品目を選定した理由といたしましては「本申請品目の『効能及び効果』は、『牛伝染性

鼻気管炎及び牛パラインフルエンザの呼吸器症状に対する予防』であり、『用法及び用量』は、
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『凍結乾燥ワクチンに添付の溶解用液を加えて溶解し、健康な牛１頭あたり、両側鼻腔内に

１mL ずつ計２mL を１回投与する。』という鼻腔内投与法であることが特徴である。 

  競合品１、２及び３は、いずれも筋肉内注射のワクチンである。競合品目１及び２は、『効

能及び効果』について、類似していることと、主剤成分も類似性が高いことが挙げられる。

ただし、BVD に対する主剤成分は配合されていないことと投与経路が鼻腔内投与であること

が相違点である。 

  競合品目３は、BIR に対する『効能及び効果』について、類似していることと、主剤成分

も類似性が高いことが挙げられる」とされています。 

  ３品目、バンガードプラス 5/CV-L4、こちらもファィザ―株式会社のものでございます。 

 競合品目は３つ挙げられてございます。１つ目はデュラミューン MX8、共立製薬株式会社。

２つ目は“京都微研„キャナイン－9Ⅱ、こちらは株式会社 微生物化学研究所。ノビバック

DHPPi＋L、株式会社インターベットのものでございます。 

  「本申請製剤は、犬レプトスピラ病（血清型カニコーラ、イクテロヘモラジー、グリッポ

チフォーサ及びポモナ）の混合製剤であり、現在のところ競合する製品はない。ただし市場

ではカニコーラ、L・イクテロヘモラジーの混合製剤及びカニコーラ、コペンハーゲニー、ヘ

ブトマディスを含む不活化ワクチンが存在し、本製剤が製造販売承認後、販売された場合の

競合製剤となりうる」ということでございます。 

  ４品目、バンガード L4、こちらもファイザー株式会社のものでございます。 

  競合品目は３つ、デュラミューン MX8、共立製薬株式会社。“京都微研„キャナイン－9Ⅱ、

株式会社 微生物化学研究所。ノビバック DHPPi＋L、株式会社インターベットということで

す。 

  「本申請製剤は、犬レプトスピラ病（血清型カニコーラ、イクテロヘモラジー、グリッポ

チフォーサ及びポモナ）の混合製剤であり、現在のところ競合する製品はない。ただし市場

ではカニコーラ、L・イクテロヘモラジーの混合製剤及びカニコーラ、コペンハーゲニー、ヘ

ブドマディスを含む不活化ワクチンが存在し、本製剤が製造販売承認後、販売された場合の

競合製剤となりうる」ということで挙げておられます。 

  ５品目、“京都微研„フィライン－CPR－NA。申請者は株式会社 微生物化学研究所。 

 競合品目としまして、３つフェロバックス３、共立製薬株式会社。フェロセル CVR、ファイ

ザー株式会社。猫用ビルバゲン CRP、株式会社ビルバックジャパンのものが挙げられてござ

います。 

  こちらを選定した理由でございますが「主剤となるウイルスの種類、予防の対象となる疾

病が一致する製品のうち、合格・販売量の多い３品目であるため」ということでございます。 

  ６品目、インゲルバックフレックスコンボ。こちら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。 

  競合品目は３つ、レスピシュアワン、ファイザー株式会社。ポーシリス PCV、株式会社イ

ンターベット、サーコバック、メリアル・ジャパン株式会社でございます。 

 こちらにつきましては「同じ疾病に対する抗原を含むワクチンで販売量の多い品目である」

ということで挙げられてございます。 

  ７品目、レスピフェンド MH－One FDAH。申請者はファイザー株式会社でございます。 
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  競合品目は２つ挙げられてございます。インゲルバック M.hyo、ベーリンガーのものです。

マイコバスター、株式会社 科学飼料研究所のものでございます。 

  「本申請品目の『効能及び効果』は、『豚マイコプラズマ性肺炎による肺病変形及び増体重

抑制の軽減』であり、『用法及び用量』は、『３週齢以上の子豚に２mL を１回、頸部筋肉内に

注射する』である。競合品１及び２は、『効能及び効果』について、類似していることと、主

剤成分が同じであることが挙げられる」 

  ８品目、アドボケート猫用、バイエル薬品株式会社のものでございます。 

  競合品目は３つ、レボリューション６％、ファイザー株式会社。フロントラインスポット

オンキャット、メリアル・ジャパン株式会社。小型・子猫用及び猫用ミルベマックスフレー

バー錠、ノバルティスアニマルヘルス株式会社。 

  競合品目の１つ目は「申請品目とノミ、ミミヒゼンダニ及び猫回虫の駆除の効能・効果並

びに剤形が同一」。 

  ２つ目に関しましては「申請品目とノミの駆除の効能・効果及び剤形が同一」。 

  ３品目「申請品目と猫回虫及び猫鉤虫の駆除の効能・効果が同一」ということで挙げられ

てございます。 

  ９品目、コンフォティス錠 140mg、同 270mg、同 560mg。こちらは日本イーライリリー株式

会社でございます。 

  競合品目は 3 つ、フロントラインスポットオンキャット、メリアル・ジャパン株式会社。

レボリューション 6％、ファイザー株式会社。アドバンテージスポット 40 猫用、同 80 猫用、

バイエル薬品株式会社。 

  こちらの選定理由は「動物用医薬品として、既に承認を受けている、外部寄生虫駆除剤で、

対象が猫である同種同効品目の、売上の上位 3 品目であるため」ということでございます。 

  本日 後の審議品目になります、バイトリル 10％注射液、申請者はバイエル薬品株式会社。 

  競合品目は 3 つ、ビクタス注射液５％、DS ファーマアニマルヘルス株式会社。マルボシル

10％、Meiji Seika ファルマ株式会社。アドボシン注射液、ファイザー株式会社ということ

で挙げてございます。 

  競合品目の選定理由でございますが「牛豚用のフルオロキノロン製剤として市場において

競合」ということで挙げられです。 

  11 ページ「動物用生物学的製剤基準の一部改正について影響を受ける企業リスト」という

ことで、それぞれの企業、ファイザー株式会社、北里第一三共ワクチン株式会社、日生研株

式会社、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、日本バイオ

ロジカルズ株式会社というものが挙げられてございます。 

  後のページになりますが「省令改正により影響を受ける企業リスト」ということで、今

回、使用規制省令の一部改正についてエンロフロキサシンが出ておりますが、こちらの影響

を受ける企業及び選定理由は「バイトリル 10％注射液に同じ」となってございます。 

 №20 の資料の説明については以上となります。 

○明石部会長 それでは、ただいまの御説明について、御質問、御意見等はございますでしょ

うか。よろしいですか。 

  それでは、委員の先生方の申し出状況の説明をお願いします。 
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○事務局 それでは、委員の先生方からの申し出状況について、御説明をさせていただきます。 

 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、本日の審議につい

て、大変恐れ入りますが、岩田委員及び田村委員におかれましては、本日審議を予定してい

るすべての製剤について、審議には御参加いただけますけれども、議決の方だけは御参加い

ただけない状態でございます。その他の委員の方で審議に御参加いただけない、あるいは議

決に御参加いただけない委員はございませんでした。 

  続いて、本日審議を予定している品目の申請資料の作成等に関与された委員ということで、

申請企業からの申告より、田村委員におかれましてはバイトリル 10％注射液の資料 10－２、

これは田村委員のお名前の入った論文が使われているものでございます。大変申し訳ありま

せんが、こちらについては御発言をいただくことができません。ただし、部会長が必要と認

めた場合には、当該資料についての意見を述べることができます。また、それ以外の資料に

ついては御説明をいただくことができますので、大丈夫かと思います。 

  その他の委員の方で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、現在出席されている方で、田村委員は議決には加わらないというこ

とでよろしくお願いします。その代わりに議論には加わっていただきます。 

 

４．議  事 

 Ⅲ）報告事項 

 （１）動物用医薬品の承認の可否について 

    ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

   ① ゴッシュ（住化ライフテク株式会社） 

 

○明石部会長 それでは、本日の議事に入りたいと思いますが、先ほど申しましたし、所長か

らも御紹介がありましたとおり、朝早くから開催ということで定足数の確保という問題があ

りましたものですから、議事はまず報告事項から入りたいと思います。 

  それでは、報告事項の「（１）動物用医薬品の承認の可否について」。 

  動物用一般医薬品調査会関係のゴッシュについて、御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、事前にお送りしております資料で、赤の資料№16 の資料を御用意くださ

い。 

  １ページ、申請販売名はゴッシュ、申請者はヤシマ産業株式会社でございますが、当該申

請者は平成 23 年４月１日付で住化ライフテク株式会社に変更されております。 

  成分及び分量は、100g 中エトキサゾール 2.5g を含有する乳剤でございます。 

  用法及び用量は、本剤を 100 倍に水で希釈し、ケージ底面積１㎡当たり 400mL、エトキサ

ゾールとして 97.5mg となるように、ワクモの生息する場所（ケージ、卵受け、餌受け、壁、

天井など）に散布する。 

  効能又は効果は、鶏舎内のワクモの駆除となっております。 

  本剤につきましては、動物用一般医薬品調査会及び動物用医薬品残留問題調査会におきま

して御審議をいただきました。残留問題調査会の方では、特に御指摘等はいただかずに、調
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査審議を終了し、当部会に報告して差し支えないとの審議結果をいただきました。 

  ただ、一般医薬品調査会におきましては、今回、残留問題調査会の方が先に開催されてお

りますけれども、こちらの方から残留に関する問題ではないものの、その他の事項として御

意見をいただきました。これにつきまして、一般医薬品調査会で御審議をいただきました。 

  その結果、ゴッシュの散布後のエトキサゾール及びジブチルヒドロキシトルエンについて、

卵の殻の薬剤付着量について報告をすること。更に試験成績によっては、使用上の注意の追

加記載等、必要な対応を行うこととの御指摘をいただきました。これに対しまして、申請者

からは卵に対する付着試験を行いまして、その結果、申請者からは鶏卵に薬剤がかかった場

合には廃棄することとの使用上の注意に追記をするとの申し出を受けました。 

  こういったことによりまして、審議結果といたしましては、動物用医薬品等部会に報告し

て差し支えない。また、再審査期間は設定しない。原薬及び製剤は劇薬には指定しないとの

御審議結果をいただきまして、本剤は殺虫剤でございますので、当部会には報告として今回

報告させていただくものでございます。なお、備考の２番におきまして、別表第３の区分で

４としておりますけれども、申し訳ございませんが、これは３の間違いでございますので、

訂正をお願いいたします。 

  また、本来は用法及び用量のところに、本剤は動物用医薬品残留問題調査会におきまして、

鶏に対する休薬期間として、２日間との審議結果をいただいておりますけれども、本来は用

法及び用量にその旨を記載すべきでございますので、まだ本剤は承認されておりませんけれ

ども、そちらを用法及び用量に入れるように申請者と事務局の方で対応したいと考えており

ます。 

  報告といたしましては、以上でございます。 

○明石部会長 それでは、ただいまの御報告について、御質問、御意見等はございますでしょ

うか。 

○赤堀委員 今の事務局の方から御説明いただいたことに関連するのですが、これの使用上の

注意、その中の取扱い上の注意は（４）がこれに相当するわけですね。残留問題調査会から

の依頼を受けて確認試験をしたと。そのときの記述の妥当性なのですが、（４）を見てみます

と、「家禽の飼料、飲水、卵等はあらかじめ他に移すかあるいは格納するなどの措置を施し、

薬剤ができるだけかからないようにすること」という表現をされております。 

  一方で、指摘を受けて申請されたのが「鶏卵に薬剤がかかった場合は、廃棄すること」。廃

棄しなければならない状況にあるのに、できるだけかからないようにしなさいということの

表現の妥当性について、御説明をいただけますでしょうか。 

○事務局 実は本剤は区分といたしましては、鶏に対して直接かけるという用法ではなくて、

あくまで鶏舎内に散布する殺虫剤ということで申請があったものです。ただ、実質上、使用

実態を考えますと、鶏に直接かかるということを想定せざるを得ない。また、ここにありま

すように、飼料、飲水、卵についても、ある程度はそういった暴露が考えられる。完全にそ

れを現場で避けることはできないという判断でございました。 

  本来、鶏に直接適用がない殺虫剤でございますと、残留試験は必要ないわけでございます

けれども、それを申請者の方でやってきまして、それもいわゆるワーストケースといいます

か、かなり厳しい条件で試験をやってきております。その結果、鶏そのものに対しましては、
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その試験の結果から、実際の使用の状況を反映した状況で、そういった厳しいケースでやっ

て、それで休薬期間は２日というような審議結果をいただいたわけでございます。 

  ただ、そうは言いましても、飼料や飲水といったものを介します暴露が考えられるもので

すから、これは一般的に考えられることとして、できるだけ暴露することは好ましくないと

いうことで、こういったような記載をしておるところでございます。直接かかった鶏卵も出

荷されるということにつきまして、残留問題調査会の審議の中では、完全に明確であったわ

けではないとの御判断をいただきまして、それによって申請者の方に改めて、かかった鶏卵

に対する残留はどうかというような確認を指示したわけでございます。 

  その結果、やはり鶏卵の方にはかかってしまった場合には、残留するおそれが否定できな

いといったような結果が出ましたので、申請者の方から万が一かかってしまった鶏卵に関し

ては出荷をせずにすべて廃棄すると。ただ、ほかの生産資材に関しましては、ある程度想定

されるものであれば、できるだけ暴露を避けていただくことは通常の取扱いといたしまして、

休薬期間２日で対応できるといったような結果から、こういったような使用上の注意になっ

たようなものでございます。 

○明石部会長 赤堀先生、今の説明でよろしいでしょうか。 

○赤堀委員 ちょっと理解しづらいのですが、これは卵を外してしまえば、後で鶏卵にかかっ

たときに廃棄しなさいで済むかなと。「できるだけ」というのは、かかってもしようがないよ

ということがニュアンス的にあるわけですね。でも、廃棄をしなさいというのは、非常に厳

しい制限事項になるわけですので、それに対して、それを前の段階で「できるだけ」という

表現は妥当性に欠けるかなという気がしますが、いかがでしょうか。 

○明石部会長 いかがですか。 

○事務局 審議の中でも、かかった鶏卵はすべて廃棄するというのはかなり厳しい措置になる

ことから、可能な限り避けるような措置を講じることはできないかということで、申請者の

方への指示もございました。ただ、現時点での得られているデータからは、かかってしまっ

た卵に関しましては、その後に薬剤が減衰することが事実上考えられないものでございます

から、かかってしまった卵に関して出荷をするということは、かなり残留をしてしまうおそ

れがあるということで、こういったことになりました。 

  ただ、それ以外のケースに関しましては、飼料を介して鶏体の方に移行して残留するとか、

そういったものに関しましては、かなり無神経と言うと語弊がございますけれども、非常に

厳しい使い方をした場合でも、２日置けば出荷は可能だと判断をしたものでございます。 

○明石部会長 できるだけ外すということは別に構わないと思いますが、あっても意味的には

それほど大差はないのかなという気がしますけれども、いかがでしょうか。 

○事務局 現在の養鶏の実態を見ますと、非常に大規模化しているわけです。例えば１棟の鶏

舎で 10 万羽いるということもあって、８段、９段になって飼われているわけです。そこは飼

料とか給水とか採卵とかがすべて自動になっておりまして、ここに書かれておりますように、

できるだけかからないような措置を取ることはするのですが、完全にそれを防ぐことは困難

であろうと思います。そういった趣旨から、できるだけ配慮はするということで、 終的な

食品である卵だけは廃棄をしましょうという結論になったものと理解しております。 

○明石部会長 赤堀先生、いかがですか。御了解いただけますでしょうか。 
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○赤堀委員 それで皆さんがよければ。 

○山田委員 これは取扱いの注意で書いてあるということですけれども、法的に拘束力は出る

んですか。出荷して、もしそれで何か起これば、食品衛生法か何かになるかもしれないけれ

ども、これは気が付かなかったとか、気が付いたけれども、面倒くさかったからやらなかっ

た。あるいはたくさんかかってしまったから、それだけ廃棄をしたら、とても経済的にたま

らないといって出荷してしまった場合、この取扱説明にこういうことが書いてあるからとい

って、何か法的なことができるのでしょうか。 

○事務局 御説明いたします。この製剤につきましては、通常使用方法で残留試験をやりまし

て、卵の残留も確認しておりまして、それは ADI と比較すると食品衛生上の消費者に対する

安全性は大丈夫だということも確認しております。 

  この製剤の承認に伴いまして、残留基準も上げていただくような措置を講じるつもりで、

厚生労働省とも相談をすることになっておりまして、この卵が出荷されても、鶏卵中の残留

量については、人の健康に影響もないし、食品衛生法上の問題もない値になるはずでござい

ます。 

  ただ、廃棄ということを付けましたのは、卵殻の表面に付着するものについて、手で触れ

ることがあるかもしれないということで、その一点でもって付着の試験を実施いたしました。

その結果、食品安全上の問題はないことは確認したのですが、念のためにこの使用上の注意

を付けることになりました。かなり厳密な試験をいたして残留量も確認しておりますが、念

のために卵殻表面の付着について、このような使用上の注意を付けた経緯になっております。 

  したがって、食品衛生法で引っかかるということは、まず考えられないと事務局は判断し

ております。 

○明石部会長 きちんと洗浄された卵をそのまま生卵なり何なりで食べる分には、人の健康影

響に危害はないけれども、万一洗う前に従業員の方でもだれでも、卵の殻をなめたりすると、

それはまずいということでよろしいですか。 

○事務局 そういう考えで付けております。 

○明石部会長 ということだそうですが、いかがでしょうか。 

○山田委員 わかりましたけれども、そうすると、かなり起こり得ない健康被害を想定して、

そのたびに廃棄した方がいいよと言っているわけですか。物すごく厳しいことを求めて、で

も、もしそれに従わなくても別に何も起こらないと。 

○明石部会長 念には念を入れて、リスクが及ばないようにということだと思いますけれども、

それで業者の方は納得しているわけですね。 

○事務局 この資料をつくりましたのは業者ですし、納得しております。 

○明石部会長 いかがですか。 

○濱岡委員 赤堀先生がおっしゃった言葉の問題で、整合性の問題だと思います。今の御説明

を聞けば、基本的には危害が及ぶことはないのだということを前提にすれば、できるだけと

いうことと廃棄という厳しい処分の整合性の問題なのですが、逆に例えば「できるだけ」を

外して、かからないようにすることとしてしまうと、なお書きで、かかった場合を指摘する

のも整合性が取れないことにも逆になるわけですので、今の御説明からすれば、原文のとお

りで大きな問題はないのかなという気が、私の意見としてはそのように感じます。 
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○明石部会長 ありがとうございます。いかがでしょうか。かなり厳密にそのリスクを軽減す

るような措置を取っているということで、赤堀委員、この表現でよろしいですか。 

○赤堀委員 はい。 

○明石部会長 ほかに御意見がなければ、ゴッシュについては了承したということにしたいと

思います。 

○事務局 赤堀先生からいただきました御意見の趣旨は、この記載で卵については、文章の前

と後で整合性が取れないところもあるかと思いますので、そちらにつきましては適切なよう

な検討も含めて、申請者の方と相談をさせていただきたいと思います。 

○明石部会長 それでは、使用上の注意の文面を検討していただくということで了承したとい

うことにしたいと思います。 

 

 （２）動物用体外診断用医薬品の承認の可否について 

   ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

   ① テスタントＢＶＤＶ（株式会社タウンズ） 

 

○明石部会長 それでは、続きまして、報告事項の「（２）動物用体外診断用医薬品の承認の可

否について」。 

  テスタント BVDV について、事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 事前にお送りいたしました赤の№17 の資料を御用意ください。こちらも５枚程度の

薄い資料となってございます。こちらは動物用体外診断用医薬品の審議結果に関する御報告

でございます。 

  本剤は株式会社タウンズより申請されました、テスタント BVDV でございます。 

  １枚目の審議経過票の「６ 効能又は効果」とございますが、こちらは使用目的の間違い

でございます。医薬品のフォーマットとなっておりまして、失礼いたしました。 

  本診断薬の使用目的は、牛血液中の牛ウイルス性下痢 NS3 抗原の検出でございます。牛ウ

イルス性下痢ウイルス抗原を対象とした診断用医薬品は初めてでございますので、測定原理

が新しいものとして、平成 24 年５月 21 日に開催されました動物用生物学的製剤調査会で御

審議いただき、御承認をいただいてございます。 

  次のページの別紙１をお願いいたします。こちらには主な成分及び分量が記載されており

ますが、１のテストプレートの一番上に、金コロイド標識抗牛ウイルス性下痢ウイルス NS3

マウスモノクローナル抗体 46/1 とございます。こちらで検体中の抗原を捕捉することとなり

ます。 

  そのほか、２の赤血球溶解液、３の洗浄液、４の白血球溶解液がございます。 

  次のページの別紙２をお願いいたします。こちらも用法及び用量と医薬品の様式となって

おりますが、正しくは使用方法でございます。簡単に申し上げますが、①採血を行いまして、

②遠心して白血球を回収し、③赤血球を溶解液で除きまして、④白血球を溶解して、その溶

解物をテストプレートに滴下しまして、赤紫色のラインの出現の有無で判定いたします。 

  次のページの別紙３でございますが、こちらは使用上の注意となっております。一般的な

使用上の注意に加えまして、中段の「使用時の注意」の（１）で非特異反応の可能性に関し
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ての記述。また（４）で、陰性結果が必ずしもウイルスの存在を否定するものではない旨が

記載されてございます。 

  以上、報告させていただきます。 

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

  牛ウイルス性下痢ウイルス感染症について、測定項目又は原理が新しい診断法ということ

でよろしいですね。 

  それでは、御了解いただきました。 

○事務局 ありがとうございました。 

 

 （３）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

○明石部会長 それでは、報告事項の「（３）動物用医薬品の諮問・承認状況について」、事務

局から説明をお願いします。 

○事務局 それでは、当日配布資料といたしまして、黒の№18 をお手元に御用意ください。 

○明石部会長 鬼武委員が来られたので、今、報告事項から先に進めておりまして、報告事項

の「（３）動物用医薬品の諮問・承認状況について」、資料が黒の№18 になります。この説明

を事務局がするところです。 

  これでそろいましたので、説明をよろしくお願いします。 

○事務局 それでは、本日までの動物用医薬品の諮問及び承認状況を御報告させていただきま

す。 

  現在、諮問されております品目でございます。本日御審議をいただく予定にしております

品目が、現在の諮問されているものになります。 

  スパイロバック、ファイザー株式会社。 

  バンガードプラス 5/CV－L4、ファイザー株式会社。 

  バンガード L4、ファイザー株式会社。“京都微研„フィライン－CPR－NA、株式会社 微生

物化学研究所。 

  インゲルバックフレックスコンボ、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。 

  レスピフェンド MH－One FDAH、ファイザー株式会社。 

  アドボケート猫用、バイエル薬品株式会社。 

  コフォティス錠 140mg、同 270mg 及び同 560mg、日本イーライリリー株式会社。 

  バイトリル 10％注射液、バイエル薬品株式会社でございます。 

  なお、これ以外に本日御審議いただきますティーエスブイ２が諮問されております。こち

らの方は実は前々回の当部会におきまして、諮問状況を御報告させていただきましたので、

この表からは少し抜けておりました。申し訳ございません。 

  その次のページは題名を打っておりませんけれども、当部会までに承認された品目でござ

います。 

  シンプリセフ錠、ファイザー株式会社。有効成分とセフポドキシムプロキセチル。平成 24

年３月 29 日付で承認されております。 
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  松研 M バック IP レンサ、松研薬品工業株式会社。有効成分は不活化ストレプトコッカス・

イニエ F2K 株、不活化ストレプトコッカス・パラウベリスⅠ型株菌 M4Y 株、不活化ストレプ

トコッカス・パラウベリスⅡ型株菌 M5E 株でございます。本剤は平成 24 年４月 19 日に承認

されております。 

  報告は以上でございます。 

○明石部会長 ただいまの御説明について、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。 

  それでは、御了解いただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

 

Ⅲ）その他 

 （１）薬剤耐性菌関係 

 

○明石部会長 次に報告事項のその他に移ります。報告事項のその他は２件ございます。これ

も事務局から説明をお願いしたいのですが、資料が足りないのでよろしいですか。 

○事務局 №19－１～19－4 の資料と今お配りしている資料で説明させていただきます。 

 まず、№19－１を御用意いただいて、これに沿った形で説明をさせていただきます。豚用フ

ルオロキノロン剤と牛用フルオロキノロンのリスク管理措置ということで案をつくりました

ので、それについての説明をさせていただきます。 

  背景といたしまして、平成 22 年３月 25 日に食品安全委員会より「牛及び豚に使用するフ

ルオロキノロン系抗菌性物質製剤に係る薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価」が公表され

ております。これらの製剤のリスク評価の結果は中等度とされていますが、適正使用確保の

ための措置、薬剤耐性菌に関する情報収集等のリスク管理措置等の強化を図ること、薬剤耐

性菌に関する科学的知見・情報を収集した上で随時検証を行って、必要なリスク管理措置を

講じることが必要とされたコメントをいただいております。 

  このような背景から、科学的知見に基づいたリスク管理措置を講じるために、動物用抗菌

性物質製剤のリスク管理措置策定指針を作成して、公表いたしました。これが平成 24 年 3

月 23 日で、資料№19－４になります。今般、同指針に基づいて、資料№19―２の豚用フルオ

ロキノロン剤のリスク管理措置、資料№19－３の牛用フルオロキノロン剤のリスク管理措置

を策定いたしました。 

  これまでの経過としましては、ここに書いてあるとおりです。 

  調査会部会への報告ということで、５月 22 日に抗菌剤の調査会、５月 24 日に再評価調査

会で御報告させていただきました。 

  ３の「（２）関係機関との調整」ということで、一昨日、フルオロキノロンを販売している

業者に対しては説明をして、意見聴取を行っております。 

  後にお配りしたナンバーのない資料で、どのようにやっているかを説明させていただき

ます。現状といたしまして、これは豚用フルオロキノロン剤のリスク管理措置についての紙

になっておりますけれども、№19－２と№19－３の資料をごらんになっていただけるとわか

るように、ほぼ同じ結果になっておりますので、豚用フルオロキノロンのリスク管理措置の
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資料で説明させていただきます。 

  １、現状としまして、食品安全委員会の評価が中等度ということで出されております。こ

の評価に対して農林水産省が対応した状況について、（２）に記載されております。既に行わ

れてきたリスク管理措置を以下のように強化するとともに、リスク管理措置の効果検証のた

めに化学的知見・情報を収集する。 

  １番といたしまして、承認された適応症の治療に限定した主要な一次選択薬が無効な症例

に限定した使用が行われるよう、添付文書の評価を統一する。それは主要上の注意の文書の

見直し等で行っているところです。 

  ２番として、従来の JVARM による農場における調査に加えて、と畜場及び食肉処理場にお

けるモニタリングを開始。これは昨年から委託事業で実施しているという状況です。 

  ３番として、我が国の実態に即したモニタリングに準じた研究を開始ということで、これ

は動物衛生研究所の方にお願いして、適正な調査規模等についての考え方を整理していただ

いているところになります。 

  ２、現行のリスク管理措置の効果ということで、これまでに得られている農林水産省の調

査結果や論文は適応症の原因菌のフルオロキノロン剤に対する感受性は維持されていると。

そこで現行のリスク管理措置は一定の目標を果たしているとしております。 

  今後の対応ということで、モニタリング計画を見直す。これは動物衛生研究所の結果に基

づいて検討していくということになります。動向をより的確に把握し、リスク管理措置の検

証を行っていこうと。現行の措置の継続とともに、生産現場における動物用抗菌性物質製剤

の使用実態等を踏まえて、以下の措置を講ずる。 

  １番といたしまして、投与後一定期間内に効果判定を実施し、効果が見られない場合には、

獣医師の判断によって薬剤を変更する。これについてはここの文章だけだとわかりにくいの

で、№19－２の９ページの５．の（２）に当たりますけれども、一部の製剤につきまして、

投薬３日以内に有効性を判定し、効果が見られない場合には、獣医師の判断に基づいて薬剤

の変更を行うことが用法・用量欄に書かれているものがありますので、そういった形で統一

的に記載をしていくというのが１点目です。 

  ２番目としまして、一次選択薬が無効な症例のみ、二次選択薬として使用することを徹底

する。これにつきましては、10 ページの（３）になりますけれども、具体的には直接の容器

のラベルや外箱への追加記載を求めていく。 

  ３、農林水産省が実施する農場及びと畜場におけるモニタリングを充実する。これにつき

ましては、先ほどお話ししました動物衛生研究所に依頼している調査研究の結果に基づいて、

規模の見直しを行っていくとか、規模の見直しを行っていくと考えております。 

  ４、製造販売業者が実施するフルオロキノロン剤の適応菌及び公衆衛生上の重要な菌種の

モニタリングを充実するということにつきましては、資料 19－２の 10 ページの（４）にな

ります。現在、製造販売業に対して新キノロン等抗菌剤につきましては、有効菌種だけでな

く、公衆衛生に関わる菌種について調査をしておりますけれども、それの下限を設定してい

こうという考え方です。一昨日の意見の中では、株がなかなか集められないので、いろいろ

と検討をしていきたいというような要望が出されております。 

 以上です。 
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○明石部会長 それでは、ただいまの牛豚用のフルオロキノロンの管理措置について、御質問、

御意見をお願いします。 

○田村委員 このフルオロキノロンのリスク管理措置は、業者だけではなくて、使用者とかい

ろいろな人が興味を持っていると思うんです。この管理措置をどういう形で公表するかを教

えてください。 

○事務局 管理措置の公表につきましては、 後にお配りした番号のない１枚紙で、リスク管

理措置についてというような紙を公表の形と考えているところです。 

○田村委員 どういう形で公表するんですか。 

○事務局 ホームページに掲載する形で考えております。 

○明石部会長 動物医薬品検査所のホームページにアップされるということでよろしいですね。 

 赤堀先生、どうぞ。 

○赤堀委員 追加資料でいただきました中のいわゆるリスク管理措置について、１の（２）の

中の③で、具体的に御説明いただきましたが、これは農林水産省の指定研究という形になる

んですか。 

○事務局 具体的なやり方というのはこれからでございまして、モニタリングをどういうふう

にするかというのが今ちょうど研究していただいているところで、その結果が出てくるのが

今年中ということになっています。それを踏まえて、体制を見直していくということになろ

うかと思います。 

○赤堀委員 お願いですけれども、 近の各省庁の指定研究も計画段階、あるいは成績が出て

きた時点で評価を受けることが一般的になってきておりますので、もしこれから進められる

とすると、是非それらのことも考えながら御計画を立てていただくとありがたいかと思いま

す。 

○明石部会長 それは事務局の方でよろしいですか。 

○事務局 今、研究で行われているのは、規模とかを決める研究でして、それに基づいて、ど

れくらいの精度とか信頼度に基づいて、株数なりの規模が決定しますので、それで私どもが

やっていく部分と、と場とかで進めながら株数を担保していくというような形を考えている

ところです。 

○明石部会長 評価と言わないまでも、いろいろな関係者の御意見を聞いていただくことはい

いことだろうと思いますので、それは事務局の方で、実施に当たってはいろいろと協議して

いただくということでよろしいですか。 

  その規模が決まったら、実施計画についてもいろいろと御意見を伺いながら進めていただ

くということで、いい結果が出るようにしていただければと思います。 

○鬼武委員 遅れて申し訳ありませんでした。直接的な関連する質問になると思いますけれど

も、今回、食安委の方で豚と牛についてのキノロン剤ということだったのですが、家きんと

いうか、アメリカ等ではニューキノロン剤は特に鶏の方が重要視されていたと思いますけれ

ども、日本の場合はどういうふうになるんでしょうか。家きん類とか鶏に使うフルオロキノ

ロン剤は、今、諮問中ですか。 

○事務局 それはただいま食品安全委員会の方で検討しているところです。牛豚についてはハ

ザードとして、腸管出血性大腸菌とサルモネラとカンピロバクターがハザードとして特定さ



‐ 15 ‐ 

れていたのですが、鶏についてはサルモネラとカンピロバクターで、腸管出血性大腸菌は鶏

からほとんど分離されませんので、通常の大腸菌で日和見感染を想定したハザードの設定を

されております。今は２回公開で行われまして、３回目が今月末に予定をされていると聞い

ております。 

○鬼武委員 わかりました。鶏の方も重要だと思ったので、それが早く出れば、また管理措置

も必要だと思いましたので、質問させていただきました。ありがとうございました。 

○明石部会長 鶏についても同じように食安委の諮問が出れば、こちらの方に回ってくると考

えていいんですか。 

○事務局 はい。鶏につきましても牛豚と同様に、ここで簡単に説明してしまいましたけれど

も、作業部会等を設置いたしまして、臨床の先生方の意見をお聞きしながら進めていこうと

思っております。 

○明石部会長 ほかにございませんか。 

 それでは、御了解をいただいたということにしたいと思います。 

 それでは、審議に入ります前に休憩の時間を取りたいと思います。今は 10 時ですので、10

時 10 分から審議に入りたいと思います。 

（休  憩） 

 

 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 スパイロバック 

 

○明石部会長 それでは、審議事項に入りたいと思いますけれども、現在 13 名の委員の先生方

が御出席ということで、定足数に達しております。御報告いたします。 

  それでは、審議事項（１）の動物用生物学的製剤調査会関係で、①スパイロバック。 

  これについて、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 スパイロバックはファイザー株式会社から申請されたレプトスピラ・ボルグピー

タセニイ血清型ハージョを有効成分とする牛用の不活化ワクチンです。 

  本製剤は平成 24 年５月 21 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。 

  詳細については事務局から説明があります。 

○事務局 それでは、説明させていただきます。赤の№１の資料を御用意ください。本剤はフ

ァイザー株式会社から製造販売承認申請されましたスパイロバックでございます。紫色の審

議経過票のタグを開いていただきまして、審議経過票をご覧ください。 

  「４ 成分及び分量」ですが、本製剤は不活化レプトスピラ・ボルグピーダセニイ血清型

ハージョ 181 株を主剤とし、水酸化アルミニウムゲルをアジュバントとする製剤です。 

  「５ 用法及び用量」としては、ワクチン２mL を４週齢以上の健康な牛に４週間隔で２回

皮下注射するものです。 
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  「６ 効能又は効果」としましては、牛のレプトスピラ（血清型ハージョ）の感染予防と

なります。 

  国内における牛レプトスピラに対するワクチンは初めてとなりますので、新有効成分とし

て御審議いただくことになります。 

  概要と書かれたタグをご覧ください。後ろの方になります。 

  1-2 ページ、牛レプトスピラ病についての記載がございます。レプトスピラ症は届出伝染

病にも指定されているもので、その原因血清型の一つにレプトスピラ・インテロガンス血清

型ハージョ（以下、L.h と省略）がございます。 

  一般的な臨床症状は、発熱、血色素尿、貧血、黄疸、腎不全、結膜炎及び乳量減少などを

主徴とし、妊娠牛では繁殖障害を起こすことが報告されていますが、不顕性感染で終わる例

も多いとのことです。 

  海外ではアメリカやカナダ、オーストラリアでも L.h によるレプトスピラ病の報告が確認

されていますが、国内では牛のレプトスピラ症の報告はほとんどございません。 

  1-5 ページの表 1-3 をごらんください。全国の酪農家バルク乳中における抗 L.h 特異的 LPS

抗体に対する ELISA 抗体価陽性率を示しております。申請者は国内でバルク乳中の L.h に対

する抗体調査で抗体陽性率が 20～51％の割合で全国的に認められていること。 

  1-6 ページの表 1-4 におきまして、これらの抗体陽性農場における牛における抗体価陽性

率を確認したところ、ハージョの抗体陽性率が も高かったということを確認しております。 

  更に 1-7 ページの表 1-5 には、食肉処理場の牛腎臓 207 検体について、ハージョ特異的 PCR

による検出結果を示しておりますが、その結果、23.7％が陽性であることから、国内でも L.h

の浸潤があるとし、また、レプトスピラ症は人獣共通感染症でもあることから、公衆衛生上

の観点からも申請製剤の開発の意義があると記載しております。 

  9-1 ページ、次に安全性について御説明いたします。表 9-1 に要約がございます。適用予

定の 少週齢である４週齢の牛を用いて、対照群、常用量群、10 倍量群の各３頭を設定し、

用法・用量に従い２回皮下投与し、更に８週後に追加接種しております。１回目接種後から

15 週間観察し、一般状態や投与部位、体温、体重等の項目を確認しております。結果は次の

ページとなります。 

  臨床所見としては、接種後、一過性の体温上昇が認められていますが、そのほかに体重、

全身の器官重量、飼料摂取量、血液検査等については、安全性が懸念される事項は確認され

ておりません。ただ、「b）投与部位の観察」につきましては、常用量群及び 10 倍量群の全頭

で投与後、２～３日後から腫脹、また７日から硬結が確認され、腫瘤様の硬結が観察期間終

了日の 15 週目まで確認され、注射局所の剖検所見においても各投与部位に淡黄色硬結病変が

認められています。 

  また、9-18 ページから投与部位のアジュバント等の消長試験となります。表 9-20 に要約

がございます。ワクチンの常用量を４週間隔で２回皮下投与しております。 

  9-25 ページの表 9-25 に投与部位反応の結果がございますが、この試験においても全頭で

注射部位の硬結は確認されております。 

  9-28 ページの表に肉眼的所見がありますが、投与後 196 日でも色調変化が認められていま

すが、先ほどの安全試験のような明らかな腫瘤は確認されておりません。病理組織学的検査
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はその隣のページの表 9-31 にございますが、アジュバントの残留を示すような液胞像は確認

されておりません。この試験成績はワクチン接種後の使用制限期間を設定するための試験と

なりますが、使用制限期間につきましては調査会での審議結果を踏まえて指摘が出ておりま

すので、それにつきましては後ほど御説明をさせていただきます。 

  10-3 ページ、次に薬理試験を御説明いたします。本製剤の有効性は基本的には攻撃試験に

より、攻撃後の菌分離で評価しております。表 10-2 に試験設計がありますように、本製剤を

９頭の牛に２回注射をし、54 週目に攻撃をして、尿、血中、腎からのレプトスピラの分離と

MAT 抗体価を調べております。 

  10-4 ページの表 10-4 に攻撃後の菌分離の成績がございます。攻撃後２日目より対照群で

は菌分離がされているのに対し、対照群では１頭からも検出されておりません。 

  次の表 10-5 でハムスターを用いた菌検索でも同様の結果となっております。これらの抗体

価の成績より、攻撃時で も低い抗体価である 16 倍を 小有効抗体価と設定しております。

ワクチン２回目注射後 50 週目の攻撃で有効性が確認されたことから、追加接種については１

年後１回ということで使用上の注意に記載しております。 

  10-5 ページからが 小有効抗原量についてです。 

  10-6ページの表10-6に試験設計がございますが、１用量中１×109のものについて１用量、

５分の４用量、４分の１用量のもので４週間隔で２回免疫し、68 日目に攻撃をしてレプトス

ピラ菌の検索をしております。菌分離の結果、対照群では菌が分離されております。菌分離

の結果が隣の表 10-8 となりますが、菌分離の結果では、対照群では菌が分離されましたが、

免疫群はすべて菌分離がされておりません。 

  しかし、その下の表 10-9 に結果がございますが、ハムスターを用いた力価試験の結果につ

きましては、１用量以上ですべて合格となっておりますので、成分及び分量の抗原量の記載

としては、１×109以上を 小有効抗原量としております。 

  14-1 ページ、次に臨床試験を御説明いたします。臨床試験の要約を御説明いたします。生

理食塩水を接種した対照群とワクチン接種群の２群について、５農場でそれぞれ 110 頭の乳

用牛に用法・用量に従い投与を行い、有効性と安全性を観察しております。 

  有効性の判定基準については次のページにございますけれども、レプトスピラ病の発生又

は分離が認められた場合には、発症率、感染率によって評価を行い、また、レプトスピラ病

の発生が認められない場合には、抗体価によって評価することとしています。今回、レプト

スピラ病の発症を疑う特徴的な臨床症状は認められず、細菌学的検査でもレプトスピラは分

離されなかったため、抗体価によって評価しております。 

  MAT 抗体価が試験０日目と比較し４倍以上に上昇したものを抗体応答陽性とし、その割合

を調べ、生食群に比べて試験群での陽性率が有意に高いため、有効と判定されております。 

 安全性につきましては、異常な臨床症状として、発咳又は下痢が認められたものがあります

が、これらにつきましては生食群でも認められたもので、発生率については両群に差が認め

られず、当該製剤による因果関係はないと考察しております。発熱につきましては、試験群

の一部で認められましたが、生食群よりも低い結果となっております。 

  投与部位につきましては、腫脹や硬結などが認められ、１回目投与群につきましては

11.8％、２回目投与群では 32.7％で発生し、１回目投与群につきましては 37 日目まで、２
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回目投与群では試験 終日 42 日目まで 36 頭中 16 頭で確認されております。 

  初の紫のタグの審議経過票に戻ってください。本製剤につきましては、平成 23 年 11 月

９日の動物用生物学的製剤調査会において、２点の御指摘をいただき、継続審議とされてお

ります。 

  まず１点目の指摘ですけれども、国内での対象疾病の実態が不明瞭であることから、浸潤

調査で用いた検査の信頼性を示す資料等により、野外での浸潤を明確に示す資料と国内で対

象疾病を防御することの意義を説明する資料を追加すること、という指摘がされております。 

  これにつきまして、それを踏まえて回答ですけれども、１回目調査会という水色の２つ目

のタグ、その次からが回答書となっております。こちらの５ページをご覧ください。申請者

は、牛腎臓 DNA サンプルで検出された L.h で陽性となったサンプルのうち、保存されていた

46 サンプルについて再度 PCR を実施し、Nested PCR において陽性となった PCR 産物について

シークエンスを調べ、L.h との相同性につきまして調べております。 

  その結果、19 ページの表９、シークエンス解析の結果という表がございます。こちらを見

ていただきますと、その 11 株中 10 株は、LB550 株というデータベース上の L.h の株と 100％

一致したということです。１株につきましては 99.4％であったということです。 

  21 ページの表 10 に BLAST 検索結果としまして、ほかのレプトスピラの血清型との比較を

行っておりますが、レプトスピラ・ハージョとは も高く、ほかの血清型とは約 77％程度で

あったという結果が得られています。 

  また、新たな情報としまして、41 ページをご覧ください。国立感染症研究所の先生が学会

報告された内容になりますけれども、こちらにおいても北海道の牧場からの抗体調査や遺伝

子検出から L.h の蔓延している可能性が示唆されているということを付けて追加しておりま

す。これらのことから、家畜防疫及び公衆衛生上の観点から、本剤の導入に意義があるとし

ております。 

  45 ページ、２点目の指摘が太字で記載しております。接種部位における膿瘍状物を含む腫

瘤や硬結等の肉眼的に確認できる局所反応が消失する時点に基づき、適切な使用制限期間を

設定することとしております。 

  回答内容としましては、安全性試験の成績を踏まえて使用制限期間を設定し直しておりま

す。47 ページの表２に安全性試験の結果をまとめたものがございます。表１につきましては、

安全性試験の 9-1 の資料を要約しておりますが、１回目投与部位、２回目投与部位、３回目

投与部位、すべてほかの投与部位は３頭中２頭ですが、ほかにつきましては３頭中３頭、す

べて膿瘍状物が確認をされているということで、投与部位反応は消失しないという結果にな

っております。 

  こちらにつきましては、一番長い投与後 105 日でも膿瘍状物が認められ、消失していない

という結果になっておりますけれども、表２につきましては、アジュバント消長試験としま

しては、安全性試験 9-2 の局所反応の消長確認を行っているのですが、こちらの結果につき

ましては、投与後 56 日から 224 日前までを調べておりますが、こちらにつきましては、膿瘍

状物はすべて確認されていなかった。 

  また、投与部位反応は一番下の２回目投与部位に投与後 196 日に硬結が認められておりま

すが、特段アジュバントと示唆するような病理組織学的像は認められなかったということで
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ございます。 

  申請者は表２の結果の上から２段目の投与後 56 日目で投与部位反応が消失して、膿瘍状物

も認められないということから、この投与後 56 日を 初は使用制限期間に設定しておりまし

た。しかし、表１で認められるような重度な膿瘍状物又は投与後 105 日目まで持続している

ということを踏まえて、申請者は指摘を受け、使用制限期間を再考しまして、表２において

硬結は確認されているけれども、実際のところは剖検すると膿瘍状物が確認されなかったと

いう投与後 196 日目を使用制限期間に設定し直しております。 

  これらの回答内容を踏まえ、再度、平成 24 年５月 21 日の動物用生物学的製剤調査会にお

いて御審議をいただきまして了承されましたので、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。牛の

レプトスピラ・ハージョに対するワクチンは初めてということだそうです。 

○事務局 追加で説明を忘れていたのですが、本日まだいらしていませんが、中込委員からの

御意見をいただいております。黒の№21 の資料です。 

  ①スパイロバックにつきまして、概要 p1-10 ページ、人に対する安全性というものがござ

いますけれども、「レプトスピラ感染症は人獣共通感染症とされていますが、日本国内での牛

からヒトへの感染というのは起こりうるのでしょうか？また、国内でのヒトについての保菌

又は抗体保有状況の調査というものはあるのでしょうか？」という御質問です。 

  こちらにつきましては、概要 1-10 ページに参考文献等を列記しておりますが、こちらにつ

きましては海外の報告になりますが、実際のところは牛レプトスピラ・ハージョに感染した

牛を飼育している酪農従事者でこのような発生が認められたという報告はされているようで

す。ただ、検索する限りでは、国内ではまだないようです。国内でこれから全くないかと言

うと、感染は起きり得る可能性はあるというお答えになるのかなと思います。 

  国内でのヒトについての保菌又は抗体保有状況の調査につきましても、国立感染症研究所

の方でホームページ又は文献等で人の調査、又は宮崎県や沖縄県などでもそういうような調

査につきましては、幾つかございます。そういう状況で、ただ、このハージョというのは、

なかなか直接に示すものはまだないところでございます。 

  以上、簡単ですが御説明させていただきます。 

○明石部会長 中込先生の御質問に対するお答えは、今のとおりということだそうです。 

  そのほかにどうぞ。 

○鬼武委員 今、説明もありましたし、十分に毒性についても理解はできたのですが、 初の

申請者の方の 9-30 ページのところに、肉芽腫が出た理由について、物理的作用というか、そ

ういうものが起因して今回起こったのではないかという推定をされていますが、これは一般

的にそういうふうに受け止めてよろしいのでしょうか。 

  注射とかそういうことによって物理的作用で、その肉腫というか、そういうのができると

いうような推定をされておりますが、一般的に毒性問題としては、今回のものはそういうふ

うにとらえていいものでしょうか。 

○事務局 注射方法は皮下投与ということになりますが、実際のその深さとかで、若干その針

のぶれで、そのようなことが起こる可能性は考えられると思います。筋肉側の方に少し色調
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変化等も認められておりますので、そういうところもこういうことが影響しているのではな

いかという考察は妥当ではないかと考えております。 

○鬼武委員 毒性の専門家ではないので、そういうふうに一般的に言われているのだったら、

私は理解をしましたけれども、慎重にお尋ねをした点です。 

○明石部会長 野上委員、どうぞ。 

○野上委員 物理的反応ではなくて、生理的な通常の反応ではないのでしょうか。すなわち、

こういうアジュバント製剤を打って、硬結が起きないことは免疫反応が起きないということ

で、そういうようなことはワクチン製剤においてはあり得ない。 

  すなわち硬結部位というのは、好中球の浸潤があって抗原認識がされるので免疫応答が起

きるわけですから、そういうことが起きないワクチン製剤はあり得ない。生理的な反応で、

物理的なものではないと理解しています。 

○明石部会長 今の説明どおりだと思います。ただ、物理的な反応も当然起こっているわけな

ので、この記述について、特段、生理的と直した方がよければ、そういうふうにしていただ

くということになりますけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。 

  特段、御異議がなければ、記述はこのままということにしたいと思います。 

  そのほかにございませんでしょうか。 

○濱岡委員 わかれば１点教えていただきたいのですが、これはハージョの単味ということで

すけれども、概要 1-6 ページに国内のデータがあって、ハージョが高い 51％ですけれども、

ヘブドマディスとの混合なのでしょうか。混合感染が結構それなりにあると思います。この

単味のワクチンでそういう混合感染症例に対する効果は何かわかっていますか。 

○事務局 実際のところはデータがないので、何とも申し上げられないところが正直なところ

です。ただ、海外ではワクチンは混合製剤が多くなりますので、ハージョだけでどこまで幅

広く効くかというのは、データがないので、はっきりしたことはわかりません。 

○明石部会長 今の説明でよろしいですか。成績がないものはないので、どうしようもないの

ですが、少なくともこのハージョが日本国内でもレプトスピラ症を引き起こす可能性は高い

んだという御説明だと思います。 

○事務局 概要 1-6 ページの表 1-4 をごらんになっていただければ、この一番右端の部分がハ

ージョとヘブトマディスの陽性の混合感染率ですので、日本でも混合感染の部分はあると考

えていいかと思います。ただ、この製剤はハージョの単味ということで申請されてきていま

すので、そのハージョの単味の成績も勿論、単味の感染もあるということで、それに対して

のワクチンということになるかと思います。 

○明石部会長 という御説明ですが、よろしいですか。 

  それでは、ほかにこの製剤について、御質問、御意見はございませんでしょうか。特段な

いようでしたら、承認ということにさせていただきたいと思います。 

○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年間とします。 

 

   ② ティーエスブイ２（ファイザー株式会社） 
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○明石部会長 それでは、審議事項の②ティーエスブイ２について、動物用生物学的製剤調査

会の池田先生、御説明をお願いします。 

○池田委員 ティーエスブイ２はファイザー株式会社から申請された牛の伝染性鼻気管炎ウイ

ルス及び牛のパラインフルエンザ３型ウイルスを有効成分とする牛用の生ワクチンです。 

  本製剤は平成 24 年５月 21 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、審議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 事前にお送りしました赤の№２をお願いいたします。１枚めくっていただきまして、

審議経過票というタグがございます。 

  「４ 成分及び分量」をごらんください。本剤は牛腎株化 NLBK-6 細胞で培養した牛伝染性

鼻気管炎ウイルス及び牛パラインフルエンザ３型ウイルスを含む乾燥の牛用の生ワクチンで

ございます。 

  「５ 用法及び用量」でございますが、「凍結乾燥ワクチンに添付の溶解用液を加えて溶解

し、１か月齢以上の健康な牛１頭あたり、両側鼻腔内に１mL ずつ計２mL を１回投与する」で

ございます。 

  「６ 効能又は効果」は、「牛伝染性気管支炎及び牛パラインフルエンザの呼吸器症状に対

する予防」でございます。 

  次に後ろの概要と書かれておりますタグをめくっていただきまして、概要 1-6 をお願いい

たします。 

  概要 1-6 ページに表 1-1「製造販売承認され市販されている牛用ワクチン」がございます。

こちらの表では９製剤が記載されております。上段の抗原の略語でございますが、左から

IBRV は牛伝染性気管支炎。BPIV-3 は牛パラインフルエンザ３型ウイルス。BVDV-1、BVD-2 は

牛ウイルス性下痢粘膜ウイルスの１型、２型でございます。BRSV は牛の RS ウイルス。BAdV

は牛のアデノウイルスでございます。今回の申請製剤はこの表にはございませんが、左の２

つの IBRV と BPIV-3 の混合製剤になります。 

  また、右側の投与経路とございますが、こちらを縦にお願いいたします。表中の既承認の

ワクチンはいずれも筋肉内注射投与となってございますが、申請製剤は鼻腔内投与となって

ございます。 

  1-1 ページの２段落目に記載がございますが、本剤の２つの製造用株は 36℃における増殖

性が 40℃と比べまして、100 倍以上高い特性を持つ温度感受性変異株を使用してございます。

それにより、経鼻内投与によって比較的温度の低い上部呼吸器気道に限局して増殖して、投

与後、局所による粘膜免疫を誘導するという特徴がございます。 

  また、３段落目の 後に記載がございますが、本剤は生ワクチンでございますが、妊娠牛

に対しても安全性が確認されていると記載がございます。 

  続きまして、安全薬理、臨床でございますが、こちらの資料については一部、後で調査会

審議結果の中で御説明いたしますが、簡単に言えば、こちらで御紹介しますと、安全性試験

に関しては新生子牛、生まれた直後の子牛と妊娠牛で安全性が確認されております。 

  薬理試験に関しては、有効成分で免疫した牛群を用いて攻撃試験を行って、臨床所見や血
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清学的検査等で評価して有効性が確認されております。臨床試験の場合では当該疾病が認め

られなかったことから、抗体応答で有効性が評価されております。安全性についても特段問

題となる事象は確認されておりません。 

  審議経過票の７の調査会結果をごらんください。調査会の審議結果は下に記載されており

ます４つの事項を条件に、当部会に上程して差し支えない。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年とするということでございます。 

  それでは、調査会審議の際の条件について御説明いたします。現在のページの次のタグに

調査会審議結果回答書とございます。その後ろの１回目調査会というタグをめくっていただ

きまして１ページをお願いいたします。一番上に指摘事項がございます。 

  「調査会審議結果１ 用法及び用量の『１か月齢以上の健康な牛』の『１か月齢以上』の

設定根拠を整備し、適切な月齢を設定すること」でございます。本申請では安全性試験や臨

床試験において、新生子牛からの成績がまとめられておりましたが、調査会の場では月齢に

関する記載はなく、申請者や調査会において、用法を１か月齢以上に修正するとの申し出が

ございましたことから、その根拠が明確となるように資料整備が求められておりました。 

  申請者の回答でございます。安全性ですが、安全性試験において２種類の試験が実施され

ておりまして、１つ目は５～９日齢の新生子牛を用いた試験。もう一方は２～３歳の妊娠牛

を用いた試験が行われております。いずれの試験においても安全性が確認されておりました。 

  続きまして、有効性に関してですが、臨床試験に関する資料を月齢ごとに解析し直した成

績が次にまとめられております。２ページの表１に新生子牛及び１か月齢区分の IBRV に対す

る抗体応答がございます。群の T01 というのが申請製剤を投与した試験群、T02 が生理食塩

水を投与した対照群でございます。１か月齢のものにつきましては、試験群が対照群よりも

抗体応答陽性率に有意な差が認められておりますが、上の方に記載の新生子牛に関しては、

試験群と対照群で有意な差が認められていないという成績になってございます。 

  ３ページの表２については、こちらはパラインフルエンザの方の成績がまとめられており

ますが、同様に１か月齢では有意義な差が認められておりますが、新生子牛では認められて

いないという結果でございます。更に申請者は１か月齢以上の月齢についてももう一度解析

しております。 

  表３でございますが、こちらは IBR の方でございます。１か月齢以上を４か月齢ごとにま

とめた表になっております。まとめ直した結果、12 か月齢まで、いずれの群においても対照

群と比べて有意な差が認められております。 

  ４ページ、表４はパラインフルエンザの件ですが、１～４か月齢では有意な差が認められ

ておりますが、５～８か月齢と９～12 か月齢の区分では有意な差が得られておりませんでし

た。この有意な差が得られなかった理由といたしましては、申請者は移行抗体による影響と

考えております。 

  表５は上の表の申請製剤のデータのみを抜粋したものになります。また、１～４か月齢が

２つに分かれておりまして、供試頭数が 28 と 17 という数字がございますが、本申請製剤で

は臨床試験を２つ実施しておりまして、上の 28 頭が１つ目の試験の頭数、下の 17 頭は２つ

目の臨床試験の頭数でございます。 

  １つ目の臨床試験に関しましては、特に試験設定の段階で、その用いると動物に対して試
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験開始前の抗体の有無に関して、特に規定をしておりませんでした。しかしながら、２つ目

の臨床試験に関しましては、動物の組み込みの条件として、抗体が試験開始前に陰性である

ということを条件に組み入れておりましたことから、このように２つに分けてございます。 

  すなわち、区分の１～４か月齢の間という区分の中には、抗体の陰性の牛が評価に含まれ

ていたのですが、区分の５～８か月と区分の９～12 か月の２つの区分には、抗体レベルの高

い牛で評価されたということがございまして、これらの影響により対照群との有意差が出て

いなかったものと考察されております。 

  ８ページに結論がございます。１か月齢未満の新生子牛では、やはり安全性に関しては問

題はないと考えられましたが、有効性に関しては効能を適用する妥当性は低いと考えられま

した。一方、１か月齢以上とした場合には、有効性に関しても効能を適用することは妥当と

考えられます。ただし、移行抗体によりワクチンの効果が抑制されることがあるため、その

旨を使用上の注意に起債するという対応で回答がされております。 

  続きまして、隣のページに別紙２がございます。こちらは条件の２つ目を御説明いたしま

す。 

  「調査会審議結果２ 安定性試験成績に基づき、 小有効抗原量が製品の有効期間で担保

される製造及び品質管理の規定を設けること」でございます。 

  ２ページに表１、２、３とございます。この指摘に関して、安定性試験におけるウイルス

含有量試験の成績で、ウイルス含有量の低下が大きく認められたことから、それを踏まえた

規格値を設定することというのが指摘の趣旨でございます。こちらの１、２、３は３つのロ

ットのウイルス含有量の試験成績を示してございます。 

  申請者は以前、30 か月安定であると申請しておりましたが、今回の指摘を踏まえまして、

海外での設定されている２年間という有効期間に修正することを検討しました。その場合、

大のウイルス価の低下量を踏まえた規格値を新たに設定しております。 

  こちらの表２の製造後 19 か月を見ていただきますと、IBR で括弧内が開始からの落ち幅で

ございますが、1.3log10TCID50落ちております。また、パラインフルエンザの落ち幅としまし

ては、製造後 13 か月のところが 大でございまして、1.3 という数値となっております。申

請者はこれらの低下量をプラスしたウイルス価を満たす製剤のみを海外から輸入するという

規格を設定することで、この指摘に対する対応としたいとしております。 

  続きまして、別紙３の１ページでございます。 

  「調査審議結果３ 承認申請したロット番号のマスターシードから製造したワクチン３ロ

ットの迷入ウイルス否定試験成績を添付すること」でございます。本申請がありました時期

におきましては、国としましては、ワクチンのシードロット化を推進する特例期間中でござ

いまして、その特例といたしまして、小分け製品又は製造工程中の迷入ウイルス否定試験成

績を添付することをもって、その上流であるマスターシードウイルスの外来性ウイルス否定

試験成績の省略を認めておりました。しかしながら、この製剤に関しては、牛白血病ウイル

ス否定試験が不足しているということが指摘されております。 

  ４ページの表２をごらんください。申請者はこの指摘を受けまして、アメリカの方のシー

ドロット規格と日本のシードロット規格をもう一度精査いたしまして、牛白血病のほかに牛

のロタウイルス、日本脳炎及び狂犬病ウイルスの否定試験についても追加で実施しまして、
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今回、迷入は否定されたことを確認しております。 

  別紙４の「調査会審議結果４ ワクチン接種後にウイルス排泄が起こること及び感受性牛

と接触すると伝播することから、使用者に注意喚起する記載を使用上の注意に追加すること」

でございます。 

  こちらの対応といたしましては、２ページに修正前と修正後の対照表がございます。「４．

適用上の注意」でございますが、（１）としまして、先ほどの移行抗体に関する記載が追加さ

れております。ワクチン接種後のウイルス排泄や感受性牛の接触伝播についての注意書きは、

適用上の注意の（７）と（８）に記載されてございます。 

  以上の対応で、指摘に回答するとなってございます。 

  以上で説明は終わりにしたいと思います。なお、中込委員より事前に御指摘いただきまし

た誤記等については、修正する対応とさせていただいてございます。 

  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 ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いします。IBR とパラ３の温度感受

性変異株を使った生ワクチンは、組み合わせは初めてということと、投与経路は鼻腔内とい

うことで新投与経路になるかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○鬼武委員 指摘をされている調査審議事項の別紙４の今回、使用上の注記の（８）ですけれ

ども、このワクチンだけではないかもしれませんが、一緒に飼っている牛についてはできる

だけ同時期にワクチンを投与することが推奨される。これは一般にほかのワクチンでも書か

れているものですか。 

○事務局 牛に限らず、ほかの動物でも、いわゆる排泄して同居感染性を調べているのですけ

れども、そういうものが認められるものにつきましては、やはり使用上の注意で情報提供を

しているというところでございます。 

○鬼武委員 こういうふうな記載をほかのワクチンでも一般的にはされているという理解でい

いですか。 

○事務局 そうです。特段これに限った話ではございません。 

○鬼武委員 わかりました。 

○明石部会長 ほかはございますでしょうか。特に御質問、御意見はございませんか。 

 それでは、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、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。本剤に関しましては承認を可とし、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年とい

たします。 

 

   ③ バンガードプラス 5/CV-L4（ファイザー株式会社） 

   ④ バンガードＬ４（ファイザー株式会社） 

 

○明石部会長 それでは、審議事項の③バンガードプラス 5/CV-L4 につきまして、生物学的製

剤調査会座長の池田先生、御説明をお願いします。 
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○池田委員 バンガードプラス 5/CV-L4 は、ファイザー株式会社から申請されたジステンパー

ウイルス、犬アデノウイルス、犬パラインフルエンザウイルス、犬パルボウイルス、犬コロ

ナウイルス、レプトスピ・インテロガンス血清型カニコーラ、イクテロヘモラジー、グリッ

ポチチフォーサ、ポモナを有効成分とする犬のワクチンです。また、バンガード L4 はレプト

スピラの４つの血清型のみを有効成分とするワクチンです。 

  本製剤は平成 24 年５月 21 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。 

○明石部会長 失礼いたしました。④バンガード L4 も同時に説明していただくということでよ

ろしいですか。 

○事務局 はい。併せて御審議いただければと思います。 

  それでは、まずは赤の№３のバンガードプラス 5/CV-L4 の資料を使って御説明させていた

だきます。ファイザー株式会社から製造販売承認申請されましたバンガード 5/CV-L4 でござ

います。 

  紫色のタグをめくって、審議経過票をご覧ください。 

  「４ 成分及び分量」ですけれども、本剤は乾燥ワクチンとしまして、弱毒ジステンパー

ウイルス、犬アデノウイルス、犬パラインフルエンザウイルス、犬パルボウイルス、不活化

レプトスピラ・インテロガンス血清型のカニコーラ、また、血清型イクテロヘモラジー、血

清型グリッポチフォーサ、血清型ポモナを成分とするワクチンと、液状ワクチンとしまして、

下の方の不活化犬コロナウイルスを成分とするワクチンでございます。 

  「５ 用法及び用量」としましては、乾燥ワクチンを液状ワクチンで溶解したものを６週

齢以上９週齢未満の犬に１mL を３週間隔で３回、９週齢以上 12 週齢未満の犬には３週間隔

で２回、皮下注射するものです。 

  次のページの「６ 効能又は効果」としましては、犬のジステンパー、犬伝染性肝炎、犬

アデノウイルス２型感染症、犬パラインフルエンザウイルス感染症、犬パルボウイルス感染

症、犬コロナウイルス感染症及び犬のレプトスピラ病の血清型カニコーラ、イクテロヘモラ

ジー、グリッポチフォーサ及びポモナの予防となっております。概要に沿って御説明いたし

ます。 

  概要と書かれたタグを開いていただきまして、1-1 ページの表 1-1 をご覧ください。今回

申請された製剤は表の右側になります。その隣に記載されているバンガード 5/CV-L は既承認

製剤となります。この既承認製剤に新たに不活化レプトスピラ・インテロガンス血清型グリ

ッポチフォーサ、血清型ポモナの２成分が新たな成分として追加されたものとなります。こ

の２成分につきましては、新有効成分として御審議いただくことになります。 

  ほかに異なる点としましては、液状ワクチンの犬コロナウイルスの分量の単位が相対抗原

単位ではなく、相対力価となっております。ほか、用法及び用量は既承認製剤と同じであり、

効能・効果についてはレプトスピラのグリッポチフォーサとポモナが追加された形となりま

す。 

  そのため、新たな成分でありますレプトスピラのグリッポチフォーサ（以下、L.g と略す）、
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及びポモナ（以下、L.p と略す）を中心に御説明いたします。 

  1-11 ページに表 1-9 がございます。国内におけるレプトスピラ７血清型の犬での抗体調査

成績というものになります。本申請製剤の開発の意義ですけれども、今回追加される２血清

型、表の中ほどの L.ｐ又は L.g というものになりますが、これらの血清型はアメリカでは犬

からも比較的効率に検出されているようですが、国内の犬における抗体調査等におきまして

は、L.ｐ、L.g 以外のカニコーラ、イクテロヘモラジー、ヘブドマチス、オートモナーリス、

オーストラーリスの血清型の検出が主なものとなっております。 

  申請者には、この L.ｐ及び L.g についての陽性率については、表の一番下の方に記載して

おります、まず 2004～2007 年における農場犬及び浮浪犬について、申請者が調べたデータで

は、L.ｐにつきましては 14.8％、L.g につきましては 12.2％の陽性率があるということを確

認していること。また、その下の表の２つ、2008 とありますのは臨床試験の成績に基づいた

ものですが、臨床試験におきましても L.ｐ又は L.g において一定の抗体保有が確認されてい

るということを報告しております。 

  犬での症例は少ないですけれども、抗体保有例が認められること。また、ネズミやイノシ

シなどの野生動物からも検出されていることから、申請者は L.g 及び L.ｐについても犬での

発生の可能性があること。また、レプトスピラ症は人獣共通感染症であることからも、公衆

衛生上の意義があるとしております。 

  9-1 ページ、安全性について御説明いたします。表 9-1 に安全性試験の要約がございます。

安全性試験は適用の 少週齢である６週齢の犬に常用量と 10 倍量を３週間隔で４回接種し、

17 週間観察しております。 

  結果につきましては、9-2 ページの（７）にございます。ｃ）一過性の発熱、ｅ）投与部

位の腫脹、硬結が高率に確認されておりますが、そのほかについては特筆すべき異常は確認

されなかったとのことです。なお、一過性の腫脹、硬結につきましては、常用量対照群にも

効率に確認されていますので、その旨は使用上の注意においても記載しております。 

  次に L.g 及び L.ｐに関する有効性ですが、有効性の評価としましては、免疫後に強毒株で

攻撃し、臨床症状発現率及び菌分離率を確認しております。10-10 ページの表 10-11 に L.g

攻撃後の臨床症状発現率及びレプトスピラ菌分離率のまとめがございます。表の一番下の

C02 群がレプトスピラ成分を含まない群で免疫したものとなります。 

  一番右端の菌分離率の記載がございますが、ワクチンを接種した T01～T03 群は、これらワ

クチン接種群では８頭中１頭で菌分離が確認されていますが、C02 群と比べて低く、また、

臨床症状発現率につきましても C02 群に比べて有意差が認められており、死亡個体も認めら

れていないという成績が得られております。 

  L.ｐにつきましては、10-21 ページの表 10-25 に同様の表がございます。こちらにつきま

しては、菌分離率についてはあまり対照群と差が認められておりませんが、臨床症状につき

ましては 600NU で全く臨床症状が認められず、対照群と差が認められております。 

  以上のことより、 小有効抗原量としましては、L.ｐ抗原量、先ほどの表の抗原量のとこ

ろから 600NU としております。なお、この値につきましては、ほかのレプトスピラ抗原と同

じ値となっております。また、 小有効抗体価は、これらの攻撃で有効性が認められた群の

幾何平均値より、L.g 及び L.ｐともに 10 倍以上としております。 
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  14-1 ページ、次に臨床試験について御説明いたします。表 14-1 に臨床試験の要約をまと

めております。試験では申請製剤投与群のほかに対照群として、既承認製剤のバンガード

5/CV-L 投与群を設定しております。L.g 及び L.ｐの有効性の評価は試験期間中に対象疾病の

発生が認められなかったことから、抗体応答陽性率で確認し、初日より４倍以上上昇してい

る陽性率及び有効抗体価 10 倍以上の陽性率を確認し、いずれも 80％以上を示したことから

有効性が確認されたとしております。 

  また、ほかの成分につきましては、既承認製剤を接種した陽性対照群と比べて、同等以上

の陽性率が確認されていることから、有効性が確認されております。安全性につきましては、

注射部位反応を含めて、臨床上の異常は確認されておりません。 

  続きまして、同じ新有効成分となるものですので、バンガード L4 の赤の№４の資料につい

て、簡単に御説明させていただきます。 

  審議経過票というタグをめくってください。本製剤はバンガードプラス 5/CV-L4 の主剤の

うち、レプトスピラだけを含む製剤であり、主剤の抗原量やアジュバントも同じものとなり

ます。ほかに両者の成分中の違いは、チメロサールや硫酸ゲンタマイシンといった保存剤が

含まれていないところが若干異なる以外、ほかはすべて同じとなります。 

  用法及び用量としましては、バンガードプラス 5/CV-L4 では、６～９週齢では３回接種と

なっておりましたが、本製剤では６～12 週齢すべて３週間隔で２回接種となっております。

また、規格及び検査方法における力価試験の凝集抗体価の設定が、こちらの方が若干高くな

っているという違いがございます。 

  概要と書かれたタグの 9-1 ページから安全試験になります。こちらもパンガードプラス

5/CV-L4 と同様に、こちらも一過性の発熱や投与部位に腫脹、硬結が確認されております。 

  また、臨床試験につきましても、14-1 ページからになりますが、こちらも L.g 及び L.ｐに

ついては、抗体応答陽性率で評価しておりますが、有効性が確認されております。安全性に

つきましても、注射部位反応を含めて、臨床上の異常は確認されておりません。 

  以上が両製剤の御説明になります。審議経過票に戻っていただきますと、両製剤ともに平

成 24 年５月 21 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、了承されましたの

で、本日上程されるものでございます。併せて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、御意見をお願いします。 

○田村委員 CV-L と今回の CV-L4 は、臨床現場でどういうふうに使い分けをするんですか。 

○事務局 恐らくメーカーとしては品揃えというところだと思いますけれども、なかなかレプ

トスピラの増えた部分をどのように売り込んでいくかというところかと思いますが、恐らく

レプトスピラの新たに加えた２つというのは、国内でも余り認められていないものではあり

ます。ただ、ファィザー株式会社がどのように販売を分けていくのかは、定かではありませ

ん。ただ、そこの加わったところを新たに、より幅広く効果があるというところで販売をし

ていくのかなと推測はされます。 

○田村委員 L4 が非常に有効性が高いのであれば、混乱を避ける意味でも、こちらだけでもい

いのかなという気がしますけれども、どうやって選んでいくのかなと。検査もできるわけで

はないと思うので、その辺が消費者から見ると、混乱するのではないかと思いました。 

○明石部会長 どうぞ。 
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○越久田委員 臨床の立場から言うと、先生のおっしゃるとおりだと思います。確かにこのレ

プトスピラを含んでいるワクチンは、今まで比較的副作用が大きかったというのは事実でご

ざいます。我々が使うときは、レプトスピラを抜いた部分を比較的多く使うというケースが

多かったものですから、事情によってはレプトスピラだけを追加するというケースが臨床上、

結構あります。 

  今回このパラインフルエンザとか、いろいろと入ってきたのがどういう効果で使えるのか

というのは、臨床的に使ってみないとわからないケースがあるかと思います。先生の質問の

答えになるかどうかわかりませんけれども。 

○明石部会長 そうすると L4 の方は比較的使われるかもしれないけれども、CV-L4 の方はどう

いう使い方をするかは、なかなか判断が難しいということだそうです。これは製造元がどう

いうふうに考えているのか聞かなければわからないですが、今の説明では、品揃えを多くし

たいというのが 初の説明だという話でしたけれども、いかがでしょうか。 

  確かに混乱とまで言えるかどうかはわからないですが、ユーザー側にとっては迷うところ

かもしれないです。少なくとも有効性、安全性については、既存の CV-L と比べて遜色ないと

いうことで選択肢を増やしたいということだと思いますけれども、それでよろしいですか。 

  ほかにございますでしょうか。特にございませんか。そうすると、御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 では、承認していただきました。 

○事務局 先ほど説明し忘れたのですけれども、中込委員から先ほどのスパイロバックと同様

にレプトスピラにつきまして、犬から人への感染は起こり得るかという同様の御質問を受け

ております。こちらにつきましても、回答は同様の話になってしまうのですけれども、可能

性としてはあるというようなことになるかと思います。また、こちらは人においての報告は

感染研の方で、現在でも調べられている報告は幾つかあるということを御報告させていただ

きます。 

○明石部会長 今、製剤名を特定しないで御承認ということにしてしまったのですが、CV-L4

と L4 の製剤について御承認ということでまとめたいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。両製剤とも承認を可とし、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年間といたします。 

○明石部会長 審議は割かし順調に進んでおりますので、時間までにもう一製剤、審議をした

いと思います。 

 

   ⑤ “京都微研„ フィライン－CPR－NA（株式会社 微生物化学研究所） 

 

 

○明石部会長 ⑤“京都微研„フィライン－CPR－NA、資料番号は№５になります。これについ

て、池田委員、よろしくお願いします。 

○池田委員 “京都微研„フィライン－CPR－NA は、株式会社 微生物化学研究所から申請され

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を有効成
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分とする猫用のワクチンです。 

  本製剤は平成 24 年５月 21 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、再審査期間は新動物用配合剤という

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、赤の№５、“京都微研„ フィライン－CPR－NA をお願いいたします。１枚

表紙を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 成分及び分量」でございますが、生成分でございます猫ウイルス性鼻気管炎ウイル

スと不活化成分である猫カリシウイルスの３株及び不活化の猫汎白血球減少症ウイルスを有

効成分とする猫用の混合ワクチンでございます。本剤にはアジュバントは含まれておりませ

ん。 

  「５ 用法及び用量」は「乾燥ワクチンを液状ワクチンで溶解し、その全量（１mL）を２

か月齢以上の猫の皮下に３～４週間隔で２回注射する」でございます。 

  「６ 効能又は効果」は「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

球減少症の予防」でございます。 

  それでは、概要と書かれたタグを開いていただきまして、概-４ページに表２の国内外で製

造販売されている猫３種混合ワクチンの概要がございます。一番上が申請製剤でありますフ

ィライン－CPR－NA。上から３番目を見ていただきたいのですが、これは既承認製剤のフィラ

イン－CPR でございます。こちらとの比較をお願いいたします。 

  こちらは上の段の抗原の FVRV、猫ウイルス性鼻気管炎を既承認製剤は不活化であったもの

を生成分に変えました。また、一番右側のアジュバントでございますが、以前はアジュバン

トを含んでおりましたが、本申請製剤ではアジュバントを除いてございます。不活化成分に

関しては以前と同じ成分及び分量となってございます。 

  アジュバントについては、注射局所反応が強く、また、因果関係とは明らかとなっていな

いのですが、接種部位の肉腫が報告されており、臨床獣医師からはアジュバントを含まない

ようなワクチンが望まれておりました。 

  また、FVRV、猫ウイルス性鼻気管炎ウイルスに関しましては、ウイルス血症を起こさず、

細胞から細胞へ感染し、中和抗体は産生しにくいという特徴がございますので、細胞性免疫

を誘導する防御が有効と考えられるため、生ワクチンとしたと述べられてございます。本日

は生の猫ウイルス性鼻気管炎ウイルスと不活化の猫カリシ、猫汎白血球減少症ウイルスとい

う新しい組み合わせということで、新動物用配合剤として御審議いただくものでございます。 

  概-78 ページには、安全性に関する資料がございます。安全性の試験方法といたしまして

は、２か月齢の猫を用いまして、常用量群と 10 倍用量群と PBS を打ちました対照群で確認さ

れております。投与方法としましては３週間隔で２回、更にその９週後に１回、計３回皮下

注射を行っており、観察期間は１回目注射から３回目注射後、４週目までの計 16 週間を観察

しております。 

  結果及び考察ですが、図表等の説明させていただきますが、常用量群では全身性の影響は

認められず、10 倍量では一般状態の変化、体温の上昇及び血清カリウムの高値が認められて

おりますが、これらはいずれも一過性で、かつ軽度な変化でございました。体重、血液学的
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所見及び病理学的所見において、被験物質注射に起因すると思われる変化は認められており

ませんでした。 

  以上のことから、本ワクチンの安全性に問題はないと結論されております。 

  概-83 ページは薬理試験に関する試験成績でございます。こちらは本申請製剤で新しく株

を変えた FVRV の攻撃試験成績が示されてございます。試験方法は２か月齢の猫３頭をもちい

まして、それと対照群の２頭を用意しております。抗原価をふりまして免疫後、３週間隔で

２回注射後、その４週後に点鼻で攻撃試験を行っております。観察項目としては、中和抗体、

臨床症状、ウイルス回収。ウイルス回収は結膜スワブから回収しております。 

  結果及び考察ですが、臨床症状が認められなかった、上から２段目の 105.5を 小有効抗原

量に規定しております。また、中和抗体価ですが、４倍未満の個体においても症状を軽減す

るような効果は認められていましたが、臨床症状を完全に抑えております４倍を 小有効抗

体価と規定しております。 

  また、ウイルス回収に関しましては、すべての群で回収されておりますが、観察期間を見

てみますと、対照群では 13～17 日間に対しまして、試験群では５～８日と回収期間の短縮が

認められておりました。 

  概-98 ページからは、臨床試験の成績でございます。試験方法といたしましては、病院３

施設計 63 頭の猫を用いてございます。 

  概-99 ページの「（５）評価方法及びその基準」でございます。 

  ①安全性に関しましては、室内試験で確認されている臨床症状、注射局所反応と同程度、

又はそれ以上の異常が認められない場合、安全性に問題はなしと規定しております。有効性

に関しましては、効能の対象の疾病を発症せず、治験薬２回投与後、４週目の中和抗体価が

各疾病の有効抗体価以上であり、かつ初回投与時の抗体価を下回らない場合、有効と判定す

るとされております。 

  概-101 ページの表 120-1、試作ワクチン初回注射時の臨床症状でございます。発熱したも

のが１頭、元気消失したものが３頭認められておりましたが、いずれもワクチン注射に伴っ

て、通常認められる程度の副反応であると考えられ、すべて一過性でございました。なお、

この事項については、使用上の注意に記載するとしております。 

  表 120-2 でございますが、２回目の注射時に関しましては、特に異常は認められておりま

せんでした。 

  概-102 ページの表 123、試作ワクチンの有効率でございます。一番上の FVR に関しまして

は 92.1％、その他は 100％の有効率を示しておりました。 

  以上の結果から、本治験薬の安全性、有効性が確認されたと結論されてございます。 

  説明は以上でございます。なお、事前に中込委員から御意見をいただいておりますので、

御紹介させていただきたいと思います。黒の№21 の資料をお願いいたします。④に御質問が

ございます。 

  「『７ 用法及び用量で、その全量（１mL）を３-４週間隔で２回注射する』という表現は、

『２回に分けて』と誤解されることはないですか？」という御質問がございました。 

  こちらに関しまして、申請者に確認したところ、「その全量（１mL）」という記載を「その

全量（１mL ずつ）」と「ずつ」を追加する修正で対応したいと回答を得ております。 
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  また、裏に御質問の続きございますが、「p 申-34 の追加注射の記載がこの位置にあるのは

おかしいと思います。前述の表現と合わせて『７ 用法及び用量』のところで、きちんと記

載する方が良いと思います」という御意見をいただいております。 

  こちらに関しましては、申請者に確認しております。概-118 ページをお願いいたします。

使用上の注意の設定根拠になります。「（12）本ワクチンを追加注射用として用いる場合には、

乾燥ワクチンを液状ワクチンで溶解し、その全量（１mL）を１回皮下に注射すること」と記

載がございますが、その設定の根拠といたしましては、薬理試験において試作ワクチンを基

礎免疫後、１年後に１回追加注射したところ、良好な抗体上昇が認められておりましたこと

から、この記載が記載されております。本事項については、中込委員の御指摘のとおり、用

法及び用量に記載するよう修正するという回答を得てございます。 

  №21 の⑤としまして、もう一件、御質問がございます。「p 概-14 の米国のワクチンは、１

回投与で３-４週間隔の再接種をすべきである（望ましい）、年１回の追加注射を推奨してい

ますが、国内のワクチンには『年１回の追加注射』の記載はありません。国内のワクチンと

米国のワクチンは違う効果なのでしょうか？」という御質問がございました。 

  このことについて申請者に確認をしたところ、市販後の本ワクチンの使用状況、野外での

抗体持続等を勘案して決めていきたいと思います。当面は臨床獣医師の診断、抗体検査等の

診断の上、追加注射の必要性を判断していただくことになると思われますと回答が得られて

おります。 

  以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いします。既存の製剤の

うち、猫ウイルス性鼻気管炎を不活化から生に変えたということと、アジュバントを抜いた

ということが変更点だという御説明でしたけれども、いかがでしょうか。御意見はございま

せんでしょうか。 

  特段問題ないようですと、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した。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、再審査期間は新動物用配合剤ということで６年といたします。 

○明石部会長 少し早いのですが、順調に審議が経過したということもありまして、ここで昼

食にしたいと思います。今は 11 時 40 分ですが、昼食時間は１時間ということでよろしいで

すか。再開は 12 時 40 分ということで、12 時 40 分まで昼食ということにしたいと思います。 

（休  憩） 

 

   ⑥ インゲルバックフレックスコンボ（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） 

 

○明石部会長 それでは、若干変則的な時間進行ではありますが、一応１時間経ちましたので、

審議を再開したいと思います。 

  審議項目の⑥インゲルバックフレックスコンボになります。動物用生物学的製剤調査会の
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座長の池田先生、説明をお願いします。 

○池田委員 インゲルバックフレックスコンボはベーリンガーインゲルハイムベトメディカジ

ャパン株式会社から申請された豚サーコウイルス２型オープンリーディングフレーム２（Ｏ

ＲＦ２）に遺伝子組換えバキュロウイルスとマイコプラズマ・ハイオニューモニエを有効成

分とする豚用の不活化ワクチンです。 

  本製剤は平成 24 年５月 21 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、再審査期間は新動物用配合剤という

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、赤の№６の資料を御用意ください。表紙をめくっていただきまして、本

製剤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から製造販売承認申請さ

れましたインゲルバックフレックスコンボについて御説明いたします。 

  審議経過票の「４ 成分及び分量」になりますが、「１ 豚サーコウイルス２型不活化抗原」

として、豚サーコウイルス２型オープンリーディングフレーム２遺伝子組換えバキュロウイ

ルス N120-058W 株の不活化液、また、「２ マイコプラズマ・ハイオニューモニエ不活化抗原」

として、マイコプラズマ・ハイオニューモニエＪ株 B-3745 不活化菌液をそれぞれ主剤とし、

アジュバントとしてカルボキシビニルポリマーを含む製剤となります。 

  この成分について御説明します。概要と書かれたタグの 1-15 ページの表 1-11 をご覧くだ

さい。本製剤インゲルバックフレックスコンボと既承認製剤との対比を示す表となりますが、

本製剤は既承認製剤であるインゲルバックサーコフレックスとインゲルバックマイコフレッ

クスの別々のバイアルを同一包装とし、組み合わせた製剤となります。 

  用法及び用量としては、豚サーコウイルス２型不活化抗原及びマイコプラズマ・ハイオニ

ューモニエ不活化抗原のそれぞれ１mL を３～５週齢の子豚に一方を右の頸部筋肉内に、他方

を左の頸部筋肉内に同時に１回注射するというもので、効能又は効果としては既承認製剤の

それぞれの効能・効果を併せた内容となり、豚サーコウイルス２型感染に起因する死亡率の

改善、発育不良等の発生率の低減、増大量の低下の改善、臨床症状の改善及びウイルス血症

発生率の低減、並びにマイコプラズマ性肺炎により肺病変形成抑制と増体量低下の軽減とな

っております。この主剤の組み合わせは初めてのものとなりますので、今回、新動物用配合

剤として御審議いただくものとなります。 

  本剤開発の意義について御説明いたします。1-2 ページの３）から、本剤開発の意義につ

いて記載がございます。豚サーコウイルスと豚マイコプラズマ肺炎につきましては、混合感

染により臨床症状、一日平均増体重及び肺病変率が悪化することが確認され、マイコプラズ

マがサーコウイルスなどによる離乳後、多臓器性消耗症候群、PMWS を重篤化させる因子の一

つであり、混合感染が認められていること。また、ワクチンの投与時期が３～５週齢と重な

ることで、ワクチン投与作業を効率的に実施し、豚へのストレス回数を減らすことが可能に

なるとしております。 

  1-6 ページ、インゲルバックサーコフレックス及びインゲルバックマイコフレックスの既

承認の２製剤は海外でも販売されておりますけれども、米国又はカナダでは、これらを組み

合わせた製剤も販売されておりますが、こちらは使用時に混合投与できるものとなっており
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ます。また、欧州では組み合わせた製剤というものはないのですけれども、各製剤の用法・

用量や使用上の注意で混合投与できることが記載されているとのことです。 

  日本での本申請製剤のように、２か所に別々に投与するという用法は、海外ではないので

すけれども、日本では混合投与を申請した場合に求められる安全性、有効性を担保する規格

試験を設定することや安定性の成績を取るのに時間を要すると申請者が判断し、混合投与の

製剤の申請より先に、異所同時投与という製剤として本製剤を申請したとのことです。 

  添付資料の内容につきましては、そのため既承認製剤と同じ部分については省略させてい

ただき、新たに実施された部分を中心に御説明させていただきます。 

  9-1 ページ、安全性に関する試験となります。申請製剤の用法・用量に従い、常用量及び

５倍量、対照群につきまして、適用の 低週齢である３週齢の豚を用いて実施しております。

結果としましては、５倍量群で注射後、一過性の元気消失や横臥などが認められていますが、

常用量群での変化は認められていません。その他の体重、体温や病理学的検査でも異常は認

められておりません。 

  また、注射部位の剖検所見では、注射後 21 日目に淡褐色部位が確認され、組織学的に筋線

維の変性、再生又は肉芽腫様病変が確認されたものの、28 日目には剖検所見では変化は認め

られなかったことから、使用制限期間を４週間に設定しております。 

  10-1 ページ、薬理作用に関する資料となります。 

  10-7 ページの図 10-1 にサーコウイルスに対する抗体価がございます。こちらはサーコフ

レックス投与群の赤の四角と、フレックスコンボを混合したときの投与群との抗体価につい

て示しております。 

  10-9 ページ、図 2-3 をごらんください。マイコプラズマにつきまして、マイコフレックス

投与群又はフレックスコンボ投与群につきまして、抗体価を示したグラフがございます。そ

れぞれ単味投与群と同時投与した場合で比較した結果、単味投与群との間に有意差は認めら

れず、サーコフレックス、マイコフレックスを同時投与することにより、干渉作用がないこ

とが確認されております。 

  14-1 ページ、臨床試験の成績になります。臨床試験についてはサーコウイルス及びマイコ

の汚染が確認されている２農場で実施しております。表 14-1 の総括表で説明いたしますが、

３～５週齢の豚を用いて被験薬群のほかに陽性対照としてサーコフレックスとマイコプラズ

マに対する同種同効薬であるレスピシュアワンを１週間隔で接種した群。 

  また、試験期間中の感染を確認する目的で何も接種しないおとり群を設定しております。

なお、今回はおとり群においてサーコウイルス血症及びマイコプラズマによる肺病変が確認

され、試験期間中の感染が確認されたので、有効性の評価基準としては表の下、①の（１）

～（７）の項目として、死亡率、発育不良等の発生率、死亡豚と発育不良との合計頭数の割

合、体重又は増体重、ウイルス血症陽性率、臨床スコア、肺病変の検出状況について、陽性

対照群と差がないときに有効としております。 

  結果をまとめたものが 14-5 ページにございます。Ａ農場及びＢ農場のいずれにおいても有

効性が確認されたという成績となっております。また、安全性についても被験薬注射に起因

する接種反応や臨床症状の異常等は確認されなかったということです。 

  14-32 ページの次のページから、使用上の注意の設定根拠について記載されております。
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こちらでは異所同時投与というワクチンであり、３ページの「３ 相互作用」の（３）には、

混合した場合の安全性や使用制限期間については確認されていないので、混合しない旨を記

載しております。 

  以上がインゲルバックフレックスコンボの概要となります。 

  審議経過票に戻っていただきまして、本製剤は平成 24 年５月 21 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、了承されましたので、本日上程されるものでございます。 

  また、中込委員から御指摘ですけれども、こちらにつきましては黒の№21 になります。裏

側の⑥品目名インゲルバックフレックスコンボというところで、１点目は誤記ということで、

こちらは修正させていただきます。 

  ２点目、概要書を開いていただきまして、2-6 ページの図 2-3 で、「『○○○にするとウイ

ルスの検出感度が上がった』と記載されていますが、（ORF２）側のウイルス力価が 72 時間後

も高いままなのは？」という御質問です。 

  こちらの資料につきましては、サーコの組換えバキュロウイルスの不活化法の検討に関す

る資料に関するデータでございます。原液を○○○、不活化剤を加えまして、それを検出す

る系として、１つ前のページに戻っていただきまして、２つの抗体を使った系を設定してお

ります。１つが表 2-3 にも記載がございますが、サーコウイルス２型の ORF2 に対する○○○

○ウイルス力価をはかったものを、このグラフにしたものとなります。 

 2-5 ページの６）の一番下の段落のところに、蛍光染色に用いた○○○にすることによって、

ウイルスの検出感度が上昇することがわかったと書いてある、この記載についての御質問に

なるかと思います。 

  このグラフで実際に ORF2 に対する○○○というところにつきましては、2-5 ページの下か

ら３番目の段落、この試験の結果というようなところを見ていただきたいのですが、「ORF2

組換えバキュロウイルスの不活化濃度依存性があることが確認された。この試験に用いた○

○○による○○は、検出限界は○○であった」というところですので、こちらは落ち切って

いないのですが、実際に検出限界以下であったというようなことになりますので、ここは検

出限界以下の差であるということになります。 

  以上、簡単ですが、御説明させていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○明石部会長 それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いします。既に市販され

ていた２製剤を同時に打つという製剤ですが、いかがですか。特に御意見等はございません

か。 

  そうしますと、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、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、再審査期間は新動物用配合剤ということで６年間といたします。 

 

   ⑦ レスピフェンド MH-One FDAH（ファイザー株式会社） 
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○明石部会長 それでは、動物用生物学的調査会関係では 後の製剤になります。 

 ⑦レスピフェンド MH-One FDAH 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 レスピフェンド MH-One FDAH は、ファイザー株式会社から申請されたマイコプラ

ズマ・ハイオニューモニエを有効成分とする豚用の不活化ワクチンです。 

  本製剤は平成 24 年５月 21 日に開催された動物用医薬品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、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 事前にお配りしました赤の№７をお願いいたします。 

 表紙をめくっていただきまして、審議経過票というタグがございます。その次に審議経過票

がございます。 

  「４ 成分及び分量」でございます。マイコプラズマ・ハイオニューモニエ P-5722-3 株。

アジュバントとしましては２種類入ってございまして、カルボキシビニルポリマーと SP オイ

ルアジャバントがございます。豚用の不活化ワクチンでございます。 

  「５ 用法及び用量」ですが、３週齢以上の子豚に２mL を１回、頸部筋肉内に注射する。 

  「６ 効能又は効果」は、豚マイコプラズマ性肺炎による肺病変形成及び増体重抑制の軽

減とございます。 

  それでは、後ろの概要というタグをめくっていただきまして、概 1-3 ページの表 1.5.1.1

比較表がございます。一番左側が申請製剤でありますレスピフェンド MH-One、その隣がレス

ピフェンド MH となってございます。こちらの２つの比較をお願いいたします。 

  成分及び分量は同じ株を用いておりますが、菌数としては２倍含まれております。アジュ

バントとしましては、カルボキシビニルポリマーは以前も使われておりましたが、そこに SP

オイルアジュバントという代謝性の油を使用したアジュバントを追加しております。効能又

は効果は同じです。用法が違っておりまして、既承認製剤は２回接種、本申請は１回接種と

いう用法になってございます。 

  概 9-1 ページ、安全性に関する試験でございます。試験方法としましては、３週齢の豚を

用意いたしまして、生理食塩水を投与する対照群１用量群、10 用量群の３群を用いてござい

ます。結果と考察ですが、投与直後の一過性の発熱や投与局所の炎症反応以外に、本被験薬

に起因する変化は認められておりませんでした。なお、その一過性の発熱については、使用

上の注意に記載するとされております。 

  概 9-7 ページ、アジュバント等異物の消長に関する試験でございます。試験方法は３週齢

の豚３頭ずつを 36 週間まで観察しております。表概 9.2.1 投与部位の剖検所見及び病理組織

学的観察所見でございます。ワクチン接種投与の変化は、剖検では投与後８週目に消失し、

病理組織学的観察では接種反応の修復過程に認められる退廃物は、投与後 12 週目に少数例に

認められましたが、被験物質に起因すると考えられる空胞は 12 週目には消失していましたこ

とから、使用制限期間を 12 週間と設定しております。 

  10-3 ページ、薬理試験に関する試験成績がございます。表 10.1.2.1 肺病変スコアの成績

をお願いいたします。試験方法としましては、３週齢の豚に４×10９の濃度の有効成分を免

疫しております。ワクチン接種６か月後にワクチン接種群と対照群に攻撃試験を行っており
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ます。なお、環境対照と書いてございますのは、攻撃試験を行わない群でございます。攻撃

後、４週目に剖検して肺病変スコアを観察しておりますが、結果と考察ですが、ワクチン群

では対照群に比べて有意に低いスコアを示したことから、 小有効抗原量を４×109としてお

ります。 

  14-4 ページ、中段の表 14.5 の試験区の設定です。こちらは臨床試験の成績でございます。

農場は２農場のＡ、Ｂ農場を用いて、試験群と対照群 50 頭又は 40 頭ずつを用いております。 

  概 14.6 治験薬の注射方法、注射量及び注射期間でございます。対照薬は○○○という、○

○○○ワクチンでございますが、そちらを用いております。なお、この対照薬のアジュバン

トは○○○でございます。 

  概 14-6 ページ、中段付近に 14.1.3.6 評価方法及びその基準がございます。有効性に関し

ましては、感染抗体の上昇が認められ、かつ肺病変観察時にマイコプラズマに特徴的な肺炎、

肝変化が認められたとき、マイコプラズマの浸潤がありとし、試験群の肺病変の平均スコア

は対照群と比較して同等又はそれ以下の場合、有効性が認められたと判断するとされており

ます。安全性の評価に関しては、臨床観察と注射局所の観察による評価されております。 

  14-9 ページ、表概 14.13 抗体価の推移です。Ａ農場、Ｂ農場ともに、加齢に伴いまして感

染抗体の上昇が認められております。 

  表概 14.14 肺病変観察成績ですが、豚マイコプラズマに特徴的な肺病変をスコア化したと

ころ、病変が観察しております。このことから、当該農場ではマイコプラズマ浸潤農場と判

断されております。また、対照群と比較して量群間に差は認められておらず、マイコプラズ

マ性肺炎による肺病変の形成の軽減に関して有効性ありと結論されております。 

  14-14 ページ、先ほどの試験を用いた動物に関しまして、今度は増体重の観点から解析し

た成績がございます。14-14 ページの下の 14.2.3.6 評価方法及びその基準でございます。以

下の①、②に示す基準のいずれかを満たした場合、増体重抑制の軽減に対して有効と判断す

るとございます。「① 試験群の平均枝肉重量が対照群と比較して有意に低くならない場合」

「② 試験群の一日平均増体重が対照群と比較して有意に低くならない場合」がございます。 

 概 14-16 ページ、表概 14.18 増体重成績一覧でございます。平均枝肉重量ですが、Ａ施設で

は試験群は対照群と比較して有意に重い成績であり、Ｂ施設では有意差が認められなかった

ことから、先ほどの判定基準の①を満たしておりました。また、平均一日増体重については、

Ａ施設では試験群は対照群と比較して有意に重い成績が、Ｂ施設では有意差が認められなか

ったことから、先ほどの判定基準の②を満たしてございました。 

  以上の結果から、増体重抑制の軽減に対しても有効と判断されております。 

  以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 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。 

○赤堀委員 教えていただきたいんですけれども、概要 14-14 の「14.2.3.6.1 増体重抑制の軽

減」の項で、有効と判定する基準が記載されておりますが、この①、②とも有意に低くなら

ない場合には有効であると判定すると。こういう判定基準は適切な判定基準なのでしょうか。

統計学的に有意差を出さない方法を意図的にしようと思えば、幾らでもできるんです。もっ

と有意差がないから有効であるという判定基準にするというものの考え方はどうなのでしょ

うか。 
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○明石部会長 事務局、いかがですか。 

○事務局 非常に難しいお話でして、マイコプラズマの有効性の効能・効果の一つとしてある

のですけれども、今回は対照薬として陽性対照群ということで、同じような効能を持つもの

との比較という形ですので、差がないという形になっているんですけれども、実際のところ

は全く陰性の対照を置けていないという状況がございますので、それとの差を今回は見れて

いないところが、確かに御指摘のとおりでございます。陽性対照との間には差がない。要す

るに同程度に効いているというようなことで判断をしている状況でございます。 

○明石部会長 かなり苦しい説明ではありますが、マイコプラズマの性質から陰性対照を置く

ことが難しいと。したがって、同じワクチンの効果と市販のものと比べると差がなかったと

いうことだそうですが、いかがですか。 

○赤堀委員 確かにマイコプラズマについては、今、座長あるいは事務局のおっしゃられると

おりだと思いますが、統計学的な手法を有効に使うという使い方において、こういう有効性

の判定の基準の項目として挙げられるかどうかは、非常に気になるんです。そういうことを

目的にして行えば、いかようなデータでも有意差のないようにしようと思ったら、有意差の

ないようにできるんです。 

  ですから、その統計手法を正しく使っていくというときでは、何か引っかかってくるので

すが、おっしゃられるように、それにプラスアルファ的に陰性対照群の体重も調べてという

ことであれば、もう少し納得できる部分があるかなという気もしますが、ちょっと引っかか

ったという疑問だけです。 

○事務局 実際にこの臨床試験のときには、マイコプラズマの流行自体の確認はしているとい

うことですので、陰性対照群を置いていないので、それとの増体重を直接比較はできないの

ですが、流行のある中で陽性対照群と同じ程度であったというようなことで、確かに統計の

手法としてはなかなか明確ではないかもしれないですけれども、同様な有効性があったとこ

ちらとしては判断したということでございます。 

○明石部会長 この既製剤で変わったところは菌量を倍にして、それでアジュバントを加える

ことで２回接種を１回に減らすことができて、それで同等の効果が得られるという製剤です

ね。その既製剤の承認のときに同じような評価法をとっているのかどうかは、わかりますか。 

○事務局 マイコプラズマの製剤はいっぱいあるんですけれども、これかどうかはわからない

ですが、一番 初にマイコプラズマのこのような効能を付けたときには、やはり陰性対照と

いうものが設定されていたということです。ただ、その後、マイコプラズマはほかの製剤が

申請してくるときは、この陽性対照との比較が多く使われているというような実情でござい

ます。 

○赤堀委員 統計学的に有意差があるかないかということと、同等であるというのは全く別の

問題です。有意差がないということでもって同等性であるということは言えないことであっ

て、それの統計手法の使い方が余り適切でないような気がしているのですが、どうでしょう

か。 

○事務局 確かに赤堀先生のおっしゃるとおり、難しい部分だと思います。実際にマイコプラ

ズマはいろいろある中で、コントロールを置いて、それで有意差を比べたものと、対照ワク

チンと比べたものと両方やった製剤も過去にありますが、コントロールと比べて有意差を出
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すというのは、マイコプラズマの場合はそこそこ難しい製剤ですので、比較的新しいものは

対照薬と比較をして、それ以上であるというところにだんだん集約されてきているのかなと

いう気がします。 

  ただ、コントロールを置く場合には、同じだけのきちんとした３群をおかないと、今度は

有意差がきちんと判定できませんので、少しだけ置いておくというのは、それはそれで統計

上、問題があると思います。 

  ですが、この場合には、こういう統計手法を使って有意差検定をしましたということが具

体的に記載されていますので、その統計手法が適切であるかないかも含めて、審査をすると

いうような形になっていくかと思います。 

  この場合は具体的な統計手法がここで出ていますので、この手法が具体的には余り適切で

なければ、別のこういう手法でやってくださいというようなことは言えるかと思います。実

際にこの製剤に関しましては、対照よりも上という成績は出ています。 

○赤堀委員 私の質問の観点が違うのですが、統計手法が適切に使われたどうかということを

聞いているのではなくて、有意差がないということでもって、有効性ありとする効果判定の

基準に少し疑問が残る。ですから、今後の検討課題ということでお願いいたします。 

  もう一点、観点が変わりますけれども、概 14-6 の「14.1.3.7 統計解析」の中で、Fischer

の正確検定とありますが、私は正確検定は余り頭の中にないのですが、これは以前言われて

いた Fischer の直接確率計算法でやったことでしょうか。それを今は正確検定と呼んでいる

ということなのでしょうか。 

○事務局 お答えいたします。一般的に先生のご発言のとおり、Fischer に関しましては、も

ともとの英語の名前が Fischer's exact test だったと思いますけれども、それを日本の教科

書にするときに、いろいろな名前になったと私どもは認識しております。ですので、基本的

には同じものと考えていただいて結構かと思います。 

  一般的に統計学的なお話で、私の方から審査の方針等について御回答をさせていただきま

すが、ご発言のとおり、ｔ検定等の有意差検定で差がないことをもって同等とするというこ

とは、統計学上は誤りであるということは明らかでございます。そういった意味では、従前

から動物用医薬品の承認申請に関する資料につきましては、そういった明らかに統計学的に

は誤りであっても、そういったことを使って申請してきたというような経緯がございます。

それで審査側もそこのところについて、それほど配慮せずにここまで来たという点では、反

省すべき点ではあったのかと思います。 

  近の申請でございますけれども、特に一般薬等で有効性の評価ですとか、そういったも

のが既承認薬で可能であるものに関して、いわゆる非劣性試験をやってくる申請も増えてき

ております。ただ、動物薬の場合、非劣性試験を行う場合に非常に大きな問題が一つありま

す。それは統計学上の非劣性マージンを設定しなければいけない。その非劣性マージンをど

れだけ設定するのかは非常に難しい問題でございます。 

  人の医薬品等の評価におきましては、その疾患の治療効果や一般的にその薬に期待される

効果等から、いわゆる統計学的なヒストリカルデータを用いて、非劣性マージンを決定する

のが本当のやり方でございますけれども、翻って、獣医療の方に関しては、そういった疾患

の治療がどれだけの効果を持つのか。その薬がどれだけの効果を持つかというようなバック
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グラウンドデータがほとんど存在しないのが現状でございます。 

  本来であれば、非劣性マージンを設定して、非劣性試験を行うのが正しいやり方ではあり

ますが、片や非劣性試験の場合には、その非劣性マージンの設定によって、ゆるさといいま

すか、そういったものがいかようにも設定されてしまう。現時点で申請されてきている製剤

で非劣性試験を行ってきているものでも、そういったバックグラウンドデータから確実に妥

当と言えるような非劣性マージンを設定してやってきているというのは、まだないのが現状

でございます。 

  そういった意味では、統計学的な手法としては従前のｔ検定を行ってやってくるというの

も一つの見方として、受け入れることを受け入れざるを得ないのかなと。場合によってはと

いうこともあります。ただ、それだけで判断するということは、恐らくないだろうと思いま

す。数字上の比較や得られた臨床成績が臨床の治療上、意味を持つ数字であるのか。そうい

った統計だけにかかわらず、得られた試験成績を臨床学的にどうであるかをすべて勘案して、

それで判断を行っている。そういったことが審査の現状であるかと思います。 

○明石部会長 ありがとうございました。赤堀先生、いかがですか。 

○赤堀委員 状況はわかりました。 

○事務局 １つ補足で説明させていただきます。マイコプラズマの不活化ワクチンにつきまし

ては、臨床試験のところは、このような内因性の感染症につきましての臨床評価のガイドラ

インを一昨年ほど動物医薬品検査所長通知として発出させていただております。それがまさ

にこの製剤に該当するものですけれども、そこにつきましては原則、陰性対照群を設定する

とさせていただいております。増体重のところも陰性対照群よりも体重が大きくなければな

らないと記載しております。 

  ただ、流行等によって陰性対照群が置けないところもございますので、そのやむを得ない

場合には、陽性対照群を設定することもよしというような内容になっております。その場合

は増体重につきましては、同等以上というところでガイドラインの中でも明示しているとこ

ろです。ですので、このガイドラインの施行前にこれは実施しているものではございますが、

原則としては陰性対照群との比較が望ましいと、とらえております。 

○明石部会長 赤堀先生の言われたことは私自身もイメージとしてよくわかるので、ガイドラ

インを新しくできて、陰性対照を原則的に置きなさいというのをなるべく遵守していただく

ことでいかがでしょうか。それから、先ほどの非劣性マージンの取り方ですけれども、科学

的にはそういったやり方が本当は望ましい。人体薬と同じようにきちんと科学的な根拠をも

って、製剤の評価をすることが必要だと思います。 

  それは動物薬だからできないというのを認めていては、いつまでも動物薬は動物薬という

ことで、人体薬には品質の面で劣ってしまうみたいなことになりかねないので、科学的根拠

に対する追求は続けていただくにしても、人体薬と比べると一朝一夕にいく話ではなかろう

と思います。理念は理念として、本製剤については今の説明でいかがでしょうか。赤堀先生、

御了承いただけますでしょうか。 

○赤堀委員 座長のとりまとめで結構です。 

○山田委員 陰性対照が置けない場合に、陽性対照に頼らざるを得ないというのはしようがな

いと思いますけれども、例えば６年の再審査期間を経て、再評価された製剤がない場合、そ
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ういうような場合も想定できると思います。そういうときに、もし陽性対照として設定した

ものが、数年後に実は有効性が確認できなかったということになった場合には、その試験そ

のもので承認されて、次の製品もその段階でノーという解釈になるということでよろしいで

しょうか。 

○事務局 同等の製剤は再審査を行うときに先発のものがだめであれば、それと同じものは同

じようなくくりで判断するということになります。 

○明石部会長 それは再評価の基準として、そういうふうになっているということですか。 

○事務局 今の対照薬ということで、同じ効能を持っていて、その内容にもよるかと思います

が、同じ効能を持っているものが効かないということであれば、同じ効能を持っている同じ

ような製剤についても効かない可能性があるということで、それに対して反論は勿論受けま

すが、その効能自身が効かない製剤であれば、同じ処方のものは効かない可能性があるとい

うことで、一緒に審査の中に含めるということになるかと思います。 

○明石部会長 事務局の考え方は統一されているかどうかがよくわからないのですが、基本的

には今の考え方は正しいと思いますが、それをシステムでどういうふうにやっておられるの

かというのは、だれかお答えいただけますか。 

○事務局 再審査再評価の事務局を私の方で担当しておりますので、事務的な手続の面から御

説明を申し上げたいと思います。 

  今のようなケースですとか、さまざまにあるかと思いますけれども、基本的には再審査は

６年間の再審査期間がございますので、その時点で使用成績が上がってくれば、その中で個

別に有効性や安全性について評価をして、齟齬があったり、何か有効性に問題があったり、

疑義があったりする場合には、 大取消しも含めて効能・効果とか、使用上の注意とか、い

ろいろなところの変更を含めて、指導していくということになるかと思います。 

  また、個別にもしくは成分的にということがあれば、成分で全体で例えばこのワクチンの

この成分ということで、それにかかるような製剤全部についての成績を出させたり、対応を

求めたりというようなことも再評価ではいたしますので、基本的には個別に再評価調査会の

方で御審議をさせていただくことになるかとは思います。 

○明石部会長 どうぞ。 

○池田委員 私もよくわからないままに来ているのですが、かなり根が深いです。この陽性対

照はこういう試験のときに、同じ製剤を使っているのでしょうか。陰性対照を置いたことの

あるものを陽性対照として使って、この製剤を評価しているのでしょうか。 

○事務局 各個別の製剤で承認でどういうデータかというのは、普通の申請者は知らないです

ので、基本は承認されているもので用法・用量的に類似したものを選択しているということ

になります。 

○池田委員 そうすると、評価する側では、例えば陽性対照を全く効かないものを使えば、申

請されてきたものが全く効いていないのと区別がつかないわけですね。 

○事務局 今、岩本からも指摘がありましたが、個別という話になるかと思いますので、先に

そういうような結論が出た場合には、そこも踏まえて、再審査の中でその差が出なかったこ

とも踏まえて審議いただくという形になるのではないかと思います。 

○池田委員 たくさんのものが今までそうやられてきたんですか。 
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○事務局 はい。 

○明石部会長 いかがでしょうか。本製剤については確かに陽性対照しか置いていないので、

その統計学的に陽性対照と差がないことをもって同等と扱っていいのかという議論があった

と思いますが、少なくとも今、事務局の説明では、統計学的な解析だけではない。いろいろ

な面から総合的に判断をして、既存製剤と差がないということを認めているというお話だっ

たので、本製剤の有効性について特段の疑義があるということではなかったかと思います。 

 なおかつ、こういう評価の難しい製剤についてのガイドラインも既に周知されているという

ことで、これからはなるべく陰性対照を置いていただくということで、申請もそういうふう

になるのだろうと思いますし、事務局の方でもそういう指導をされるのだろうと思います。 

 先ほども説明がありましたように、製剤ですから、どうしてもそれができない場合も当然あ

ると思うので、それは先ほどの事務局として総合的に判断をしていただくということで、今

みたいな無効なものと比べて有効だったから、同等だったからというような議論にはならな

いと思いますが、これからなるべく陰性対照をきちんと置いたような成績を出していただく

ということでいかがでしょうか。 

○事務局 今の座長のおっしゃるとおりだと思いますが、先ほど言われたところの陽性対照に

何を置くかということですが、マイコプラズマのガイドラインにおきましては、まず原則と

して陰性対照とする。被験豚飼育施設がマイコプラズマ・ハイオニューモニエの重度な浸潤

流行地である等、やむを得ない場合には陽性対照群を設定する。陽性対照群に用いるワクチ

ンは原則として、日本において既に承認され、被験薬と同等の成分を含有するワクチンとす

るということでガイドラインになっております。 

  ガイドライン上も基本は陰性対照を置くということですので、これからは基本に差し戻る

ように指導していくのが適当かと思います。 

○明石部会長 それは事務局の方でよろしくお願いします。 

 この製剤の審議になるわけですが、いかがでしょうか。有効性、安全性については、それほ

どの疑義はないのかと思いますが、いかがでしょうか。御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。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。 

 

    ＜動物用一般薬医薬品調査会関係＞ 

   ① アドボケート猫用（バイエル薬品株式会社） 

 

○明石部会長 それでは、生物調査会関係の審議はこれで終了いたしまして、動物用一般医薬

品調査会関係で、①アドボケート猫用の説明を一般医薬品調査会の座長の野上先生、よろし

くお願いします。 

○野上委員 それでは、赤の資料番号№８をお手元に御用意ください。本剤はバイエル薬品株

式会社から平成 22 年６月 15 日に申請されましたアドボケート猫用でございます。 
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  有効成分はイミダクロプリド及びモキシデクチンです。効能又は効果は、猫のノミ、ミミ

ヒゼンダニ、猫回虫及び猫鉤虫の駆除となっております。 

  本申請は平成 24 年５月 16 日に動物用一般医薬品調査会で審議され、記載整備の上で本部

会での審議が相当と判断されました。再審査は新動物用配合剤として６年が相当と判断され

ております。 

  詳細は事務局より御説明申し上げます。 

○事務局 それでは、審議経過票と書かれたタグをお開きください。ただいま御紹介いただき

ましたように、本製剤の販売名はアドボケート猫用、申請者はバイエル薬品株式会社でござ

います。 

  次に概要書と書かれているタグをお開きください。 

  10 ページの起源又は開発の経緯をお開きください。以下、資料に従いまして、事務局及び

調査会で行われました審査、審議の概要及び本剤の概要について御説明申し上げます。 

 本剤は猫用のスポットオン製剤として開発されておりますが、モキシデクチンをスポットオ

ン製剤としたものは、牛の 1 製剤を除きますと初めてとなるほか、モキシデクチンを猫に適

用するのも経口を含めて初となります。なお、イミダクロプリドにつきましては、同社の既

承認製剤アドバンテージシリーズでございますけれども、こちらで猫への使用実績がござい

ます。 

  全体に関するところでございますが、本剤は申請当初、猫に寄生する犬糸状虫の予防の効

能又は効果として申請されてきておりました。これに対しまして、本申請でその有効性及び

安全性を立証する臨床試験成績が添付されていなかったことにつきまして、それでも本効能

を有するとする理由について申請者に尋ねております。 

  回答におきましては、猫において臨床評価に用いることが可能な犬糸状虫の検査方法が不

十分であり、臨床試験におけるその効果について十分な評価は不可能であること。そのこと

から組入れ時点での検査不十分から、駆虫剤の有効性評価基準の猫ガイドラインにおきまし

て、野外（病院）試験は、原則として多包条虫と犬糸状虫に感染した猫で行ってはいけない

と記載されていること。並びに本申請は実は一度、過去に申請されまして、動物用一般医薬

品調査会において御審議いただいたことがございましたが、その時点におきまして、臨床試

験の必要性を指摘されなかったということ。 

  実はこのときの申請はその後、申請者において申請は取り下げられておりますけれども、

こういったことを挙げまして、非臨床試験の成績及び有効成分モキシデクチンの犬での実績

をもって、有効性、安全性は立証されていると主張いたしました。 

  審査担当は当該ガイドラインが予防を目的とした、既に感染しているというリスクが低い

症例に対する臨床試験まで禁じているとは解されないこと。また、海外試験では複数の検査

を組み合わせて臨床試験を行っていることから、国内においても臨床試験の実施は可能と判

断いたしまして、本効能の承認を申請するのであれば、かかる効能を立証する臨床試験の実

施を求めました。申請者からは○○○が回答されまして、本申請においては、○○○が示さ

れております。 

  なお、本申請資料におきましては、削除された効能又は効果にかかる資料につきましても

削除等は行っていませんので、御了承ください。 
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  72 ページでは、本剤の規格及び検査方法につきまして、記載しております。設定されてお

ります規格及び検査方法は、表 2－1 にありますとおりでございますけれども、審査におきま

しては、本剤の有効成分であるモキシデクチンは注射剤におきまして、過去に多数の重大な

副作用を起こしおりまして、その原因の一つに原薬の残留溶媒が指摘されていることにつき

まして、特に 1，4-ジオキサンの規格につきまして、妥当であるか確認を求めました。 

  申請者からの回答では、本剤原薬の実測値は各種ガイドラインの推奨限度値を下回ってい

るということを確認しており、また、海外での市販後調査におきましても、これまでに本剤

と因果関係が疑われた死亡例は報告されておらず、同様の副作用の可能性は極めて低いと回

答しております。 

  76 ページ、製造方法に関する資料が記載されております。こちらにつきまして、事務局及

び審議会の審査におきまして、特に重要な懸念は示されておりませんでした。 

  78 ページ、本剤の安定性に関する資料が記載されております。本資料につきましては、国

内ガイドラインにのっとった長期安定性試験のほか、それぞれ加速試験及び中間的試験が添

付されております。また、この中間的試験で行ってきておるものは、国内のガイドラインと

は多少異なる条件で行ってきておりますが、この試験によりますと、高温多湿条件下ではモ

キシデクチンが分解することが示唆されておることから、保存条件を限定する必要がないか、

申請者に尋ねております。 

  回答では、当該資料はガイドラインの条件よりも苛酷の条件でありまして、少なくとも国

内で使用する分に当たりましては、長期保存試験の結果を考えますと、我が国の条件では特

に条件を設定する必要はないと考えると回答されております。 

  102 ページ、こちらでは本剤の毒性試験資料をまとめております。本剤の両有効成分につ

きましては既承認の成分となりますので、それぞれに関わります基本的な毒性試験資料は添

付されておりません。 

  その他、本申請の毒性試験といたしましては、配合に関わる毒性に関する資料でございま

す。それに関しまして、製剤で経口と経皮投与に関する特殊毒性試験。また、投与後の人等

への暴露を想定いたしました皮膚のふき取り試験を実施しております。こちらの試験の内容

でございますけれども、特に特殊毒性試験の結果でございますけれども、眼に対する刺激が

認められているということにつきまして、必要な措置が取られているか確認するとともに、

必要に応じて対応を求めております。 

  回答におきましては、その他のところでございますが、眼に対する刺激性につきましては、

既に使用上の注意を設定しており、同記載で対応できると回答されております。 

  120 ページ、こちらは安全性試験が記載されております。国内ガイドラインに従いまして、

各年齢の猫に対しまして、常用量から５倍及び 10 倍まで投与して、その安全性評価を行って

おります。この中では試験中、猫において散瞳が見られていることにつきまして、薬理的な

考察を求めております。 

  回答におきましては、本剤の有効成分の一つであるモキシデクチンの GABA 受容体結合能に

よるものであると考えられるという旨が示されております。 

  このことを受けまして、申請の用法・用量で安全性が確保できるのかということを問うと

ともに、必要に応じて安全性を確保する手段の検討を求めました。 
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  回答では、海外におきまして、市販後に安全性試験が行われておりまして、その結果、投

与部位をなめることによって同様の症状が発現するということが見られておりまして、特に

子猫において顕著であるようです。このことにつきましては、使用上の注意において、投与

部位をなめないようにすること。特に子猫に用いる場合には注意をすることを記載している

ので、対応済みであると回答しております。 

  135 ページ、こちらでは効力を裏づける試験に関する資料がまとめられております。各対

象とします寄生虫に対しまして、用量設定試験及び効果確認試験、また、海外で行われまし

た野外試験も効力を裏づける試験として添付されております。 

  この資料におきましては、本剤はモキシデクチンとイミダクロプリドの合剤でございます

けれども、有効成分のうち、どの成分がどの効能に関与しているのかを明確にするとともに、

有効成分間の相互作用についても説明を求めました。 

  申請者からの回答では、イミダクロプリドはノミの駆除の効果が期待された。また、モキ

シデクチンもわずかではありますが、ノミに対して効果がある。ただし、主たる有効成分は

イミダクロプリドである。また、ミミヒゼンダニ、猫回虫及び猫鉤虫の駆除はモキシデクチ

ンが有効であると回答しております。有効成分間の相互作用につきましては、相加相乗ある

いは拮抗ともにないと説明されております。 

  海外で行われました実験感染試験で用いられましたノミ等につきまして、国内で野外に生

息する株との薬剤感受性等の類似性について尋ねております。申請者は、これまで内外の株

につきまして、感受性等に相違が見られるとの報告はなく、海外における試験の結果を国内

における評価に用いることについて、問題はないと回答しております。 

  170 ページ、猫における吸収等に関する資料をまとめております。本申請におきまして、

添付されております吸収等に関する資料は、猫におきまして動態試験は血中濃度を追跡した

試験のみでございます。その他、被毛上に分布いたします薬剤につきましては、その濃度推

移を分析しております。 

  審査におきましては、本剤有効成分の被投与動物の体表上での分布について考察を求めて

おります。回答ではイミダクロプリドに関する体表分布に関する資料はこの資料の中で提出

されており、モキシデクチンとの配合によっても既承認のイミダクロプリド単剤と比較して、

体表分布が変化するとは考えていないということ。また、モキシデクチンは吸収されて効果

を発揮することから、体表分布は調べていないと回答しております。 

  回虫に対しましては、経皮吸収されたモキシデクチンが消化管内に移行して効能を発揮す

ることを考えられることから、本剤投与後のモキシデクチンの消化管内濃度について尋ねて

おります。回答では、回虫に対する有効性は非臨床試験及び臨床試験の有効性評価が立証で

きること。また、消化管の濃度を測定した試験成績はないとのことでありました。 

  また、本剤有効成分は猫に投与するのは初めてでありますことから、有効成分の猫におけ

る分布・代謝・排泄に関する情報提供を求めました。申請者からは、猫に対してこのような

試験はされておらず、情報はないということでございました。その上で薬物動態に関しまし

ては、他の動物種間で非常に高い類似性が見られることから、推測は可能であるとの考えを

示しております。 

  178 ページ、こちらでは臨床試験につきまして、まとめております。本申請に添付されて
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おります臨床試験で、国内臨床試験は用法・用量に従って本剤を用いました１群のみで、対

照群は置かれておりません。これにつきまして、国内臨床試験は対照群を置かずに本剤投与

群のみで行われたことにつきまして、本剤の有効性と安全性を評価することは可能であるの

か尋ねております。 

  回答では、無投薬対照群の設定は飼い主の同意が得られないことから、設定は不可能であ

るということ。海外における臨床試験におきまして、イミダクロプリドによる有効性につい

ては単剤との間で同等性が認められていること。ノミの生態から自然治癒等を評価に含めて

いる可能性は低く、海外において同種同効薬の比較臨床試験において、同等性が認められて

いること。また、対象疾患によりましては、本剤での有効性がほぼ 100％であることなどか

ら、対照群がなくても評価は可能であるとの考えが示されております。 

  後に 207 ページ、こちらに使用上の注意（案）の設定根拠について示されております。

この中で事務局からは、使用上の注意におきまして、「寄生の低減」という用語が用いられて

おりまして、これは駆除とどのように異なるのか明確ではないことから、申請者に説明を求

めております。 

  回答では、「寄生の低減」を「寄生リスクの低減」と改め、駆除と同様の意味であるが、又

はそれに予防的要素を含む旨の説明がありました。審査当局の方は、本申請で立証されてい

る効能は駆除でありまして、申請者の説明から寄生リスクの低減は、本申請において立証さ

れていないと判断いたしまして、削除を求めております。申請者からは当該表現は削除する

旨が示されております。 

  それでは、審議経過票の方にお戻りください。本剤はこのような事務局における審査を経

まして、動物用一般医薬品調査会におきまして御審議をいただきまして、審議結果といたし

ましては、以下の修正を条件に本調査会での承認の可否に関する事前の調査審議を終了し、

動物用医薬品等部会に上程して差し支えないとの判断をいただいております。なお、再審査

期間は６年、本剤は劇薬に指定するということでございます。 

  承認に関する条件といたしまして、使用上の注意につきまして、接触を避ける時間や方法

など、可能な限り具体的な、子どもや他の猫への暴露に防ぐ方法を検討すること等のことで

ございました。 

  これにつきまして、次の水色のタグで調査会指摘事項回答と書かれているタグの一番 後

から２番目のページをお開きください。真ん中に訂正前、訂正後の新旧対照表がございます

けれども、訂正前と比べまして訂正後の方は、投与後 30 分という具体的な時間を示しまして、

「投与した猫と小児との接触を完全に避けること」と申し添えられております。 

  次のページをめくっていただきまして、こちらは猫に対する注意でございますけれども、

こちらも投与後 30 分という具体的な時間を示しまして、同居猫、特に子猫との接触を完全に

避けることという記載に改めるという申し出がなされております。 

  説明の方は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○明石部会長 それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いします。 

○鬼武委員 先ほど事務局の方から説明があって、私は聞き逃したと思うんですけれども、既

存でもモキシデクチンは動物薬として承認されているのでしょうが、その中で不純物といい

ますか、1，4-ジオキサンというのは一般的に発がん性があるということで指摘がされており
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ますが、この規格の中で純度が１，4-ジオキサンについて、何か規格を設けられているんで

すか。それとも、ある程度一定以下なのでいいということでしょうか。私が聞き逃したかも

しれないので、その辺の説明があれば、お願いいたします。 

○事務局 申請書写しと書かれているタグの別紙規格２、モキシデクチンというところを開い

ていただけますでしょうか。一番 初から数えまして、７枚目になるかと思います。 

 こちらに原薬でありますモキシデクチンの規格及び検査方法が記載されております。この中

の一番下のところ、純度試験で 1，4-ジオキサンが設定されております。これによりまして、

原薬中の 1，4-ジオキサンの含有量が規格として設定されております。 

○鬼武委員 わかりました。 

○明石部会長 ほかにございませんでしょうか。モキシデクチンはダニと回虫と鉤虫に対する

薬をスポットオン製剤でつかったのは猫用では初めてということで、新配合剤ということで

すが、いかがでしょうか。 

○中込委員 遅れてきて何ですが、聞き逃したかもしれないのですけれども、 後に投与後 30

分は投与した猫との接触を完全に避けることという記述があったのですが、30 分と限ったの

は何か根拠があるんですか。 

○事務局 それにつきましては、上から２つ目のタグ、調査会指摘事項回答をごらんください。

この中の意見又は措置がございますが、先ほど毒性試験のところで御説明いたしましたが、

投与後のふき取り試験をやっておりまして、その試験成績と人へのリスク評価で、安全係数

等を使いまして、以下のように NOEL 等を算出しています。 

  そういったところから少なくとも投与 30 分を超えるとリスクにはならないと計算をされ

ておりまして、これに基づきまして、この数字を設定しております。 

○明石部会長 中込先生、それでよろしいですか。 

○中込委員 この表示ですと、30 分を過ぎたら構わないと取られかねないのですが、それはよ

ろしいんですか。30 分経ったら子どもさんが猫に自由に触れてもいいのか。前の表現ですと、

投与した猫には気を付けろと言っていると、30 分であろうが１時間であろうが、投与した猫

には気を付けろと解釈できるんですけれども、ここで 30 分と限ってしまうと、30 分経った

らいいんだという判断をされませんか。 

○事務局 事務局の方でこれを判断した限りでは、「投与後 30 分は」という日本語的な問題で

判断したところがありました。ただ、振り返りまして、近年そういった猫が飼われている状

況を考えますと、本剤を投与すると、ずっと子どもと触れ合ってはいけないとか、そういっ

たような形になるというのは、余り現実的ではないというのもございます。 

  そういったこともありまして、具体的な数値であればということを考えたのでございます

が、それと先ほど申しました 30 分はというところで、調査会と事務局の方ではこれで調整を

したという経緯がございます。もし文言等で多少誤解を受けるということであれば、変更等

も検討したいと思いますが、いかがでございますでしょうか。 

○明石部会長 いかがでしょうか。今の事務局の説明で、猫との接触をずっとさせないという

のは不可能だろうというのは確かにそうだと思うのですが、一方、この表現を読む限り、30

分経てばどれだけ濃厚な接触をさせてもいいと読めないことはないと思いますが、いかがい

たしましょうか。 
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○事務局 代替案といたしましては、「投与後少なくとも 30 分は」とか、そういった文言を入

れることは可能かと考える次第です。 

○明石部会長 いかがでしょうか。 

○越久田委員 これも臨床の上ですけれども、実際に 30 分と指定しますと、必ず 30 分経った

ら触る方が多くなると思います。ただ、我々がよく言うのは、少なくとも 30 分以上は触るな

という表現しか使えないだろうと。ですから、30 分に規定してしまうと、正直なところ、30

分経ったからもう触っていいんだという言葉にはなると思います。 

○事務局 ありがとうございます。今「少なくとも 30 分以上は」という言葉を一つの案として

いただいたと思いますが、いかがでしょうか。 

○赤堀委員 以上はどこまでになるか。 

○明石部会長 少なくとも 30 分以上は接触を完全に避けること、ということになると思います

が、以上はどこまで行くかという議論になると、今の表現でもまだあいまいな点が残るとい

うお話ですので、事務局でもう一度考慮をいただいて、なるべく適切な表現に変えていただ

くということでよろしいですね。 

○赤堀委員 事務局で考えていただければと思います。これは事務局というよりも越久田先生

にお教えいただいた方がいいのかもしれませんが、短毛種と長毛種でノミの寄生率とか状況

は変わりますか。 

○越久田委員 まず一つは変わらないと思います。ただ、発見しやすいか、しやすくないかの

差だと思いますし、逆に駆除しやすいか、しにくいかによると思います。 

○赤堀委員 そうしますと、既存のノミ駆除剤を使ったときに長毛種と短毛種では有効性に差

が出てくると臨床的には考えておられるのでしょうか。 

○越久田委員 特にそれは考えておりません。 

○赤堀委員 ありがとうございました。 

○明石部会長 よろしいですか。ほかに御質問、御意見はございませんでしょうか。 

 ほかに特にないということですと、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、今の使用上の注意の表現を適切に変更するということで、承認とい

うことにしたいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。それでは、本申請につきましては、使用上の注意のところ

で適切に変更する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、

再審査期間は新動物用配合剤ということで６年間とし、原薬モキシデクチン及び製剤は劇薬

に指定することといたします。 

 

   ② コンフォティス錠 140mg、同 270mg、同 560mg（日本イーライリリー株式会社） 

 

○明石部会長 それでは、②コンフォティス錠 140mg、同 270mg、同 560mg について、一般薬の

野上先生、御説明をお願いします。 

○野上委員 それでは、赤の資料№９をお手元に御用意ください。 

  本申請は日本イーライリリー株式会社から平成 23 年９月 22 日に申請されました既承認製
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剤でありますコンフォティス錠 140mg、同 270mg 及び同 560mg の効能又は効果に関する、猫

に寄生するノミの駆除を追加する承認事項変更申請の申請でございます。 

  本申請は平成 24 年５月 16 日の動物用一般医薬品調査会で審議され、記載整備の上、本部

会での審議が相当と判断されました。再審査は本剤に既に付されております再審査期間の残

余期間とすることが相当と判断されております。 

  詳細につきましては、事務局より御説明申し上げます。 

○事務局 それでは、表紙をめくっていただきまして１枚目、審議経過票をごらんください。 

 本剤はただいま御紹介いただきましたが、コンフォティス錠 140mg、同 270mg、同 560mg。申

請者は日本イーライリリー株式会社でございます。 

  申請内容でございますが、本製剤は犬に対して既に承認されておりますが、今回そのコン

フォティス錠に猫の効能でございますが、猫に寄生するノミの駆除という効能・効果を追加

する事項変更申請となっております。 

  試験成績等の概要と書かれたタグをお開きください。 

  1-1 ページ「Ⅰ 開発の経緯」でございます。本剤有効成分はスピノサドと言われる天然

物由来の物質でございますが、こちらの方が優れた殺虫成分を示すということで、犬のノミ

に対する効能を持つ内用薬として開発されております。今回これに加えまして、猫に対する

効能を加えるわけでございますけれども、この効能・効果に対する変更以外にも多少の変更

が申請されておりましたので、そちらの方も併せて説明させていただければと思います。 

  本申請は事項変更でございまして、製剤そのものについての変更はございませんので、規

格、検査方法及び安定性試験等の試験は添付されておりません。ただ、本剤有効成分はスピ

ノサドでございますけれども、天然物由来でＡとＤの異性体その他多数の混合物でございま

す。そういったところから、ＡとＤ以外の異性体については事実上余り考慮しておらず、Ａ

とＤの混合比も規定していないというところについて、これで妥当であるか、改めて問うて

おります。 

  回答では、諸外国で認められていることを理由としておりましたが、結局ＡとＤの活性は

ほぼ同じでありまして、それ以外の異性体については活性が同じものもありますが、基本的

には類縁物質、つまり不純物の扱いとして管理しているとの回答でございました。 

  規格におきまして、定量の標準物質が実は変更されておりまして、これが当初は含量が

95％以上のものを用いておりましたが、今回の変更で 86％以上のものを用いるということで

ありましたので、これについては標準品として十分であるのかと問うております。 

  回答におきましては、社内では標準品に対して一定の規格はなく、通例に基づいて、これ

まで 95％としておりましたが、検討の結果、異性体比等の問題からＡとＤの含量として保証

できるのは 86％までと結論づけられたこと。また、含量の精度そのものにつきましては保証

されていて、標準物質として使用するには問題ないとの回答を得ております。 

  9-2 ページ、安全性に関する資料。こちらは本剤の猫に対する安全性に関する資料でござ

います。予備試験として原薬を載せまして、単回経口毒性試験を行いました。また、製剤を

用いまして用法の１倍量、３倍量及び５倍量を 28 日間隔で６回投与しております。 

  この試験結果につきまして、高用量におきまして血中濃度が用量依存的に増加していない

というような現象が見られておりますが、こちらの血中濃度が変わらないことにつきまして、
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これをもって安全性を議論していることについて、嘔吐することをその要因として挙げてい

るのですが、これが高用量を投与すると必ずしも嘔吐するわけではないことから、嘔吐せず

に吸収された場合に本試験で評価できないのではないか。新たな有害事象が発生する可能性

があるのではないかと尋ねております。 

  回答では、試験動物の半数で嘔吐が認められておりますけれども、それ以外に有害事象は

認められていないということから、安全性は担保されているとの回答を得ております。 

  10-1 ページ、申し訳ございません。こちらの方は冒頭に御説明がありましたけれども、資

料をお送りさせていただきました時点では落丁となっておりましたもので、当日配布資料で

黒の№９－２としてお配りしているものでございます。 

  こちらは薬効薬理に関する資料となります。こちらにつきましては、一連の用量設定試験、

用量確認試験に関する資料のほか、即効性を確認する非臨床試験、また３回の反復投与によ

る試験が添付されております。こちらの用量設定試験におきましては、特に設定されている

投与量間で効果に用量の依存性がなく、申請用量はこの中で 50mg/kg でございますけれども、

申請用量以下の用量でも十分有効性が担保できた可能性が示唆されていることから、より少

ない用量を設定できた可能性について申請者に問うております。申請者からは、本申請以外

の予備試験、薬物動態試験などの結果から、本用量は妥当と決定したと回答をしております。 

  12-1 ページ、こちらは吸収等に関する試験の資料がまとめられております。通常の薬物動

態パラメータを算出するような試験のほか、代謝排泄に関する資料、食事の影響と血漿タン

パクに対する結合率に関して検討されております。 

  結果につきましては、表 12-1 にまとめられているとおりでございますけれども、特に事務

局等から問題となる点は見当たりませんでした。 

  14-1 ページ、臨床に関する資料をお開きください。こちらが国内臨床試験に関する資料を

まとめておりますが、既承認製剤でありますフィプロニルを有効成分とするスポットオン剤

を対照薬といたしまして、国内 10 機関を用いまして、合計 104 症例を対象といたしまして、

群間比較を行っております。 

  試験の主たる評価項目は投与１週目、４週目、６週目の駆除率で見ておりますが、この結

果、測定点によりましては、スピノサド群の方が対照群より有意に高い結果であり、おおむ

ね同等以上という結果が得られております。この結果につきまして、事務局の方から特に問

題となる点はなかったものと考えております。 

  次に、使用上の注意でございます。設定根拠の２ページから、使用上の注意に関して設定

根拠等を示しております。こちらの中で、先ほど申し上げましたが、本来、安全性試験を猫

においてやっておりますが、その中で見られました流涎につきましては副作用として記載す

ることを求めて対応されております。 

  また、犬における治験ではございますけれども、高用量のイベルメクチンを投与するよう

な治療法があるようでございますが、それとの併用につきまして、副作用が見られていると

いうような情報がありまして、それを基にして、犬の方でも記載をしておるのですが、猫の

方でも記載をされております。繁殖犬の記載、その他、整備を行わせております。 

  なお、この資料には反映されておりませんが、本剤につきましては、当初の市販後の副作

用の報告と申請者の間で、既承認の犬に対する副作用報告及び海外からの副作用報告から、
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猫に対して食欲不振、元気消失、てんかんの症例に対する慎重投与などについて記載が検討

されているところでございます。 

  ただ、これらの有害事象につきましては、添付されております申請の資料から判断する限

り、特に記載する必要は認められませんでした。ですので、当所と申請者の副作用報告等に

関する協議の結果、必要に応じて使用上の注意に反映させていただくことといたしまして、

場合によっては再評価調査会等を通じまして、当部会に相談させていただくこともあり得る

かと思っております。 

  本剤につきましては、事項変更申請のため、毒劇薬の指定は考えておりません。 

  審議経過票の２ページ「７ 動物用一般役医薬品調査会審議結果」といたしまして、以下

の修正を条件を本調査会での承認の可否に関する事前の調査審議を終了し、動物用医薬品等

部会に上程して差し支えない。なお、再審査期間を新たに設定しない。新たな設定しないと

いうのは、現在、本剤は再審査期間中でございますので、その残余期間に合わせるというよ

うな意味でございます。 

  条件といたしましては、使用上の注意の制限事項の「検査」というような言葉がありまし

たけれども、こちらの方は「確認」に記載整備をすることということでございました。 

  事務局からの説明につきましては、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御質問、御意見をお願いします。 

○鬼武委員 既承認で犬というのがあるということだったのですが、１つ目は質問ですけれど

も、製造者が３社あるようですが、放線菌からナチュラルにつくるということで、その製造

者間による混合物というか、ＡとＤの活性物の違いとかもないということで理解していいの

でしょうか。いわゆる平均的に同じようなものであると理解していいでしょうかというのが

１つ。 

  これは全く素人ですが、スピノサドというのは 近注目を受けて、農薬等でも使われると

いうことで、特に有機農産物の方でも、これを使っても有機農産物と言えるようになった薬

剤だと思います。ですから、農業現場では一方ではスピノサドが農薬としても結構使われる

ようなことがありますが、環境中に一方では増えてくると。動物の方は使えるということで、

それで効果がないということはないかもしれませんけれども、環境中にはかなり薬剤が使わ

れてくるような気はしています。別にこれは、私はそう思っているだけですので、それが何

か悪いということではないでしょうけれども、あるということです。 

  以上、１点目はもしお答えになれれば、お願いします。 

○事務局 実はこの製造業者といたしまして、申請書の１ページには３社挙げておりますけれ

ども、実はこれはスピノサドの原薬を製造しておりますのは、ダウ・アグロサイエンス１社

でございまして、その後の２社はそれを使いまして、製剤を製造する製造業者となっており

ますので、製造業者としてはダウ・アグロサイエンス１社ということになるかと思います。 

○鬼武委員 わかりました。では、これは農薬と一緒ですね。 

○事務局 そのとおりでございます。 

○明石部会長 この製剤についてはそういう情報があるということで、ほかに御意見はござい

ませんでしょうか。 
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○事務局 事前に中込先生から御質問をいただいているのを失念しておりまして、黒の資料№

21 の裏面の一番 後に質問をいただいております。こちらを紹介させていただきます。 

  「スピノサド投与は、犬体重１kg あたり 30mg を基準として、猫体重１kg あたり 50mg を基

準としています。犬より猫の方が投与量が多く設定されていますが、他の薬剤でも犬より猫

の方が多いという傾向にあるのでしょうか？」ということでございます。 

  結論的に申しますと、犬と猫で特に投与量に関係あるかというと、そういった傾向は今の

ところ見られていないのが実際だと思います。物によっては猫の方が投与量が多い場合、少

ない場合もございますし、又は同じ投与量ということもございます。同じような体格の動物

ということで、投与量を設定するときの一番 初のスタートドーズといいますか、根拠にす

ることはありますが、その後、必ず対象動物で至適用量について検討しておりますので、犬

の投与量と猫の投与量が直接関係するというわけではございません。犬と猫でかなり実は代

謝系統が異なることが知られておりますけれども、そういったことも含めまして、製剤によ

って異なってくるのが実際のところかと思います。 

○明石部会長 尾崎先生、どうぞ。 

○尾崎委員 使用上の注意のところで、嘔吐をした場合、その後はどうするのでしょうか。追

加投与するのか。あるいはそれはしてはいけないのか。何か注意書き、あるいは注意事項が

あるのでしょうか。 

○事務局 試験成績等の概要の一番 後のページから１枚前の３ページ目でございます。こち

らの一番下の「３ 適用上の注意」の（２）本剤投与の１時間以内に嘔吐した場合は、獣医

師の判断により再投与を検討すること」とされております。嘔吐によって薬剤が吐き出され

てしまうと有効性は得られないわけでございますので、犬の製剤の審議のときに付けたもの

かと思いますけれども、猫に対しても同様の取扱いとしております。 

○明石部会長 ほかにいかがでしょうか。特にございませんか。 

  そうすると、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、御承認いただきました。 

○事務局 ありがとうございます。本申請につきましては承認を可とし、薬事分科会に報告さ

せていただきます。なお、再審査期間は既に付いております再審査期間の残余期間とさせて

いただきます。 

 

    ＜動物用抗生物質製剤調査会関係＞ 

   ① バイトリル１０％注射液（バイエル薬品株式会社） 

 

○明石部会長 それでは、審議事項の 後になります。動物用抗菌性物質製剤調査会関係で①

バイトリル 10％注射液。これについては抗菌性物質製剤調査会の座長の岩田先生、御説明を

お願いします。 

○岩田委員 それでは、赤の資料№10 をごらんください。 

 バイトリル 10％注射液でございますけれども、これはバイエル薬品株式会社から製造販売承

認事項変更承認申請されましたエンロフロキサシンを有効成分とする注射剤でございます。 
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  今回は牛の静脈内注射によるクレブシエラ・ニューモニエ及び大腸菌による甚急性及び急

性の乳房炎の効能又は効果を追加する事項変更承認申請でございます。本申請製剤は平成 24

年５月22日に開催されました動物用抗菌性物質製剤調査会及び平成24年５月28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事前の審議を終了し、本部会に上程されるも

のでございます。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、事務局の方から説明いただきますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、赤の資料№10 でございますけれども、審議経過票と書かれましたタグを

めくっていただきまして、審議経過票をごらんください。 

  本剤は新投与経路及び効能の追加に係る事項変更申請でございますが、品目名はバイトリ

ル 10％注射液。有効成分としてはエンロフロキサシンでございます。追加の申請している効

能につきましては、第一次選択薬が無効の下記適応症ということで、牛の甚急性及び急性乳

房炎、有効菌種はクレブシエラ・ニューモニエ、大腸菌。 

  追加される効能に係る用法・用量といたしましては、１日１回体重１kg 当たりエンロフロ

キサシンとして下記の量を注射するとして、５mg２日間静脈内投与でございます。 

  本剤は既に承認されておりまして、広く使われております牛豚に用いますエンロフロキサ

シンの注射剤でございますけれども、これまでは肺炎を主とする呼吸器系もしくは消化管に

関する感染症に対しまして、牛に対しては皮下注射によりまして効能を持っておりましたが、

今回は静脈内投与による乳房炎の効能効果の追加が主立ったことでございます。 

  これまでフルオロキノロン等での抗菌剤で乳房炎に効能を持つものはございませんで、専

らセファゾリンなどが主に乳房注入剤等として用いられてきております。注射剤もセファゾ

リン、オキシテトラサイクリンなどで効能を持つ製剤は存在いたしますが、乳房炎は一般的

にグラム陽性菌が原因とされることが多くございますけれども、甚急性あるいは急性ではグ

ラム陰性菌の関与もあるということが知られておりまして、この点におきまして、本剤は乳

房炎の治療に価値を持つものとして申請されてきております。 

  それでは、概要書と書かれたタグをお開きください。７ページから「起源又は発見（開発）

の経緯、外国での使用状況等に関する資料」がまとめられております。 

  本申請の主立った内容はただいま御説明したとおりでございますけれども、事務局からの

審査の中では、本剤に追加される効能又は効果が乳房炎として申請されてきたのでございま

すが、臨床試験では甚急性あるいは急性症例を対象としていることから、適切な記載とする

ことを求めました。また、有効菌種につきましてもクレブシエラ属として当初申請されてき

たものにつきまして、これが適切かどうか尋ねております。 

  回答におきましては、効能又は効果につきまして、御紹介いたしましたとおり、甚急性あ

るいは急性乳房炎とし、有効菌種につきましてもクレブシエラ・ニューモニエとする旨が提

示されております。 

  本剤と他の抗生物質、特にマクロライドやテトラサイクリン製剤との間では拮抗作用が報

告されているということにつきまして、申請者の考えを求めております。 

 回答におきましては、一般的に静菌的に作用する薬剤と殺菌的に作用する薬剤を併用すると

拮抗作用が生じる可能性があることについて言及した情報でありまして、本剤については具

体的な情報は把握していないということから、現時点において特に注意等、促す必要はない
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と回答しております。 

  63 ページ「物理的・化学的性質、規格及び検査方法等に関する試験資料」がまとめられて

おります。実は本申請は効能追加に係る申請でございまして、製剤につきましては変更点は

ございませんでした。そのことから、当初、本資料につきましては添付せずに申請されてき

ております。 

  追加する投与経路が静脈内投与でございまして、これまで本製剤は静脈内経路の投与経路

は持っておりませんでしたので、それに伴って追加で必要となる試験がございますので、そ

れについて審査を求めております。具体的にはエンドトキシン試験及び不溶性微粒子試験、

こちらは 63 ページに書かれております試験でございますが、これらの設定を求めております。 

  回答につきまして、これらの２試験につきましては、実測データとともに規格及び検査方

法に設定する旨が回答されております。 

  64 ページ、毒性試験の資料になります。資料番号のところに参考と書かれておりますよう

に、本製剤につきましては効能追加でございまして、製剤自体につきましては既に承認され

ているものでございます。毒性試験の資料は原薬エンロフロキサシンの一般的な毒性試験に

なりますので、こちらにつきましては、その承認当時のものが参考資料として付けられてき

たものでございます。こちらにつきまして、特に事務局の方から問題を指摘していることは

ございません。 

  68 ページ、こちらから本剤を新たに静脈内投与いたしますことから、それに関する安全性

に関する試験資料が添付されております。国内試験におきまして、常用量及び３倍量を３日

間連続投与いたしまして見られた有害事象につきまして、観察しております。見られている

主な有害事象といたしまして、事務局の方から本剤投与直後に呼吸リズムの不整、落着きの

なさ等が見られていることにつきまして、申請者に考察を求めております。 

  回答といたしましては、フルオロキノロンの副作用といたしまして、一般的に血圧低下が

知られており、本事象もそれに伴うものではないかと考えられると回答されております。 

  77～78 ページにわたりまして、効力を裏づける資料がまとめられております。具体的には

in vitro の試験といたしまして、本剤が対象とする乳房炎由来菌株に対する MIC 等を測定し

ております。また、78 ページの in vivo の試験といたしましては、人工感染モデル動物に異

なる３用量を投与いたしまして、至適用量を探索しております。その結果をもって、更に人

工感染モデル野外発症例を用いまして、効果を確認しております。 

  事務局からは、本剤の用量確認試験及び野外の有効性試験におきまして、我が国で乳房炎

の効能を持たないセフキノムを対照薬として用いていることにつきまして、その妥当性の説

明を求めております。 

  回答では、これらの試験はすべて海外で実施された試験で、海外ではその効能を有してい

る。また、セフキノムは第３世代に属するセフェム系の抗生物質で、グラム陰性菌に対して

も抗菌力を持つと考えられ、乳房炎に対する効能は有しないものの、本剤同様に二次選択薬

として国内でも用いられておりまして、対照薬としては適切であったと回答をしております。 

  106 ページ、こちらには吸収等に関する資料がまとめられております。添付されておりま

す資料につきましては、用法・用量に従って単回投与したものにつきまして、規定の薬物動

態に関するパラメータを測定した試験資料でございます。 
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  事務局からは本剤を投与することにより、本剤は活性代謝体がございまして、シプロフロ

キサシンに体内に代謝されまして、それが有効性を発揮しております。このシプロフロキサ

シンが乳汁中で濃度が高く維持される理由について説明を求めております。 

  回答では申請者は、主に乳汁中にはシプロフロキサシンが徐々に蓄積されることが文献に

よって報告されており、pH の条件によって血液よりも乳汁中に、またエンロフロキサシンよ

りも高濃度に分布することが報告されていると説明しております。 

  114 ページ、こちらには本剤の臨床試験資料がまとめられております。国内臨床試験は国

内で 188 症例を組入れまして、セファゾリンの静脈内投与剤を対照薬といたしまして、群間

で有効性及び安全性を比較しております。 

  有効性の評価につきましては、表 14-1 の有効性の評価に記載されております。有効性の評

価は一般に臨床スコア又は細菌学的検査等を行っております。この結果、治験薬が細菌学的

な有効であったそのほか、有効性が確認されたということでございますけれども、事務局の

方からは本臨床試験におきまして、症例数に対して菌分離率、特にクレブシエラ属に対する

成績が合計８例しかないということにつきまして、本菌種を有効菌種として主張できるのか、

その根拠を求めております。 

  回答では、分離数は少ないものの、本剤投与群では分離された４症例は投与後すべてに陰

性化しているということ。また、文献等でクレブシエラを陰性化することが甚急性乳房炎の

治療に有用であることが示されていることから、もともとクレブシエラということで分離は

少数にとどまることが予想されることではありますけれども、そういったことから有効性は

担保できると説明しております。 

  本臨床試験はセファゾリンを対照としておりますが、試験中、治療歴がある症例とない症

例に分けた解析をしておりまして、治療歴のある症例に対して解析をすることによって、本

剤の二次選択薬としての有効性を評価しております。その治療歴のある症例に対する申請製

剤の有効率は 43.8％となっておりますが、この結果をもって二次選択薬として有効と考えら

れるのか、申請者の見解を求めております。 

  回答では、対象となった症例すべてが既に他剤の治療期間中に病勢が進行しており、この

ような結果が出れば、二次選択薬として妥当な成績であると考えられる旨を回答しておりま

す。 

  142 ページ「15．残留性に関する試験資料」をまとめております。ガイドラインに従いま

して、投与された牛の臓器及び組織中の残留と乳汁中の残留につきまして、消長を追跡して

おります。 

  また、この試験に基づきまして設定された結果でございますけれども、183 ページでござ

います。これら行われた試験の結果から、真ん中の休薬期間の囲みのところにございますが、

静脈内投与を行った場合の使用禁止期間でございますが、牛で８日間、牛乳で 60 時間と設定

されております。なお、本剤は既承認の用法として皮下投与による牛に対する効能がござい

ますけれども、皮下投与による場合には、牛に対しては 14 日間、牛乳に関しては 60 時間と

いう設定をされております。 

  181 ページ「使用上の注意の設定根拠」につきまして記載をしております。既承認の内容

から記載整備等で追加をしているものがございますけれども、これにつきまして、特に問題
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となった点はなかったものと考えております。 

  それでは、 初に戻っていただきまして、審議経過票をごらんください。以上、事務局の

審査を受けまして、動物用抗菌性物質製剤調査会におきまして御審議をいただきまして、以

下のことを条件に承認の可否に関する事前の調査審議を終了し、動物用医薬品等部会に上程

する。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年間とする、との審議結

果をいただいております。 

  具体的に条件といたしまして、MIC に関する表記の方法につきまして、記載整備をするこ

とをいただいていること。また、（２）といたしまして、承認後の再審査に向けた市販後調査

でございますが、この中で薬剤感受性のモニタリングが課されるわけでございますが、当該

製剤を投与前後の糞便中の大腸菌につきまして、薬剤感受性の変化を調べることとの条件を

いただいております。 

  これにつきまして、申請者側からは MIC の記載につきましては、実際の整備がなされてお

りまして、市販後のモニタリングにつきまして、当該製剤投与前後の糞便中の大腸菌につい

て、投与による薬剤感受性の変化を調べる旨が申し入れられております。 

  事務局からの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御質問、御意見をお願いします。 

  既存の製剤で牛の乳房炎に対する効能・効果を追加するというものですが、いかがでしょ

うか。 

○山田委員 よくわからないんですけれども、申請書の「７ 用法及び用量」を見ると、頸部

皮下接種とか、そういうのが書いてあるので、先ほどの皮下のときの休薬期間が 14 日でミル

クが６時間、そういう記載がここに書いていないし、豚も何も書いていないんですが、そこ

はどうなっていますか。 

○事務局 申し訳ございません。効能追加の事項変更ということで記載がわかりにくくなって

いるんですけれども、既承認の内容は皮下投与によりまして、肺炎と大腸菌性下痢症の頸部

皮下注射でございます。こちらの方につきまして、先ほど申しましたように、牛で 14 日、牛

乳 60 時間という休薬期間は設定されていることは変更ございません。それに加えまして、今

回、静脈内投与に対するものが設定されているということでございます。事項変更というこ

とで記載がわかりづらくて、申し訳ございませんでした。 

○山田委員 豚もやはり休薬期間があるんですか。 

○事務局 豚も休薬期間は設定されております。 

○明石部会長 よろしいですか。 

○鬼武委員 資料の休薬期間の設定でいろいろな臓器でのエンロフロキサシンとシプロキサシ

ンの和ということで MRL が設定されていると伺いましたが、これは乳中のものはないんです

か。 

○明石部会長 186 ページがそうですか。 

○鬼武委員 では、低い濃度でも十分に分析はできるということですね。今回、乳房炎だとい

うことだったので、 初の説明だと臓器の方だけを私は見ていたものですから、そこだけ確

認したかったんです。 

  もう一つですけれども、エンロフロキサシンよりシプロフロキサシンの方が濃度が高くな
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っていますが、毒性的には同じですか。わからなかったら後でもいいです。参考までに聞き

たかったので、乳中にそちらは高くて毒性が高かったら、注意する必要があるかなという、

素人ながらに聞いたものですから、それは後でもいいです。 

○明石部会長 事務局、すぐにわかりますか。 

○事務局 申し訳ございません。エンロフロキサシンが 初に承認されたときに、そういった

資料が付いていたのかもしれませんが、調べまして、また回答させていただきたいと思いま

す。 

○明石部会長 わかりました。ほかに御質問、御意見はございませんでしょうか。よろしいで

すか。 

  そうすると、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 では、先ほどの毒性にしては調べて、わかるようでしたら鬼武委員の方へお知

らせいただくということにして、承認ということにしたいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。本申請につきましては承認を可とし、薬事分科会に報告を

させていただきます。なお、再審査期間は新投与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。なお、鬼武先生からいただきました資料につきましては、わかりましたら御

連絡を申し上げます。 

 

 （４）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 

 

○明石部会長 それでは、バイトリル 10％注射液の承認に伴って、ここで「（４）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」、こちらの御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、事前配布資料で赤の№14 とシールの付いた１枚紙の資料を御用意くださ

い。こちらはただいま御審議をいただきましたバイトリル 10％注射液の事項変更承認に伴い、

使用規制省令の一部を改正するものとなっております。それでは、説明させていただきます。 

  バイトリル 10％注射液は使用規制省令上の医薬品名でいいますと、「エンロフロキサシン

を有効成分とする注射剤（アルギニンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、

効能・効果等が同一性を有すると認められるものを含む。)を除く。)」というものに該当い

たします。 

  先ほど御審議いただきましたとおり、こちらは既に牛の皮下注と豚の筋肉内注射というも

のが御承認いただいております。それに下線部を引きました牛の静脈内注射のところを追加

するといったものとなります。こちらにつきましては、先ほど御審議いただきました休薬期

間に沿って策定することとなっております。読み上げさせていただきます。 

  使用対象動物は牛ですけれども、用法及び用量は１日量として体重１kg 当たり５mg 以下の

量を静脈内に注射すること。また、使用禁止期間につきましては、食用に供するためにと殺

する前８日間、又は食用に供するため、搾乳する前 60 時間とさせていただくことを御提案申

し上げます。 

  それでは、御審議を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、御意見をお願いします。よろしいです
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か。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、御承認をいただきました。 

○事務局 ありがとうございました。それでは、原案のとおり、薬事分科会に報告させていた

だきます。 

○明石部会長 それでは、今は 52 分なので３時２分まで休憩にしたいと思います。 

（休  憩） 

 

 （２）動物用抗生物質医薬品基準の全部改正について 

 

○明石部会長 それでは、時間もまいりましたので、審議を続けたいと思います。 

  「（２）動物用抗生物質医薬品基準の全部改正について」について、事務局から御説明をお

願いいたします。 

○事務局 それでは、お手元の赤の№11－１と 11－２の資料を御用意ください。まず 初です

が、審議事項が「動物用抗生物質医薬品基準の全面改正について」となっておりますが、役

所用語で申し訳ないのですが、「全部改正」というのが正式な用語だそうでございますので、

そのように訂正させていただきます。 

  それでは、赤の№11－１に従いまして、説明させていただきたいと思います。 

  動物用抗生物質医薬品基準というのは、薬事法第 42 条に基づく製剤基準という位置づけに

なってございまして、これに伴いまして、表示とか品質とか、そういったものについて罰則

のかかる基準となっております。かなり強制力の強い基準という形で設定されておるわけで

す。 

  これにつきましては、従来、抗生物質製剤は検定をやっておりましたけれども、それを順

次廃止していく過程で、その改良の品質確保の対策として製剤基準というものをつくって、

代償措置といいますか、品質確保を行ってきたということでございます。この基準に不適合

のものについは、販売等は禁止されるというような、かなり強制力のきつい基準ということ

で存在しております。具体的には動物用医薬品のすべての製剤、抗生物質製剤のすべてがこ

の基準に収載されている現状になってございます。 

  今回この全部改正ということでございますが、発端は平成 23 年３月 24 日に第 16 改正日本

薬局方が出ました。そのことに伴って、動物用抗生物質医薬品基準が日本薬局方を大幅に準

用する形でつくられておりましたものですから、見直しをせざるを得なくなったということ

でございます。 

  現在、日本薬局方は今年の９月 30 日まで経過措置という形になっておりますので、その間

にこの動物用抗生物質医薬品基準についても第 16 改正日本薬局方に伴う部分について、修正

していこうということになったところでございます。ただ、今回の日本薬局方の改正に伴い

まして、かなり多くの部分を修正しなければならないという事情がございまして、 終的に

は全部改正という形で今回取り組むこととなりました。 

  現在の動物用抗生物質医薬品基準は平成 11 年に制定されたものでございまして、その後い

ろいろ各種製剤が承認されるたびに、その基準を一部改正ということで行ってきたわけです
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けれども、今回はその日本薬局方に準拠するための全部改正ということでございます。した

がって、個別の製剤に関して具体的な大きな変更というのはなくて、全面的な用語の整理と

か、そういった部分が中心になっております。 

  11－１の「２ 改正の内容」ということで、まず（１）総則の改正がなされております。

今回の改正は日本薬局方に伴うものでございますけれども、全部改正ということでございま

すので、今までもう使われていないような単位は削除するとか、日本薬局方については精製

水の各条が大きく変更になったことに伴いまして、記載内容も変更する。単位も従前は抗生

物質の場合は重量力価もしくは単位を用いておったのですが、日本薬局方に合わせまして、

質量力価といった形、単位も含めますけれども、そういったものに改正するということでご

ざいます。 

  製剤総則という部分があって、これは製剤、注射剤とか散剤とか錠剤とか、そういった剤

型ごとに基準が設けられているところでございますが、そのうちの顆粒剤というものが動物

用医薬品からなくなってしまいましたので、それについて削除するということでございます。 

 それ以外にも各条医薬品、今までずっと改正、改正としてやってきておったわけですけれど

も、削除せずに追加するばかりで行ってきた関係上、既にもう承認がなくなって長年月が経

ってしまった製剤が幾つもございまして、それが製剤基準にいまだに収載されているという

現状になってございますので、それを削除するということで、（３）の「１．アンピシリン液」

から「38．ノボビオシンナトリウム・ベンジルペニシリンプロカイン油性乳房注入剤」、ここ

までの各条を全部削除するということといたしました。 

  注射剤につきましては、薬局方においてエンドトキシンと設定されてございますけれども、

動物用医薬品抗生物質医薬品基準の方では、そういった設定がなされておりませんでしたの

で、発熱性物質もしくはエンドトキシン試験法というものを設定する対応を行っております。 

  日局の医薬品の名称の記載方法が変わりまして、昔は何々塩○○というような形だったの

が、塩の部分を後ろに持ってきて、○○何々塩というような読み方に変わってございます。

それに合わせて動物用抗生物質医薬品基準の名称も変えたということでございます。ただし、

従前の名称もしばらく使っていかないと、急に変えるとまた混乱を招く部分もございますの

で、別名という形で従前の名称は残した形にさせていただいております。 

  先ほど述べましたけれども、注射剤の発熱性物質試験法、微生物限度試験法を追加したと

いうことでございます。 

  ３のところですが、これらの基準の改正については今後、分科会にもかかりますが、 終

的に公布ということになったら、その日を施行ということにいたしたいと思っておりますが、

新たに規制が強化される部分につきましては、即日施行になりますと厳しいものがございま

すので、１年間の猶予期間を設けて、その期間は従前の例によると。その間に各社とも対応

していただくこととしてございます。 

  具体的事例ですが、11－２の資料を全部説明すると時間を要しますので、かいつまんでポ

イントだけ説明させていただきたいと思っております。 

  １ページ、目次の後になります。ここに総則として順番に１～30 番まで書いてございます。

ここの部分で特に変更になった部分について、重要なポイントを説明させていただきたいと

思っております。 
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  ５番目、医薬品各条総則において、物質名の次に括弧で分子式、又は組成式を付けたもの

は、化学的純物質を意味するという規定が日本薬局方にあるわけですけれども、現在まで動

物用抗生物資医薬品基準の方にはなかったものですから、これを追加させていただきました。 

  これはなぜかということでございますけれども、総則の８番を見ていただきますと、標準

品の話が出てまいります。できるだけ日本薬局方に合わせるような改正をしておるのですが、

その中で一番大きな事項として、標準品のことでございます。抗生物質は日本薬局方では標

準品が設定されておりまして、それに基づいて試験を行う。単位は化学的な純物質を前提と

して、それに対する質量で示すものが多い。単一物質の場合は大抵そういうふうになってい

る。複数の成分からなる抗生物質については、まだ違う場合もありますが、そういったよう

な整理に日本薬局方でなっております。 

  動物用医薬品の場合は物質標準の考え方を取っておりまして、マスタースタンダードが当

所にあって、それに対する比率で常用標準を決めて、その常用標準に対して抗生物質の製剤

の力価を定めていくというスタイルを従前まで取っておりました。実際には、日本薬局方で

配られている標準品と当所の方から配っている常用標準品ということで、力価に実際の違い

があるわけではないのですが、考え方として違うという部分がありましたので、そこは整理

させていただいて、今回はいわゆるマスタースタンダードという概念は捨てまして、日本薬

局方と同じように標準品で力価と品質確保を行っていくというスタイルに変えたのが８番の

記載でございます。 

  ただ、日本薬局方では標準品という名前で登録しておりますが、動物用医薬品の場合は従

前どおり常用標準抗生物質、常用ということになりますとワーキングスタンダードというこ

とになりまして、マスタースタンダードがどこかにあるだろうというようなことになるので

すが、今回はマスタースタンドをなくして、常用標準抗生物質だけという形の品質管理にい

たしております。これは当所で配布しております抗生物質の名前がすべて常用標準と名前が

付いております。そこの部分を変えると、また混乱を招くこともございますし、同じ抗生物

質が日本薬局方と動物用抗生物質医薬品基準に収載されてございまして、国立感染症研究所

の方から抗生物質の日本薬局方の標準品が配布されておるのですが、それとここの標準品と

が同じ名称だと混乱を招くでしょうという考えもありまして、別名ということさせていただ

いております。 

  あとは大きな修正はございませんけれども、12 番の単位は使わないものを整理させていた

だいたのと、15 番の項目で pH が日本薬局方のところで昔は単位だったのですが、これは単

位から外れましたので、その項目を 15 番として起こしております。 

  その他、農林水産省の文書の記載方法のいろいろなルールがございまして、その関係で少

し順番を入れ替えた部分等がございますけれども、内容的には基本的に同じということにな

っております。 

  ３ページ、製剤総則ということで、注射剤なり散剤なり錠剤なり、そういったものを剤型

に伴う基準というものが通則という形で示されてございます。ここの部分で大きな変更は４

番ということで、冒頭説明させていただきましけれども、日本薬局方の医薬品各条に収載さ

れている精製水が少し変わりましたので、ここでフォローしている形になっております。 

  そのほか、４ページから順番にめくっていきますと、各製剤の基準が示されているという
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ことになりまして、注射剤のところ、15 ページを見ていただけますでしょうか。ここに少し

改正がございますけれども、５番を見ていただきますと、不溶性異物検査法及び注射剤の不

溶性微粒子の試験法に適合するというところが新たに入っているかと思います。 

  ８番が大きなところですが、エンドトキシン試験法に適合するという用語が注射剤には加

わっているというところでございます。実際には動物用抗生物質医薬品基準はミニマムリク

ワイアメントとして存在してございましたので、承認段階ではエンドトキシン試験法なり発

熱性物質試験を申請書の別紙規格の中に書いているという場合もございましたので、今回は

それを表立って基準の中に加えたという形になってございます。 

  大体こういった改正内容でございます。 後の方になりますけれども、試験法のところで

270 ページを見ていただけますでしょうか。動物用抗生物質医薬品基準は当然のことながら、

いろいろな試験法が収載されてございますけれども、その多くは日本薬局方を準拠するとい

うことで、できるだけ日本薬局方の部分を準用するという形で記載されております。前段と

後段にここの文章は分かれてございますけれども、後段の方は日本薬局方の一般試験を準用

するということで、全部丸々準用してしまうという形になっております。 

  ただし、従来からの分析法で、どうしても日本薬局方に準拠できない部分については前段

のところで記載しまして、271 ページからそれぞれの試験法について記載しているというこ

とでございます。たとえば 272 ページの色素試験法などというものは、乳房注入剤に入れる

色素に関する基準がございますので、そこの部分の測定試験法という形で入れさせていただ

いております。 

  そのほか製剤が違うということで、日本薬局方をそのまま準用できない部分については、

後の方に記載するという形で残してございます。こうすることで申請者、メーカー、製造販

売業者の方での対応はミニマムになることになろうかと思います。 

  そのほか、300 ページになりますけれども、試薬試液等についても日本薬局方にあるもの

は、全部そのまま引用するという形にいたしまして、そうでないものだけを緩衝液、試薬と

して収載するという形で今回整理をさせていただきました。 

  このほかの修正箇所としては、誤字の記載ミス等もございましたので、それをできるだけ

拾って、より完璧なものとするという形に修正させていただいたということでございます。 

  以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○明石部会長 それでは、ただいまの全部改正について、御質問、御意見をお願いいたします。 

○赤堀委員 ようやく対応してくださったということで、どうもありがとうございます。この  

11－１は薬事分科会に出る資料ですか。それとも、この場だけの資料でしょうか。 

○事務局 この 11－１は分科会の方に出る予定でございます。 

○赤堀委員 ちょっと気になるころがあるんですが、改正の趣旨の（１）の下から３行目です

けれども、当該基準が定められた動物用医薬品であって、これはわかりにくいです。表現と

しては当該基準に収載されている動物用医薬品であって、その基準に適合しないものという

意味だと思いますが、主語が適切でない気がしますので、御検討いただけますか。 

○事務局 わかりました。 

○赤堀委員 もう一点、２枚目です。30、38 とございますね。その中黒の３つ目に日局と出て

いますが、これは日本薬局方としておいた方がいいのではないかと思いますが、いかがでし
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ょうか。 

○事務局 これも修正させていただきます。 

○明石部会長 ほかに何か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、特に御異議がなければ承認ということにしたいと思いますが、先ほどの記載につ

いては事務局の方で検討していただくということで、先ほどの当該基準が定められた動物用

医薬品、あとは日局の語句について、適当な修正を行っていただいた上で承認ということに

したいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。では、原案につきまして、必要な修正を加えた上で薬事分

科会に上程させていただきます。 

 

 （３）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 それでは、「（３）動物用生物学的製剤基準の一部改正について」、これについて

事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、事前にお送りいたしました赤の№12 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。 

  今回の１番目、再審査が終了したものを医薬品各条に追加するものが１製剤。２番目とし

まして、既にある各条の一部を改正するものが５製剤ございます。 

  まず、再審査が終了し動物用生物学的製剤基準に各条追加するものですが、マンヘミア・

ヘモリチカ（１型）感染症不活化ワクチン（油性アジュバント加溶解用液）（シード）でござ

います。１ページを開いてください。 

  「１ 定義」ですが、こちらはシードロット規格に適合したマンヘミア・ヘモリチカ１型

菌の培養菌液を不活化し、凍結乾燥したもので、使用時に油性アジュバントを含む溶解用液

で溶解するワクチンでございます。 

  「２ 製法」では、各製造用株、製造用材料及び製法について規定しております。 

  ２ページ「３ 試験法」についてですが、3.1 としてマスターシード菌などシード菌の試

験が規定され、3.2 からは培養菌液、不活化菌液の試験が規定されております。 

  ３ページの 3.4 から小分け製品の試験が規定されておりまして、毒性試験、真空度試験、

含湿度試験、無菌試験、ホルマリン定量試験、無毒化試験、力価試験等の試験が規定されて

おります。 

  次に、各条の一部を改正するものについて御説明いたします。11 ページをごらんください。 

 破傷風抗毒素についての変更点の新旧対照表でございます。左側が改正案となりますが、力

価試験に用いる破傷風試験毒素として付記３に記載がございますが、こちらの配布元につき

まして、国立感染症研究所から動物医薬品検査所に変更するものでございます。また、有効

期間の部分いついての記載整備がございます。 

  15 ページ、破傷風（アジュバント加）トキソイドでございます。こちらも力価試験に用い

る標準沈降破傷風トキソイド付記の配布元につきまして、国立感染症研究所から動物医薬品

検査所に変更した内容となっております。ほか、記載整備がございます。 

  23 ページ、馬インフルエンザ不活化・日本脳炎不活化・破傷風トキソイド混合（アジュバ
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ント加）ワクチンでございます。こちらも力価試験に用いる付記に標準沈降破傷風トキソイ

ド、付記３破傷風試験毒素につきまして、国立感染症研究所から動物医薬品検査所が配布す

るという変更となっております。 

  32 ページ、日本脳炎生ワクチン（シード）の基準でございます。こちらは初代細胞で製造

を規定しておりましたが、今回、株価細胞で製造されるものがあるため、改正案の 2.2.2 や

3.3 等に株化細胞についての記載を追加し、また、項番号等を整備する変更となっておりま

す。 

  41 ページ、鶏脳脊髄炎生ワクチン（シード）でございます。こちらは 3.1.1.1 同定試験に

つきまして、現行では血清中は試験法の項番号である 1.4.2.1.1.1 が記載されていますが、

蛍光抗体法による同定試験も実施されるということで、項番号を修正するともに、語句等の

記載整備を行うものとなります。 

  以上、これらの製剤基準の改正につきまして、御審議を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。いか

がでしょうか。特にございませんか。 

  それですと、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、承認をいただきました。 

○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。 

○明石部会長 それでは、審議事項はこれで終了ということになります。先ほどその他をやっ

たのですが、もう一件その他があるということで、その説明をお願いします。 

 

 Ⅲ）その他（追加） 

  ・ブロイラー由来セファロスポリン耐性大腸菌の増加と今後の対応 

 

○事務局 ただいまお配りしている資料ですけれども、JVARM でモニタリングをする過程で

2004 年くらいから、特にブロイラー由来の大腸菌において、第三世代のセファロスポリンに

対する耐性株が増加しているという傾向がございまして、それについて 近行われた取組み

について御紹介させていただきます。 

  背景としまして、今お話したような感じですけれども、第三世代セファロスポリン系抗生

物質は「食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク

付けについて」という食品安全委員会が平成 18 年に策定したものですけれども、その中で人

の医療上、極めて重要な薬剤とランクづけされております。 

  そういう成分ですけれども、JVARM のモニタリングでは、今お話ししたみたいにブロイラ

ー由来大腸菌において第三世代のセファロスポリンに対する耐性が増加しているという臨床

があります。これについて海外の動きといたしましては、カナダで 2005 年くらいだったと思

いますが、一部の地域でセフチオフルという製剤を発育鶏卵のワクチン接種のときに混ぜて

打っているということがございまして、自主的に一部の地域でやめたところ、サルモネラと

大腸菌の耐性率が下がったということが報告されております。 

  アメリカでも同様に卵中接種でセフチオフルの製剤が使われているということがありまし
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て、第三世代のセファロスポリンの適応外使用を禁止するということでパブリック・コメン

トを取っていたんですけれども、それが今年４月６日から施行されていると。この適応外使

用については 2008 年の段階で一度、実施することについてパブリック・コメントを取ってい

ったのですけれども、それにつきましては、獣医、業界等からの反対が非常にありまして、

再度仕切り直して、今年度のそういう施行に至ったという傾向がございます。 

  国内においてなぜか高くなっているかということについては、現状では明確な解答はあり

ませんが、そういうことも一つ関与しているのではないかというような懸念がありましたの

で、情報提供をする過程で生産者の取組みの経過の（２）に当たるのですが、関係機関で特

に関係団体が自主的に鶏ひなへの使用を中止すると。関係団体は主にひなを販売している業

者さんたちの団体ですけれども、日本種鶏孵卵協会とか日本食鳥協会。そういうところが自

主的に卵内接種やひなのワクチン使用のときに一緒に使うことをやめましょうということで、

会員へのそういう取組みの要請を出しているというのが状況です。 

  販売流通の取組みに関しましては、全国動物用医薬品協会から動物用医薬品販売業者に対

して、鶏に承認されていない抗菌性物質を養鶏業者の方へ販売するのはやめてくださいとい

うような文書が出されております。 

  規制当局の取組みといたしましては、モニタリングを継続すると。JVARM のモニタリング

で、朝一番でお話しいたしましたと畜場でのサーベイとか、そういうものを継続していくと

いう点と、今年度から JVARM の調査の中で第三世代のセファロスポリンの耐性株が分離され

た農場において、薬剤の使用状況等の情報収集をする。 

  もう一点は、その農場においてセファロスポリンの耐性株が優勢になっているかどうかを

調査していこうというような形で取り組んでいこうと考えているところでございます。 

  以上です。 

○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。 

○鬼武委員 いろいろなモニタリングをして、こういうふうなことがわかったことは重要なこ

とだと思いますが、このペーパーみたいなものは JVARM ではホームページに載っているでし

ょうけれども、これは公開されるのでしょうか。どういうふうなことになるんですか。 

○事務局 これについては、下のところのグラフみたいなものを出しておりますが、それ以外

については出していません。現状ではとりあえず出すことは考えていないと本省からは連絡

を受けております。 

○明石部会長 よろしいですか。 

○鬼武委員 流通とか販売で出すことによって混乱するという判断であれば、それはそれでい

いかなとは思うんですけれども、せっかくやっていることで注意喚起ということであれば、

だんだんそういうのも公開をしていった方がいろいろな人にもわかると思いますし、耐性菌

の問題は重要なテーマですので、逆にやっていることを公開する方が私は重要だと思ってい

ます。今はそれでも構いませんけれども、そういうふうに思います。 

○明石部会長 その点については検討していただくということで、１つお聞きしたいのですが、

規制当局がやっておられることという規制当局の中身は何でしょうか。モニタリングの継続

については、この動物医薬品検査所がやっておられるんですね。もう一つ、陽性農場にはア

クティブサーベイランス。これはどこが主体でやっておられるんですか。やはりここですか。 
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○事務局 各個別の検査に関しましては、都道府県の協力をいただいてやっておりますので、

来週から研修会があるのですが、そのときにこういうようなことを協力してくださいという

情報提供と依頼をする予定になっております。 

○明石部会長 そうすると、実施主体は各県の家畜保健衛生所がやられて、その結果はここが

とりまとめられるということでよろしいですか。 

○事務局 はい。現状では卵内接種とか、ヒナの時に使われる可能性が海外から推察されたの

で、こういう取組みをしておりますけれども、それだけではない部分もあるわけではないか

もしれませんので、情報等についてはここで集計するとか、そういうことを検討していくこ

とになるかと思います。 

○明石部会長 先ほどの話もそうですが、情報は重要だと思うので、こういうことをやられた

ら、きちんとそれは関係者が見られるような格好で、どういうとりまとめがいいのか、私に

はわかりませんけれども、考えていただければと思います。 

○事務局 検討させていただきます。 

○明石部会長 ほかはございますでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、御了解いただいたと認めます。 

  その他は今の話で終わりかと思いますが、まだほかにその他はありますでしょうか。ござ

いませんか。 

 

５．次回の開催日程 

 

○明石部会長  そうすると、次回の開催日のアナウンスをしていただいて、閉会ということ

になると思います。 

○事務局 それでは、次回の開催日について、事前に先生方から御連絡をいただいております。

どうもありがとうございました。委員の皆様から御連絡をいただいた結果をまとめましたと

ころ、部会長の出席が可能であり、 も多くの委員が出席可能な日は、平成 24 年９月 11 日

火曜日でございますが、この日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 次回は午後からいつもどおりでいいですか。 

○事務局 その予定でございます。 

○明石部会長 それでは、次回は９月 11 日ということで、よろしくお願いします。 

 

６．閉   会 

 

○明石部会長  それでは、本日は非常に長時間、御審議をいただきまして、どうもありがと

うございました。 


