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１ 開   会 

 

○明石部会長 それでは、こんにちは。定刻になりましたので、部会を開催したいと思います。

本日の部会は３月 16 日に開催予定でありましたけれども、御存じのとおり東日本大震災に

より１か月延期となって、本日開催されるものです。 

  それでは、開催される前に一言御挨拶をしたいと思います。今まで赤堀先生が動物用医薬

品等部会の部会長をお引き受けされていたわけですけれども、本年１月から私、明石が部会

長を務めさせていただくこととなりました。皆様に非常に御迷惑をおかけすることになると

思いますけれども、皆様の御協力をいただいて、なるべく赤堀先生より非常に悪かったと言

われないように、ちょっとならしようがないかなと認めてもらえるぐらいで何とか収めたい

と思いますので、よろしく御協力のほどお願いいたします。（拍手） 

  それでは、まず最初に、動物医薬品検査所長から御挨拶をいただきたいと思います。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 ただいま御紹介をいただきました、昨年 10 月からこの動物医薬品検

査所の所長を務めております境でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  本日は、動物用医薬品等部会の委員の先生方におかれましては、年度当初のお忙しい中を

御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。また、先ほど部会長のお話がありました

けれども、１月に委員の改選がございまして、今日は最初の部会でございます。今後２年間、

よろしくお願いをしたいと思います。 

  最初に部会長からお話がありましたけれども、当初この部会は先月３月 16 日に開催する

予定でございましたが、東日本大震災の影響によりまして、急きょ延期をさせていただいた

ということで、この場をお借りしまして、おわびを申し上げたいと思います。また、この震

災でお亡くなりになられた多くの方々の御冥福をお祈りしますとともに、被災された方々の

一日も早く日常生活に戻れますことを御祈念申し上げたいと思います。 

  この震災で動物用医薬品業界も少なからず被害を受けているわけでございますが、幸いに

製造が全くできなくなるというような大きな被害ではなかったと聞いております。ただ、一

部の業者におきましては、製造する際に使う原薬とか資材といったものを調達することがで

きなくなっているというところがございます。そういったことに対しまして、３月 11 日以

降にそういった影響を受けて、承認事項の変更申請を行う案件につきましては、例えば申請

書に添付するデータを後で出していいとすると同時に、迅速に承認をいたしまして、この震

災の影響が極力緩和されるように対応していきたいと思っております。 
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  家畜衛生の動向ですけれども、御承知のとおり昨年 11 月に高病原性鳥インフルエンザが

発生をいたしまして、ずっと各県で発生が続いておったわけですけれども、幸い先週の４月

15 日に千葉県で最後の移動制限が解除されて、我が国での高病原性鳥インフルエンザは終息

を見たということになっております。結局９県 24 農場で 185 万羽に発生をしております。 

 ただ、そのほかに 16 道府県で野鳥等からこのウイルスが分離をされておりますので、秋か

ら冬にかけて、我が国には高病原性鳥インフルエンザのウイルスが侵入しているといったこ

とが確認されたということになるわけでございます。 

  口蹄疫でございますけれども、これも昨年 11 月からお隣の韓国で全国的に大発生をした

わけでございます。結局すべての反すう動物に緊急ワクチンを接種するということで抑えた

ということですが、4 月に入っても散発的に発生が見られております。再度追加のワクチン

を接種することを表明しておりますので、今後しばらくはワクチンを使った防疫措置が続け

られると考えています。当然その場合にはワクチンブレークはあるわけでございまして、散

発的な発生はあろうかと思いますので、引き続き、水際対策あるいは畜産現場での対策を強

化してまいりたいと思っております。 

  いずれにしましても、かつて海外悪性伝染病と言われた、口蹄疫や鳥インフルエンザとい

ったものが我が国でも、いつでもウイルスが入ってきているということが裏づけられるわけ

ございまして、こういったものを前提にした防疫体制に見直す必要があるということで、先

だって現在開会中の国会に家畜伝染病予防法の改正法案が出されておりまして、満場一致で

可決をされ、早ければ７月にも施行されるという状況になってきております。また、先生方

にはいろいろと御指導を賜りたいと思っております。 

  動物用医薬品につきましても、課題は山積をしております。後ほど御報告がありますけれ

ども、フルオロキノロン製剤の薬剤耐性の問題につきましては大きな問題でございますが、

科学的な根拠に基づいて、有効かつ獣医臨床現場で実際に使える、そういったリスク管理措

置を打ち出してまいりたいと考えております。また、承認審査事務も大変遅れておりまして、

何とか業界やユーザーの方々に御迷惑をかけないように、早い段階で審査を進めてまいりた

いと思います。 

  もう一つ御紹介したかったのは国際貢献の関係で、既に御紹介したと思いますが、昨年５

月に OIE 総会におきまして、私ども当所と動物衛生研究所と共同で OIE のコラボレーティン

グセンターに認定をされております。その活動の一環としまして、今年の３月１、２、３と

３日間、この場におきまして、アジア 15 か国から薬事担当の方、衛生の担当の方あるいは

トップクラスの方に来ていただきまして、動物用ワクチンのリスク分析というテーマでアジ

ア地域のワークショップを開催したということで、非常に成功裏に終わったと考えておりま

す。 

  いずれにしましても，当所も小さい組織ではありますけれども、国内外でいろいろなでき

る活動は頑張ってやっていきたいと思っておりますので、先生方におかれましては、引き続

き、御指導、御支援を賜りますようにお願いをしたいと思います。今日は審議項目と報告事
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項がたくさんございますけれども、よろしく御審議を賜りますようにお願いしまして、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。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。それでは、議事に入りたいと思います。本日

は岩田委員、田村委員、東洋委員、西川委員、袴塚委員の５名の委員が欠席ということです

が、13 名の出席があるということで、部会は成立しているということになります。 

  それでは、事務局から資料の確認等をお願いします。 

 

３ 配付資料の確認等 

 

○事務局 それでは、まず私から審議会委員の改選などにつきまして、御連絡いたします。先

ほど部会長から御説明いただきましたが、本年１月に審議会委員の任期が終了しまして、委

員の改選が行われました。 

  まず、明石先生が総会の方の委員に任命されまして、その後、審議会総会、薬事分科会に

おきまして、この部会の部会長に選任されております。 

  前部会長の赤堀先生には臨時委員として、引き続き当部会の審議に御参加いただくことに

なりました。 

  小川委員、熊谷委員、合田委員、中川委員、福安委員、吉川委員、和田委員が御退任され

ております。 

  新たに臨時委員としまして、日本獣医生命科学大学獣医学部の池田秀利教授、慶應義塾大

学医学部の岩田敏教授、社団法人横浜市獣医師会の越久田健会長、日本大学生物資源科学部

の中西照幸教授、同じく日本大学生物資源科学部の野上貞雄教授、国立医薬品食品衛生研究

所生薬部の袴塚高志第二室長、麻布大学生命・環境科学部の福山正文教授が任命されており

ます。ほかの委員の皆様は再任ということになりましたので、御報告申し上げます。なお、

委員の任期ですが、平成 25 年１月までの２年間となります。どうぞよろしく御審議のほど

お願いいたします。 

  また、審議会の説明を若干させていただきたいと思います。既に御説明を受けている委員

もいらっしゃると思いますが、新たに就任された委員や部会のみの委員の方がいらっしゃい

ますので、簡潔に御説明いたします。当日配布資料の№16「薬事・食品衛生審議会について」

という資料を御用意いただけますでしょうか。もしもないような方がいらっしゃいましたら、

お願いいたします。簡潔にかいつまんで御説明します。 

  １ページ「１．薬事・食品衛生審議会とは」。２行目に、厚生労働省本省に置かれる審議会

となっております。動物薬の部分はこの部会を含めまして、その下にある調査会などにつき

ましては、農林水産省が事務局となって運営をさせていただきます。 

  ６ページに組織図があります。この審議会の下に薬事分科会、更に下の方に食品衛生分科

会がございます。こちらの食品衛生分科会は主に食品衛生法について審議しておりまして、

上から５番目に農薬・動物用医薬品部会というのがあります。ポジティブリストとよくお聞
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きになるかと思いますが、食品中の動物用医薬品の成分の残留基準、MRL とか言っておりま

すが、それについて審議をしているのがここの部会でございます。 

  上の方の薬事分科会には部会が全部で 17 ございますが、一番下の動物用医薬品等部会が

今日開かれているこの部会でございまして、この下に調査会が６つあるというものでござい

ます。 

  ７ページ。医薬品の審議の流れでございます。メーカーさんから承認申請がありますと、

私ども事務局、農林水産省で承認の申請を受けまして、真っ直ぐ下に行くのはこの審議会で

ございます。調査会で審議して、部会、分科会に行くというもので、左側の食品安全委員会

は、牛、豚、鶏の医薬品につきましては、ADI というヒトが一生涯に食べ続けてもいいとい

う数字を決めたり、薬剤耐性菌についての審議を行っているというものです。 

  右側でございますが、厚生労働大臣。こちらにつきましても、牛、豚などの食用動物の医

薬品については諮問をしまして、先ほどの残留基準、MRL について審議をしていただくとい

うことになっております。 

  ９ページ。医薬品の承認の際に審議会への諮問をするものと諮問をしないものという分類

がありますが、これがこの３月の分科会で了承された新しい分類でございます。一番左側に

脱字がありまして、「薬事・食品衛生審議会に」の後に「諮問」が抜けております。「薬事・

食品衛生審議会に諮問する医薬品」でございます。これが８分類につきまして、諮問を行う

と。 

  その下の 10 ページにかけてでありますが、こちらは諮問はせずに事務局で処理、あるい

は調査会に相談して事務局で処理するというものです。こちらも脱字がありまして、10 ペー

ジの一番上の左側は「理」と「す」が抜けておりますが、「処理する医薬品」でございます。 

  10 ページの②ですが、再審査及び再評価でございます。これにつきましても諮問をする、

しないというのが医薬品によって決まっておりまして、これも左側の区分に脱字があります。

「び」と「再」が抜けておりまして、「再審査及び再評価品目」で、最後の「議」が要らない

です。大変申し訳ないです。 

  以上、かいつまんでですが、審議会の概要でございます。この№16 は今日お持ち帰りいた

だいて結構ですので、何かのときにまた読んでいただければと思います。 

  以上です。 

○明石部会長 ありがとうございました。それでは、利益相反について御説明をいただきます。 

○事務局 最初に配布資料の確認をさせていただきます。配布資料一覧をご覧ください。こち

らに本日配布いたしました資料について、当日配布資料ということで資料番号№9、11、12、

13、14、15、16、17 ということで資料名をそれぞれ書いてございます。こちらは黒の番号

として、当日配布資料を配布させていただております。 

  それから、赤の資料番号ということで№１～№８、№10。こちらの方は事前送付資料とし

て皆様のお手元に事前に送付させていただております。資料名はそれぞれ資料一覧のとおり

です。こちらについて過不足等があればお知らせをいただければと存じますが、よろしいで
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しょうか。 

○明石部会長 いかがでしょうか。よろしいですか。 

○事務局 それでは、後ほどでも結構ですので、何かございましたら御連絡いただければと存

じます。 

  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の説明をさせていただきたいと存じます。資料番号は黒の№13

になります。「競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員について」ということで３品目

を挙げてございます。 

  １ページ。オイルバックス SETi。申請者は一般財団法人化学及血清療法研究所でございま

す。こちらの競合品目といたしまして、真ん中の表の３つです。“京都微研„ ポールセーバー

SE／ST。ノビリス、サレンバックＴ。イナクティ／バック－SE。こちらの品目が挙げてござ

います。この競合品目を選定した理由といたしまして、一般財団法人化学及血清療法研究所

の方からは、申請品目は鶏のサルモネラ感染症に対する不活化ワクチンであり、その効能及

び効果は、鶏の腸管におけるサルモネラ・エンテリティディス、サルモネラ・ティフィムリ

ウム及びサルモネラ・インファンティスの定着軽減である。よって、サルモネラ・エンテリ

ティディス及びサルモネラ・ティフィムリウム混合ワクチンである２品目を競合品目として

選定した。また、サルモネラ・エンテリティディス単味ワクチンの売上高１位の品目は競合

品目２と同一の企業であったため、売上高２位を競合品目としたとして、この品目を挙げて

おられます。 

  ２ページ。申請品目ガルエヌテクト S95-IB。申請者名は日生研株式会社でございます。こ

ちらの競合品目として挙げておられますのは３品目ございまして、ノビリス IB 4-91、IB TM

生ワクチン“化血研”、“京都微研„ ポールセーバーIB です。この競合品目を選定した理由と

しまして、日生研株式会社からは対象動物（鶏）及び対象疾病（鶏伝染性気管支炎）が同じ

であるためとしております。 

  ３ページ。申請品目レベンタです。申請者名は株式会社インターベット。こちらは競合品

目該当なしとしてございます。これにつきましてインターベットの方からは、あすか製薬株

式会社より動物用チラージンが販売されているが、本剤は牛を対象とした製剤であることか

ら、競合品目には該当しないと考えたということで理由が述べてございます。 

  続きまして、「動物用生物学的製剤の製剤基準の一部改正により影響を受ける企業リスト」

ということで４ページになります。 

  「製剤のシードロット化に伴い各条を追加するもの」として、牛クロストリジウム感染症

５種混合（アジュバント加）トキソイド（シード）、日本脳炎生ワクチン（シード）、犬レプ

トスピラ病不活化ワクチン（シード）です。 

  影響を受ける企業としまして、それぞれ株式会社 微生物化学研究所。日本脳炎の方は日

生研株式会社、株式会社 微生物化学研究所、学校法人北里研究所。レプトスピラの方で株

式会社インターベットということで挙げてございます。選定した理由については、それぞれ
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改正の対象となる製剤であるということです。 

  「再審査が終了し、動物用生物学的製剤基準に各条を追加するもの」としまして、イリド

ウイルス感染症・ぶりα溶血性レンサ球菌症不活化ワクチンということで、こちらは一般財

団法人阪大微生物病研究会が挙がっております。選定した理由については、改正の対象とな

る製剤であるためということで挙げさせていただいております。 

  ５ページ「動物用生物由来製品への指定により影響を受ける企業リスト」をご覧ください。

日本脳炎生ワクチン（シード）ですが、影響を受ける企業としまして、日生研株式会社、株

式会社 微生物化学研究所、学校法人北里研究所が挙げられております。選定した理由につ

いては、改正の対象となる製剤であるためということで、これらの競合品目あるいは企業に

ついて、とりまとめさせていただいております。 

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

います。 

○明石部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明につい、御意見、御質

問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  では、競合品目、選定理由については御了承いただいたものと認めます。 

  続きまして、各先生方の報告をお願いします。 

○事務局 それでは、各委員の先生方からの申出状況について御説明をさせていただきます。

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

いて、審議に参加できない、あるいは議決に加われない先生はいらっしゃいませんでした。 

  事務局からは以上になります。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 

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＞  

  ① オイルバックス SETi（一般財団法人化学及血清療法研究所）  

○明石部会長 それでは、議事に入りたいと思います。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」。 

  まず、動物用生物学的製剤調査会関係であります。①オイルバックス SETi について、調査

会の座長である池田先生、御説明をお願いいたします。 

○池田委員 オイルバックス SETi は一般財団法人化学及血清療法研究所から製造販売承認の

申請をされたサルモネラ・エンテリティディスE-926株、サルモネラ・ティフィムリウムT-023

株及びサルモネラ・インファンティス I-178 株を有効成分とする鶏用のワクチンです。 

  本製剤は平成 23 年２月７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、本部会に上程されたものです。なお、審査期間は新有効成分含有動物用医薬
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品ということで６年となります。詳細につきましては、事務局から説明があります。 

○事務局 それでは、事前にお送りいたしました赤の№１の資料を御用意ください。 

  １枚めくっていただいて、審議経過票をご覧ください。本製剤は一般財団法人化学及血清

療法研究所から製造販売承認申請されましたオイルバックス SETi でございます。本剤はサル

モネラ・エンテリティディス、以下 SE と略します。サルモネラ・ティフィムリウム、以下

ST と略します。サルモネラ・インファンティス、以下 SI と略します。それを有効成分とす

る鶏用のオイルアジュバントのワクチンです。 

  「５ 用法及び用量」をご覧ください。７週齢以上の種鶏及び採卵鶏の背側部皮下又は脚

部筋肉内に 0.5mL を注射するもので、効能又は効果としては鶏の腸管における SE、ST、SI

の定着軽減としております。 

  資料概要と書かれてタグの開いていただきまして、概要の６ページをご覧ください。横書

きの表になります。同じく一般財団法人化学及血清療法研究所から類似製剤としてオイルバ

ックス SET という製剤がございます。それと申請製剤との相違点について御説明させていた

だきます。申請製剤が左端のオイルバックス SETi でございます。本製剤の有効成分のうち、

SE につきましては既承認の SET が２株、E-926 株及び E-136 株の２株入っているのに対して、

申請製剤では E-926 株１株となっております。また、ST につきましては同じでございます。

これらの抗原量の規格値についてですけれども、申請製剤の規格値は既承認製剤よりも若干

少なくなっております。アジュバントについては既承認のものと成分及び分量としても同じ

です。 

  用法及び用量につきましては、既承認のものが５週齢で皮下注射であるのに対し、申請製

剤は脚部筋肉が設定され、適用が７週齢以上となっております。本製剤の新しい成分として

は SI が入ったということでございまして、SI を有効成分とする製剤は初めてとなりますので、

新有効成分含有動物用医薬品として御審議いただくものです。 

  本製剤の開発の経緯から御説明いたします。概要の３ページをご覧ください。本製剤は対

象動物ではなく、ヒトの食中毒のリスクを軽減することを目的としたものとなります。表概

1.1 のとおり、サルモネラ属菌による食中毒の原因食品として最も多いものが鶏卵や鶏肉で

あります。そのサルモネラには多くの血清型が存在していまして、その下の表概 1.2 に示す

ように、これは過去５年間の食中毒原因血清型ですが、SE、ST、SI はサルモネラの食中毒の

原因血清型の上位を占めております。 

  血清型で見ますと SI は O7 群であり、SE の O9 群と ST の O4 群とは異なることから、本製

剤は最近増えてきている O7 群、すなわち SI に対しても効果があるワクチンを開発したとい

うものです。 

  概要の 11 ページからが、資料番号２の製造用株の性状に関する資料となります。SE 及び

ST につきましては、既承認製剤オイルバックス SET の申請資料と同じものとなります。 

  概要の 19 ページ。「2.1.3 製造用株の決定」について記載がございます。製造用株は鶏に

対する病原性及び免疫原性が株を複数の株の中から製造用株として選定しております。SE 及
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び ST については病原性及び免疫原性が強いもの。SI については免疫原性が強いものを製造

用株に選んでおります。 

  概要の 37 ページ。下の「2.4 混合ワクチンの検討」がされています。各有効成分を混合化

することによる有効性への影響について調べております。 

  概要の 38 ページ以降、表概 2.24、2.25、2.26 がございます。こちらを見ていただきます

と、①が SE の単味のワクチンです。②は SE、ST、SI を混合した混合ワクチンになります。

免疫した群に SE で攻撃した後の盲腸便のからの菌回収成績を示しております。菌回収成績

は非注射対照群に比べて、単味ワクチン又は混合ワクチンいずれにおいても有意に低くなっ

ているというような成績です。概要の 2.25 が ST、2.26 の表が SI について、同じような成績

が記載されております。 

  概要の 40 ページ。40 ページからが製剤の規格検査に関する資料となります。 

  概要の 43 ページの中ほどから「2.7 力価試験設定に関する試験」がございます。力価試

験設定につきましては、SE、ST、SI を抗原とした ELISA が設定されています。この試験は各

成分の鞭毛抗原を ELISA 抗原として、各 SE、ST、SI それぞれに特異的な抗体がきちんと誘

導されているか製剤の有効性を調べるものですが、SE、ST、SI 間の交差反応を避け、抗体を

明確に区別するために ST や SI の ELISA 抗原には組換えの鞭毛抗原を用いております。 

  概要の 45 ページの図概 2.2 をご覧ください。この図の左側から SE、真ん中が ST、左が SI

の単味ワクチンを接種した血清です。SE の ELISA 系では SE の単味ワクチンを接種した系の

み反応しており、ST と SI では抗体が低くなっております。 

  概要の 47 ページ。こちらが ST の ELISA の系です。こちらも左から SE、ST、SI となりま

すが、真ん中の ST にのみ反応している系となっております。SI については概要の 50 ページ

をご覧ください。左端の SI の単味ワクチン接種後にのみ反応しているという成績となってお

ります。このように各成分のホモのもののみに反応する抗体測定系を開発しております。 

  概要の 74 ページからが安全性試験になります。74 ページからが皮下投与の試験。また、

用法としては筋肉内投与もありますので、後ほど概要の 86 ページからが筋注投与の試験と

なります。安全性試験は１用量接種群と３用量接種群及び無処置群を設定し、臨床症状、投

与局所等について観察しております。臨床検査については皮下接種群では臨床的な異常は認

められておりませんが、筋肉内注射接種群において概要の 90 ページをご覧ください。 

  結果のところの２番目の点をご覧ください。２項目目の記載にありますように、１用量群

でも投与後４時間目に全例に跛行が認められております。本症状については翌日には全例が

回復したとのことです。また、注射部位の所見についてですが、皮下投与と筋肉内接種の試

験の成績を比べると、筋肉内投与での変化が長く残る成績となっております。その成績が概

要の 94 ページをご覧ください。 

  注射部位には、いずれの個体でも肉眼的に黄色顆粒状物が確認されております。この黄色

顆粒状物につきましては、接種後 44 週目において確認され、48 週目にはすべて消失したと

のことです。 
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  96 ページ。病理組織学的所見の成績がありますが、炎症反応及び試作ワクチンの残留を示

唆する像につきましては、試作ワクチンという一番右端をご覧ください。52 週のところで試

作ワクチンのところが２例確認されておりますが、56 週目には消失しております。これらの

データを基に使用上の注意に設定される使用制限期間については、56 週目に設定しておりま

す。 

  概要の 97 ページからが薬理試験になります。既承認製剤の有効性については、まず単味

ワクチンでの攻撃試験における盲腸からの菌回収低減効果の結果に基づき、最小有効抗原量

が検討されております。なお、SE、ST については既承認製剤の申請において添付された試験

成績が付いていますので、今回新たに追加された試験として概要の 100 ページをご覧くださ

い。 

  SI の試験の結果の表になります。上の数字が各菌の免疫した菌数となります。そのうち攻

撃後、１、４、７、10、14 日目における盲腸便からの菌回収成績になりますが、★が付いて

いるところが対照群と比べて有意差が認められたところです。SI の菌数で攻撃後、３ポイン

トで対象群と比べて有意に菌数が低下しているのが上の 6.5 の菌数のところでありまして、

最小有効抗原量を 106.5としております。しかしながら、申請者は混合ワクチンとした場合の

最小有効抗原量についても検討しております。それが 103 ページです。 

  103ページの表概10.6をご覧ください。混合ワクチンとした場合の成績になりますが、①、

②、③、④、⑤と菌数を振っておりますが、④の 6.0 のところでも盲腸菌数、盲腸内容菌数

において有意な差が認められたということで、混合ワクチンとすることで SI の抗原量は 106

以上ということとしております。そのため単味ワクチンよりも混合ワクチンでは、最小有効

抗原量は少なくても有効であるということで設定しております。そのため SE 及び ST につき

ましても、既承認製剤よりも若干抗原量を減らしてございますのは、混合ワクチンでの有効

性が確認された最小有効抗原量を基にしているということでございます。 

  また、この最小有効抗原量の ELISA 抗体価より最小有効抗体価を確認し、SE、ST、SI でそ

れぞれ 0.246、0.158、0.201 という値を出しております。なお、SE につきましては、ひな白

痢凝集抗体価が 100 倍以上であれば、攻撃に対し有意に菌数を減少されるということが既承

認製剤の資料においても確認されていることから、SP 抗体についても有効性の抗体価の指標

として臨床試験においても用いられております。 

  概要の 119 ページからが臨床試験となります。皮下投与及び筋肉内投与をそれぞれ２施設

ずつ実施しております。有効性についての判断基準が概要の 127ページに記載がございます。 

「14.1.4 評価方法及びその基準」をご覧ください。有効性につきましては、SE につきまして

は SP 凝集抗体価及び SE ELISA 抗体価、ST 及び SI につきましては、攻撃試験における盲腸

便中の菌排出量について対照群との比較又は ST ELISA抗体価及び SI ELISA抗体価が陽性基準

0.2 以上を示す割合が 80％以上を有効と設定しております。 

  安全性につきましては、臨床観察のほかに体重、育成率、産卵率等を調べております。ま

ず皮下注射の試験になりますが、概要の 137 ページをご覧ください。臨床観察成績の表でご
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ざいます。表の中ほどに、治験薬に起因しないとする臨床症状発現羽数が 340 羽中 170 羽に

認められています。これは認められた症状は一過性の軟便で、翌日には回復されているもの

であります。これにつきましての考察が 142 ページに記載されております。 

  「14.1.8.2 考察」になります。Ｂ施設で認められた治験薬注射後１日目の半数程度の鶏で

の軽度の軟便につきましては、ワクチン接種のために鶏を捕獲した際のストレスによるもの

と考察しております。なお、これにつきましては筋肉内接種の試験においても同様な症状が

認められております。更に筋肉内接種の試験の成績ですが、概要の 161 ページをご覧くださ

い。「表概 14.51 臨床観察成績」の表がございます。治験薬に起因しないというのは先ほどと

同じ一過性の軟便でございます。 

  もう一つ、治験薬に起因するというのが同じように 170 羽に認められております。これに

つきましてはどのような症状かと言いますと、概要の 165 ページの下から考察が記載されて

おります。Ｂ施設の試験群で治験薬注射後１日目に半数程度の鶏に座り込みが認められたと

いうものでございます。しかしながら、この症状が認められたのが注射後１日目のみであり、

すぐ回復したということ。また、判定基準の跛行の前段階の一過性の反応であると申請者ら

は考察をしております。 

  産卵率につきましては、皮下接種の群でやや対照群の方が高い傾向が認められていますが、

CT ロット群間で許容される範囲内としています。そのほか体重、育成率等については、対象

群と同程度という成績となっております。 

  以上の試験成績に基づき用法・用量が設定されておりますが、使用上の注意の記載内容に

つきましては、安全試験や臨床試験で認められた跛行の副反応についても記載されておりま

す。 

  審議経過票の最初に戻ってください。本剤は平成 23 年２月７日の動物用生物学的製剤調

査会において御審議いただきました。調査会においては安全性試験に基づく使用制限期間の

設定につきまして、先ほど説明したところですけれども、肉眼的な黄色顆粒状物の消失時点

を最初に使用制限期間に設定していたのですが、病理組織学的所見においてもワクチンと考

えられるものが認められていることから、これらに基づきまして出荷前 56 週間というとこ

ろで使用制限期間を設定することに変更しているところでございます。 

  なお、事前に委員からいただいた御指摘について、御説明させていただきます。本日配布

しました№17 の１枚紙の資料をご覧ください。中込委員からいただいた御指摘です。オイル

バックス SETi につきまして、２点ございます。 

  まず１点目は、鶏用のサルモネラ不活化ワクチンには、投与回数が１回のものと２回の製

剤がありますが、２回接種の方が効率がよいと思いますが、本剤が１回でよいという根拠に

ついての御指摘です。まず接種回数についてですけれども、農家での作業負担を考えますと、

接種回数が少なくて済むのは製剤にとってのメリットとなります。 

  次に、効果への影響に関する御懸念につきましては、概要の 114～115 ページをお開きく

ださい。概要の表概 14.19、又は概要 115 ページの表 10.20 又は 10.21 で、SE、ST、SI のそ
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れぞれの免疫の持続性について、１年間の持続性を抗体価の推移で表しております。こちら

を見ていただきますと、本製剤の接種後 12 か月目までの抗体価の推移を調べた成績ですが、

いずれの成分においても高い抗体価が認められ、１年間の免疫持続性は確認されています。

通常、産卵鶏は 64～70 週目まで飼育され廃棄されることを考えますと、接種時期と免疫持

続性を考慮しますと１回の接種で採卵期への飼育期間中をほぼカバーできると考えられます。

これらの免疫持続性及び作業効率を踏まえて１回接種を採用しているということです。 

  次に御質問の２点目です。概要の 63 ページ。サルモネラの吸光度と濁度の関係を示した

検量線がございます。図の縦軸が菌数ですが、菌数を対数で表示しているのですが、吸光度

（濁度）は菌数そのものに比例するのではという御質問です。先生の御指摘のとおり、菌数

の対数を取らなくても吸光度と菌数は比例するということです。しかし、この図では 107か

ら 1010と縦軸の範囲が非常に広いため、縦軸をコンパクトにするために片対数グラフを採用

しているというものです。なお、菌数を数字そのもので表しても菌数の常用対数で表しても

直線性が認められ、それらの数に変化はないということを申請者からも確認しております。 

  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの説明について御意見、

御質問をお願いします。中込先生、質問に対して、この答えでよろしいですか。 

○中込委員 はい。 

○明石部会長 ほかに御質問はございませんでしょうか。どうぞ。 

○濱岡委員 概要の６ページですが、１点お伺いしたいと思います。用量・用法のことですが、

本製剤は７週齢以上で皮下あるいは筋肉内ということで、７週齢という規定があります。類

似製剤は隣のカラムを見ていただければわかるように、５週齢以上にかけているものです。

SE と ST の２剤のですけれども、これは５週齢以上あるいはその隣の株式会社 微生物化学

研究所のものも５週齢。これで２週齢の差があるわけですけれども、成績の中で７週齢で試

験をしていて、７週齢で安全性が確認されているので７週齢というのは、直接的にはわかる

んです。この製剤は抗原量が従来のものより非常に少なくてよく効くということで、製剤と

してはいいのかなと私は思っています。抗原量が少ないにもかかわらず、適用週齢を上側に

シフトする。より安全と思われるものなのに、通常５週齢でやってきたものを７週齢まで上

げているという理由がそこにあるのかどうか。もし情報がありましたら教えていただきたい

と思います。 

○事務局 ５週齢を採用しなかった理由というのは、明確な確認はしておりません。ただ、実

際に採卵時期とかを考えますと、ワクチンの接種プログラムというのを鶏病研究会とかから

も出しているのですが、それのサルモネラのワクチンプログラムの接種時期というのが、大

体 13 週くらいに接種しなさいということがあります。なので、そこには十分間に合うもの

ではあるので、採卵開始時期を目安に７週でも十分大丈夫だろうということで変えてきてい

るのだと思います。 

○明石部会長 よろしいですか。ほかはございませんか。御意見がないようでしたら、承認と
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いうことでよろしいでしょうか。 

  （「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、承認していただきました。 

○事務局 ありがとうございます。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。 

 

  ② ガルエヌテクト S95-IB（日生研株式会社） 

 

○明石部会長 それでは、動物用生物学的製剤調査会関係で２番目、ガルエヌテクト S95-IB に

ついて、調査会座長の池田先生、よろしくお願いします。 

○池田委員 ガルエヌテクト S95-IB は、日生研株式会社から製造販売、承認申請された発育鶏

卵培養弱毒鶏伝染性気管支炎ウイルス S95-P7 株を有効成分とする鶏用のワクチンです。本

製剤は平成 23 年２月７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、審査期間は非有効成分含有動物用医薬品と

いうことで６年となります。詳細につきましては、事務局から説明があります。 

○事務局 それでは、説明させていただきます。事前に送付いたしました資料番号は赤の№２

の資料を御用意ください。本製剤は日生研株式会社から申請されましたガルエヌテクト

S95-IB についてです。 

  表紙を１枚めくっていただきまして、審議経過票をご覧ください。項番号４に「成分及び

分量」がございますが、本製剤は発育鶏卵で培養した鶏伝染性気管支炎ウイルス S95-P7 株

を主成分とする鶏用の生ワクチンでございます。 

  項番号５に「用法及び用量」がございます。投与方法は３種類ありまして、点眼投与、飲

水投与、散霧又は噴霧投与になっております。 

  項番号６に「効能又は効果」は、鶏伝染性気管支炎の予防とされております。 

  続きまして、概要と書かれておりますピンクのタグをお願いいたします。概要の２ページ

目をご覧ください。上の表に表概 1-1「既存ワクチン株及び申請製剤 S95-P7 株の遺伝子型別」

に関する資料がございます。鶏伝染性気管支炎、以下 IB と申しますが、IB ワクチンは日本

においては既に 14 種類のウイルス株の製剤が承認を取得しております。IB につきましては

抗原性が多様であることや変異株が生じやすいこと等の理由から、株の異なる製剤について

は新有効成分含有動物用医薬品として御審議いただいているところです。今回申請の S95-P7

株は表の一番下に記載されておりますが、S1 遺伝子領域の遺伝子型別では JP-1 に、S2 遺伝

子領域の RFLP による遺伝子型別では Y-4 に分類されております。 

  概要の 27 ページ。下の表に表概 2-1-7「S95-P7 株と各種 IB ウイルス株の血清学的交差性」

に関する資料がございます。各種ウイルス株とそれらで作成した免疫血清の中和反応の結果

をとりまとめた表になってございます。左端は中和反応に用いた免疫血清の名称で、免疫血

清を作成するために用いたウイルス株の名前が記載されております。上段には中和反応に用
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いたウイルス株名が記載されております。 

  この表の一番右端をご覧ください。S95-P7 株は本製剤の製造用株ですが、本ウイルス株に

対する各免疫血清を中和指数が示されております。ほかの株で作成いたしました免疫血清の

多くは S95-P7 株を中和しておりません。一方、最下段をご覧ください。S95-P7 株で作成し

た免疫血清の各種ウイルス株に対する中和指数が示されておりますが、S95-P7 株で作成した

免疫血清は各ウイルス株を中和していることが確認されます。 

  概要の 41 ページ。「９ 安全性に関する資料」でございます。表にあります試験設定をご

覧ください。本試験では１日齢と 28 日齢のひなを用いて実験をしております。各試験群は

15 羽ずつ、投与量は１用量と 100 倍用量、投与方法は１日齢のひなに対しては点眼又は散

霧、28 日齢のひなに対しては点眼又は噴霧により行いました。 

  概要の 42 ページ。表概 9-1「臨床観察成績」をまとめた表になっております。上段の投与

方法が散霧投与の群で呼吸器症状の発生が多い傾向が認められておりますが、こちらはいず

れも軽度で１日～３日で終息しております。 

  概要の 43 ページ。表概要 9-2「体重の推移」をまとめた表でございますが、こちらは対照

群との平均体重に有意な差は認められませんでした。 

  表概 9-3 は剖検所見をまとめた表になっております。こちらは投与後７日目と 21 日目の

肉眼所見をまとめた表ですが、すべてのひなで肉眼的病変は認められませんでした。 

  概要の 44 ページ。表概 9-4「病理組織学的検査成績」は、投与７日目に剖検した各群５羽

の成績が示されております。左側が１日齢のひなの成績、右側が 28 日齢のひなの成績にな

っております。1 日齢及び 28 日齢のひなにおいて、被験物質投与後で炎症性変化が認められ

ておりますが、いずれも軽度でございました。以上の成績から、ひなに対する安全性が確認

されたものと結論されております。 

  48 ページ。「10 薬理試験に関する資料」でございます。表概 10-1-1「抗体価と強毒株攻

撃に対する防御の関係（１）」は、S95-P7 株の接種ウイルス量を振り、４日齢のひな 20 羽ず

つに接種した後、21 日目に中和抗体価を測定するとともに、強毒 S95-E3 株で気管内攻撃し、

臨床観察を行った結果でございます。中和指数は接種したウイルス量に依存して高くなる傾

向にあり、臨床症状の発現を指標とした場合の防御率は中和抗体指数の上昇に伴い高くなる

ことが確認されております。 

  これらの成績から表概 10-1-2「抗体価と強毒株攻撃に対する防御の関係（２）」にありま

すように、防御率○○を示す中和指数 2.0 以上を有効中和抗体価としております。 

  49 ページ。表概 10-「S95-P7 株の各種接種経路における最小有効量」では、接種ウイルス

を振り、中和抗体価を測定しております。中和指数は既に 2.0 以上を示した接種ウイルスは

一番上の点眼と３番目の散霧接種法で○以上、２番目の飲水、４番目の噴霧接種法で○以上

であったことから、最小有効ウイルス量は１羽当たり○EID50としております。 

  概要の 54 ページ。「14 臨床試験に関する資料」となってございます。表概 14-1「試験区

分」を示しておりますが、今試験ではレイヤー農場を２農場、ブロイラー農場を２農場で実
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施しております。 

  概要の 55 ページに 14-1-2「調査項目」が列記してあります。本試験では「（１）臨床観察」、

「（２）体重測定」、「（３）抗体測定用血清のサンプリング及び抗体検査」、「（４）育成率」、

「（５）出荷成績」等を調べております。 

  14-1-3「有効性及び安全性の評価基準」がございます。56 ページの「（１）有効性の評価」

といたしましては、①と②に場合分けをしておりまして、①が IB の流行が認められた場合、

②が IB の流行が認められなかった場合の２つに場合分けをしております。今回の試験では結

果として、IB の流行が認められませんでしたので、②の評価で行っております。 

  また、②に関しては更に①-1、②-2 の２ケースに場合分けしております。②-1 は被験薬投

与時に抗体を保有していない場合、②-2 は移行抗体を保有している場合に分けてございます。

結果といたしましては、今回は移行抗体を保有していたことから、②-2 の被験薬投与時に移

行抗体を保有している場合は、被験薬投与後○○の平均抗体価は投与後○○のそれに比較し

て同等以上でなければならないとの基準で評価されております。 

  「（２）安全性の評価」がございます。試験群の臨床観察において、原則として非臨床試験

で確認された反応以上の反応、又はそれ以外の臨床症状を認めてはならないとされておりま

す。 

  60 ページ。まず有効性の評価で、表概 14-5「中和抗体価の推移」がございます。本試験

では投与時に抗体を保有している群がございましたので、○○の平均抗体価が投与後○○の

抗体価に比較して同等以上である場合は有効とされるという判定基準を用いまして、有効と

判断されております。 

  戻りまして 58 ページ。安全性に関する評価です。表概 14-2「臨床観察成績」ですが、臨

床的異常はいずれの実施施設にも認められず、安全性が認められたものと判定されておりま

す。 

  １枚目に戻っていただいて、審議経過票をお願いいたします。７の欄にございますように、

本申請につきましては平成 23 年２月７日の動物用生物学的製剤調査会で御審議をいただき

まして、本日上程されるものでございます。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年とするとされております。 

  事前に中込委員から御意見をいただいておりますので、御紹介をいたします。資料番号黒

の№17 をお願いいたします。上から３番目「審議経過票の２枚目裏、又は、概要の p 概 11、

保管上の注意：直射日光又は凍結とありますが、本医薬品は粉末のはずで、凍結の心配はい

らない？むしろ、p 概 11 の他医薬品の記載されている加温の心配は？」という御質問でござ

います。 

  こちらに関しましては、申請者より加温を品質に影響を与える要因の一つとして追記する

という回答を得ております。 

  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 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明について御質問、御意
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見をお願いします。中込先生の御意見については記載をするということで、ほかはございま

せんでしょうか。どうぞ。 

○赤堀委員 番号 39 の指摘事項の 14、15。安全性に関する成績及び評価に関しての指摘事項

として、添付資料の資料番号 14 の表９の内容については概要書にも記載することというこ

とで、回答として「有害事象の表を追加した」とありますが、これはどこにあるのか教えて

いただけますでしょうか。 

○明石部会長 事務局、御説明願えますか。 

○事務局 済みません。質問は 14 番と 15 番の対応ということでよろしいでしょうか。 

○赤堀委員 そうです。 

○事務局 まず 14 番ですけれども、噴霧投与の場合における投与日齢の限定の要否につきま

して、噴霧投与については 28 日齢しかやっていないということで、申請書の４ページをご

覧ください。 

○赤堀委員 概要書に反映すると書いてあるものですから。これは指摘事項に関してはページ

数が振っていませんのでわかりにくいかもしれないですが、番号としては 39。 

○事務局 39 の御指摘に対する回答ですか。14-1-5 の安全性に関する治験及び評価。指摘事項

のページだと８ページ目でございます。こちらの 39 番の御指摘に対する回答として、メー

カーの方は反映させたと言っています。 

○赤堀委員 表として追加したとありますので、概要書の 42 ページの表概 9-1「臨床観察成績」

ということでしょうか。 

○明石部会長 これについては、このダイジェスト版に収載されていますか。申請書本体では

なくて、ここにもありますか。 

○事務局 済みません。有害事象については、概要の 61 ページに有害事象の表がございます。

それが試験中に認められた有害事象の表ということについては、概要の 61 ページになりま

す。 

○赤堀委員 ありがとうございました。安全性のところで指摘されていたもので、そこに反映

されているかなと思ったのでお尋ねしました。 

○事務局 済みません。臨床試験の方で記載させていただいております。 

○赤堀委員 もう２点お伺いしたいのですけれども、概要書の 42 ページになります。この中

の 9-1-2「試験成績及びその考察」がございます。その中で軽度の呼吸器症状が認められた

と記載されておりますが、軽度の呼吸器症状は一体何なのかというのが具体的に出てこない

です。化学物質の毒性試験をするにしても、中枢神経症状が表れたとか呼吸器症状が表れた

というのは非常にわかりにくい。どんな中毒徴候、毒性徴候が発現したかという具体的な記

載の仕方が適切ですので、もしできましたらこの辺もよろしくお願いいたします。 

  もう一点、同じところの２行目で適用量と書いてありますが、これは臨床適用量という意

味ですか。 

○事務局 そうです。 
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○赤堀委員 わかりました。それから、１日齢の散霧投与で 15 分の８羽に用量に関係なく毒

性徴候が表れているけれども、これについては用量依存性がないのでということで、特に問

題ないだろうと結論づけられておられますが、これがなぜこういう毒性徴候が出てきたのか

ということについて考察すべきであるという議論は、調査会等ではあったのでしょうか。 

○事務局 調査会ではそういうような議論は出ておりません。添付資料のもう少し詳しい方で

書いてあるかどうか確認いたします。 

  済みません。これ以上詳しくは書いてありません。 

○赤堀委員 結構です。 

○明石部会長 赤堀先生、いかがいたしましょう。もう少し詳細に記載させた方がよろしいで

しょうか。 

○赤堀委員 承認に関して、それを左右するほどの内容ではないと思いますけれども、実際に

データを拝見し、理解・評価する上で、もう少しわかりやすい表記をお願いをしておきたい

ということでよろしくお願いいたします。 

○明石部会長 わかりました。どうぞ。 

○池田委員 今のことですけれども、表概 9-1 の下の方に症状に関する記載が見えるのですが、

「間欠的な捻髪呼吸音」というのが一番下の方に書いてあります。これぐらいですね。 

○明石部会長 有害事象ではありますので、結論としてはこの製剤の特有の事象ではないとい

う結論だと思いますけれども、やはりどういう有害事情があったというものについては、き

ちんと記載する方がいいと思いますので、記載整備をお願いできますでしょうか。 

○事務局 かしこまりました。 

○明石部会長 それは、この軽度の呼吸器症状もそうですし、先ほどの用量依存性がないとい

うことに対する考察についてもしていただくということでよろしいですか。 

○事務局 安全性に関する試験成績に関しましては、症状等をもう少し具体的に記載を整備す

るようにいたしたいと思います。 

○明石部会長 ほかはございませんでしょうか。よろしいですか。特に御意見はございません

でしょうか。 

  それでは、記載整備を条件と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。本製剤につきましては、「９ 安全性に関する資料」に関す

る試験成績の情報をより具体的に記載を整備するという形を条件としまして承認を可とし、

薬事分科会に報告させていただきたいと思います。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。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 

＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

 ③ レベンタ（株式会社インターベット）  
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○明石部会長 それでは、次に動物用一般医薬品調査会関係でレベンダにつきまして、調査会

の座長であります野上先生、御説明をお願いします。 

○野上委員 レベンダについて御説明いたします。レベンタは株式会社インターベットから製

造、販売、承認申請されたレボチロキシンナトリウムを有効成分とし、イヌの甲状腺機能低

下症に伴う臨床上場の軽減を効能又は効果とする経口投与剤でございます。本製剤は平成 23

年１月 14 日に開催された動物用一般薬品調査会において事前の審議を終了し、本部会に上

程されるものです。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年とな

ります。詳細につきましては、事務局から説明があります。お願いいたします。 

○事務局 ただいま野上委員より御説明いただきましたので、概要に従いまして、簡単に御説

明を申し上げます。黄色の概要と書かれましたタブをお開きいただきまして、１ページをお

開きください。本項には本剤の投与対象となりますイヌの甲状腺機能低下症に関する現状が

記載されております。現在、同種・同効の動物用医薬品は承認されておらず、もっぱら臨床

現場ではヒト用医薬品を流用するか個人輸入によって外国で販売されている動物用医薬品が

使用されているものと思われます。なお、動物用医薬品におきましても、動物用チラーヂン

が承認されておりますが、成分は豚甲状腺由来のもので対象動物を牛とする注射剤でござい

ます。 

  概要の 33 ページ。こちらには同様の有効成分を含有するヒト用医薬品のチラーヂン S の

添付文書は記載されております。このように本剤有効分はヒト用医薬品として長い使用経験

を持ちますが、このようなものがございますので、かつ本剤の投与対象は食用動物ではない

ということから、このような製剤につきましては、毒性試験及び薬理に関する資料につきま

しては、必要に応じて求めることとしております。このことから本申請は、毒性試験及び基

礎的薬理試験に関する試験は省略の上で申請されております。事務局といたしましても、こ

れらの資料につきましては、特に必要としないものと判断いたしました。 

  概要の 48 ページ。同時に本資料の審議経過票も併せてご覧いただければと思います。本

剤は飼料に混じて投与する経口液剤として開発されておりますが、通常、レボチロキシンの

溶解性が低いことから液状とすることは困難なため、本剤は溶解補助剤としてヒドロキシプ

ロピル－β－シクロデキストリンを用いることによってレボチロキシンを可溶化しておりま

す。 

  本品は動物用医薬品の添加剤としての使用実績はこれまでに乏しく、事務局によります審

査の段階で概要の 48 ページに記載されておりますような情報を申請者より得ております。 

  概要の 50 ページからは本剤の物理的・化学的試験、規格及び検査方法についての説明が

ございます。本項を含め、以下の試験におきましては緩衝材であります炭酸水素ナトリウム

を含有しない製剤を用いた試験がございます。その妥当性につきまして事務局の審査により

まして申請者に確認をしておりますが、おおむねそれにより試験への影響は少ないものと判

断しております。 

  72 ページ。本項は物理的・化学的試験、規格及び検査方法につきましての詳細な説明は割
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愛させていただきますが、本剤は一本の製剤を長期間にわたり分割して投与する製剤となっ

ております。このことから本剤は保存剤としてエタノールを含む製剤となっておりますが、

事務局におきましては、この保存効力について重要事項と考え、申請者に対して保存効力試

験を設定するように求めております。申請者からは本項にあります保存効力試験を設定する

申し出がございまして、事務方といたしましてはおおむね妥当な設定がなされたと考えてお

ります。 

  110 ページ。本項では本剤安定性に関する説明がございます。まず原薬の安定性でござい

ますが、本剤原薬に関しましては海外製造元の規格である欧州薬局方及び米国薬局方の規格

及び試験方法を基に安定性試験を行っております。その結果、一覧表に記載しておりますが、

長期安定性○○○では○○○の規格に逸脱が見られております。このことから本剤原薬の有

効期間としては、その前の測定時点であります○○○で設定されております。 

  129 ページ。こちらにおきましては、製剤の安定性について記載しております。成績の項

に示しておりますが、本剤は標準的な保存条件であります気温 25℃、相対湿度 60％の条件

におきましては６か月の時点で類縁物質の量が規格値を超える結果が得られており、保存条

件を冷蔵とし、気温はおよそ５℃の条件におきまして、18 か月で安定であるとの成績を得て

おります。このことから、本剤の有効期間は 18 か月と設定されております。なお、安定性

試験は現在も継続中でございます。 

  143 ページ。こちらでは使用時を想定した試験結果が示されており、本剤は開封後も６か

月間は安定であるという結果を得ております。 

  147 ページ。ここからは本剤の対象動物に対する安全性に関する説明がございます。イヌ

に通常の一日最大投与量であります 40μg/kg 及びその３倍、５倍量を 91 日間連続投与し安

全性を検討しております。 

  結果につきましては、169 ページに考察されております。本剤の通常最大投与量によりま

しては、特に重大な問題となる所見は認められなかったと考えておりますが、高用量では体

重減少を始め、臨床症状に本薬の薬理作用によると考えられる有害事象が認められておりま

す。 

  また、溶解補助剤であるヒドロキシプロピル－β－デキストリンによると見られる軟便等

も観察されておりますが、このことにつきまして海外での対応状況も考慮し、必要と考えら

れるものにつきましては、添付文書におきまして注意を喚起しております。 

  141 ページ。先に御説明いたしましたとおり、本申請につきましては基礎的薬理試験は省

略されております。このことから薬理に関する資料といたしましては、海外臨床現場を用い

た用量設定試験のみが添付されております。本剤は獣医師が臨床症状を観察しながら用量を

決定する製剤ではありますが、本試験の結果は 176 ページから記載されておりますが、開始

用量及び用量調節におきましても特に問題は報告されておらず、183 ページにありますが、

有害事象も特に用法及び用量について問題を呈するものではなかったと考えられました。 

  201 ページからは本剤の薬物動態に関する説明がございます。まずビーグル犬に関しまし
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て、14 日間連続投与し、基礎的薬物動態パラメータを算出しております。その結果につきま

しては、209 ページの表 12.2-4 に記載しております。これによりますと Tmax はおよそ２時

間、半減期はおよそ 14 時間とされており、AUC も含めて投与開始時と投与 14 日目ではほと

んど差はございませんでした。このため蓄積等の影響はないと考えられました。 

  少し戻りますが、204 ページの結果では経口投与時と静脈内投与時の比較がされており、

生物学的利用の和はおよそ 22％とされております。 

  210 ページ。こちらでは食事の有無が本剤の薬物動態に与える影響を調べております。そ

の結果、本剤は絶食下で投与した場合、混餌投与と比較して AUC 及び Cmax が２倍になると

の結果が得られております。このことを受けまして、添付文書の使用上の注意におきまして、

このことについて注意喚起をしております。 

  このほか 220 ページ以降には本剤の血漿タンパク、結合率、薬物相互作用に関する資料が

ございます。これらの結果に加えまして、ヒト用医薬品における情報を取捨選択し、添付文

書において適宜情報提供を図っております。 

  225 ページより本剤の臨床試験に関する試験成績がまとめられております。国内における

臨床試験は新規症例及び既存治療からの変更症例を合わせ、53 症例を対象として行われ、う

ち 49 症例を有効性解析対象としております。そのほか外国におきましては同様に 46 症例を

対象とした試験が行われております。以下、国内試験を中心に御説明いたします。 

  226 ページ。こちらに試験プロトコルの概略をまとめております。用法及び用量は申請の

方法に順次、獣医師による用量調節の下、新たに甲状腺機能低下症と診断された症例及び既

存治療からの変更症例に分けて組み入れております。対照群は置いておりません。 

  232 ページ。こちらに本臨床試験における対象疾患の診断基準を記載しております。 

  236 ページ。こちらに評価方法に関する記載がございます。この全ページに臨床スコアに

関する基準が記載されておりますが、このスコアに加えまして、甲状腺ホルモン値が基準値

に収まっているか否かにつきましてもスコア化し、新たに診断された症例につきましてはこ

れらの合計スコアを投与前値と比較し、軽減率によって評価しております。また、既存値量

からの変更症例につきましては、投与前値と比較して増加しなかったことをもって有効とし

ております。 

  このほか各スコア及び臨床検査値につきましては、237 ページに記載されておりますよう

な統計解析を行っております。結果でございますが、本剤は症例に応じて用量の調整が必要

であり、臨床現場において適切な調節が可能な製剤であるのが一つのポイントと考えられま

したが、238 ページから記載されておりますように、新たに信頼をされた症例及び既存治療

からの変更症例のいずれにつきましても用量調節に関して不具合を来した症例はなかったも

のと判断されました。新たに診断された症例に対する臨床スコアの結果は、240 ページの表

14.1-10 にまとめておりますが、多くの項目において有意なスコアの改善が見られたと考え

られます。 

  既存治療からの変更症例につきましては、242 ページにございますが、こちらに関しまし
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ても特に既存治療からの変更に際しまして、臨床のスコアに特筆される変化はなかったもの

と考えられました。 

  有効性評価につきましては、246 ページの表 14.1-15 にまとめておりますが、やや有効以

上と判断された症例の割合は新たに診断された群及び変更症例群の各群で 93.5％及び 100％

となっております。 

  一方、安全性に関する評価でございますが、試験期間中には最も多く見られた有害事情は

軟便、下痢等の消化器症状でございますが、これらにつきましては安全性試験等でも見られ

ているヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリンによるものと考えられました。また、

肝機能、腎機能に対する有害事情は認められておりますが、これにつきましては原因疾患の

影響も考えられましたが、本剤の影響も考えられ、添付文書等による注意喚起がされており

ます。試験中の死亡症例は５例見られ、うち３例は本剤投与との因果関係は否定できません

でしたが、個々の症例を精査し、原因疾患の重篤度等を考慮した結果、本剤の有用性を否定

するものではないと考えられました。 

  それでは、最初に戻りまして、表紙から２枚目の別紙１をお開きください。以上のような

資料内容につきまして、平成 23 年１月 14 日に開催されました動物用一般医薬品調査会にお

きまして、御審議いただきました。調査会におきましては使用上の注意に対する御指摘を４

点いただき、その内容といたしましては制限事項について、その根拠を明確にし、禁忌ある

いは原則禁忌等の取扱いについて適切な取扱いをすること。また、記載根拠は明確でないも

のについては、その根拠を明らかにする旨の御指摘でございました。これらの御指摘につき

ましては、申請者から適宜修正案が提示されておりますが、調査会におきましては、これら

の事項につきまして適切に対処することで本部会に上程して差し支えないとの御判断をいた

だき、今回御審議をいただくことに至ったものでございます。 

  本審議品目につきまして、事前に中込委員より御意見をいただいておりますので、御紹介

をさせていただきます。当日配布資料№17 をご覧ください。 

  品目名：№3 レベンダといたしまして真ん中辺りから下にございます。「別紙規格３ 炭酸

水素ナトリウムの規格及び検査方法の p26 定量法式：0.1mol/L 塩酸１mL＝84.0mg NaHCO3

は、１mol/L 塩酸の誤り」。 

  その他４項目につきまして、誤記等の御指摘をいただいております。こちらに関しまして

は、申請者より適切に修正をする旨の申し上げを受けております。 

  最後に一番下でございますが、概要 p113、表 5.1-5 218GfM（M）の成績ほか EP と USP

の旋光度の値が違うのは、測定法がどう異なっているからなのか、示すこととの御指摘でご

ざいます。 

  こちらにつきまして、申請者の方に確認いたしましたところ、欧州薬局方では 95％エタノ

ールと１mol/L 塩酸 4.1 の混液で溶解しているのに反しまして、米国薬局方の方では 95 はエ

タノールと水酸化ナトリウムの２対１を混液で溶解しているとの報告を受けております。 

  最後に本剤の毒劇薬に関する指定に関してでございます。本剤有効成分レボチロキシナト
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リウムは既に人用医薬品の薬事方施行規則の方になると劇薬に指定されておるものでござい

まして、本剤につきましても劇薬に指定するのが相当かと考えております。 

  事務局から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 ありがとうございました。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。中込先生の御質問についてはよろしいですか。 

○中込委員 はい。 

○明石部会長 ほかにございますでしょうか。特に御質問等はございませんか。 

  そうしたら、承認ということでよろしいでしょうか。 

  （「はい」と声あり） 

○明石部会長 承認していただきました。 

○事務局 ありがとうございます。本剤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、再審査期間は新薬効成分眼動物用医薬品ということで６年間とし、

劇薬に指定することといたします。 

○明石部会長 次に製剤基準の一部改正ですが、休みを取りますか。それとも、このままやり

ますか。 

○事務局 それでは、10 分ほどお休みをいただきまして、３時 50 分から再開したいと思いま

す。 

○明石部会長 では、３時 50 分まで休みとします。 

 

（休  憩） 

 

 （２）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

   ＜動物用生物学的製剤調査会＞ 

    ＜水産用医薬品調査会＞  

 

○明石部会長 それでは、審議を再開したいと思います。「（２）動物用生物的製剤基準の一部

改正について」事務局の方から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、事前に送付いたしました赤の№４「動物用生物学的製剤基準の一部改正

について」という資料をお手元に御用意ください。今回は製剤のシードロット化に伴いシー

ド製剤の各条を追加するものが３つ、また再審査が終了したものを医薬品各条に追加するも

のが一つございます。 

  まずシードロット化に伴う一部改正でございますが、既にあるノンシードの製剤基準の内

容に新たにシードの規格等が追加されるものとなります。製剤のシードロット化により新た

に追加される試験については、同じく製剤基準のシードロット規格において規定されている

ものとなります。 

  １ページ。１つ目が、牛クロストリジウム感染症５種混合（アジュバント加）トキソイド
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（シード）でございます。「１定義」にありますが、本製剤はシードロット規格に適合した気

腫疸菌、クロストリジウム・セプチカム、クロストリジウム・ノビイ、クロストリジウム・

パーフリンゲンス及びクロストリジウム・ソルデリーを培養して得た培養上清を無毒化した

ものを混合し、アジュバントを添加したトキソイドでございます。 

  製造用株については「2.1.1 気腫疸菌」から「2.1.1.3 マスターシード菌」、「2.1.1.4 ワーキ

ングシード菌」、「2.1.1.5 プロダクションシード菌」について、それぞれ作製方法や継代数、

保存方法等が規定され、2.1.2 以降、クロストリジウム菌についても同様に規定されておりま

す。 

  ５ページ。3.1.1 から 3.1.3 までが各シード菌の規格試験について規定されています。マス

ターシード菌については同定試験と夾雑菌否定試験、またワーキングシード菌とプロダクシ

ョンシード菌については夾雑菌否定試験が設定されています。そのほかの部分につきまして

は、既存のノンシードの製剤基準と同じとなっております。 

  15 ページ。日本脳炎生ワクチン（シード）でございます。定義としましては、シードロッ

ト規格に適合した弱毒日本脳炎ウイルスを同規格に適合した培養細胞で増殖させて得たウイ

ルス液を凍結乾燥したワクチンです。 

  シードロット製剤ということで、こちらも 2.1.3、2.1.4 及び 2.1.5 に各シードウイルスにつ

いて作製方法、継代数等が規定されております。また、2.2 製造用材料としては SPF 動物規

格のハムスター腎初代細胞がマスタープライマリーセルシードであり、これがプロダクショ

ンプライマリーセルシードとなっております。 

  各シードウイルスの規格試験についてですが、16 ページの 3.1.1 から規定されております。

マスターシードウイルスにつきましては、同定試験、無菌試験、マイコプラズマ否定試験、

外来性ウイルス否定試験、対象動物を用いた免疫原性試験、対象動物を用いた安全性試験、

病原性復帰確認試験が設定されております。なお、「3.1.1.4 外来性ウイルス否定試験」とし

ては、共通ウイルス否定試験のほかに特定ウイルス否定試験の一般試験として、豚繁殖・呼

吸障害症候群ウイルス及びリンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、更に個別ウイルス否定試験とし

ましては、豚コレラウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイルス性下痢・粘膜病ウイルス、ロ

タウイルス及び狂犬病ウイルスの否定が規定されております。 

  また、セルシードにつきましては、17 ページの 3.2.1 に培養性状試験、無菌試験、マイコ

プラズマ否定試験が設定されております。このほかの内容につきましては、既にあるノンシ

ードの基準と同じとなります。 

  次にシードロット製剤の最後となりますけれども、22 ページをお開きください。犬レプト

スピラ病不活化ワクチン（シード）でございます。シードロット規格に適合したレプトスピ

ラ・カニコーラ及びレプトスピラ・イクテロヘモラジーの培養浮遊菌液を不活化したワクチ

ンとなります。 

  こちらもレプトスピラの各製造用株について、「2.1.1.3 マスターシード菌」から「2.1.1.5

プロダクションシード菌」、次の 2.1.2.3 から 2.1.2.5 において継代数や保存等について規定さ
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れております。 

  24 ページの「3.1 製造用株の試験」となります。マスターシード菌では同定試験及び夾雑

菌否定試験、ワーキングシード菌及びプロダクションシード菌では夾雑菌否定試験がそれぞ

れ設定されております。これ以外の内容につきましては、既存のノンシードの基準と同じに

なります。以上がシードロット化に伴う製剤基準の改正となります。 

  続きまして、再審査が終了した製剤の基準案です。27 ページをお開きください。イリドウ

イルス感染症・ぶりα溶血性レンサ球菌症混合不活化ワクチンでございます。 

  定義ですが、マダイイリドウイルスを培養細胞で増殖させて得たウイルス液及びラクトコ

ッカス・ガルビエの培養菌液をそれぞれ不活化したものを混合したワクチンとなっておりま

す。 

  ２からが製法でして、「2.1 製造用株」、「2.2 製造用材料」、「2.3 原液」、28 ページ「2.4 最

終バルク」、「2.5 小分製品」までの製造方法について規定されております。 

  ３からが試験法ということで、製造用材料や原液等の製造段階で行う試験や 30 ページの

3.5 にあります小分製品で行う試験について、それぞれ規定されております。 

  31 ページの４に貯法及び有効期間について記載されております。 

  以上が動物用生物学的製剤基準案の内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○明石部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの製剤基準の一部改正について、

御質問、御意見をお願いします。いかがでしょうか。御質問等はございませんでしょうか。

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、承認をしていただきました。 

○事務局 ありがとうございます。原案どおり薬事分科会に報告させていただきます。 

 

 （３）動物用生物由来製品の指定について 

    ＜動物用生物学的製剤調査会＞  

 

○明石部会長 続きまして、「（３）動物用生物由来製品の指定について」、これも事務局から御

説明をお願いします。 

○事務局 事前にお送りいたしました資料番号赤の№５の御用意をお願いいたします。「『農林

水産大臣が指定する生物由来製品を定める件」の改正について」を御説明いたします。 

 動物用生物学的製剤のうち、家畜伝染病予防法第２条に基づく家畜伝染病及び人獣共通感染

症を対象とした生ワクチンについては、薬事・食品衛生審議会の意見を聞き、農林水産省告

示において指定しております。指定された製剤については感染症の定期報告等の義務が課せ

られることとなっております。 

  先ほど御審議いただきました動物用生物学的製剤基準の改正において、日本脳炎生ワクチ
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ン（シード）を御審議いただいたところですが、日本脳炎に関しましては家畜伝染病及び人

獣共通感染症の生であることから、本日本脳炎生ワクチン（シード）のシードロット化に伴

いまして、新たな動物用生物由来製品に指定することとしたいと考えております。 

  なお、１点、記載の修正をお願いいたします。２ページの別紙をお願いたします。日本脳

炎生ワクチン（シード）の記載場所が「（20）炭疸生ワクチン（シード）」の後ろになってご

ざいましたが、誤記でございまして、２つ後ろの豚丹毒生ワクチン（シード）の後ろに記載

を改めたいと思います。失礼いたしました。 

  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 ありがとうございました。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。よろしいですか。特にございませんか。 

  （「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、承認ということにしたいと思います。 

○担当者 済みません。今の御説明でもう一点修正がございまして、日本脳炎生ワクチンの記

載場所ですが、１つ後ろの豚コレラ生ワクチン（シード）の後ろの記載になります。失礼い

たしました。 

○明石部会長 ということは（22）になるということですか。 

○担当者 はい。（22）でございます。失礼いたしました。 

○明石部会長 （23）ではなくて（22）ということです。それでは、承認していただきました。 

○担当者 ありがとうございます。原案のとおり薬事分科会に報告させていただきます。 

 

 （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 続きまして、「（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」。これについて御説明をお願いします。 

○事務局 御説明は畜水産安全管理課の方から御説明をさせていただきたいと思います。資料

につきましては、当日配付させていただいております黒の№９の資料でございます。表題は

「畜水産物に含有してはならない物質（医薬品）について獣医師による適用外使用を制限す

る措置の導入」ということで、配付資料一覧と表題が異なっておりまして、大変申し訳ござ

いません。こちらが正式なタイトルでございまして、これに基づいて御説明をさせていただ

きたいと思います。 

  動物用医薬品あるいはヒト用の医薬品の中には、毒性等の問題からヒトの健康に重大な悪

影響を及ぼす可能性が高いというものがございます。そのような成分につきましては、これ

まで食用動物の使用について承認が取られているものにつきましては、例えば再評価等の制

度を活用いたしまして、食用動物に対する承認等の取消し、このようなものを行うようなこ

とで対応してまいったところでございます。 

  しかしながら、現行の薬事法においては、これらのヒトの健康に重大な悪影響を及ぼす可
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能性がある成分でございましても獣医師が疾病の治療等の診療の目的に使用するような場合

には、食用動物への使用が可能というような対応となっております。それらの状況の中で前

のことですけれども、平成 19 年に熊本県の獣医師が犬用で表示されておりますクロラムフ

ェニコール、これは再生不良性貧血等の問題がございまして、食品衛生法上も食品中に含有

されてはならないとなっている成分でございますけれども、それを牛の乳房炎の治療薬とい

うことで処方されていたという事態がございました。この際には使われた動物からの乳につ

いて回収する等の措置が取られたという問題が起きたことがございました。 

  また、現在コーデックスの食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）の方におきましても、こ

のようにヒトの健康に悪影響を及ぼすような安全性に問題があるような物質で MRL が設定

できないようなものについては、食用動物の使用について国際的に禁止するというような勧

告を今、検討しているというような状況でございます。昨今このような背景がございますの

で、畜水産物の安全性の向上ということで、このような物質について関係の省令等を改正い

たしまして、獣医師等の食用動物への適応外使用については、原則を制限していきたいとい

うことが今回の改正の趣旨でございます。 

  具体的な規制対象物質ということでございますけれども、こちらの方につきましては、食

品衛生法において食品中に含有あるいは検出されてはならないという物質のうち、国内ある

いは海外において動物用医薬品又はヒト用医薬品ということで用途が定められているもので

ございます。次のページにございますけれども、こちらのカルバドックスからロニダゾール

までの 13 成分。こちらについて今回対象にしていきたいということを考えております。な

お、これらの成分につきましては、すべて現在、我が国の食用動物については薬事法上の承

認はないというような成分となっております。 

  具体的な改正についてでございますけれども、次の 3 枚目でございます。下に 1 ページと

書いてございますけれども、こちらをご覧いただきたいと思います。現行の薬事法におきま

しては、薬事法の第 83 条の３というものがございまして、それによって国内で承認されて

いない未承認の動物用医薬品あるいはヒト用医薬品については、食用動物に使用してはいけ

ないということが規定されているところでございます。ただし、こちらにございます、薬事

法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の中で、こ

れは省令の仮案でございますけれども、上の方が改正案、下の方が現行となってございます。

下の現行の部分をご覧いただきたいと思います。現行の第２号で「獣医師がその診療に係る

対象物の疾病の診断、治療又は予防の目的で医薬品を当該対象動物に使用する場合」。あるい

は獣医師から使うように指示を受けた家畜の所有者等が使う場合。これについてはこの規定

にのっとらず使用ができるということが定められているところでございます。 

  これについて、先ほどの物質について禁止をしていこうということで、上の改正案でござ

いますけれども、それぞれ１号、２号、３号の部分に医薬品について、「別表に掲げる医薬品

を除く」という部分を入れまして、別表として先ほどの 13 成分を加えるという体制を図り

たい。これによって、これらの物質について獣医師等が特例使用をして未承認医薬品につい
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て使うのを抑えるというような改正を考えているところでございます。 

  こちらについては国内で未承認の医薬品ですけれども、国内で動物用あるいはヒト用医薬

品として承認されている成分もございます。それについて規制をかけるということで、それ

につきましては４枚目の部分でございますけれども、こちらの方で使用の規制に関する省令

の改正案ということでございます。こちらにつきましては先ほど申し上げたとおり、動物用

あるいはヒト用の医薬品ということで承認されているものについて制限をかけていくという

ものでございます。食用動物について承認されている動物用医薬品につきましては、この使

用規制の省令というものの中で、動物に使用する場合の例えば出荷するまでの使用禁止期間

であるとか、そういう使用基準が規定をされているところでございまして、この中の別表の

第１、第２でそれが定められているところでございます。 

  次のページをお願いいたします。この省令の中に今回規制をかけていくということで、上

の改正案の四という部分に別表第３ということで新たな欄を設けまして、こちらの方に先ほ

ど申し上げた毒性等に問題があるような成分の一部を指定しまして、これについては食用に

供さないというような対応を取るということを行っていきたいと思っております。 

  具体的には後ろから２枚目の 65 ページと書かれているところに別表第３がございます。

こちらの方で、先ほどは 13 成分ございましたけれども、その中で犬用、愛玩動物用として

承認が取れられておりますクロラムフェニコール、国内で観賞魚用として承認が取られてお

りますニトロフラゾンとマラカイトグリーンにつきましては、この使用規制の省令の中で、

食用に供するような動物には使わないという規定を加えるというものでございます。 

  また、別表第４でございますけれども、こちらはヒト用医薬品として承認されているもの

で食用動物には使えないという形で規制をかけようというものでございまして、クロラムフ

ェニコールにつきましてもヒト用医薬品として承認されておりますので、これについてはこ

こで止めていくということ。 

  その他ヒト用医薬品で承認されているもので動物用医薬品でないものということで、クロ

ルプロマジンとメトロニダゾールがございますので、この３つについてヒト用医薬品という

ことで、これらについても食用動物には使わないという制限をかけたいと考えているところ

でございます。 

  また、このような医薬品を食用動物に使った場合には、67 ページでございますけれども、

このような出荷禁止指示書を獣医師から農家に出しまして、食用には出荷しないというよう

な規制をかけていくということを考えているところでございます。 

  最初の紙に戻っていただきまして、「４ 今後の予定」でございます。本部会で御了承いた

だいた後、この使用規制につきましては食品安全委員会あるいは厚生労働大臣の方に意見を

聞かなければいけないということもございますので、それについて御審議をいただく予定に

なっております。また、日本獣医師会等の関係団体等への意見聴取を行いまして、パブリッ

クコメントの実施、その上で省令の改正を行うというスケジュールを立てているところでご

ざいます。 
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  以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○明石部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明について、御質問、御

意見等をお願いします。どうぞ。 

○越久田委員 食用に供する動物のみという規定ですね。獣医療の中にいわゆる産業動物を含

んで小動物という分野があるんですけれども、そちらの方には規定は当てはめないというこ

とですか。 

○事務局 基本的に愛玩動物に対しては対象外ということで考えております。 

○明石部会長 どうぞ。 

○赤堀委員 とても大事なことに答えをいただいてありがたいことだと思いますが、これは今

後の対応の中で食品安全委員会、厚生労動省等での審議を経てパブリックコメントをいただ

くということですが、どのくらいの期間を考えておられますか。 

○事務局 今のところの予定としては、コーデックスの方の総会が７月くらいにありそうだと。

CCRVDF の話題が出るかどうかはわからないですけれども、その辺りをめどに出していけれ

ばということは考えております。 

○赤堀委員 抗菌性物質製剤でしたら食肉検査センターで検査する段階でチェックできると思

うんですけれども、なかなか一般薬についてはチェックしにくいと思うんですが、それにつ

いてはどのような形で周知徹底させようとされているのか。その辺のお考えはございますか。 

○事務局 実際のと畜場の検査は厚生労働省なり保健所でやられる形になりましたので、それ

については厚生労働大臣の御判断に基づきます。その上で連携を図っていきたいと考えてい

るところでございます。この省令を出す際には、詳細な通知等も併せて周知をしていきたい

ということを考えているところでございます。 

○明石部会長 ほかはよろしいですか。それでは、特に御異議がなければ、ただいまの省令の

一部改正について、お認めいただきました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、薬事分科会にも御報告させていただきます。 

 

 Ⅱ）報告事項 

 （１）動物用医薬品の承認事項変更承認の可否について 

  ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

    ① イスランソーダ（セラケム株式会社）  

 

○明石部会長 これで審議事項は終了ということで、次に報告事項に移りたいと思います。報

告事項の「（１）動物用医薬品の承認事項変更承認の可否について」。水産用医薬品調査会関

係のイスランソーダ。事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、赤の資料の№６をお手元に御用意ください。審議経過票に沿って御説明

いたします。販売名はイスランソーダとなっておりまして、申請者はセラケム株式会社です。 

  今回新しく追加される用法及び用量は、魚体重１kg 当たり１日量スルフイソゾールナトリ
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ウムとして、ぶりのノカルジア症に対し 25～50mg を飼料に添加し投与することとなってお

ります。既に本剤はぶりのビブリオ病及びぶり血清病に対し 100～200 mg の投与量というこ

とで承認がありますので、その承認の投与量よりは少ない投与量となっております。 

  新たに追加される効能・効果は、スルフイソゾール感受性菌に起因するノカルジア症によ

るぶりの死亡率の低下となっております。 

  水産医薬品調査会の審議結果ですが、平成 23 年２月４日に行われました水産用医薬品調

査会において審議されまして、本剤については所定の審議を終了したものとし、承認を可と

し、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないという審議結果をいただきました。 

  以上でございます。 

○明石部会長 ありがとうございました。報告事項ですが、御質問等がございましたらお願い

いたします。どうぞ。 

○赤堀委員 ２ページの使用上の注意の（２）の２行目「思わぬ副作用が発生するおそれがあ

るということですが、ヒトの薬とか動物薬の場合には、安全性試験とか臨床試験あるいは毒

性試験の結果から可能性のある副作用や、中毒あるいは毒性について、いわゆるエビデンス

に基ずく副作用を記載すると思うのですけれども、水産薬の場合はその副作用や毒性がよく

わからないから「思わぬ副作用」という表現をされてきたのでしょうか。 

○事務局 これは本剤に限らず、使用上の注意として一般的にこのような書きぶりに統一され

ていると思うので、それに従って記述したものです。 

○赤堀委員 わかりました。それから、使用者に対する注意のところで（３）ですが、「本剤が

眼に入った場合には、直ちに水でよく洗い流し」とあります。次の（４）を見ますと「取扱

い時には、防護メガネ、マスク、手袋」という記載があります。使用上の注意を守らなかっ

た場合の想定ですので、この場合は、大量の水でよく洗い落とすと「大量の水」が入ってい

た方がいいのではないかと思います。農薬等についても大量の水でということで注意書きに

書かれておりますので、御検討いただけるとありがたいです。 

○事務局 わかりました。検討いたします。 

○明石部会長 水産関係については特有の書きぶりがあるのかもしれないですけれども、特段

どうしてもその文言が必要ということでない限りは、動物薬とも合わせていった方がいいよ

うに思います。それはこの製剤ということではなくて、今後の事務局として検討していただ

ければと思いますが、いかがでしょうか。事務局よろしいですか。 

○事務局 使用上の注意の記載例等をお出しして、それに基づいて一般的なところで書かれて

いることもございますが、そちらの方の記載も含めまして、今後は御意見をいただきました

ことを参考にいたしまして、検討していきたいと思います。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。ほかにこの御報告について、何かございます

でしょうか。それでは、御報告を受けました。 

○事務局 ありがとうございました。 
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（２）動物用医薬品の再評価について 

  ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

 ① マイクロチップインジェクター（マイクロチップ） 

 ② 平成 23 年度定期再評価スクリーニング対象成分 

 

○明石部会長 次に「（２）動物用医薬品の再評価について」。２点ありますけれども、事務局

から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、赤の資料№７の「動物用医薬品の再評価について」という資料をもって

御説明をさせていただきます。 

  まず最初に「（１）マイクロチップインジェクター（マイクロチップ）」について。これは

平成 18 年度の臨時再評価スクリーニングにより検討を要する成分とされたものということ

で上がってきたものでございます。こちらの御説明を差し上げたいと存じます。 

  １ページ。全文検討というものを私どもは所内でやっておりますが、それの結果について

の１枚紙がございます。こちらは３ページからの基になったスクリーニングの評価の対象と

なった文献です。これをサマライズしたものですので、こちらの１ページ目の内容に沿って

御説明を差し上げます。 

  この３ページ目からの論文ですが、こちらは９歳の雄のフレンチブルドックにワクチン接

種及びマイクロチップを埋め込んだ８か月後、チップ挿入部位の頸部皮下に約３×３cm の

腫瘍が見られたというものについての組織学的な検査結果となっています。 

  この腫瘍ですけれども、まず細胞診によって線維肉腫であることが診断をされました。こ

のフレンチブルドックについては、腫瘍の発見される８か月前に狂犬病と一般的な犬の感染

症のワクチンというものを接種されておりまして、それと同時にインデクセルというメディ

アル社製のマイクロチップを埋め込まれています。この犬ですが腫瘍を取り除いた後はワク

チンやチップを注射せず再発は見られなかったということでございますが、この腫瘍につい

て、細胞診で線維肉腫が疑われまして、その後パラフィン包埋をした組織切片を切ってみま

すと、高悪性度浸潤性の線維肉腫であったということで、この線維肉腫なんですけれども、

肉腫のほかに炎症性の組織像が見られたということで、飼い主が組織病理の専門の会社に検

体を送って調べてもらったところ、組織の中にあった炎症細胞については４型の過敏症を示

していたという様子であったということです。 

  この著者らですけれども、考察のところでも書いてございますが、猫ではよく注射の後に

線維肉腫があるということが今は比較的常識になっておりまして、AVMA などの組織がタス

クフォースをつくって、ワクチンによる肉腫の獣医師や飼い主への啓蒙を行っている状況で

す。また、EU ではワクチンやマイクロチップによる反応を副作用情報に記録するということ

を計画し始めているということでございます。 

 著者らはマイクロチップによって炎症反応が起きて、線維肉腫ができたのではないかという

ことを一応考察はしているのですけれども、このとき同時にワクチンも打たれておりまして、
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３ページ目の原著のところにあるのですが、１段組目の下から４行目くらいに「not embedded 

within the tumor, but immediately adjacent to it,」ということで、腫瘍の直接中にはこのマイ

クロチップはなく、ただ、非常に直近の部分にあったということなので、これによって起き

ている可能性はあるけれども、断言はできないというような考察になっております。 

  これに基づきまして、ほかの文献も見てみましたところ、インデクセルのマイクロチップ

装着後１年半が経過した犬で脂肪肉腫の報告もあるということで、２件報告が文献としては

あるので、一応これを何らかの方針をつくって再評価を調査会にかけましょうということで、

動物用医薬品再評価調査会で御審議をいただきました。 

  ３～６ページ目までは原著の報告でございます。このマイクロチップの再評価については、

その成分がすべてということでかかってまいりまして、今回はマイクロチップということで、

日本で売ってございますマイクロチップについての承認対象品目一覧を調べましたところ、

７ページにございますようなものがございました。製造販売業者さんとしては株式会社共立

商会、DS ファーマアニマルヘルス株式会社、富士平工業株式会社、サージミヤワキ株式会社

がそれぞれマイクロチップとマイクロチップインジェクター、これらはセットにして通常販

売されておりますが、これらのものを売っているということでございます。 

  私どもはこちらの会社すべてに関しまして、意見照会を行いましたところ、それの回答が

来ましたのが８ページ目からの概要になってございます。この業者の回答概要について順番

に御説明させていただきます。 

  まず、株式会社共立商会からは、対象文献においてはマイクロチップ接種と同部位にワク

チン接種を行っており、マイクロチップ自体も腫瘍の直の外側にあることから、マイクロチ

ップが腫瘍の原因かどうか明確ではない。マウス又はラットにおけるマイクロチップ挿入後

に腫瘍発生に関する報告というのも文献の方には参考として挙がっているのですが、これに

関しては発がん性試験に供されていた動物におけるものの報告であったので、これらの結果

をほかの動物に外挿することは困難である。また、平成７年の発売以降、この株式会社共立

商会では約９万本のマイクロチップインジェクター及びマイクロチップを販売しているけれ

ども、腫瘍発生の報告は受けていないことから、マイクロチップの安全性については特に問

題ないものと考えるという回答をいただいております。 

  DS ファーマアニマルヘルス株式会社は飛ばしまして、富士平工業株式会社ですが、９ペー

ジになります。こちらからは平成 14 年の販売開始から現在まで、高悪性度浸潤性線維肉腫

形成などに関する報告は受けていないということで、対象製品については安全であると考え

るという回答がございました。 

  サージミヤワキ株式会社からは、販売しているのは英国トローバン製の製品のみであると

いうことで、こちらの製品は生体適合性のよいバイオグラスというものが使われておりまし

て、発がん性試験でも腫瘍の形成は見られなかった。また、同社からは発売以来 2,000 万個

以上が世界で使用されているということで、腫瘍肉腫形成を含めた副作用の報告は一度もな

く、副作用に基づく使用規制は使用上の注意の記載が義務づけられている国はないという報
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告を受けていますということです。 

  2 段目「なお」ということで、マイクロチップ挿入後の腫瘍形成に関する報告において用

いられているのが、マイクロチップとしてすべて米国デストロンフィアリング社の製品であ

るということを御回答いただきました。これはトローバン社の製品ではないということで、

実はこのデストロンフィアリング社の製品を扱っているのが DS ファーマアニマルヘルス株

式会社ですので、8 ページに戻らせていただきます。 

  この DS ファーマアニマルヘルス株式会社からは、犬又は猫で線維肉腫が報告されている

けれども、因果関係が明確ではなく、これまでに何百万例のマイクロチップ埋込み例がある

事実を考慮すると、マイクロチップに起因して腫瘍が発生する可能性はほとんどないと考え

られる。 

  2 点目。マウス及びラットにおいてマイクロチップの埋込部位の腫瘍が低頻度で認められ

るが、犬、猫で同様の事象が発生していない事実を考慮すると、マウス、ラットから犬、猫

に対する有害事象の外挿を行うことは妥当ではない。 

  3 点目。国内では 2001 年 4 月から現在までにライフチップに関して 4 例の安全管理情報、

これは死亡、埋込部の腫脹、化膿性肉芽腫性炎症、埋込部硬結及び脱毛が自発報告されてい

るが、腫瘍発生事例はない。有害事象の発生は 0.003％であり、安全性は高いと考えられる。 

  以上のことから埋め込まれた動物に対するマイクロチップの安全性は高く、腫瘍等の有害

事象のリスクに対してペットの迷子防止や不法投棄の抑制などペットに対する利益の方がこ

れらのリスクよりはるかに大きいと考えられるという回答でした。 

  なお、犬及び猫における腫瘍発生事例がデストロンフィアリング社のマイクロチップを接

種した個体で発生していることについては、接種後に腫瘍が発生した犬及び猫は、ワクチン

接種歴があること。腫瘍の原因はマイクロチップと特定することは困難であると考えるとい

うことです。同社のマイクロチップは世界でこれまで 500 万本以上がインプラントされてい

るが、同社で把握している有害事象はこの対象文献、先ほどの線維肉腫と脂肪肉腫の２件の

みであったということで、また同社製品特有の構造であるポリプロピレン製キャップについ

ては炎症性変化が数か月後には消失ということですが、これと肉芽腫形成を引き起こすとは

考えられるのですが、腫瘍形成を示す変化というのは示唆されておらず、これまでのキャッ

プによる有害反応は認められていないということで、このデストロンフィアリング社のマイ

クロチップの埋込みが犬又は猫に腫瘍形成を引き起こすことは断定できないという回答でご

ざいました。 

  これを受けまして、10 ページ目になりますが、情報については先ほど御説明したとおりと

存じますので省略しますが、考慮事項として、マイクロチップは一般医療機器であり、再評

価の対象とはならないのですけれども、マイクロチップインジェクターは管理医療機器なの

で再評価の対象となるため、これらを併せて再評価を行うことにしました。このマイクロチ

ップの挿入における腫瘍発生事例の発生状況ですが、国内ではこれまで腫瘍発生は報告され

ておらず、日本では約 39 万頭の動物に関してマイクロチップデータベースに登録されてい
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るということが確認されております。また、海外では本報告以外に犬で１例、猫で１例、そ

の他実験動物でたくさん報告があるということがわかっております。なお、これは動物用医

薬品再評価調査会での質問に対して確認した事項ですけれども、線維肉腫の自然発生例です。

ワクチン等にかかわらず自然に発生する率は、多摩獣医臨床研究会の報告によりますと、最

近の年次でライン数の約 0.06％にあるということがわかっております。 

  こういうことを含めまして、対応としましては、当該症例としてはマイクロチップの埋込

みと同時期にワクチンが投与されていることから、本報告における腫瘍形成の原因がマイク

ロチップによるものなのか、ワクチンによるものなのかが不明ということ。腫瘍形成の報告

がいろいろあるのですが、犬、猫での発生件数が非常に少ないと考えられます。また、猫の

報告でワクチンの関与が勿論否定できないということで、実験動物、げっ歯類に関してはほ

かの動物種に外挿することは難しいと考えられるということなど。それから、ほかに報告が

ないということから、本成分においては現時点では再評価指定は行わず、今後も文献も含め

まして、情報収集に努めることとさせていただくということで、動物用医薬品再評価調査会

の御了承を得ましたというものでございます。 

  続いて２点目です。こちらについては 11 ページ目から平成 23 年度定期再評価スクリーニ

ング対象成分ということで、こちらにつきましてはもう既に当年度になってございますので、

３月の予定している部会で皆様に御確認をいただく予定だったのですけれども、４月からも

うこのスクリーニングを始めなければならないということで、委員の先生方には前もって３

月末ごろにメールにて御確認をさせていただいているものでございますので、これについて

は御確認をいただいたということで、御了解をいただいたものとさせていただきたいと思い

ます。以上でございます。 

○明石部会長 ありがとうございました。それでは、後半の部分のスクリーニング対象成分に

ついては、もう既に先生方の御意見を伺っているということでございますし、マイクロチッ

プの再評価については有害事象があったけれども、現時点では再評価は行わないで情報収集

をするということだそうです。これについて、何か御意見、御質問等はございますでしょう

か。よろ しいでしょうか。 

  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。 

 

（３）動物用医薬品の再審査について 

  ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

   ① メタカム２％注射液 

        （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） 

   ② エースワーカー錠 0.5、同１、同２、同８ 

                  （ノバルティスアニマルヘルス株式会社） 

   ③ ズブリン 50、同 100、同 200（ナガセ医薬品株式会社）  
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○明石部会長 それでは、「（３）動物用医薬品の再審査について」。動物用医薬品再評価調査会

関係で３点ございます。事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、資料番号は赤の№８になります。「動物用医薬品の再審査について」とい

う資料を御確認いただければと存じます。こちらは３点ございます。順番に御説明をさせて

いただきます。 

  １枚めくっていただきますと、販売名が①のメタカム２％注射液でございます。申請者は、

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。このメタカム２％注射液の

成分及び分量ですが、本品１mL 中主剤としてメロキシカムが 20 mg 含有されているもので

ございます。用法及び用量としましては、牛に対して体重１kg 当たりメロキシカムとして

0.5 mg を皮下に単回注射するというものでございます。 

  効能又は効果ですが、牛の急性及び亜急性細菌性肺炎に伴う臨床症状の軽減。こちらの薬

は非ステロイド性の抗炎症剤ということで、抗炎症、鎮痛、解熱の効果があるというもので

ございまして、通常、肺炎等に伴う抗菌剤の補助療法として承認申請が意図されたものとい

うことでございます。 

  こちらは使用上の注意につきましては、次のページの別紙のとおりでございます。動物用

医薬品再評価調査会の際には、これらについて資料からその有効性安全性に関する評価を行

ったのですが、実際に副作用等はなかったのですけれども、調査の結果として、これはステ

ロイド系及び非ステロイド系のほかの抗炎症剤と併用すると、当然その作用が増強されてし

まうので、これらの併用については禁忌薬剤として挙げられているわけですけれども、実際

にやってみると休薬期間を設けずに継続投与している症例等が確認されたということで、ほ

かの消炎鎮痛剤との併用について、副作用の発現あるいは増強が生じるおそれがあるので、

使用上の注意にこの「３ 相互作用」の（１）になりますが、４行のうちの一番最後の行で

す。「但し、前投与した薬剤の特性に基づき、この期間を適宜延長すること」ということで、

記載整備として追加をしたいということで申請者から意見がございました。 

  これを含めまして、動物用医薬品再評価調査会では平成 23 年２月 14 日に審議が行われま

して、有効性及び安全性に関する評価に基づき有用性が認められるものとして、動物用医薬

品等部会に報告して差し支えないという御報告を受けてございます。 

  使用上の注意の次のページになりますが、こちらは②のエースワーカー錠 0.5、同１、同

２、同８でございます。申請者はノバルティスアニマルヘルス株式会社。こちらは成分及び

分量が別紙１として添付してございまして、次のページをご覧ください。エースワーカー錠

0.5 については、本品１錠 50 mg 中主剤として塩酸テモカプリルが 0.5 mg。同錠１について

は本品１錠 100 mg 中主剤として同じく 1.0 mg。同錠２については本品１錠 120 mg 中主剤

が 2.0 mg。同錠８については本錠１以上で 480 mg について主剤が 8.0 mg 含有されていると

いうものでございます。 

  用法及び用量につきましては、その次のページの別紙２として添付してございます。エー
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スワーカー錠 0.5 の用法及び用量ですが、こちらは体重 2.5kg 以上５kg 未満の犬に対して、

本錠剤１錠を１日１回経口投与ということで、それ以下の３錠につきましては、エースワー

カー錠１については体重５kg 以上 10kg 未満の犬に対して同錠。エースワーカー錠２につい

ては体重 10kg 以上 20kg 未満の犬に対して同錠。エースワーカー錠８については体重 40kg

以上、80kg 未満の犬に対して同錠ということで用法及び用量を定めております。 

  ２ページ前に戻っていただきますが、効能・効果でございます。こちらは ACE 阻害剤、ア

ンジオテンシン変換酵素阻害剤ということで、犬の僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全に伴う

症状の改善ということが効能・効果でございます。 

  使用上の注意につきましては、別紙３として添付をさせていただいております。３枚めく

っていただきますと別紙３が出てまいります。こちらのエースワーカー錠ですが、慢性心不

全時に亢進しているレニン・アンジオテンシン系を抑制するということで、血管拡張作用、

利尿効果等により心不全により悪化した循環器系を総合的に改善することを基として承認申

請されております。そのため併用薬について、この薬剤の有効性に影響を及ぼすような併用

薬、すなわち心臓及び腎臓を含む循環器系又は呼吸器系に作用する薬剤。例えばアミノフィ

リン、ジゴキシン、テオフィリン、ネオフィリンなど、こういうものを併用しますと、併用

したものと併用しないものについて群分けをして評価を見ますと、直効有効の割合が当然、

併用薬を使用したものに関して有意差が出てくるということがわかりました。そのため、こ

ういう併用の場合においては対症療法を更に推奨すべく、使用上の注意のところに呼吸改善、

これは「４ 適用上の注意」の（１）ですが、従前は必要により適切な対象療法として、利

尿、強心が入っていたのですが、これに更に推奨するということで呼吸改善を入れるという

ことで、使用上の注意の変更を予定してございます。 

  これらを含めまして、有効性、安全性には問題がなかったということで、３ページ前の審

議経過票の方に戻りますが、平成 23 年２月 14 日の動物用医薬品再評価調査会におきまして、

有効性及び安全性に関する評価に基づき有用性が認められるものとして、動物用医薬品等部

会に報告して差し支えないという結果をいただきました。 

  続きまして、５ページめくっていただきますと、販売名としまして、③のズブリン 50、100、

200 でございます。申請者はナガセ医薬品株式会社。こちらの成分及び分量ですが、ズブリ

ン 50 につきましては、本品１錠 60 mg 中主剤テポキサリンが 50 mg。ズブリン 100 につき

ましては本品１錠 120 mg 中主剤が 100 mg。ズブリン 200 については本品１錠 240 mg 中主

剤が 200 mg 含有しているものでございます。 

  用法及び用量としまして、体重１kg 当たりテポキサリンとして 10 mg を１日１回経口投与

するというものでございます。 

  効能又は効果ですが、犬に対して運動器疾患に伴う炎症及び疼痛の緩和ということになっ

ています。 

  使用上の注意としては、１枚めくっていただきまして、別紙のとおりでございます。こち

らは特に使用上の注意を整理するということはございませんで、平成 23 年２月 14 日の動物
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用医薬品再評価調査会において、有効性及び安全性に関する評価に基づき有用性が認められ

るものとして、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないという御審議の結果をいただい

ております。 

  再審査の報告については、以上となります。 

○明石部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明について、御質問等は

ございますでしょうか。再評価調査会でこの３点については有用性を認めるということだそ

うですが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

  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。 

 

 （４）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

○明石部会長 次に「（４）動物用医薬品の諮問・承認状況について」、事務局から御説明をお

願いします。 

○事務局 それでは、前回の動物用医薬品等部会、平成 22 年 12 月 10 日より今回平成 23 年４

月 18 日までの間に、動物用医薬品として諮問されたもの及び承認されたものについて御紹

介いたします。お手元の当日配付資料№12 を御用意ください。よろしいでしょうか。 

 それでは、諮問状況でございます。現在、諮問されておりますのは、今回御審議いただきま

した３製剤でございます。オイルバック SETi、一般財団法人化学及血清療法研究所でござい

ます。次に、ガルエヌテクト S95-IB、日生研株式会社。レベンタ、株式会社インターベット

の以上３製剤でございます。 

  次にこの間に承認されました製剤でございますが、“京都微研”ピッグウィンクロスト、株

式会社微生物化学研究所、有効成分はクロストリジウム・パーフリンゲンス C 型菌 MC18 株

培養上清濃縮液。効能・効果は哺乳豚のクロストリジウム・パーフリンゲンス C 型菌による

壊死性腸炎の予防でございます。こちらにつきまして、平成 23 年３月 11 日に承認されてお

ります。 

  裏に行きまして、ファローシュアゴールド B、ファイザー株式会社、新用量でございます。

有効成分は長いので省略をさせていただきますが、こちらの方で、効能・効果は豚パルボウ

イルス感染症及び豚丹毒の予防並びにレプトスビラ病（ブラティスラーバ、カニコーラ、グ

リッポチフォーサ、ハージョ、イクテロヘモラジー、ポモナ）による異常産の予防でござい

ます。平成 23 年３月 30 日に承認されております。 

  アレンジャー10、同 30 でございます。明治製菓株式会社（現 Meiji Seika ファルマ株式会

社）。有効成分はアセトアミノフェンでございまして、効能・効果は豚の細菌性肺炎におけ

る解熱でございます。こちらは平成 23 年３月 11 日承認されております。 

  最後にコルタバンスでございます。株式会社ビルバックジャパン。有効成分はヒドロコル

チゾンアセポン酸エステル。効能・効果は犬のアレルギー性皮膚炎による症状の緩和でござ
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いまして、平成 23 年４月 15 日に承認されております。 

  以上、御報告を申し上げます。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの御報告について、御質

問等はございますでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、了承していただきました。 

 

 Ⅲ）その他 

  ① 承認審査の迅速化の対応について 

 

○明石部会長 次に「その他」に移りたいと思います。その他の「①承認審査の迅速化の対応

について」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、説明させていただきます。従前に配布させていただきました赤の№10 の

資料を御用意ください。「承認審査の迅速化の対応について～承認申請書の記載方法の改正

（案）～」と書かれた資料です。 

  この内容につきましては、承認申請書のうち、成分及び分量欄の記載の整備と規格及び検

査方法の記載の簡略化について提案するものです。 

  まず背景です。近年、輸入製剤が増加しており、それらの製剤では、成分として EP（欧州

薬局方）又は USP（米国薬局方）の収載品が専ら使用されています。また、日本で製造され

る医薬品であっても、やはり外国から原料を輸入しているものもあり、EP 又は USP の収載

品を原料に使用する例が増えています。EP 又は USP の収載品については、現在、該当する

医薬品各条及び一般試験法について翻訳をした上で、日本薬局方に準じて記載方法を整備し

たものを別紙規格として添付することとしています。これを成分及び分量欄に書くことにな

っておりますが、成分の規格として問題がない場合であっても、申請者における翻訳の誤訳

等があるため、事務局における誤訳修正等の記載方法の整備に極めて多くの時間が割かれて

います。これを改善するため、平成 22 年３月２日開催の本部会におきまして、EP 又は USP

の収載品については、企画内容の記載の省略を認めることを提案しましたが、EP 又は USP

の収載品でも内容確認が必要であり、そのまま認めるのは適当ではないとの意見をいただき

ました。そこで事務局で検討を重ね、修正案を本部会に提案いたしました。 

  また、日本薬局方以外の国内公定規格基準書に収載されている個々の成分につきましては、

申請書の別紙規格にその規格を転載することを省略できることとしていますが、これらの規

格基準の一般試験法については省略を認めておらず、記載整備のための作業の削減ができな

い状況にありますので、これらについても併せて提案することにいたしました。 

  「２ 記載方法（案）（別添参照）」ということで、５ページ目をご覧ください。左上に参

考２となっているもので、現行と改正案と出ているものです。現在の成分の規格の記載方法

ですが、①～⑤までございまして、日本薬局方、日局と略しておりますが、局外規等につい

ては、規格の内容を省略して差し支えないとされています。 
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  その次、JIS については規格の写しを添付すること、厚生労働大臣の承認を受けたものにつ

いては承認書の写しを添付すること、原薬等登録原簿に登録されているものについては、登

録書の写しを添付すること、で詳細を書く必要はないとされております。 

  それ以外のものについては、⑤別紙規格として規格内容を添付することになっています。

現在、EP や USP はここに含まれていますが、改正案では下に新しく追加したように、EP 又

は USP は写しの添付で内容の省略できるように変更したいと考えています。 

  ただし、昨年の部会での意見を踏まえ、その下の四角の中に記載されているように、①～

③の対応を追加しました。まず①として、新有効成分の場合には、和訳及びバリデーション

の資料を添付させ、問題があるものなのかどうかを確認します。問題があった場合は、②と

して EP 及び USP の規格では適切ではないと考えられた場合には、適切な別紙規格を設定さ

せる、という対応を取りたいと考えています。また、③審査上必要がある場合には、和訳を

添付させるということで、新有効成分以外でも問題があれば、必要に応じて和訳を添付させ

るということとします。これらにより、そのまま認めるのではなく、確認をし、問題がない

場合には、写しを添付するだけで省略を認めることとしたいと考えています。 

  ６ページをご覧ください。こちらは、分析法の記載の整備の方法です。「改正案」にあるよ

うに、日本薬局方に収載されていない試験法のうち、（ア）に掲げる公定基準書に収載されて

いない試験法（（ア）は５ページの①に該当するような日局とか局外規等、そういった日本の

医薬品の関係で規定している公定書です。）については、一般試験法の省略が可能となるよう

な記載を追加したいと考えています。 

  ２ページをご覧ください。今後の予定です。今回の御報告を御了承いただいた場合、３ペ

ージ目以降に示した、「動物用医薬品関係事務の取扱いについて」という薬事室長通知の改正

を行いたいと考えております。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

○明石部会長 ありがとうございました。そのでは、ただいまの御説明について、御質問等は

ございますでしょうか。どうぞ。 

○赤堀委員 この件につきましては、前任の合田先生の方から強い御意見が出て、現在のよう

な取扱いになっていると思います。今日は合田先生の後任の袴塚先生、それから東洋先生も

御欠席で、あらかじめ資料としてはお配りして届いているはずですが、特に先生方の方から

御意見はなかったんでしょうか。もし有識者の意見を聞くということも可能であれば、合田

先生の御意見も伺っておいたほうがいいのかなという気がしたのですけれども、その辺はい

かがでしょうか。 

○事務局 １つ目の御質問についてですが、特段の意見はありませんでした。もう一点の合田

先生については御意見を伺っていませんので、必要であれば、事務局から確認しますが。 

○明石部会長 それについては、前回御意見をいただいた先生にこの案をお示しになって、了

解を得るということでよろしいですか。 

○赤堀委員 了解を得る必要はないと思いますので、御意見をお伺いする程度でよろしいので
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はないかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 ということですので、合田先生にお伺いするということで了解していただいた

ということにしたいと思います。ほかはございませんね。 

 

   ② 動物用抗菌剤リスク検討委員会（仮称）について 

 

○明石部会長 それでは、次の「②動物用抗菌剤リスク検討委員会（仮称）について」の御説

明をお願いします。 

○事務局 それでは、御説明を申し上げます。当日配付資料の黒の№11 をお手元に御用意くだ

さい。よろしいでしょうか。 

  まず本件の背景について御説明申し上げます。平成 22 年３月 25 日でございますが、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

対する食品健康影響評価が公表されました。その評価結果といたしまして、フルオロキノロ

ン系抗菌性物質製剤でございますが、全体でリスクは中程度であり、新たな知見の収集を行

い、その結果を踏まえて適切な措置を取ることを求める内容でございました。 

  本件に関連しまして、当審議会の動物用抗菌性物質製剤調査会におきまして、関連する品

目の審議を行いました際に中程度という評価の解釈に対して、現在、農林水産省で行ってい

るリスク管理の措置の是非及び食品安全委員会の評価外のリスクについて御意見をいただき

ました。これに対しまして、農林水産省では現在まではフルオロキノロンに該当する製剤に

つきましては、承認はヒト用医薬品で再審査は終了したものに限定する。承認申請時に耐性

獲得試験データや公衆衛生上の影響に関するデータの提出を求めるなどをしておりまして、

承認内容も二次選択薬としての使用に限り、適用症や対象菌種を絞って承認を行ってまいり

ました。また、その使用に当たりましても動物用医薬品の使用の規制に関する症例に関する

症例に基づく使用基準、要指示医薬品制度及び要診察医薬品制度の規制により適切な使用を

促してまいりました。 

  しかしながら、今回、動物用抗菌性物質製剤調査会より、さきのような御意見をいただき

まして、事務局としましても今後生じる課題も含めまして、本件のような抗菌剤のリスクに

対する対応につきましては、客観的な御意見をいただくことが必要であると考えまして、非

容態にありますようなリスク検討委員会の設置を検討いたしました。 

  構成員は動物用抗菌性物質製剤調査会及び動物用医薬品再評価調査会の委員の先生方から

5 人ないし 6 人程度を考えております。当面の課題といたしましては、動物用抗菌性物質製

剤調査会から示されました飲水投与での豚に使用するフルオロキノロン剤について、及び食

品安全委員会におけるリスク評価に対する対応について御意見をいただく予定にしておりま

す。事務局は当所が担当いたします。 

  なお、本委員会は当所が施策立案や方針作成のために御意見をいただくことを目的として

おりまして、審議等に直接付随する委員会ではございません。そのため本委員会の御意見に
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基づいて、直接調査会、本部会等におきまして、措置を御検討いただくものではございませ

んが、この先何らかの施策及び方針がまとまりまして、措置を講ずることになりました折に

は、当部会におきましても御審議又は御意見をいただく可能性もあるかと思いますので、そ

の節はよろしくお願い申し上げます。 

  説明の方は簡単でございますが、以上でございます。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。この部会で特に決定とかそういうことではな

いけれども、リスク検討委員会というものを立ち上げようと考えているという御説明でした。

とは言っても、せっかく委員の先生方がお集まりなので、何か御意見等がございましたら、

今、出していただければ、この案をよりよいものに修正することが可能にもなると思います

ので、何か御意見等はございますでしょうか。どうぞ。 

○赤堀委員 これに関しては、調査会でも議論を経て、最終的には部会でということになるか

と思いますが、そうしますとこのメンバーにはここに入っておられる調査会のメンバーをと

いうことですので、結果的には同じ意見、考え方が反映されてくるだろうということになり

ます。リスクを検討するという意味では調査会メンバー以外の先生方にも入っていただく方

がより幅広い考えを集約できるのではないかと思いますけれども、その点はいかがでしょう

か。 

○事務局 御意見をありがとうございます。現在のところは動物用抗菌性物質調査会も耐性菌

の専門家の先生方に御意見をいただくという考えでございましたけれども、御意見を受けま

して、調査会のほかの先生方につきましても御意見をいただけないか検討してまいりたいと

思います。どうもありがとうございます。 

○明石部会長 それでは、その点については今後検討していただくということで、ほかにござ

いますでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、この件については御了解をいただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

 

   ③ 動物用医薬品等部会の審議区分等の見直しについて 

 

○明石部会長 次に「③動物用医薬品等部会の審議区分等の見直しについて」、これも事務局か

ら御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、御説明申し上げます。当日配付資料の黒の№15 を御用意ください。まず、

今回の動物用医薬品等に関する薬事・食品衛生審議会におきます審議区分の改正に至りまし

た背景について御説明申し上げます。 

  厚生労働省におきまして、「規制、制度改革に係る対処方針、「新成長戦略実現に向けた３

段構えの経済政策」及び「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検

討委員会」等の御指摘を受けまして、承認に関する分科会、部会審議の対象範囲の見直しに

ついて検討を行いまして、医薬品承認期間の短縮を図ることとなりました。これに対しまし
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て、動物用医薬品につきましては、これまで有効成分が動物用医薬品及びヒト用医薬品を通

じて新しい新動物用医薬品につきましては調査会審議、部会審議に加えて分科会審議を行っ

てまいりました。これら以外の新動物用医薬品については部会審議の後、分科会報告を行っ

ておりましたが、従来この区分に該当する動物用医薬品でありましても、明らかに分科会審

議を要しないのではないかと思われるような品目等も散見されておりましたことから、その

他の審議区分も含めて、このたびの厚生労働省における見直しの趣旨に併せまして、動物用

医薬品につきましても同様の方向性により見直しを行った次第でございます。 

  具体的な変更点でございますが、資料の１枚目をご覧ください。まず冒頭に申し上げまし

たが、これまで薬事分科会審議となっておりました右側の旧区分１及び２でございますが、

新有効成分含有医薬品につきましては、原則的に当部会における審議により承認の可否を御

判断いただくこととし、分科会審議とする品目は特にその内容から慎重な審議を要すること

から、分科会長が分科会における審議を要すると認めたものに限ることといたしました。 

  この改正に伴いまして、従来の分科会における審議の観点につきましても当部会で担保す

る必要が生じてまいりましたことから、当部会の審議におきまして、獣医学、薬学以外の有

識者の方の御意見をいただくため、このたび新たに当部会の委員として、消費者の立場から

日本生活協同組合連合会組織推進本部安全政策推進室室長の鬼武一夫先生、動物用医薬品の

使用者であります畜産分野から中村学園大学流通科学研究科長の甲斐諭教授に次回の本会合

から御参加いただきますことで御内諾をいただいております。 

  次に従来の区分 10 以下の調査会審議、部会報告品目につきましては、原則的に事務局に

おける審査により処理させていただくことといたしまして、その中で必要に応じ当部会部会

長の御判断で調査会あるいは当部会におきまして、御審議をいただくこともできるように区

分８及び９を設定しております。具体的に事務局審査におきまして、そのような事例が生じ

た場合におきましては、当部会に事前に御相談をさせていただきます。そのほか、従来の部

会審議の区分につきましては、区分１及び２の改正に伴いまして、整理をいたしました。 

  １枚飛びまして、3 枚目をご覧ください。こちらは従来、殺虫剤の取扱いとして定めてお

りましたものですが、こちらにつきましては新たに消毒剤も同様の取扱いとしたほか、分科

会への報告が必要な場合には文書による報告とし、新有効成分であっても既存の成分との類

似性が高いと判断されるものにつきましては、より迅速かつ適切な審議審査は図ることとし

ております。 

  次に２枚目の表をご覧ください。こちらは再評価及び再審査の区分表につきまして、１枚

目と同様の方向性により見直しを行ったものでございます。再評価及び再審査の区分表は、

動物用医薬品におきましては局長通知及び薬事室長通知でその区分を定めておりまして、薬

事・食品衛生審議会における審議区分の中には入っておりませんでした。そこで今般の改正

に併せ、これらを追加したものでございます。従いまして、旧区分は審議会における区分表

には入ってございませんが、参考として後ろに１枚紙を差し込んでおりますので、こちらを

併せて御確認ください。 
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  これまで薬事分科会で審議を行うこととなっておりました再審査及び再評価の区分１につ

きましては、当部会における審議により承認取消しの可否を御判断いただくこととしました。

区分２及び区分３につきましては、これまでの取扱いとほぼ変更はございませんが、従前、

再審査の区分を２としていたもののうち、名称の適正化等を整備するものにつきましては、

再評価の区分と同様、区分３に含めることといたしました。その他のもの、区分４につきま

しては、調査会での審議のみとさせていただくことといたしました。 

  内容の御説明としては以上でございます。 

○明石部会長 ありがとうございました。審議の迅速化のために簡便化をするという御説明で

すが、御質問等はございますか。よろしいですか。 

  御了解をいただいたと認めます。 

○事務局 ありがとうございます。 

○明石部会長 それでは、本日予定していた事項に関しては、これですべて終了ということに

なるかと思います。ほかの先生方の方から何か御発言等はございますでしょうか。よろしい

ですか。 

  それでは、事務局から何か追加でありますでしょうか。 

○事務局 事務局からも特にございません。 

○明石部会長 そうしますと次回の開催日ということですが、もう既に次回の開催日は７月１

日ということで御連絡が行っていると思いますので、次回は７月１日ということでよろしく

お願いいたします。 

 

５ 閉   会 

 

○明石部会長 それでは、本日は長時間どうもありがとうございました。 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


