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１．開 会

○○委員 それでは、ただいまから動物用医薬品等部会を始めさせていただきます。

２．薬事室長挨拶

○○委員 まず、室長、御挨拶をお願いいたします。

薬事室長 先生方、お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。

平成14年度最初の動物用医薬品等部会でございまして、○○の○○委員はじめ委員の先生方

には昨年度に引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

私どもの衛生課長が１月に伊地知に交代いたしまして、今回はぜひ御挨拶をというふうに予

定をしておりましたが、今月の13日にＢＳＥの４例目の牛が確認されたことに伴います対応で

すとか、韓国で発生しております口蹄疫の侵入防止対策ということで、本日も失礼させていた

だくことになってしまいました事をお許しいただきたいと言付かっております。

ＢＳＥに関しましては、大変御心配をおかけしておりまして、その時々の状況につきまして

は、いつも大体最後は牛肉の消費拡大ですとか、正しい知識の普及をというお願いになってし

まいますが、その時々御紹介をしてまいりました。先月、ＢＳＥ問題に関します調査検討委員

会、いわゆる第三者委員会の結果がまとめられまして、当省が厳しく受けとめるべき行政対応

の問題点、食の安全・安心を大きく揺るがすことになってしまった問題点について指摘をされ

ているということについては御記憶に新しいことと思います。

この報告書では、このときの反省のもとに、今後の食品安全行政のあり方として、消費者優

先の理念が明確に提言されました。これを受けまして、現在、「『食』と『農』の再生プラ

ン」というものを発表いたしまして、消費者に軸足を置いた対応を始めているところでござい

ます。

動物用医薬品に関しましては、食の安全と深いかかわりがあるということで、従来から先生

方の御意見を伺いながら、人の健康を損なうようなものが生産されないように、休薬期間です

とか、使用基準を設定して、適正使用、残留防止に努めてきたところでございますが、さらな

る見直しの必要性についても、農薬や飼料添加物などとともに報告書の中でも指摘がなされて
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いるわけでございまして、現在その点に対する検討も急いでいるところでございます。

動物用医薬品そのもののＢＳＥ対策につきましては、前回のこの会でも御紹介させていただ

きましたけれども、原則、反すう動物由来物質を原料として使うことは禁止するということを

決めまして、使う場合には、品目ごとに安全性を承認によって確認するということで、現在、

1,000品目ぐらいあるかと思っておりましたら、それより少し少ないようですが、事項変更承認

申請を受けまして審査を続けております。この処理にはしばらく時間がかかると思っておりま

すが、メーカーによります自主的な確認によっては、問題になるような原料が使われていない

ということを既に確認しております。

それから、これまで４頭確認されている我が国での発生牛、これに投与されました医薬品に

つきましても順次調査をしておりまして、これまでの３頭に使われた医薬品は確認されており

まして、４例目につきましてはまだ一部調査中ですが、既に判っているものについては、感染

性のあるような原料が使われていないということは既に確認できております。

それから、４例目の牛の感染ルートの調査がまだ続けられております。今回は「代用乳」と

いう言葉が報道されている関係で、ごく一部だと思いますが、「代用乳」という言葉を聞いて、

人が飲む牛乳も何だか心配だという御心配を持たれるような消費者も一部にいらっしゃるよう

です。引き続き牛乳・乳製品は大丈夫というような正しい知識の普及という点につきましては

御指導、御協力をよろしくお願いしたいと思います。あわせまして、ワールドカップも間もな

く始まります。韓国からの口蹄疫の侵入防止につきましても、御指導、御協力をよろしくお願

いしたいと思います。

前回、概要の御説明をさせていただきましたが、今国会に提出中の薬事法の改正案につきま

してはまだ審議に入っていないわけですが、これについても一部施行が早まるという情報もあ

りまして、実際の運用についての作業、これも遅れておりますが、これからまた御意見を伺い

ながら進めてまいりたいと思っております。

本日は、審議事項のほか、長い間の懸案でありました事柄についての御報告もさせていただ

くことを予定しております。

それから、最後に詳しく御説明をさせていただく予定でございますが、議事録の公開のため

に、本日より速記専門の方に議事の記録をお願いしております。このことについても御了承を

いただきたいと思います。

会場の関係でちょっと不手際がございましたことをおわび申し上げて、開会の挨拶とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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○○委員 ありがとうございました。

３．配付資料の確認

○○委員 それでは、配付資料の確認を事務局、お願いいたします。

事務局 配付資料を確認させていただきます。

お配りしております資料の一番上に資料一覧というものがあります。ここに書かれておりま

すように、№１が議事次第、委員出欠表、座席表、№２が「新キノロン系等製剤の取扱いにつ

いて」、№３が「新キノロン系等製剤の承認審査及び再審査について」、№４が「新キノロン

系等製剤製造（輸入）承認申請の添付資料等の比較表」、№５が「新キノロン系等製剤の承認

審査及び再審査についての当面の対応における例示事項（案）」、№６が「動物用抗菌性物質

製剤の臨床試験の有効性評価指針連について」、№７が「動物用医薬品の諮問・承認状況につ

いて」、№８が「動物用医薬品等部会議事録及び調査会議事要旨の公開について（案）」、№

９が「平成14年８月・９月カレンダー」となっておりますが、おそろいでしょうか。御確認を

お願いいたします。

○○委員 よろしいでしょうか。

審 議 事 項

（１）動物用医薬品製造（輸入）承認の可否、

毒・劇薬等の指定及び再審査期間の指定について

①日生研鶏コクシ弱毒生ワクチン(Neca)

○○委員 それでは、議事に移ります。

まず、審議事項（１）の動物用医薬品製造（輸入）承認の可否ということでございまして、

これは日生研の鶏コクシ弱毒生ワクチンということで、○○委員から御説明をお願いいたしま

す。

○○委員 本製剤は日生研株式会社から製造承認申請された Nn-P125株を有Eimeria necatrix

効成分とし、３日齢から４週齢の平飼い鶏を対象とした生ワクチンであります。本製剤は、平

成14年１月30日及び４月19日に開催された動物用生物学的製剤調査会の審議を経て本日上程さ

れるものです。
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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、事務局から説明させていただきます。資料は既に御送付させていただいて

おります黒い№１を御用意ください。

ただいま○○委員から御説明がありましたように、このワクチンは、 Nn-Eimeria necatrix

P125株という、いわゆる早熟オーシストを主成分とする弱毒生ワクチンでございます。 投与

方法は飼料に混合する方法で行いまして、効能・効果は、「アイメリア・ネカトリックスによ

る鶏コクシジウム症の発症抑制」としております。

それでは、概要を用いまして簡単に要点だけ御説明申し上げます。

まず、概－３ページを御覧ください。表概－１が承認申請製剤に関する主要国の対比表でご

ざいます。一番上が、この申請製剤、日生研鶏コクシ弱毒生ワクチン(Neca)です。成分はアイ

メリア・ネカトリックス、用法は、飼料混合投与方法です。

点線の下ですが、日生研鶏コクシ弱毒３価生ワクチン(TAM)、これが既に日本では承認されて

おります。この成分としては、アイメリアのほかの種、 ､ 、Eimeria tenella Eimeria acervulina

、この３種の株が入っておりまして、用法としては、同じように飼料混合投与Eimeria maxima

する方法と、それから、これは昨年御審議いただいて、御承認いただきましたが、散霧投与方

法という用法もあります。現在このような３価ワクチンが日本では使われているということで

ございます。ネカトリックスというのは感染の時期が異なりますので、この二つの製剤で日本

のアイメリアの主なるところを防御していこうというものでございます。

概－４ページ、物理的・化学的試験に関する資料ですが、2-1-1、製造用株の由来及び作出過

程を示しております。製造用株は早熟化継代により作出されておりまして、表概－２にありま

すように、投与から継代の時間をだんだん短くしていきまして弱毒化を図っております。最終

的には、表の右の下にありますように、125時間まで短縮したものを、製造用株（Nn-P125株）

ということで選択しております。

概－６ページをお願いします。2-1-5でこの製造用株の病原性に関する試験を実施しておりま

す。製造用株（Nn-P125株）の病原性を、その親株であるNn株と比較しておりますが、表概－４

に示しておりますように、臨床観察におきましては、親株投与群に多量の出血、重度の症状、

投与オーシスト数の増加に伴う死亡の増加が認められたのに対しまして、製造用株では全群で

異常は全く認められておりません。このようなことから、製造株の病原性は明らかに低下して

いるということがわかったとしております。

概－７ページ、2-1-6を御覧ください。ここでは病原性を比較しておりますが、これを病理組
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織学的に検討しております。それから、メロゾイトの観察も検討に加えております。その結果

は表概－７、８に示しております。親株と比較した場合に、製造用株の増殖原虫数は少なく、

組織での病変形成も低く、高度に弱毒化されていることが確認され、また、成熟第２代シゾン

トは親株のそれに比較して有意に小型化しておりまして、少数のメロゾイトを保有していまし

た。この小型化した２代のシゾントが、この製造用株のマーカーになるというふうに考えられ

るとしております。

概－９ページ、2-1-7、増殖性に関する試験ですが、感染ヒナ糞中へのオーシストの排泄パタ

ーン、増殖性を検討しており、結果を表概－９に示しております。オーシストの排泄は、製造

用株では投与６日後から、親株では７日後から認められておりまして、排泄期間は、製造用株

（Nn-P125株）では４～５日間、親株では最長８日間であったということです。以上のようなこ

とから、Nn-P125株は親株よりも増殖の指数で見ますと、約７分の１から９分の１に増殖性が低

下していたという結果でございました。

2-1-8では免疫原性に関する試験を行っておりまして、これは免疫の方法を検討しております。

結果を表2-23と表概－11に示しておりますが、再感染の起こりにくい金網の床ケージ飼育で１

回あるいは複数回投与した場合と、繰り返し感染の起こる平飼ケージ飼育で１回投与した場合

における免疫効果を攻撃試験により比較しております。その結果、繰り返し感染の起こる平飼

方式が製造用株の免疫付与に優れていることが確認されたという結果でございました。

概－14ページをお願いします。2-2-4、病原性復帰試験です。３～５週齢のヒナにオーシスト

を投与いたしまして、６～８日目の糞中オーシストを次代の投与材料として、10代目まで鶏に

継代を繰り返しております。この結果、少なくとも10代目までは病原性復帰はなく、安定であ

ることが確認されたとしております。結果は、概－14ページの表概－16に示されております。

概－22ページ、７の安全性試験に関する資料でございます。８日齢のＳＰＦ鶏を用いまして、

１群 20羽、３群として、１群には通常用量、１ドーズ、他の１群には高用量100ドーズ、残り

の１群を対照群としております。投与方法は飼料に混合して投与しておりまして、臨床観察、

平均増体率、主要臓器及び腸管の肉眼所見、病理学的所見を検討しております。

以上、検討しましたが、異常は認められず、本ワクチンは鶏に対して安全であることが確認

されたとしております。24ページまでそれが続きます。

概－25ページからは薬理試験に関する資料です。

8-1では投与方法に関する試験を検討しております。飲水と飼料混合投与法を比較しておりま

すが、飲水、飼料混合投与どちらも用いることが確認されておりますが、給水器等の構造によ
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っては投与量にばらつきが生じることが想定されるということから、投与方法としては飼料混

合投与を選択しております。

8-2、最小有効オーシスト数の決定を検討しております。７段階の投与数量、25から

10,000個／羽に分けまして、オーシストを飼料に混合してヒナに投与、免疫して、投与21日目

に各群から10羽を、28日目に残りの10羽を選択して、親株の経口投与により攻撃して10日間観

察して、免疫が有効かどうかを見ております。

その結果、表概－33～36ですが、最小有効オーシスト数としては25個、つまり一番少なくて

も有効であったという結果でしたが、ワクチンに含有させるオーシスト数は、安全を見て１羽

当たり50個以上500個という範囲で設定しております。

概－28ページ、8-3、ワクチン投与日齢に関する試験です。 によるコクシジEimeria necatrix

ウム症では、通常中雛期以降のヒナ、あるいは成鶏に認められるということから、ヒナの約10

週齢ぐらいまでに免疫を付与することが望ましいとされております。このため、ヒナの免疫獲

得には４週間を要したこと、先ほどのような説明を考慮して、免疫の時期を設定する試験を行

っております。３、７、14及び34日齢をヒナの投与日齢として、１羽当たり100個のワクチン株、

オーシストを飼料混合投与しております。さらに、３日齢では、先ほど説明いたしました３価

の生ワクチンを併用しております。

投与後４週間平飼いして飼育した後、強毒株で攻撃して、８日又は10日間の臨床観察をして

おります。表概－37が結果ですが、投与各群では死亡ヒナはなく、ただ、軽度ないし中等度の

出血が３日齢投与群に認められております。３日齢投与群では免疫獲得がわずかに遅れたとい

う考察をしております。ただ、ヒナの攻撃に対して十分な抵抗性を示したということから、３

日齢での本製造用株の投与も可能であるという考察をしておりまして、３日齢～４週齢の投与

期間ということを設定しております。

概－29ページ、8-4、免疫の持続に関する試験です。試作ワクチンを飼料に混合してヒナに投

与しておりまして、投与後34、105及び168日目に強毒株で攻撃しております。結果は表概－39、

40に示されておりますが、発症を予防する免疫の持続は投与後168日まで確認されたという結果

でございました。

概－32ページ、8-5（追）という資料ですが、申請製剤と３価の生ワクチン(TAM)の同時接種

試験を行っておりますが、これはＴＡＭとの併用投与による有効性を比較して、干渉の有無に

ついて調べたものです。結果は表概－43、44、45に示されております。これはネカトリックス

で攻撃しているわけですが、３日齢で併用したものについて、10羽中３羽に死亡例が出ており
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ます。

この点について調査会でも指摘がありまして、灰色のタグのついている資料の６ページ目、

調査会審議結果に対する回答書という資料を御覧ください。平成10年の１月30日に開催されま

した調査会での指摘事項のところ、本剤については日生研鶏コクシ弱毒３価生ワクチン(TAM)と

併用する場合に、その適用すべき日齢を明確に分けること、また、併用した際に本剤の効果が

減弱しない投与期間の設定の根拠となる資料を整備することして、継続審議とするということ

で、継続審議になっております。

この指摘に対しまして、回答の後段の部分ですが、３日齢で３価ワクチンを投与して、７日

齢でネカトリックスワクチンを投与した場合の有効性を見た試験を追加しております。その結

果、干渉作用の形跡は認められないということから、使用上の注意の「対象動物に対する注

意」の２、相互作用の（１）に「飼料混合法では日生研鶏コクシ弱毒３価ワクチン(TAM)を投与

した後で本剤を使用することができる。この場合には、４日以上の間隔をあけて投与するこ

と」ということを追加するということで訂正しております。

概－35ページをお願いいたします。臨床試験に関する資料です。臨床試験は４カ所、約５万

羽を対象に実施しております。観察項目としては、安全性については臨床観察、体重測定、育

成率を見ております。有効性については、攻撃試験、これは被験薬投与後約９～11週目に試験

群より20羽を抽出して攻撃試験を行って、その後、８日間、臨床観察、体重測定、ヒナの腸管

病変を観察しております。それから、ワクチン株の定着の確認等も試みております。

概－38ページにその結果のまとめが記載されております。

安全性につきましては、①投与後28日間の臨床観察で異常は認められなかった。②被験薬投

与後６週間の育成率は、１農場を除いて、試験群及び対照群間に差を認めなかった。③体重測

定において、投与６週後では対照群と同等の成績であったということです。

有効性に関しましては、治験実施期間において被験薬が対象とする疾病は認められなかった

ため、少数の抜き取りヒナの攻撃試験により被験薬の有効性を確認しております。その結果、

攻撃試験において、攻撃対照として用いたＳＰＦ（非免疫）鶏では全例発症して、死亡率は40

～50％であったのに対し、試験群の抜き取り鶏は臨床的異常を示しておりません。また、増体

率もＳＰＦ鶏の攻撃ヒナでは、非攻撃対照に対して－11.5％～－37％、試験群では76.1％～91.

7％と改善されておりました。②剖検時の腸の肉眼病変では、ＳＰＦ鶏の攻撃ヒナでは平均病変

指数が2.0～3.0と高い価を示しておりますが、試験群では０～0.8の軽度以下の数値であり、有

効性が認められたとしております。
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説明は以上でございます。

○○委員 ありがとうございました。

審 議

○○委員 では、ただいまの説明につきまして御意見あるいは御質問ございましたら、どうぞ。

○○委員 今の説明とはちょっと離れるのですが、申請書の３ページに調製あるいは精製に一

般には使用できないクロムの化合物を使っているのですが、それはクロム酸カリウム溶液であ

るとか、クロム硫酸液とか、そういうようなものを使っているのですが、それはほかのもので

代替できないのかということと、どうしてもこれでなければならないということであれば、そ

の廃棄等に関して少し問題になるのではないかと思います。

事務局 今ここでは答えを持っておりませんので、申請者に確認して、変更できればさせたい

と思います。

○○委員 調査会の方では話題にはならなかったのでしょうか。

事務局 特にありませんでした。

○○委員 では、後日確認ということでよろしゅうございますか。

○○委員 はい。

○○委員 ほかに、どなたかございますか。

○○委員 指摘事項及び回答の１ページですが、規格及び検査方法の指摘理由として、「15羽

から10羽を選択することは不適当と考えられるため」ということで指摘されておられますが、

その回答として「ご指摘に従い、10羽に訂正する」とあるのですが、行った実験結果の記述だ

け変えたのか、実験のやり方がまずいのでやり直したのか、その辺のところはどうなのでしょ

うか。

事務局 ここは力価試験の方法ですから、15羽を設定して、それから10羽を選択するというの

はよくない。ですから、最初から10羽を選択しなさいということで、別にやった結果を変えろ

ということではなくて、今後こういう設定をしなさいということです。

○○委員 試験の方法・記述に問題があるから10羽にしなさいとされたわけですよね。

事務局 15羽を使ったのなら、15羽全部調べるべきではないかということです。15羽を最初に

用意しておいて、いいものだけ10羽選択する、あるいは悪いものをはじいてしまうような恣意

的なことが起こらないとも限りませんので、10羽を使うのなら最初から10羽を使いなさいとい
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うことです。

○○委員 そうしますと、最初から10羽を選んで試験したということを、最初から明確しなさ

いということですか。

事務局 そういう設定をしなさいということです。試験の方法の設定ですから。

○○委員 「ご指摘に従い、10羽に訂正する」とあるのです。

○○委員 つまり、最初から５羽ネグったということですか。

事務局 よく理由はわかりませんが、多分15羽を用意しておいて、何らかの事故で２～３羽死

んでも大丈夫ということで、最初15羽に設定してあったのかもしれません。ただ、それでは育

ちが悪いものをネグるとか、試験の正確性が欠けるのではないかということで、通常こんなこ

とはしませんが、ここではこういう設定の仕方をしてありましたので、ここは訂正させた経緯

があります。

○○委員 実際には15羽を試験のために用意して、そして10羽を選んだという事実は残ってい

るわけですか。

事務局 そうでなくて、これは試験の設定ですから。

○○委員 結果を見て選んだということではないわけですね。

事務局 そのような設定にはするなということです。

○○委員 プロトコールの作成のところで、こういうふうな形にしなさいと指導したというこ

とですか。

事務局 そういうことです。

○○委員 そのもとに、実際は10羽の中でやられたということですね。

事務局 そういうことです。

○○委員 ただ、実験結果が出てくるわけです。試験の前の相談ですか。

事務局 ここは規格の設定のところですので、今後試験をするときの設定の仕方です。その設

定で、15羽を用意して10羽を選ぶという設定をしていたので、それはいけないのではないかと

いう指摘をしたわけです。

○○委員 今問題になっているのは、試験の前なのか後なのかということです。試験の前にこ

ういう指摘をして、このもとに行われたのかという御質問だと思います。

事務局 そうです。

○○委員 それなら結構です。

○○委員 ほかにいかがでしょうか。
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○○委員 もう一点ですが、２枚目の「対象動物に対する注意」ということで制限事項がござ

います。（２）「対象鶏群が」という主語になっておりまして、「発熱や異常呼吸音又は下痢

など臨床上異常が認められるもの」となっておりますが、「群」がこういう状況になるのでし

ょうか。

事務局 「対象鶏」でございます。ここは訂正させたいと思います。

○○委員 もう一点は、全体的にかかわりますが、臨床試験の中で、これから臨床試験は統計

学的指標を使ってということで指導していくということになっているようですが、統計手法を

使うことが目的ではなくて、その使われ方が問題になってくる。適切に使うということが重要

になってくると思うのです。例えば水準が三つあるのに、スチューデントのｔ検定をしている

とか、あるいは有意水準を0.1％や0.01%として比較されていますけれども、どういう水準をと

っても結構だと思うのですが、その有意水準の意義は一体何なのか明確にしておいてほしい。

通常、生物学的なデータの計算をするときの有意水準は５％が一般的に行われておりますが、

場合によっては50％であってもいいと思いますし、0.1％であってもいいと思うのですが、この

試験の場合には１％であったり、５％という形でのそれぞれの記載がされています。その辺の

解釈はどのようにすればよろしいですか。

有意水準が0.1％と有意水準が５％と比べたときに、往々にして0.1％の方がよく効くんだと

いう解釈を持つ人もいると思うのです。それは大きな間違いであって、ですから、そういう使

われ方をしないためにも、その辺のところを明らかにしておいた方がよいと思います。今後の

課題にしていただきたいと思います。

○○委員 つまり項目によってこの有意水準の基本が違う、あるいは一つの実験の中にいろい

ろなものが出てくるということですか。

○○委員 この試験で何を比較したいかということです。そのための水準をどの程度にするか

というのは、任意であっても実験者が決めればいいと思います。

○○委員 ですから、項目によるのか、同じ薬剤あるいは別の薬剤で場合によっては違うとい

うことがあるかもしれませんが、この辺は事務局として統一された指導といいますか、何かあ

るのでしょうか。

事務局 今のところ統一的な指導しておりません。個々のヒアリングのときに気がつけば指導

しております。

○○委員 これは今回のものとは直接かかわらないとして、今後のチェックというか、目を通

しておいていただけるといいのではないかと思いますが、どうでしょうか。



- -12

○○委員 実は前にもお願いしたつもりだったのですが、その後出てくる申請書の統計処理が

あまり変わっていないので、改めてお願いしたいと思います。

○○委員 これは事務局にお任せというか、御検討いただくということにさせていただきます。

事務局 一律にどのようにということがすぐには難しいと思いますので、今後少し勉強させて

いただいて、検討させていただきたいと思います。

○○委員 薬剤によって違うと思いますので、これはとりあえず事務局預けということにいた

します。

ほかにいかがでしょうか。

○○委員 臨床試験の最後、概－38ページの一番下の２行がちょっと気になります。臨床試験

で実際に被験薬を投与した後、糞便からオーシストを回収して、それをＰＣＲでネカトリック

スと同定されて、その後の「すなわちワクチン株の定着を確認した」と書いてあるのですが、

このＰＣＲ法は、前にも書いてあったのですが、種の同定に使うＰＣＲであって、ワクチン株

を同定するＰＣＲではないと思うのです。ワクチン株を同定する、いわゆるワクチン株のマー

カーとしては、先ほど事務局から御説明がありましたように、第２代シゾントの小型化とか、

プレパテント期が通常のものよりも短いというのがこのワクチン株のマーカーでありますので、

そういった性状を調べて、間違いなくこれはワクチン株だということが証明されているのなら、

この「なお書き」はあってしかるべきかと思うのです。ただ、この記載では、ＰＣＲで認めた

ということからすると、この「なお書き」は取った方がいいのではないかと思います。

事務局 いわゆる対照群の方での発症がなかったことから、もしネカトリックスと確認された

ら、ワクチン株であろうという推定のもとに書いているのではないかと思いますが、委員の言

われるとおり ここは別に必要ございませんので、削除させることといたします。

○○委員 今のはよろしいですね。最後の２行を意味のない文章として削除するということで

ございます。

ほかにいかがでしょうか。

○○委員 用法及び用量とか症状の注意というのは使用者が目にするところなので、ちょっと

気になるところをお尋ねしたいと思います。

例えば「用法及び用量」の上から２行目に「ヒナ」と書いてあります。下から２行目も「ヒ

ナ」と二つ片仮名で書いてありますが、これは何か意味があってわざわざ片仮名にしたのです

か。

事務局 いえ。
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○○委員 通常の場合ですと、動物名であれば「犬」とか「猫」、「牛」というのは漢字で書

くし、「タヌキ」とか「キツネ」というのは片仮名で書きますが、「ひな」とか「みつばち」

というのは平仮名で書くのが一般的な書き方です。ですから、もし意味がなければそのように

書かれた方がよろしいのではないかと思います。

事務局 はい、わかりました。

○○委員 ほかに御意見、御質問ございませんでしょうか。

部会でございますので、最終的にはあくまでも承認か、もう一度送り戻すか、どちらかの選

択をしなければなりません。ですから、御質問が一通り終わりまたら、最終的な先生の判断を

いただかなければなりませんが、ほかに御意見、御質問ございませんでしょうか。 特に否定

的な御意見はなかったように思いますので、承認ということでよろしゅうございますか。

〔「異議なし」の声あり〕

○○委員 異議はないようです。

事務局 ちょっと補足ですが、先ほどのクロムの件ですが、先行しておりました３価のワクチ

ンも同じような使い方ですが、使っても除去するような製造工程にはなっております。廃棄物

は出てしまうのですが、このオーシストの分離だとかというのは代替法がないのかもしれませ

ん。その場合は仕方がないような気もしておるのですが、一応メーカーの方には検討しろとい

う指示は出そうかと思っております。

○○委員 ほかに方法がなければ仕方がないと思いますが、廃棄に関しては規制があります。

事務局 それでは、今幾つか御指摘がございましたが、その指摘に対する訂正等を行うことを

条件に御承認いただくということにいたしたいと思います。

それでは、承認を可とさせていただきまして、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アドバンテージ ハート

○○委員 それでは、次にまいります。

２番目の審議事項のアドバンテージ ハートについて、これは○○委員から説明をお願いいた

します。

○○委員 アドバンテージ ハート、本製剤はバイエル株式会社から輸入承認申請されたイミダ

クロプリド及びイベルメクチンを有効成分とする滴下剤であり、効能・効果は「犬：犬糸状虫
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症の予防、ノミの駆除」であります。

本製剤は、平成13年10月18日、平成14年１月24日及び平成14年４月16日の動物用一般医薬品

調査会の審議を経て資料等の整備を行い、今回本部会に上程されるものであります。

詳細につきましては事務局から説明があります。

事務局 それでは、資料は№２という厚い資料でございます。このように厚くなっております

のは、３回調査会を経てここに上がってきたせいでございまして、今日御説明に使わせていた

だくのは概要のところでございます。

まず、５ページを御覧いただきたいと思います。起源また発見の経緯のところですが、ここ

に主剤の説明がなされております。Ⅰ-1-1、イミダクロプリド、これはニトロメチレン系化合

物のイミダクロプリドでありまして、既に動物用医薬品として犬及び猫に寄生するノミ駆除剤

として、10％スポットオン液剤、アドバンテージスポットとして承認された製剤があります。

もう一つの主剤でありますイベルメクチンはⅠ-1-2に説明があります。こちらの方はアベル

メクチンＢ の誘導体のイベルメクチンでありまして、これも既に牛及び豚を対象とする注射１

剤、牛を対象とするポアオン液剤、豚を対象とする飼料添加剤、犬を対象とする錠剤並びに犬、

猫を対象とするチュアブル剤といったたくさんの製剤が承認されて市販されております。

14ページを御覧ください。表Ⅰ-7-1、アドバンテージ ハートの同種同効品として犬用のイミ

ダクロプリド製剤としてどんなものがあるか。先ほど説明いたしましたが、アドバンテージス

ポットと申しまして、バイエル株式会社から されております。スポットオン製剤としてイ上市

ミダクロプリドの10％液剤製剤です。効能・効果は「犬のノミの駆除」で、今回のアドバンテ

ージ ハートは、この製剤に0.08％のイベルメクチンを加えた製剤ということで御理解いただけ

れば適当かと思います。

15ページ、表Ⅰ-7-2-1、犬用イベルメクチン製剤にはどんなものがあるかということですが、

そこにありますように、カルドメック錠、パナメクチン錠、カルドメックチュアブルというよ

うな製剤がありまして、これは経口投与剤です。効能・効果は「犬糸状虫の寄生予防」でござ

います。

17ページを御覧ください。滴下型イベルメクチン製剤としてどのようなものがあるかという

と、アイボメックトピカル、これはメリアル・ジャパンの製剤ですが、「牛の内部寄生虫及び

外部寄生虫の駆除」を効能とするポアオン製剤がございます。

このような類似製剤がある品目でございます。

31ページをお願いいたします。急性毒性に関する試験資料がありますが、既に承認されてい
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る成分ですので、基本的な毒性試験はつけておりせん。ここでは合剤による急性毒性を見た結

果が示されております。そのそれぞれは33ページに示されておりますが、ラットを用いました

５０経口投与における急性毒性、経皮投与における急性毒性を見ておりまして、それぞれＬＤ

を見ますと、1200から1500ppm、経皮投与では4000ppm以上という結果でありまして、結果的に

イミダクロプリドの毒性に対する微量のイベルメクチン配合による相乗的あるいは拮抗的影響

は認められず、両成分の急性毒性における相互作用は相加的であるという結論になっておりま

す。

34ページ、安全性に関する試験として、経口投与による試験が表Ⅶ-1、経皮投与による若齢

犬及び成犬が表Ⅶ-2、幼犬における試験が表Ⅶ-3、犬糸状虫が寄生している犬を用いた試験が

表Ⅶ-4、イベルメクチン感受性のコリーを用いた試験が表Ⅶ-5、このような５種類の安全性試

験を行っておりますが、その結果、投与に起因する異常は経口投与の場合に見られた一過性の

嘔吐のみが異常として認められております。

犬糸状虫寄生犬に対しては、ミクロフィラリア数の減少が見られたものの毒性変化は認めら

れず、また、イベルメクチン感受性コリーに対しては臨床的異常は認められず、本剤の安全性

が確認されたとしております。

以上の成績から、本剤は犬における臨床適用上、その安全性に問題はないという結論となっ

ております。

38ページをお願いいたします。効力を裏付ける試験資料です。アドバンテージ ハートのノミ

の駆除効果を評価するとともに、イミダクロプリドと配合されたイベルメクチンのイミダクロ

プリドのノミ駆除効果に及ぼす影響を検討するということから、猫ノミを人工寄生させた犬を

用いた試験が39ページから41ページに表としてまとめられております。投与群はいずれも高い

ノミ駆除効果を示しておりまして、プラセボ投与群と比較して有意に少ないノミ寄生数であり

ました。また、アドバンテージ ハート投与群と10％イミダクロプリド液剤投与群のノミ寄生数

に有意差は認められないこと等から、イミダクロプリドと配合されたイベルメクチンは、イミ

ダクロプリドのノミ駆除効果に影響を及ぼさないと考えられたとしております。

また、犬糸状虫の予防効果を評価するとともに、イミダクロプリドのイベルメクチンに対す

る影響を検討するために、犬糸状虫の感染幼虫（Ｌ ）を人工感染させた試験を42ページから３

44ページにまとめております。その結果は、イベルメクチンを含有する液剤投与群のいずれの

犬からも犬糸状虫成虫は回収されなかったことから、この製剤は犬の犬糸状虫症の予防におい

て、月１回の投与プログラムで使用できる一方、10％のイミダクロプリド液剤投与群、プラセ
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ボ投与群、あるいは無投薬対照群の犬からは犬糸状虫成虫が回収されたことから、イミダクロ

プリドがイベルメクチンの予防効果を阻害することはないというふうに考えられたとしており

ます。

また、45ページでは、アドバンテージ ハート投与後の水浴、シャンプー等、水との接触が犬

糸状虫症予防効果に及ぼす影響を検討しておりますが、アドバンテージ ハートを投与後４時間

以降に水と接触しても、犬糸状虫症予防効果に影響を及ぼさないと考えられたという結論とな

っております。

46ページ、吸収、分布、代謝、排泄に関する試験資料です。アドバンテージ ハート及びアド

バンテージ ハートとイベルメクチン濃度が異なる製剤を肩甲骨間の皮膚へ単回投与、それから、

イベルメクチン錠剤を単回経口投与後の血中イベルメクチン濃度をＨＰＬＣ法により測定して

おります。その結果は図Ⅹ-1-2に示されております。滴下投与された場合は、投与後３日で用

量相関的な最高血中濃度を示した後徐々に減衰して、10～28日目に定量限界以下となっており

ます。

経口投与された場合は、投与後４時間で最高血中濃度を示した後、48～72時間には検出限界

以下となりまして、滴下投与とは明らかに異なる推移を示しております。

なお、もう一つの有効成分であるイミダクロプリドですが、これは単独製剤投与後の血中移

行性の検討により、ほとんど経皮的には吸収されないということが確認されております。

48ページ、ⅩⅡ．臨床試験資料です。ノミ寄生の合併症例を含む犬糸状虫非感染犬 119頭を

用いまして、犬糸状虫感染開始後１か月から感染終了後１か月まで、月１回、すなわち７月か

ら12月の計６回投与いたしました。ノミ駆除効果と、月１回投与によるノミ駆除効判の持続、

言いかえるとノミ寄生予防効果及び犬糸状虫予防効果、並びにその安全性について検討してお

ります。

52ページから結果が出ております。ⅩⅡ-2-2、ノミ駆除効果については表ⅩⅡ-9に示されて

おります。第１回投薬の直前にノミの寄生していた40頭を、第２回投薬の直前に検査した結果、

ノミの寄生が認められず有効と判定された被験動物は38頭、すなわち有効率としては95％であ

ったということであります。残り２頭についても、第３回投与の直前、つまり第２回投与の後

ではノミの寄生が認められておりませんので、100％になったということでございます。

53ページのⅩⅡ-2-3ですが、月１回投与によるノミ駆除効果の持続を見た試験です。結果は

表ⅩⅡ-10に示されております。１頭に第３回投与の直前にノミの再寄生が認められております。

第３回投与直前のノミ寄生率は2.6％、第４回投与の直前以降、第４回の観察では39頭のすべて
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にノミの寄生が認められておりませんので、いずれの時点でもノミ寄生率は０ということでご

ざいます。

なお、第１回投与直前にノミの寄生が認められなかった79頭は、第２回投薬の直前以降６回

の観察のいずれにおいても、ノミの寄生は認められなかったという結果でございました。

53ページのⅩⅡ-2-4、犬糸状虫症予防効果ですが、結果は、表ⅩⅡ-11に示されておりますよ

うに、116頭すべてが犬糸状虫の抗原検査及びミクロフィラリア検査のいずれも陰性で有効と判

定され、有効率は100％であったということです。

ⅩⅡ-2-5、有害事象ですが、対照動物にはイベルメクチンに感受性の高いコリーと近縁のシ

ェットランド・シープドックを含みましたが、いずれの被験動物にも投与に起因すると考えら

れる一般症状及び投与部位の異常は認められておりません。また、子犬の発育、雌雄成犬の繁

殖能力及び授乳期の母犬とその子犬にも影響は認められておりません。

以上により、安全性が確認されたという結論となっております。

説明は以上でございます。

○○委員 ありがとうございました。

審 議

○○委員 ただいまの御説明につきまして、御意見あるいは御質問ございましたら、どうぞ。

○○委員 事務局からの御説明の中で、急性毒性について「ppm」とおっしゃられたのですが、

「／kg」は体重ですか。

事務局 そうです。

○○委員 そうすると、「ppm」ではありませんね。

事務局 「ppm」ではありません。「mg/kg」です。

○○委員 ほかにいかがでしょうか。

○○委員 基本的なことですが、ノミの駆除試験、予防効果試験で、対照群が置かれていない

のですが、これは比較試験でなくてもよろしいのでしょうか。

事務局 正確には比較試験が必要だと思うのですが、特に理由はありません。

○○委員 ６か月後、最終投与の後１か月後となっているのですが、ゼロだったということで

すが、ノミの寄生というのは季節に影響があるのではないかと思うのです。

事務局 そうですね。12月ごろですから、あまり関係ないかもしれません。
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○○委員 そうすると、やはり対照群がないとこの数値は正確に評価できないのではないかと

思ったのです。

事務局 ですから、主な評価は、最初のノミの駆除の効果というところで見ているのではない

かと思います。どうしても犬糸状虫の関係で月１回やりますので、ついでに見たというのは変

ですが、ノミも寄生はしていなかったということをデータにしているということかと思います。

○○委員 これは両方に効くと証明するデータですよね。ついでのデータで両方に効くのです

か。

事務局 「ついで」はちょっと言葉が適当ではないと思いますが、ただ、ノミの駆除効果は、

初期の第１回、第２回で明らかに駆除されておりますので、ノミが寄生していた動物はいなく

なったという効果がありますので、そこは評価できるのではないかと思います。

○○委員 ○○委員、指名したいのですが、この手の同類の薬剤は既にかなり応用されていま

すね。

○○委員 皮膚からの予防薬というのはないです、フィラリアに関しては。ノミはすべてスポ

ットオンです。ですから、これは多分フィラリアの予防とノミの寄生の予防あるいは駆虫を、

両方兼ねた製剤を売り出したいということだと思うのです。

○○委員 そうだと思うのです。もしフィラリアだとすれば、やはり使用時期は大体５月ぐら

いからスタートしますか。

○○委員 臨床試験の資料の上から２行目ですが、「感染終了後１か月」というのは結構です

が、「感染開始１か月前」という設定で７月というのはちょっと問題があると思います。通常

は蚊の吸血活動が主にフィラリアの感染の要因でございまして、蚊の吸血活動がいつから始ま

るかというのは、平均水温が23℃を超えないと始まらないと言われているのです。そうします

と、それはその年々の、言ってみれば平均的な気温が25℃～26℃ぐらいの気温に安定してこな

いと水温が23℃に安定しませんので、それを考えると７月では試験としては遅いと思います。

少なくとも６月にやらないとだめだろうと思うし、今フィラリアに使われている薬も、関東地

方であれば６月ぐらいからのスタートですし、また、沖縄あたりですと４月ぐらいのスタート

というふうになっておりますので、全国的に臨床試験としてこのデータを出すのであれば、７

月から12月の６回というのは時期の選択としてはあまり好ましくないのではないかという印象

を受けます。

○○委員 多少地域の特異性があってもいいのではないかということですね。

○○委員 おっしゃるとおりです。
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○○委員 特に日本の場合はですね。

○○委員 そうです。

○○委員 何が何でもそれをどうにか動かす必要があるかどうかだと思いますが。

○○委員 臨床効果がこれだけあったというのは、臨床試験をおやりになった地域の問題が明

確になっていないのです。どこでやったのか。

事務局 場所は山形、東京、千葉、福岡です。

○○委員 そうしますと、福岡県と山形県ではかなり違いますよね。山形を対象にするのであ

れば７月から12月、むしろ12月では長過ぎるという感じがします。でも、６回という間隔で試

験をするとするならば、山形と福岡ではかなり状況は違うのではないか。ですから、これは本

当に大丈夫なのかなという気はします。この実験ではうまくいっているけれども。

事務局 今のは試験の成績といいますか、やった実績ですが、用法・用量としては、投与期間

はノミ、蚊の発生が重なる時期のみとするということですから、獣医さんがそこを判断して投

与していただくということだと思います。

○○委員 ほかにいかがでしょうか。

○○委員 最初から２枚目の別紙の一般的経緯というところの「使用者に対する注意」の３番

ですが、これは使用者が注意することだと思うのですが、前半の「医師に申し出て診療を受け

ること」というのはいいと思うのですが、その後の「解毒剤は知られていないけれども、活性

炭の投与が有効であると考えられる」というのも使用者に対する注意になるのですか。ちょっ

と誤解を招いて、もし使用者が活性炭を自分で何かしたら大変ではないかと思うのですが、い

かがでしょうか。

事務局 そうですね。これは医者に任せた方がいいということであれば……。

○○委員 要らないと思います。

事務局 ただ、情報として、使用者がこの説明書を持っていって、こういうことも書いてあり

ますというのを提供するためという意図もあるのかもしれませんが、医者にお任せした方がい

いのかもしれません。

○○委員 この場合の使用者というのは獣医師と考えていますか。

事務局 これは要指示薬になりますので、獣医師になります。

○○委員 ちょっとしつこいですが、○○委員、この手のものは飼い主に実施させるというこ

とはないですか。持たせて、こうやりなさいという指示を出して、家に帰ってやりなさいと言

うのか、目の前でやってのけるのか。
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○○委員 一般的には、スポットオンタイプのノミの駆虫剤については、飼い主自身が自分で

処置するというのが一般的です。最初にお渡しするときには獣医師が説明しますけれども、そ

の後、月ごとにやるのは、３セットぐらいになっていますから、お渡ししてやっていただくと

いうのが主体です。

○○委員 ということは、この使用者というのは限りなく……。

事務局 この製剤は要指示薬になります。

○○委員 要指示であっても、獣医師が滴下するとは限らないと。

事務局 そうですね。

○○委員 この辺は、もし可能であれば明確な表現が必要ですね。

事務局 むしろ削除する方向で検討した方がいいのかもしれません。

○○委員 そうですね。一般の方の活性炭に対する認識というのがどれほどのものかちょっと

わかりませんので、かえって難しくなるかもしれません。これは事務局で検討していただくと

いうことでどうでしょうか。

事務局 削除しろと言われれば、させますので、決めていただければと思います。

○○委員 ○○委員、どうでしょうか。

○○委員 私は、削除した方がいいのではないかと思います。余分な情報ではないかと思いま

す。

○○委員 なくてもいいと。

○○委員 はい。

○○委員 先生方、よろしいでしょうか。

ほかにはいかがですか。

私、疑問が一つあるのですが、37ページで「犬糸状虫寄生犬に対して実害がなかった」とさ

れております。ところが、「使用上の注意」の「対象動物に対する注意」でしょうか、59ペー

ジの一番上に「成虫及びミクロフィラリアを駆除するなどの適切な処置を行い慎重に投与する

こと」と、これは決まり文句のような感じがあるのですが、ある意味の矛盾だと思いますけれ

ども、どうでしょうか。

事務局 矛盾というか、犬糸状虫寄生犬を使って実験をしたのですが、結果としてはこうだっ

たと。いろいろな状態の犬がいるかと思いますので、実験の範囲ではこうだったけれども、一

般的にミクロフィラリアは駆除して、いないものの予防を中心と考えてくれということだと思

うのです。
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○○委員 逆ではありませんので、万が一間違って寄生犬に与えたとしても事故率は少なくて

済むというふうに認識できるかどうかですが。

事務局 そこまではこのデータだけでは担保できないと思いますので、それは書いてないと思

います。

○○委員 本質論ではないと思いますが、この手の注意書きは一般的なものとしてよろしいで

すね。

事務局 はい。予防薬には全部書いてあります。

○○委員 いかがでしょうか、ほかに御質問あるいは御意見ございましょうか。

特に否定的な御意見はなかったと思いますけれども、そうすると、承認ということでよろし

ゅうございますか。

〔「異議なし」の声あり〕

○○委員 それでは、承認ということで進めていただきます。

事務局 ありがとうございました。

それでは、承認を可といたしまして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年とさせていただきます。

○○委員 一つ伺いたいのですが、こういうふうに小動物の薬剤が許可されて製造、販売され

ますが、試験の中では全く問題がなくても実際に発売されてから事故が起こっている場合とい

うのはどういう対応をすればよろしいのでしょうか。死亡事故です。

事務局 販売元というか、製造元に相談するのが一義的だと思いますが。

○○委員 と申しますのは、先般、注射薬剤によるフィラリアの予防薬というのが許可になり

ました。本年の２月から発売になって、既に東京近辺だけで８頭の死亡例が出ているのです

（5/23死亡例は４頭であったことを確認。）。ほとんどアナフィラキシーです、死亡している

のは。これは獣医師の自己防衛で情報があるので投与を控えるとか、条件を付けて投与する。

つまり飼い主に万が一のことがあるかもしれないという条件付けで投与する方法以外にないの

です。実際にそういうものが出たときに、例えば農水省の方に死亡報告をメーカーや販売者が

するのかどうか、その辺はどうなのでしょうか。

事務局 それは使用成績調査ということで、再審査期間中は製造業者、販売業者はそれを知っ

た場合は報告するということでございます。申請者の方に情報がいけば報告が来るはずです。

○○委員 わかりました。

○○委員 それはなされていない可能性がありますか。つまりメーカーの方に……。
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○○委員 メーカーは知っています。

○○委員 ちょっと脱線になりますが、メーカーは知ったら、農水省に報告の義務があります

ね。

事務局 はい。

○○委員 もしそれがいまだに１件も報告がないとすれば……。

事務局 今のところ４頭については出ていますが、製造業者に詳細について至急上げるように

という指示は出しております。

○○委員 ありがとうございました。

○○委員 今、死亡例が４例ということですが、既に８頭出ているということですので、そう

いう情報は獣医師の方にすぐ流さないといけないのではないですか。医薬品ですとすぐやりま

すよね。

事務局 ４例については、メーカーからユーザーの方に既に資料が行っているはずです。追加

分についてはちょっとわからないのですが、そういった事故があるということは、メーカーの

方からユーザー、販売店の方に行っていると思います。そういった配布資料は4,000部ほど配っ

たというふうに聞いております。

○○委員 とりあえずよろしいですか。

○○委員 文書ではいただいていないので、もう一回確かめてみます（5/22到着）。

○○委員 もしそれが正確に報告がないとすると、違法というか、違反の行為ということにな

るわけですね。

事務局 業者に対する指導もしておりますし、私どもの方も情報収集を行っておりますので、

その結果に応じて必要な措置をとっていく予定にしております。

○○委員 ぜひよろしくお願いいたします。

③バソトップ錠1.25、2.5

○○委員 それでは、３番目のバソトップ錠1.25及び2.5について、これも○○委員から御説明

をいただきます。

○○委員 本製剤は三鷹製薬株式会社から輸入承認申請されたラミプリルを有効成分とする経

口剤であります。効能・効果は「犬：僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全」であります。 本製

剤は平成13年10月18日及び平成14年１月24日の動物用一般医薬品調査会の審議会を経て資料等



- -23

の整備を行い、今回本部会に上程されるものであります。

詳細につきましては事務局から説明があります。

事務局 それでは、資料は黒い番号の№３を御用意ください。

まず、概要の１ページをお開きください。1-1、起源または発見のところです。バソトップ錠

は、アンジオテンシン変換酵素、ＡＣＥと称しますが、ＡＣＥ阻害剤でありますラミプリルを

主成分とします犬のうっ血性心不全治療薬でありまして、海外においては、主にヨーロッパで

すが、広く利用されている製剤でございます。

２ページの表1-1を御覧ください。現在国内でも既に承認されているものの一覧表です。犬の

心不全に対する治療薬として、ここに掲げてあります３種類のＡＣＥ阻害剤が認可されており

まして、そのうちマレイン酸エラナプリル、つまりエナカルド錠、それから塩酸ベナゼプリル、

フォルテコール錠が市販されているという状況でございます。

このような既存の承認薬と比較しまして、今回のラミプリルの特徴としましては、従来のＡ

ＣＥ阻害薬に比べまして半量程度で効果があるということ、胆汁からの排泄が多くて、尿から

の排泄が少ないということ、また、蓄積性もないと推察されるということから、高齢犬に多く

見られる腎機能の低下症例に対しても比較的安心して使用することができる薬剤であるという

うたい文句でございます。

次に、急性毒性に関する試験の一覧が25ページに載っております。マウスで経口、静脈内、

ラットで経口、静脈内投与で検討しております。ＬＤ は高いもので、マウスの雌で10048.8５０

mg/kg、ラットの経口では10000mg/kgを超えるという結果になっております。

31ページ以降は亜急性毒性及び慢性毒性に関する試験のまとめの表です。

亜急性毒性試験としてラット、ビーグル犬の30日間の試験、ビーグル犬の90日間の投与試験

を行っております。すべて経口です。

慢性毒性試験では、６か月と12か月間の連続投与の試験を、ビーグル犬を用いて経口投与で

行っております。その結果、最大無作用量としては、12か月で見た場合でも2.5mg/kgとなって

おり、これは予定されております最高投与量の10倍となっております。

39ページ以降は特殊毒性に関する試験です。

6-1、生殖・発生毒性試験として、表6-1にありますように、妊娠ラット、妊娠ウサギ、ラッ

トを使った三つの催奇形性試験を行っておりますが、いずれも催奇形性は認められなかったと

いう結論でございました。

47ページ以降、6-2が変異原性試験です。変異原性試験としては、１のエイムス試験、２の染
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色体異常試験、48ページになりますが、３の小核試験を行っておりますが、いずれも変異原性

は認められなかったという結果でございました。

48ページの6-3、抗原性試験としまして、ウサギにおけるアレルギー性皮膚反応試験を行って

おりますが、ラミプリルは抗原性を示さないと考えられたとなっております。

49ページから７．安全性に関する試験が50ページまでまとめられております。ここでは三つ

の試験、海外において実施された臨床試験時の安全性検討結果、国内の臨床試験時の安全性検

討結果、それから、ビーグル犬を使いました慢性毒性試験結果、このことからラミプリルの安

全性を検討しております。

まず、海外での臨床試験の安全性検討結果では、115頭のうっ血性心不全の犬に対して、ラミ

プリルの投与量を0.125～0.5mg、対照薬としてエナラプリル、陰性対照としてプラセボ群、こ

のような群分けをいたしまして、二重盲検法による臨床試験を行っております。11頭が死亡し

ておりますが、これらのうち８頭がラミプリル投与群でありました。死因としては重篤な心不

全で必然的に起こり得ることであり、原因を今回のラミプリル投与に起因することはできませ

んでした。つまり関係ないということでございます。

副作用としては、不耐性の徴候として無気力、失調症、失神、食欲不振、嘔吐、下痢などが

認められておりますが、本剤の使用による電解質の状態や腎機能への悪影響は何ら見出せなか

ったということでございます。

国内での検討ですが、国内での臨床試験で心不全と診断された犬 89頭を用いて、プラセボを

対照とした臨床試験を行っております。ラミプリル投与群の２頭が開始後数日で死亡しており

ますが、これは心不全に伴う肺水腫が急変して死の転帰をとったものであり、ラミプリル自体

にその原因を帰することはできなかったということでございます。

その他、一部に一過性の下痢が認められておりますが、臨床検査成績において、ラミプリル

投与による悪影響は特に観察されなかったとしております。

50ページの４行目からですが、慢性毒性試験の結果から、ラミプリル 2.5mg/kgの12か月連続

経口投与において、健康ビーグル犬に対して何ら作用を及ぼさなかったことが明らかとなって

いるということでございます。

以上の三つの検討により、ラミプリル 0.125～0.25mg/kg（臨床適用量）での投与は心不全の

犬の治療に対して安全性は高いと判断されたと結論しております。

51ページからは効力を裏付ける試験資料をつけております。

8-1、ＡＣＥ活性阻害作用です。１． の試験では、表8-1-1に示すように、ラミプリin vitro



- -25

ルはエナラプリルの約16倍の効果を示したとしております。

52ページの２． の試験では、ビーグル犬を使って静脈内または経口投与しておりますin vivo

が、図8-1-1に示してあるように、静脈内投与では５分後よりほぼ完全に血中のＡＣＥ活性が抑

制され、４時間後まではそのまま継続しております。その後徐々に回復しております。ただ、

投与２日後でも投与直前に比べ有意な抑制を認めております。経口投与の場合は、静脈投与時

よりやや遅れて抑制されておりまして、30分後に98％抑制されております。その後の回復パタ

ーンは、静脈内投与時と一致し、投与２日後でも投与直前に比べ有意な抑制を認めております。

53ページの8-2、アンジオテンシンⅠ誘導昇圧反応に対する作用です。これもラットと犬で検

討しておりますが、54ページの図8-2-1がラットの反応、図8-2-3が犬の反応です。ここに示さ

れているようにアンジオテンシンⅠに誘発される昇圧作用を用量依存的に抑制した結果となっ

ております。

56ページ、8-3、血圧及び心拍数に対する作用です。これもラットと犬で検討しておりますが、

犬で説明させていただきます。

57ページの２．犬に対する作用です。静脈内投与したときの血圧及び心拍数の変動が図8-3-

2に示されております。最大血圧は投与直後より顕著に低下しており、そのままの効果が６時間

前後まで持続しております。24時間後にはほぼ投与直前値まで回復しております。経口投与時

では、静脈内投与時に比べ降圧作用の発現が15分ほど遅くなっております。また、心拍数につ

いては、両投与方法ともほとんど影響を示さなかったという結果になっております。

57ページの下、8-4、腎循環及び腎機能に対する作用も見ております。これもラットと犬で検

討しておりますが、犬で説明します。

58ページの下ですが、ラミプリル 0.1mg/kgを麻酔正常血圧犬に十二指腸内投与したときに、

投与後全身血圧の低下と平行した著明な腎血管抵抗の低下を認めて、腎血流量の増加が発現し

たほか、ラミプリルでは強力でかつ持続的な腎血流量の増加と強いナトリウム利尿作用が見ら

れております。結果は表8-4-1及び8-4-2です。

60ページでは8-5、心臓に対する作用が説明されております。

１．ラットの試験ですが、ラミプリルを経口投与した試験によりアンジオテンシンⅠに誘発

される冠血流量低下の改善が見られております。結果は図8-5-1です。

２として、心臓肥大抑制効果を見ておりますが、動脈狭窄後十分に心臓肥大したラットに、

６週間、１mg/kgのラミプリルを与えたときに心肥大の退行が見られたという結果になっており

ます。
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67ページからは、10．吸収、分布、代謝、排泄に要する試験資料が記載されております。ラ

ットと犬を用いたデータが載っておりますが、73ページの２．犬における試験で説明いたしま

す。

まず、血中濃度の推移ですが、図10-1-8に示しますように、経口投与群では0.5、30分～１時

間で血中レベルは最高濃度に達しており、消失半減期は平均1.0及び3.5時間でありました。

74ページ、2.2、排泄についてです。経口投与時には尿へ15％、糞へ79％排泄されており、静

脈内投与では、それぞれ35及び57％となっております。

75ページの2.3、吸収率を見ますと、経口投与では胃腸管からの吸収率を算出すると

46％、排泄量の比から計算すると43％という数値になっております。

10-2からは代謝試験を示しております。76ページのように、ラミプリルからはＭ１、Ｍ２、

Ｍ３のような代謝物が体内でできるとされております。これもラットと犬、それからヒトにつ

いて調べておりますが、ラットではラミプリラート、76ページの図でいくとＭ１という物質で

すが、ラミプリラートがほとんど唯一の代謝物質でありますが、ヒト及び犬ではラミプリラー

トとそのＤＫＰ誘導体、これは76ページで言うとＭ３になりますが、これが尿中あるいは糞便

中の主要代謝物として認められるということでございます。

81ページからは臨床試験です。臨床試験は26の動物病院において心不全と診断された犬89例

を用いて治験を実施しております。89例のうち74例に被験薬を投与して、15例に対照薬（プラ

セボ）を投与しております。試験群、対照群の基礎データは83ページの表11-1から11-4に示さ

れております。

84ページの表11-5に効果判定の指標と結果が示されておりますが、活気、運動不耐性、発咳、

呼吸困難及びＮＹＨＡの分類を主な指標として臨床効果の判定を行っております。試験群につ

きましては２項目以上の改善が見られた著効が44例、１項目以上の改善が見られた有効が16例、

無効が10例であって、この結果有効率は85.7％となっております。

安全性の面では、試験開始以前からセンノシド製剤を継続投与されていた１例が投与初日か

ら発生機序不明の嘔吐、多飲多尿、食欲減退、元気消失を示して治験中止となった以外は、体

温及び体重については治験期間中顕著な変化は認められなかったという結果でございました。

また、血液性状、血液生化学的性状についても投与前後で目立った変動はなく、臨床上問題と

なるような副作用は認められなかったという結果でございました。

説明は以上でございます。

○○委員 ありがとうございました。
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審 議

○○委員 ただいまの説明につきまして御質問、御意見ございましたらお願いいたします。

○○委員 幾つか問題があるように思われるのですが、まず一つは、海外ではうっ血性の心不

全に適用されているということです。ここでは効能が「僧帽弁閉鎖不全による慢性の心不全」

ということになっております。

それから、概要の81ページですが、イントロのところで「心不全と診断された犬 89例を使っ

た」ということですが、心不全というのはいろいろな原因があるでしょうし、うっ血性の心不

全でもいろいろな原因があると思います。それらを区別しないで、効能で「僧帽弁閉鎖不全に

よる慢性心不全」というふうに限定されております。それはたまたま臨床例が多かったのでと

いうことではないかと思うのですが、そうすると、最初から臨床試験の仕方が違うという気が

いたします。

事務局 その点は調査会でも大変問題になりまして、最初、「うっ血性心不全」という申請で

したけれども、臨床試験データから見ると、僧帽弁閉鎖不全によるものがほとんどでした。し

かも、ほかの原因を入れるには症例が少な過ぎるということで、調査会の指摘事項回答書の１

番の４ページに指摘事項③というのがありますが、「臨床試験の供試犬の診断名を根拠ととも

に示し、また、海外の添付文書等の記載を参考にして、必要に応じ、“効能又は効果”及び“

使用上の注意”を整備すること」という指摘がありまして、この回答として僧帽弁閉鎖不全が

ほとんどであるということから、現行のような「僧帽弁閉鎖不全による心不全」となっており

ます。あと、理由としては、ほかの製剤が皆そういう効能・効果になっておりますので、横並

びを見たということでございます。

○○委員 そういう試験のやり方はないと思うのです。とにかくやってみて、効いたものが出

てきたから、それに効くんだということではなくて、あまくでもどういう疾患に対して効果が

あるという期待を持って、そして臨床試験なり効果試験が行われるべきであって、その辺のと

ころが明確になっていないと思います。

事務局 当初は「うっ血性心不全」というのをねらっていたのだと思います。

○○委員 そうだとすると、「うっ血性心不全には効果はない」という結論を出さなければい

けないわけです。

事務局 ただ、僧帽弁閉鎖不全でも「うっ血性心不全」は起こるわけです。
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○○委員 そうすると、最初からそれを明確にして、こういう疾患、こういう原因で、こうい

う徴候を示している動物に対して効果があるかないかという試験が行われなければならないの

で、うっ血性の心不全を起こしている、いろいろな原因があるものを全部まとめてやってみて、

結果としてこれに効いたから、これに効きますという臨床試験のやり方はないのではないかと

思います。

事務局 やり方のとっかかりはおっしゃるとおりだと思いますが、ただ、試験データから評価

するとなると、この効能・効果しか出せないということが調査会の方で議論されておりました。

○○委員 もう一つ、根本的なところは、「僧帽弁閉鎖不全によるうっ血性心不全」というた

いながら、効果の判定はＱＯＬで見ているのです。ＱＯＬというのはかなり主観的な判断です。

しかも、「僧帽弁閉鎖不全による心不全」と直接関係ない事柄です。それで臨床効果があった

かどうかという判断ができるかどうかということです。例えば活気があるとか、運動不耐性で

あるとか、発咳があるとか、呼吸困難、こういった徴候を指標にして効果があるとかないとか

言っている。これが改善されたから効果がありますよ、ＱＯＬが上がりましたよという評価を

している。そのことが「僧帽弁閉鎖不全による心不全」に効果があったと言えるかどうかです。

そこに大きな試験系の誤りがあるというふうに私は解釈しました。

それから、ピンク色の１の５ページ、指摘事項④のところですが、効果判定基準として、

「有効：改善率が20％以上70％未満」となっておりますが、改善率が20％以上有効とされた根

拠は一体何であったのか。そういったあやふやな主観的な効果判定基準を設けて、それを統計

手法を用いて評価している意義はどこにあるのかという質問をしたいと思います。

もう一点は、肺水腫死亡例が２例出ております。肺水腫を起こしている、これは心不全によ

って肺水腫が起きて、重篤な場合に死亡したと書いてありますが、健康な犬を使って安全性を

担保したということですが、実際に薬を使う重篤なものに対して心不全が原因で肺水腫を起こ

した。だから、それによって死んだということであれば、これは極めて重要な情報ですから、

そのことについて使用上の注意に触れられるべきであろうと思います。しかし、使用上の注意

では、重篤な心不全には効果があるかどうか確認されていないということしか書かれていない。

概要の93ページですが、「重度の僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全に対して、有効性は確認さ

れていない」どころではなくて、肺水腫を起こして死亡例が出ているわけですから、効果のな

いことは明白です。それ故、これらのことを総合的に考え、有効性を評価するのはかなり厳し

いのではないかというのが私の感じです。

○○委員 というかなり厳しい御意見ですが、これに関して少し先生方から御意見を伺いまし
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ょうか。どなたか御発言ございませんか。

私が言うのはまずいかもしれませんが、現実に心疾患の中で割と診断がつきやすい病気の中

に僧帽弁閉鎖不全が入ると思うのです。そうでない機能的なものも含めて診断をつけがたいも

のがかなりある。ですから、たまたま広い意味での心不全の中からその病気が一般的にもよく

上がってきます。発症率が高いかどうかは別としまして。

今何点か指摘といいますか、話題提供があったと思いますが、死亡例をネグレクトするのは

まずいのではないか、どこかに表現すべきではないかということ、まず一つずついきましょう、

その結果との因果関係といいますか、これは薬剤と関係ないという判断だったのでしょうか、

それとも治らなかった、むしろ悪化したという判断だったのでしょうか。その２例がここから

削除された経緯はどうなっているでしょうか。

事務局 49ページのところで、海外の事例で、11頭死亡して、そのうち８頭がこの製剤を投与

した犬であった。ただ、この死因は重篤な心不全であったため、効果がなくて死んでしまった

という判断を申請者はしております。ですから、副作用ではないけれども、効かなかったとい

うことでございます。

○○委員 重篤な場合には効かなかったということですね。

事務局 そういうことです。

○○委員 そうしますと、指摘に対して回答が出ている中で、スコアをつけて１点だった、２

点だった、非常にスコアは低かった。２点が１点になったので50％の改善率だった。スコアが

６点だった、それが３点になったから50％の改善率だった、それらが一緒にまざっているので

評価できなかったという回答になっております。

そうしますと、臨床試験としては、一番基本的な層別化して実験していないということです。

軽症のものに対しての効果、これを比較試験する、重症度のものに対して対照群を置いた比較

試験をする。そして、それぞれに対して軽症では効果があるけれども、重症では効果がないと

いった、いわゆるサイエンチックなデータが出てきて初めて評価できるわけです。そういうこ

とをしないで、最初からとにかくやみくもにやってみて、効いたものだけ集めてきて、そして

これに効きましたというデータの評価は、10年前ならともかく、今の時点ではできないと私は

思うのです。

○○委員 ○○委員、どうぞ。

○○委員 今いろいろとお話が出たので、それについてお話をしたいと思います。確かに先生

がおっしゃるとおり、症状がどう動いて、それに効果があったかどうかということについては
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非常に難しい疾患であるということです。これについては、僧帽弁閉鎖不全を治すのではなく

て、閉鎖不全の結果出た症状がどれだけ改善されたか、それを見るしかないということです。

そういったことで挙げられたのが慢性の心不全であればこの５項目であろうということで出て

きたわけです。ですから、ほかの慢性心不全というのはどういった症状をとらえてやればきち

んと説明できるかというとなかなか難しいので、せいぜいこういった項目しかないということ

です。

当初は項目別だけの改善率で見たわけです。ですから、５項目で、それが１項目だけでも改

善すれば、それは有効だと。それではあまりにお粗末だろうということです。ですから、そう

いうことではなくて、それでは５項目それぞれにスコアをつけなさいという指摘があったわけ

です。５項目でいろいろな症状があるわけですから、それに全部スコアをつけなさいと。スコ

アをつけてもう一度改善率を見てくれということです。一番最初の見方は、５項目のうちの一

つ以上が改善されればということだったわけです。それで85点何％ということが出たわけです

が、それではちょっとおかしいということでそういった指摘事項になったわけです。

それで加点したところが、合計点が５項目で16点だったわけです。その16点の中でどのくら

い改善されればそれが無効であるとか有効であるとかという色分けというのは、こちらでは何

％以上にしなさいということはできないわけです。あくまでも申請者の考え方でということで

すが、少なくとも５項目、例えば１点ずつ加点があったとすれば、その中の過半数ということ

であれば５点のうちの３点ですから、そうしますと、16点の中の３点ということであれば、そ

れがほぼ20％ということで最低限を持ってきたようです。ですから、それが高いか低いかは論

議があると思います。それが５点ということになると30％以上ということになります。

いずれにしても、20％にするか、30％にするか、それは申請者のいろいろな意見があってそ

うしたと思うのです。そういったことで20％と見て対照群を見ますと、対照群は全部ゼロなの

です。全然改善されていない。むしろ悪化しているということで、５ページのところを見ます

と、有効率が対照群はゼロだと、全然改善されていない、むしろ悪化している。それから、投

与群については81.4％、20％にするとこうなります。30％ではどのくらいになるかということ

で試算しますと、64.3％まで下がるのです。64％が低いか高いかは別として、対照群と比べれ

ば明らかにかなり有効であるということが言えるわけです。

ですから、非常に難しい症状の評価でありますから、このぐらいのものしか出せないのでは

ないか。そういったことで何回もやりとりしてこういう数字が出たと思うのですが、そういう

ようなことで御了承をお願いしたいと思います。
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○○委員 今のお話で１点だけ理解できないところがあるのですが、一つは、有効率は確かに

対照群が０％、試験群は81.4％、しかし、この有効率を求める前の段階で、効果判定基準があ

いまいでかなり主観的である。それで有効率を比較するのは大きな間違いが生じてくる可能性

があると思います。

もう一つは、この薬物の効能・効果が「僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全」であるというな

らば、僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全によって起こる症状なり特異的な徴候なりが明記され

ていて、それらが明らかに改善されたということであればそれでいいのですが、それが全く明

記されていない。ですから、一般的なＱＯＬが改善されたからということで、僧帽弁閉鎖不全

による慢性心不全に効くというところに結びつけるのはかなり危険性があるのではないかと思

います。

○○委員 おっしゃることはよくわかるのですが、私は産業動物が専門でこういった小動物は

よくわかりませんが、いろいろお話を伺うと、かなり熟練された先生方が、これは慢性心不全

であるということで、この項目以外にいろいろな項目を調べた結果、そういった診断名をつけ

たというふうに聞いておりますので、そこで症状としてつかめるものはこういったものが一番

症状としてつかめるということなので、決して、慢性心不全以外でこういう症状があって、そ

して、投与試験の結果、こんな結果が出たということではないということです。まことにあい

まいな、非常に難しい成績ですが、それ以上のことはちょっと難しいのかなというふうな気も

するのです。

○○委員 先ほど○○委員言われたように、いわゆる僧帽弁閉鎖不全そのものが、原因が何で

あれ、この薬物で治るということではないわけです。ですから、血行動態が多少改善され、こ

れは私の想像ですが、腸管の排泄が多くて、腎機能への影響が比較的軽くて、腸管からの排泄、

つまり肝臓で代謝を受けやすいということになると、どだいこれは延命効果以外には何も期待

できないわけです。ですから、果たして延命効果がどれぐらいのものかというのは延々と実験

を続けなければ答えの出ないことです。

私はどっちに加担するという立場ではありませんが、そこら辺のところを考えて、ただ、事

実、最近は診断技術の向上のせいで僧帽弁閉鎖不全というのは割と症例数が多い、こう診断の

つくものが多いのです、ほかの心疾患よりも。

○○委員 ○○委員にお聞きした方がいいのかもしれませんが、外国では「うっ血性心不全」

ということで承認を受けているわけです。○○委員が言われるように、うっ血性心不全の原因

というのはいろいろあるのですが、うっ血性心不全であればＱＯＬが改善される、それで効果
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があったという判定はできるわけです。ただ、こういう審査のやりとりの中でこれを承認した

場合には、「僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全」というふうに限定するわけです。そこまで言

ったので、では、僧帽弁閉鎖不全という原因をこの薬で改善できるのかというところに行って

いると思うのですが、当初の目的の「うっ血性心不全」で出した方がいいような気がするので

す。

○○委員 そうなのです。たまたま診断がつけやすい疾患だというにすぎない、私の個人的な

発言ですけれども。これはいわゆる農水省の方針としては、症例がきちんと出たものでないと

承認できない、難しいという立場もあると思うのですが、広い意味での慢性心不全であること

には変わりないわけです。

事務局 農水省の方針というよりは調査会の審議の結果ということです。

○○委員 ○○委員、私からお伺いしたいのは、そうすると、この薬剤の実験系その他に問題

がある。逆に言うと、この種の実験動物をつくって対応するというのは、これもまたある意味

では難しい部分があるわけですが、臨床データの出し方に問題があるということですが、もと

もと僧帽弁閉鎖不全を治す薬剤ではないわけです。たまたま結果論としてこの種の病名が数を

占めたということだと思うのですが、そこら辺に関して、先生、もしいかんと言うか、あるい

は妥協するとしたらどういう考え方がおありでしょうか。

○○委員 そうしますと、例えば「うっ血性心不全に伴う徴候の改善」、それが治療薬として

成り立つかどうか疑問ですが……。

○○委員 治療ではないですね。あくまでも症状の改善、あるいはもっとラフな言い方をすれ

ば延命効果だと思うのです。

○○委員 まず、うっ血性心不全と僧帽弁閉鎖不全、これは基本的には病気は全く違う、病態

は似ているけれども、病気は違う。それから、僧帽弁閉鎖不全症にＡＣＥ阻害剤を治療薬とし

て使用するのは一般的常識です。それは心血管の血流量を確保するという意味と、もう一点は、

僧帽弁というのは、簡単に言ってしまえば、肺から入ってきた、きれいになった肺静脈を通っ

たものが左心室へ入る、左心房と左心室の間にある弁なわけですから、そこが一部分リークし

て、左心室へ入った血液が強い圧力で押された段階で、左心房へ戻ってまた肺へまで戻ってい

ってしまうという病態です。ですから、当然のことながら、肺がうっ血しますから、症状とし

て一番出るのが、まず咳です。そして、それが亢進してくると血管に水がたまって、気管の中

で分泌が多くなる肺水腫、これがこの病気の命取りになる原因です。

臨床試験に供された動物たちは、恐らくこの実験を始める段階で初めてこの薬を使って治療
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効果を確認したのではなくて、既に延々と今売られている薬を使用しているだろうし、症状が

重ければ、利尿剤を投与したり、血圧降下剤を投与したりしながら維持しているものだと思う

のです。そこで、今まで使っていた薬剤と比較して、今回の薬の方が投与量が少なくて済む、

それから腎に対する負担が少ない、そういった薬剤としてのペイシェントに対する生理的な負

担が少し軽減できるということが、この薬の発売の一番大きな要因ではないかと思います。

僧帽弁閉鎖不全症の犬というのはたくさんいまして、今、○○委員が言われたようなことを

試験としては考えなければいけないのですが、結局、最終的にはＡＣＥ阻害剤を飲んでいるか

ら、それでよくなるわけではなくて、結果的には犬が心筋が限界に来ると肺水腫で死亡してし

まうというのがほとんどです。ですから、効果・効能のところの文言を少し考えていただけれ

ばいいのではないかという印象です。それは僧帽弁閉鎖不全に起因する臨床症状の改善、これ

以外にはこの薬の、我々が使う目的はそれですから、その辺に帰結しないと、慢性心不全が治

るというのは考えにくいです。

○○委員 一つお尋ねしたいのは、対照群は無処置対照群ですか。

事務局 国内でやったのは無処置です。

○○委員 今、○○委員がおっしゃっておられたように、臨床の場で見ている犬はほとんど何

らかの処置がされていると。

事務局 15例はフロセミドを使っています。

○○委員 そうだと思います。何かしら対応していなければとても難しいです。ですから、昇

圧利尿剤、降圧利尿剤を投与して肺の血流量を軽減しているわけです、逆流してくる血圧を。

○○委員 おっしゃられるように、この薬物の薬理作用から見れば使いたい薬だと思うのです。

ですから、それは獣医師の判断で使う、あるいは医師の判断で使うということは一向に構わな

いと思うのですが、これを治療薬として、ここで効果があるというふうに判断していいのかど

うか、それがちょっと気になるのです。

○○委員 おっしゃるとおりです。私も臨床症状の改善を目的とした効能があるということで

うたうのならいいのですが、慢性心不全の治療薬、つまり慢性心不全に効きますよという形の

現在のあれはちょっと問題があると思います。

○○委員 この後ろに「の改善」とでもつければ意味は通ずるわけです。

○○委員 今まで承認された薬がそうなっているのですか。

事務局 ほかの同種同効薬は全部「僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全」です。

○○委員 ですから、それにならっているのですよ。それで認可がおりているので、全く同じ
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文言を使っていると思うのです。

事務局 臨床試験を見ても、一番はっきりわかるのは、僧帽弁閉鎖不全を原因とする慢性心不

全の犬がたくさんおりまして、それを整理すると効果が見える。

○○委員 従来の薬よりもこちらの方が、総合的に判断すると優れていると。その優れている

理由は、用量が少ないとか、腎臓からの排泄が少ないとか、そういったことだろうと思います。

事務局 そうです。

○○委員 ですから、今まで許可してきたものが問題になってしまうということになります。

○○委員 これは従来使われている薬と比較して、今おっしゃられるように用量が少なくて済

むとか、生体に対する負担が軽くなるとか、その原因として腎臓からの排泄が少ないとか、そ

ういうことを強調できるような臨床試験であるべきだと思うのですが、そのことについては触

れられていないようです。

○○委員 元来そうあるべきものですよね。

これは切りがありませんので、事務局に伺いますが、審議経過表の６番の「効能又は効果」

という文字と中身が多少ニュアンスが違うのではないかというのが最終的なポイントだと思う

のです。表現上過去に例があるかどうか、例えばここに「僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全の

症状の改善」というようなことがつけばそう違和なものではないと思うのですが、そういう判

断というか、事例があるのかないのか。事例のないことはやりにくいのが役所の仕事ではある

と思うので、前例のないことはなかなか難しいという傾向にあるようですから。

○○委員 僧帽弁閉鎖不全というのは、先ほど症状としての咳とか呼吸困難で肺水腫になると

いうことですが、聴診とか、その他超音波診断とかで僧帽弁閉鎖不全というのは診断がきちん

とつくものでしょうか。

○○委員 はい、はっきりつきます。

○○委員 そうすると、そういう犬を集めようと思ったら集まるという可能性があるのですか。

ものすごく多いという症例が、かなりの数というふうにお聞きしましたので、そうすると、そ

ういうものが遺伝的な要因で起きているのか何かわかりませんが、かなり犬の中にはあって、

そうすると、そういう材料は、エコーか何か、または聴診器をあてるだけで簡単にわかるよう

なものであれば、そういう形でも集められると理解してよろしいのですか。実験ができると。

○○委員 それはもう幾らでもできます。犬を1,000頭持っている病院があるとしたら、どこの

病院でも少なくとも20～30頭はいます。

○○委員 わかりました。
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○○委員 ですから、ここの論点は、今まで認可されてきたＡＣＥ阻害剤の効能がすべてこれ

だったということですから、これがまずいということになると、今までのものもまずいという

ことになりますね、同じ効果ですから。その辺をどうするかだろうと思うのです。ＡＣＥ阻害

剤を使うのは僧帽弁閉鎖不全だけに限らないのです。例えば肥大性型の心筋症の猫などに使い

ますけれども、要は、心血流の改善と、肺の圧力を減らすために使うわけですから、それを下

げることで肺の充血を亢進しないというか、それを阻害する作用があるわけですから、そうい

う意味ではこの病名に限るのは、症例が多くて、ユーザーである獣医師がこの病気で大変苦労

しているということを目的に販売したいということだろうと私は思います。

○○委員 さて、このまま議論していても切りがありませんが、何度も申し上げるように、結

局、診断のつけやすい疾患ということでたまたま僧帽弁閉鎖不全というのが表面に出てきてい

るわけです。これは今も話がありましたように、なれれば聴診器だけでも診断できるけれども、

現実にはエコーの普及によって特にわかりやすくなってきた、そういうことだと思うのです。

あるいは発症率も全般的に見て高い。ですから、たまたま心疾患の中で最も発症率の高いもの

が表面に出てきた。だから、発症率の高いものだけに限定するような形の表現でいいかという、

結局はそこら辺に尽きるような気がするのです。これを含む広い意味でのうっ血性疾患という

ふうに拡大解釈すればあまり抵抗なく話が進みそうな気がするのです。そこらあたりのニュア

ンスはどうでしょうか。調査会のときの延長上で考えて。

事務局 そのことについてではないのですが、先ほど同種同効薬は同じ効能・効果の表現と言

いましたが、これは同種同効薬と言っても新薬ですから、全く同じである必要はないというこ

とが一つです。

それから、「症状の改善」という表現は……。

○○委員 「改善」というよりは「軽減」だと思います。 ｋｎ

事務局 「改善」というのは使っている例がございます。健胃生薬で「食欲不振の症状改善」

とか「心臓性喘息症状の改善」とかというように使われていることがございます。

○○委員 そういう前例があるとしても、最終的にはこの会で承認か、あるいはもう一回差し

戻すのかという判断を、二者択一で結論を出さなければなりません。そういう点で、○○委員、

どこまで先生の意見として……。

○○委員 効能・効果が、臨床試験とも違うし、実際お話を伺っておりましても、この効能・

効果は違うと思います。

○○委員 「慢性心不全」と言い切る形ではまずいだろうと。
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○○委員 そう思います。それを部会で変えていいのか、あるいは効能・効果は違う、検討し

てほしいということを調査会にお願いするのか、どうなのでしょうか。

○○委員 手続上の問題ですね。解釈は一応わかるとしても。

○○委員 今先生方がおっしゃっておられるように、慢性心不全に伴う徴候の改善なり、軽減

なり、そういう言葉でまとめられれば結構です。

○○委員 これは○○委員の独断で決めるわけにもいかないので、事務局としてのそこら辺の

解釈を伺いたいと思います。

事務局 この会で御決定いただければと思います。というか、ここで決めていただいても差し

支えないと思います。

○○委員 手続上は問題ない。調査会にもう一回戻して、ここだけ訂正してもらう、内容の訂

正ではないわけですから、表現の問題ですね。

事務局 表現というか、申請項目ですが、ここはこうすべきという御指摘がここであれば、そ

れを条件に承認するということになります。

○○委員 表現だとか言葉の訂正であれば、ここで訂正していただきたいということですが、

根幹ですよね、これに効くんだと言って上げられてきたものが、そうではなくてこっちの状態

に効くんですということをここで変えていいのかなという気がするのです。

○○委員 対象になっているのが、僧帽弁閉鎖不全の犬ということで上がってきているわけで

す。その中で診断が非常にあやふやかというと、今までのお話のように、診断は間違いなくほ

ぼ100％僧帽弁閉鎖不全だと診断は下せる。そういったものを対象にしているわけでありまして、

その中で症状としてつかめるのが先ほどの五つの症状が一番つかめる、それが改善されたんだ

ということであれば、効能・効果の文言だけを変えていただければ、それでいいのではないか

と思います。

○○委員 ○○委員がそうおっしゃるのであれば、それでいいです。

○○委員 チェアマンの独断で、一般薬からのニュアンスで、○○委員と、それから小動物の

現場にお詳しい○○委員、これをどう変えたらこの筋に通った表現なるとお考えなのか、御意

見をいただきたいと思います。

○○委員 一番簡単なのは、僧帽弁閉鎖不全の犬を対象にしたのでありますから、「僧帽弁閉

鎖不全による臨床症状の軽減」であるとか「改善」であるとかということであれば、すべて包

含されるのではないでしょうか。

○○委員 慢性心不全という言葉は……。
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○○委員 除いて。

○○委員 「僧帽弁閉鎖不全による臨床症状の改善」と、これが一つの案ですね。

○○委員、どうでしょうか。

○○委員 日本語というのはすごく難しいのです。僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全、つまり

この慢性心不全は、僧帽弁閉鎖不全に起因して起こる慢性の心臓の働きの悪い状態という意味

ですから、そういうふうにこの文言を受けとるのであれば、この後に「改善」をつければいい

と思います。「僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全の改善」と。

○○委員 私も多少絡んでいたことがありまして、今はやっていませんが、その絡みからいく

と、この後ろに「慢性心不全の改善」というか「症状の改善」というか。

○○委員 と申しますのは、使用上の注意の４番に適用上の注意というのがありまして、ここ

に細かく書いてあるのですが、つまりこの薬を使うことで僧帽弁閉鎖不全症が治療できたり、

延命をずっと維持できるわけではないですよということを前提に書いているのです。ですから、

使っていても症状が重くなったり、あるいはその他の症状が出てきたときに、こういう処置を

獣医師としてとらなければだめですよということが書いてあるわけですから、逆に言うと、

「症状の改善」だろうというふうに私は考えたわけです。

○○委員 私は、この薬、事務局から新薬であるというお話がありましたけれども、ＡＣＥ阻

害剤の一つのカテゴリーであるということには間違いない中で、先発のものと、それから今回

のものがどういうメリットがあって、少なくとも新薬として承認する場合は、同等以上であれ

ば認めざるを得ないという点では、先ほど幾つか委員の皆さんから話がありましたように、先

発薬より効能的によさそうな、現に臨床試験においてもプラセボで先発薬と比べてもよさそう

な傾向がある。そういった薬に対して、効能・効果を、先発薬では慢性心不全によく効くよと

いうことで、この薬については、それの改善という言葉をつけたらどうかという御指摘があり

ましたけれども、そうだとすると、この薬がいかにも先発薬よりもよくないという印象を受け

ると思うのです。

ですから、先発薬の効能の書き方がひょっとすると間違っていたのかもしれません。そうい

ったことから、この部会の段階で結論を出してしまうのはまずいような気もしますので、でき

れば調査会の中でもう一度、もしこの効能・効果の書き方がどうもよくないということであれ

ば、先発薬とも比較しながら、どうすべきかを調査会の中で結論をいただいてここで判断した

方がいいように私は思います。

○○委員 今の○○委員のお話の中で、先発薬は対照群として上がっていないのです。対照群
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はあくまでもその他の利尿薬を使うということですから、先発薬との比較試験はなされていな

いわけです。

○○委員 この試験は難しいです。疾患のあるものに使うわけですから。

○○委員 時には命にかかわる問題ですから、それを試験するというのは、人工的につくれる

病気であれば、もちろんつくれない病気ではありませんが、100例もつくるというのは大変なこ

とですから。

○○委員 それはあり得ることですから、臨床例を、軽症度、中症度、重症度に分けて、それ

ぞれで比較試験のデータがあるとわかりやすいですね。

○○委員 非常に入り組んで難しいのですが、今の表現を変えてこのまま承認の形をとるか、

あるいはそれでは既に出ている先発薬よりも、中身はよさそうなのに劣るような印象も受ける

から、調査会に一回戻して、もう一回検討してもらって上げてもらった方がいいか。結局のと

ころ全く否定ということはないわけですから、この二者択一に絞られたように思います。一度

調査会の方でこの表現を検討してもらってから、ここへもう一度持ち出してもらう。でなけれ

ば、ここでこの表現のニュアンスを少し変えるか、あともう一つありますね、このままでもい

いという三者択一になると思います。

これは先生方、申しわけないですが御発言をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○○委員 調査会に戻してもこれ以上の話は進まないと思うのです。先ほど○○委員から御提

案がありました効能・効果で十分だと思うのです。ですから、私はこのままここで認めていた

だきたいと思います。

○○委員 ○○委員、いかがでしょうか。

○○委員 私はよくわからないのですが、ここで全部変えるというのは僭越なのかなという気

がするのですが、それは構わないのですか。

○○委員 そこら辺はどうですか。

事務局 調査会は事前の調査審議をするところでございまして、最終決定は部会でするという

理解でよろしいと思います。

○○委員 遠慮する必要はないということだそうでございます。その場合に、先生、いかがで

しょうか。

○○委員 それでは、先ほど来おっしゃっている○○委員の御意見に賛成いたします。

○○委員 ○○委員、どうでしょうか。

○○委員 私も、指摘事項をずっと読ませていただいて、調査会では指摘事項として許可にな
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っているものにそう書いてあるからということで、この題もこういう表現にしなさいという指

示をしたわけです。これは治験を詳細に調べれば、ほとんどが僧帽弁閉鎖不全の患畜ばかりで

あったと。したがって、ほかのものに適用は広げられないということで恐らくこういう表現な

ってきたのだろうと思うのです。ただ、外国の例からすると、うっ血性心不全と非常に幅広く

使っていいということが出ていますが、国内で治験をやっていないということで、うっ血性心

不全という表現はできだろうというところで限定した使用になっていると思うのです。

○○委員 事例がないから表現できないというのはやむを得ないのですか。

事務局 そこはしようがないと思います。

○○委員 ただ、使用する獣医師側からすると、これはこう限定されて、うっ血性心不全に使

った、それで事故が起きた場合には獣医師の責任になりますね。いわゆる僧帽弁閉鎖不全の疾

患に使って事故が起きた場合には製造会社の責任になりますが、それ以外のうっ血性心不全に

使って事故が起きた場合には獣医師の責任になる。非常に限定された狭いところでの使用とい

うことになっておりますので、私は広げた方がいいのかなという気はしています。今のところ

国内での治験は限られているということになれば、この表記で致し方ないのかなという気はい

たします。

ただ、○○委員言われるように、いろいろなグレードで知見が書かれていないということに

なれば、これは対症療法薬であるというふうに考えれば、「改善」という言葉をつけて許可し

てよろしいのではないかと思います。

○○委員 むしろつけた方がよろしいということですね。

○○委員 はい。

○○委員 ほかにございますか。結果的にはつけるかつけないかだと思います。いかがでしょ

うか、つけますか。前例があるなしにかかわらず。それから、○○委員、どうですか、もし過

去の表現がおかしいとすれば、ここできちんと表現するというのも大事なことのように、私個

人的には思います。むしろ過去がラフだったというふうに考えるべきなのかどうか。

○○委員 要するに、過去のものについて不適切であれば、それは再審査なり再評価なりでき

ちんと見直すということはできますので、それは構わないわけです。ですから、それは今ここ

で審議をして、効能・効果として、これは「慢性心不全の治療」ということは言い過ぎで「心

不全の改善」だと……。

○○委員 「改善」なのか、「症状の改善」なのか、「症状」をつけなくても「慢性心不全の

改善」ということで十分通じますね。
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いかがでしょうか。そろそろ結論を出します。この後ろに「改善」という言葉をつけるとい

うことに同意してくださいますか。

〔「はい」の声あり〕

○○委員 概ねよろしいようですので、それをつけるということで承認ということでよろしい

でしょうか。

○○委員 １点、別のことですが、「使用上の注意」の副作用のところで、「薬理作用として

降圧作用により低血圧症の症状である」云々ということで「症状」という言葉が出てきていま

す。それから、相互作用の（２）では「低血圧症の徴候」というふうに出ていますので、でき

たら「徴候」で統一していただきたいと思います。

○○委員 それでは、「改善」という文字を、前後にあわせて「てにをは」を含めて書き加え

ていただく、それで承認ということにいたします。よろしゅうございますね。

〔「はい」の声あり〕

○○委員 長々ありがとうございました。

事務局 ありがとうございました。

それでは、効能・効果の部分、「僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全の改善」というふうに訂

正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。

○○委員 大分時間を食いましたが、都合の悪い方は個人的に立っていただくことにして、こ

こまでで審議は一応終了いたしまして報告事項に移ります。

報告事項

（２）動物用医薬品の製造（輸入）承認の可否について

○○委員 それでは、（２）製造（輸入）承認の可否について、事務局から説明をお願いしま

す。

事務局 報告事項の１点目、動物用生物学的製剤調査会関係のものですが、資料は黒い番号の

４、５、６を御用意ください。

今回報告させていただくもののうち、①マピック・牛コロナスティックですが、申請者は大

日本製薬株式会社でございます。

効能・効果は「糞便中の牛コロナウイルス抗原の検出」としておりまして、ラテックス粒子
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を結合した抗牛コロナウイルスモノクローナル抗体を使用した体外診断薬でございます。

生物学的製剤調査会におきましては、４月19日に御審議いただきまして、動物用医薬品等部

会に報告して差し支えないとの結果でございました。

続きまして、№５、日生研イムノサーチＥＩＡでございます。

申請者は日生研株式会社でございます。

成分及び分量としては、ＥＦＤ細胞培養馬伝染性貧血ウイルスP-337株精製可溶化抗原を固相

化したエライザキットでございます。

効能としては、「ＥＬＩＳＡによる馬伝染性貧血ウイルスに対する抗体の予備的検出」でご

ざいます。

動物用生物学的製剤で４月11日に御審議をいただきまして、当部会に報告して差し支えない

との結果をいただいております。

３点目は№６のＲＥＯエリーザキットでございます。

申請業者は株式会社ゲンコーポレーション。

成分・分量は、別紙１、次のページになりますが、トリレオウイルスのＳ1133株、1733株、

これを別々に増殖させて、不活化・精製した抗原をコーティングした、これもエライザキット

でございます。

効能は、「鶏のレオウイルスに対する抗体の検出」でございます。

生物学的製剤調査会では４月19日に御審議いただき、当部会に報告して差し支えないとの結

果でございました。

申しわけございません、№５の生物学的製剤調査会の審議年月日が間違っております。「平

成13年４月11日」になっておりますが、「平成14年４月19日」の間違いでございます。御訂正

をお願いいたします。

承認関係の報告事項は以上でございます。

○○委員 ただいまの３点につきまして御質問ございますか。

（３）動物用医薬品の再評価について

○○委員 それでは、次へまいりまして、今度は再評価についてです。資料№７、お願いしま

す。

事務局 黒い資料番号７番をお願いいたします。
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再評価の一つ目はレバミゾールです。再評価指定の根拠された事項は残留性ですが、平成10

年の再評価スクリーニング対象成分となったところが、平成13年７月に再評価指定になりまし

て、２月18日に再評価調査会で審議していただいたものです。品目一覧は下にあります５品目

になります。

効能としては、駆虫剤になります。

次のページをお願いします。評価判定ですが、有効性については特に問題とされておりませ

ん。

２番の安全性ですが、これについては、安全対策上の特段の措置の必要のないものとなる、

つまり動物用医薬品使用規制省令を改正して、塩酸レバミゾールを、４月１日からとなってお

りますが、残留基準値が決まりましたので、それを決めることを、これに対する措置として、

それが適当であるということから、安全対策上、これ以上の措置は必要ないとされまして、総

合評価は４番ですが、有効性、安全性の観点から特段の追加措置を必要とせず有用性が認めら

れるとされました。

実際に、使用規制省令の一部改正が、３月12日に告示、４月１日施行になっておりまして、

これに対して先ほどの５品全品、事項変更対応済みでございます。

次のページをお願いします。アンチピリンですが、検討の対象となった事柄としては、発が

ん性物質とともに飼料に添加された場合に、ラットで腎細胞腫瘍などの発現のプロモーター役

割を果たすとする報告が１件あったということで、調査会での御審議の結果、我が国では発が

ん性物質等を飼料等とすることがないこと、アンチピリンを含有する品目に経口投与されるも

のはないことから、今回再評価指定はしないが、今後とも関連情報の収集に努めることとされ

ました。

また、猫用不活化ワクチンですが、検討の対象となった情報としては、不活化ワクチンの注

射と猫の線維肉腫の発症率の上昇との関連があるのではないかという情報があったためでした

けれども、これにつきましては調査会での御審議の結果、猫を対象とする不活化ワクチン、特

に使用上の注意を記載する、今後とも関連情報の収集に努めることとして、再評価指定はされ

ないこととなりました。

そこに記載することとなった使用上の注意を挙げてありますが、まず、対象動物に対する注

意の副作用の項に、「猫において、不活化ワクチンの注射により、注射後３か月から２年の間

に、まれに（1/1,000から1/10,000程度）線維肉腫等の肉腫が発生するとの報告がある」、また、

対象動物に対する注意の適用上の注意の項に、「猫において、注射部位に硬結や腫瘤が持続的
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に認められた場合は、獣医師の診察を受けるよう指導すること」、「猫において、不活化ワク

チンを同一部位へ反復投与することにより、線維肉腫等の肉腫の発症率が高まるとの報告があ

るので、ワクチン注射歴のある部位への注射は避けること」の３点を記載することになりまし

た。

再評価については以上です。

○○委員 ただいまの説明について、御質問ございましょうか。

よろしいですか。

（４）動物用医薬品の再審査について

○○委員 それでは（４）動物用医薬品の再審査について、事務局、お願いします。

事務局 では、黒の№８の再審査審議品目概要表を御覧ください。

一つ目が“京都微研”豚死産３種混合生ワクチンです。これは日本脳炎と豚パルボと豚ゲタ

ウイルスの感染症混合生ワクチンでありまして、１mL 種付け前の繁殖用雌豚の皮下に注射とい

うことで、異常産を予防するということになります。

これの再審査ですが、有効性に関する事項としての使用成績調査の結果ですが、承認時と同

等以上の臨床調査として、２施設 60頭行いまして、結果はそこの表に上がっております。

判定基準は、本ワクチンの承認申請と同様、ＨＩ抗体価が10倍以上を有効としております。

その結果ですが、有効率、それぞれ93.3、92、96.7ということで、承認申請時の有効率と比較

してもあまり遜色はない。

その他の調査として、12施設 7,921頭で調査して、結果、有効。文献調査としても問題とな

る研究報告はなかった。

また、安全性に関する調査でも、使用成績調査として14施設 7,981頭、抽出率 1.05％で実施

して、副作用発現頭数なし、また、文献調査でも問題となる研究報告はなかったことから、再

評価調査会におきましても、有効性、安全性に関する評価に基づき有用性が認められるとされ

ました。

次に５ページをお願いいたします。“京都微研”牛４種混合生ワクチン・Ｒです。これはＩ

ＢＲとＢＶＤ－ＭＤ、それからパラインフルエンザ、そしてＲＳウイルス感染症の混合生ワク

チンです。

２mLを牛の筋肉内に注射ということで、それぞれの感染症を予防するというものです。
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再審査の結果ですが、有効性に関する使用成績等調査で、承認時と同等以上の臨床試験を４

施設 109頭で実施しておりまして、結果はそこにある表のとおりです。判定基準は、ＩＢＲ、

ＢＶＤ、そしてＲＳウイルスが中和抗体価２倍、そしてパラインフルエンザ３型はＨＩ抗体価

５倍、有効率は、右側の承認時の有効率と比べましても、97.0、100、86.7、90.5と遜色のない

ものでした。

その他の調査として、10施設 3万8,409頭で調査を実施して、有効、文献調査としても問題と

なる研究報告はございませんでした。

安全性に関する調査につきましても、14施設 3万8,538頭で抽出率 9.8％で実施して、副作用

発現件数なし、文献調査としても問題となる研究報告はなく、再評価調査会でも有効性、安全

性に関する評価に基づき有用性が認められるとされました。

次に、９ページをお願いします。“京都微研”牛５種混合生ワクチンです。先ほどの４種類

に牛アデノウイルスの７型を加えたもので、これらのウイルスの感染症の予防に、２mL筋肉注

射で使われます。判定基準は先ほど同等、アデノ７型はＨＩ抗体価10倍以上を有効としており

ます。

有効性の調査は４施設 100頭で実施して、調査結果は表に示してありますが、承認申請時の

ものと比べて、有効率がそれぞれ同等か高くなっております。

その他の調査としては、８施設 2万4,462頭で調査して有効、文献調査としても問題となる研

究報告はございませんでした。

安全性に関しても、12施設 2万4,592頭で、抽出率 3.2％で実施して、副作用の発現件数はあ

りませんでした。文献調査としても問題となる研究報告はありませんでした。再評価調査会に

おきましては、有効性、安全性に関する評価に基づき有用性が認められるとされました。

以上、御報告いたします。

○○委員 ありがとうございました。

どなたか御質問ございますか。よろしいでしょうか。

（５）新キノロン系等製剤の取扱いについて

○○委員 では、次へまいります。（５）新キノロン系等製剤の取扱いについて、これも事務

局からお願いします。

事務局 本日配付資料、赤の２番を御覧ください。新キノロン系等製剤の取扱いについて、抗
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菌性物質製剤調査会で検討いただきました結果を御報告させていただきます。

この件を取り扱うことになりました経緯ですが、１の１）にありますように、動物用の新キ

ノロン合成抗菌剤及び新しいセフェム系の抗生物質を有効成分とする医薬品を、従来より「新

キノロン系等製剤」と呼び、特に新キノロン剤につきましては、平成３年以降、34品目承認さ

れ、家畜衛生上も重要な医薬品として使用されてきていますが、近年、薬剤耐性菌の出現等を

契機として、人の医療上もこういうものは極めて重要であることから、食用動物への適用につ

いていろいろ言われたり、また国際機関等でその取扱いについての検討が開始されたことを踏

まえまして、平成11年より食用動物に適用される新薬の承認、審査及び再審査を留保してまい

っておりました。

今般、ＯＩＥなどにおける検討がほぼ終了し、国際機関の各種ガイドライン案などもまとま

ってきておりまして、新キノロン系等製剤を動物に適用する際に要求される事項というのが大

体まとまってきたことから、このことに関する当面の取扱いについての考え方をまとめて、新

キノロン剤等の製造、輸入関係業者への説明会とか、医師や獣医師の方からの、抗菌剤専門家

の方からなる抗菌剤耐性専門委員会を３月に開催いたしました。

３ページ目を御覧ください。獣医の業界だけで知られているかもしれないのですが、ＯＩＥ

というのがありまして、これは国際獣疫事務局、各国の衛生課長 日本の場合は伊地知です－

が が集まって、国際的な基準や指針の策定、勧告を毎年行っております。－

また、ＶＩＣＨというのがありまして、これはＯＩＥの傘下で、「動物用医薬品の承認審査

の調和に関する国際協力」の略ですが、動物用医薬品の承認審査に統一された試験方法を使う

とか、データの共通利用をめざすとかということから、ガイドライン等を制定しております。

こういった国際機関が、このページの下の方に書いてありますが、勧告、ガイドラインを出

しております。この内容としては、リスク分析とか、慎重な利用とか、モニタリングなど提唱

されておりまして、こうしたガイドラインが平成10年、13年に相次いで２本出しまして、それ

らを踏まえまして、当面の取扱いということで、１ページ目に戻っていただきまして、新キノ

ロン系等製剤について、当面の取扱いについての考え方として１）から５）までをまとめまし

た。

１）として、新薬の承認、再審査の申請時には、現在も家畜衛生上、公衆衛生上の観点から

資料を付加的に求めておりますが、これに国際機関において必要又は添付が望ましいとされた

資料を追加要求いたします。

また、飼料添加剤及び飲水添加剤については、特に公衆衛生への影響に関する資料を追加要



- -46

求します。この詳細については後ほど表を用いて御説明します。

後発品につきましても、申請時に新薬と同様の資料を要求するとともに、承認の条件として、

市販後の当該製剤使用施設における耐性菌モニタリングの実施などの報告を求めます。

また、再審査が終了した品目につきましても、後発品と同様、条件を付すことといたします。

現在は、動物用医薬品取締規則50条で、原則除外となっております外皮用薬につきましても、

新キノロン系等製剤については要指示医薬品、獣医の指示が必要な医薬品といたします。

こういった方針についての関係業者及び抗菌剤耐性専門委員会からありました主な意見が

（３）にあります。まとめますと、動物の分野で使用し続けるためには何らかの対応が必要で

あるという意見とか、厳しい資料を要求して慎重に使用していくことが必要という意見があり

ました。

これらの意見を踏まえまして、２ページの２の（１）から（４）まで、それらの取扱いを定

めて、これまで留保しておりました新キノロン系等製剤の承認再審査を実施いたします。取り

まとめて申しますと（１）ですが、前のページの当面の取扱いについての考え方に基づいて、

本日配付しております資料、赤の№３の「新キノロン系等製剤の承認審査及び再審査につい

て」にお示ししてあります流れに沿って、赤の№４の「新キノロン系等製剤製造承認申請の添

付資料等の比較表」にあります追加資料を要求していくということになります。

そして（２）ですが、具体的試験方法としては、赤の№５の「新キノロン系等製剤の承認審

査及び再審査についての当面の対応における例示事項（案）」のとおり指示することとして、

当面、これは内規として取扱うことを考えております。

また、（３）にありますように、当面、新キノロン系等製剤につきましては、開発しようと

する段階で、衛生課薬事室に御相談いただくことと定めて、その際、試験方法の内規をお示し

して御説明することを考えております。

新キノロン系等製剤の取扱いとして、特にやっていこうとしますのは以上の３点です。

それから、臨床試験の評価方法として、広く抗菌剤に対して有効性評価指針を定めようと考

えておりまして、新キノロン系等製剤も抗菌剤ですから、当然その評価方法を利用して評価し

ていくことになります。

次に、資料赤の№３を御覧ください。先ほど御説明しました当面の取扱い、今後の方針を承

認審査の進行順に示していくとこういう感じになります。左側が現行、真ん中が新医薬品の取

扱い、右側が後発医薬品の取扱いになります。

まず、承認受付の段階では、現在でも厚生労働省で人用医薬品の再審査が終わるまでは承認



- -47

申請を受け付けないとしていますが、これからも同様です。

承認審査中は、現行でも公衆衛生上等の資料を要求しておりますけれども、それに加えて飼

料添加剤及び飲水添加剤については や の試験、腸管内における試験等を求めまin vitro in vivo

す。これは後ほど御説明いたします。

承認後（再審査期間中）につきましては、従来の報告書に加えて、その製剤を使用した動物

から分離した有効菌種やヒト感染症原因菌の薬剤感受性試験の成績、これは具体的に言うとサ

ルモネラとカンピロバクター、大腸菌と腸球菌になりますが、これを２年に１回出していただ

くということにします。

再審査ですが、再審査申請時に添付すべき資料につきましては現行とこれからと変わりない

ことになります。

そして、再審査終了後は、現在は何もないですが、市販後調査として、使用施設を把握して

いただくとともに、施設の抽出率等を考慮して、①適切な市販後調査を継続して情報を収集し

ていただく、これは感受性調査を含みます。②収集した情報を解析し、適正な使用を確保する

ために獣医療機関に対し、必要な情報提供を継続していただくということとします。この市販

後調査につきましては、新薬だけではなくて、後発医薬品につきましても同じことをやってい

ただくという方針にいたしました。

申請時の個別の添付資料の内容追加ですが、赤の№４の資料を御覧ください。従来より承認

申請時の添付資料は畜産局長通知で定められておりますので、便宜上、その資料区分ごとに御

説明いたします。

まず、起源または発見の経緯におきまして、従来でも新キノロン系等製剤については、真ん

中の「現行の具体的内容」にありますように、公衆衛生上の事項として、使用実績や交差耐性

の発現の機序、そして、薬剤感受性の変化等を提出していただいておりますし、家畜衛生上の

事項についても重要性や代替薬の有無等を出していただいておりますけれども、さらに追加と

して、公衆衛生上の事項として、①食品媒介性病原細菌及び指標細菌の薬剤感受性試験を追加

します。②食用動物に使用する製剤につきましては環境中での安定性についての試験も求めま

す。

その次の③と④は、資料としては起源または発見の経緯に含まれるのですが、提出される資

料全体、物理的試験と化学的試験等すべて網羅して、臨床試験までを総合的に検討、考察して

いただいて、人に対するリスク、そして、家畜衛生上の事項においては対象動物に対するリス

クの考察を行っていただきます。
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資料区分の物理的、化学的試験におきましては、従来は、そこにありますように紫外線とか、

in赤外吸収スペクトルとか、そういったことを提出していただいておりますけれども、さらに

の耐性株出現頻度試験を要求いたします。そして、飼料添加剤及び飲水添加剤につきまvitro

しては 耐性獲得試験も求めます。in vivo

安定性に関する試験におきましては、従来の試験に加えて、飼料添加剤及び飲水添加剤につ

きましては飼料添加、飲水添加後の安定性に関する試験、吸収等試験では、従来の試験に加え

て、飼料添加剤、飲水添加剤及び腸管を主な排泄経路とする抗菌性物質製剤については、腸管

内における抗菌活性に関する資料を追加で求めます。

臨床試験におきましても、効能及び用法・用量の妥当性を臨床現場において確認するための

試験であるという認識で対応させていただきます。つまり、新キノロン系等製剤につきまして

は、添付資料としてこれだけのものを追加要求する。特に②、⑥、⑦、⑧にお示ししましたよ

うに、群投与に対して厳しい資料構成といたします。

その試験方法ですが、今度は赤の№５を御覧ください。「新キノロン系等製剤の承認審査及

び再審査についての当面の対応における例示事項（案）」として、これは新キノロン系等製剤

の承認申請の目的、実施される各種試験の実施方法の概略を示すものとして、これを一応の目

安として、内規として手元に置きまして、新キノロン系等製剤を開発したいと御相談に見えた

方に御説明することによって、試験の標準化を図っていきたいと考えております。

起源又は発見の経緯に関する資料の中に追加する食品媒介性病原細菌等の薬剤感受性につき

ましては、もともとあります薬剤耐性の獲得状況調査等についての方法、これは公表されてお

ります薬事関係法令集にも載っているのですが、この方法に準拠いたしまして、公衆衛生上の

観点から、承認時における薬剤感受性の動向を明らかにしていただくことを目的として、原則

として60株感受性を測定していただきます。ただし、１ページ目の最後の行に書いてあります

が、伴侶動物を対象とした医薬品の場合は、サルモネラ、カンピロバクターをとるというのは

なかなか難しいので、これは可能な限りやっていただくということで、絶対ここまでやらなけ

ればいけないということではなくて、これは加減するということになっております。

次に、環境中の安定性についての試験ですが、これは製剤を使用することによりどの程度環

境中において耐性菌を出現させる可能性があるのかということを推測するための資料をいただ

くということで、試験項目として、２ページ目の下から次のページまで挙がっておりますが、

ＯＥＣＤという国際機関がありますが、そこのガイドラインがある試験項目につきましては、

それに準拠して実施していただくことが望ましいとし、また、この考察を行うに当たって、試
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験成績に加えて文献を利用することも可として、これだけの試験をやっていただくということ

でございます。

３ページ目ですが、「ヒト及び対象動物に対するリスクに関する考察について」、これは総

合的な考察をしていただくということで先ほど御説明いたしましたけれども、公衆衛生上の観

点から、人に対するリスクを、いろいろな提出資料の情報すべてに基づいて、あるいは文献情

報等に基づいて、人に対するリスクを総合的に考察することを求めるとしております。

また、家畜衛生上の事項につきましては、同様の資料から、これは適用対象となる動物種に

対するリスクについて総合的に考察するということでございます。

物理的・化学的試験につきましては、 耐性株出現頻度試験は、対象動物から分離しin vitro

た などを、高濃度に製剤を含有させた寒天平板培地、それから製剤を含まない寒Enterococcus

天平板培地を用いて耐性菌の出現頻度を算出してもらうという試験で、感受性、交差耐性につ

いて調べてもらいます。

５ページですが、 耐性獲得試験におきましては、これは衛生課ではなくて飼料課が持in vivo

inっている法律ですが、飼料添加物の評価基準というのがありまして、この方法に準拠して、

における耐性菌出現頻度及びその程度を対象動物を用いた試験法により明らかにしていたvivo

だくことを目的として、臨床試験等におきまして、被検薬投与群と対照薬投与群の投与前、投

与期間中、投与終了後、休薬期間終了後の少なくとも４点で同一個体の被検動物、糞便から分

離した などを、原則として30株以上について感受性の推移などを見ていただきまEnterococcus

す。

次に、４番、安定性に関する試験では、飼料添加または飲水添加剤についてですが、添加後

の安定性試験として、実際に野外で使用される実態や状況を想定した試験状況下でその安定性

を経時的に調べていただく。

５番として、吸収等試験の中では、飼料添加剤等で腸管内における抗菌活性に関する資料と

して対象動物を用いた吸収等試験というのは実際どれでも行うわけですが、そのときに、糞便

や腸管内容物、または腸管組織を経時的に採取してもらい、バイオアッセー等の分析方法によ

り腸管内における薬物動態を評価することを求めていきます。

以上、抗菌性物質調査会にも御相談して取りまとめましたので、御報告させていただきます。

○○委員 ありがとうございました。

ただいまの御説明について御質問等ございますか。

○○委員 赤の№２、（２）の３）の後発品についてですが、「申請時に新薬と同様の資料」
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と書いてありますが、これは新薬に提出するすべての資料という意味でしょうか。それとも赤

の№３の後発薬品（案）にあります「公衆衛生への影響や」というところに限定されるもので

しょうか。

事務局 限定されます。

○○委員 申請時にすべての資料を出す必要はないということですね。

事務局 はい。

○○委員 「申請時に新薬と同様の資料」と言われるとすべて出さなければいけないと読み取

ったので、これは大変だなと。関係者の意見にもありますが、「過大な負担にならないこと」

と言われると、ちょっとこれに反するかなと思ったので、わかりました。

それから、報告ですから、お願いはできないのですか。赤の№４、２ページ目の一番右側、

改正案のところですが、現行の具体的内容の中で、「統計学的処理を行った臨床試験資料」と

いうことから、ただ単に「臨床試験」になってきているのですが、もしそうだとすると、最後

の行の「確認するための試験である」というところに、「確認するための比較試験」だと、

「比較」という言葉を入れていただけるとＧＣＰにも合致してくるかなと思ったのですが、難

しいでしょうか。

事務局 その辺は後程、「臨床試験の有効性評価指針について」の中でご報告いたしますので、

そこであわせでご検討いただければと思います。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 はい。

○○委員 ほかによろしいでしょうか。

ありがとうございました。

（６）動物用抗菌性物質製剤の臨床試験の有効性評価指針について

○○委員 それでは、次へまいりましょう。（６）動物用抗菌性物質製剤の臨床試験の有効性

評価指針について、これも事務局からお願いします。

事務局 次に、赤の№６を御覧ください。これは動物用医薬品関係事務の取扱いについて、平

成12年の薬事室長通知の一部改正、新旧対照表という形でお出ししております。薬事室長通知

というのは先ほども出てきましたけれども、動物用薬事関係法令集に載っております。今回、
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御報告いたします有効性評価指針は、平成８年から６年間、内規として手元に置きまして、こ

れに沿って承認相談に乗り、審査にも参考に使用してきたものですが、今回ガイドラインとし

て薬事室長通知に加えることにより公にしようとするものです。

では、御説明いたします。

この指針は、製造または輸入承認申請などのために実施する臨床試験における有効性評価方

法を示して、適正な評価に資することを目的としています。得られた成績が臨床上の有効性評

価に資することができるものである限り、必ずしもここに示す評価方法を固守するよう求める

ものではないということが（１）の目的に書いてあります。

（２）を御覧ください。試験群の選定ですが、原則として臨床試験の実施に当たっては、被

験薬投与群のほかに、対照群として無投与対照群及び対照薬投与群、またはそのいずれか一方

を設定することとします。それ以外の試験の設定を行う場合は、その科学的妥当性を明確にし

ていただくこととします。

評価方法ですが、客観的ということを重視いたしまして、より客観的な方法により評価され

るよう具体的に評価基準を設定する。これをスコア化して使用することとします。配点として

は、正常状態をゼロ、異常の程度により加算ということとして、死亡例のスコアの配点は設定

された各項目の最高スコアの合計点となるようにします。

次に、（４）の各検体の有効性判定ですが、これにつきましては、下に「臨床スコア改善率

＝」という式が書いてありますが、この式により臨床スコア改善率を求めまして、それが85％

以上となった場合を「著効」、85％未満70％以上となった場合を「有効」、70％未満となった

場合を「無効」とするということにします。

（５）の被験薬の有効性判定ですが、「有効率＝」という式で求めまして、これを対照群の

設定状況によりましてア、イ、ウ、エに分けて判定いたします。

まず、ア、無投与対照群及び対照薬投与群の設定されている場合につきましては、有効率が

70％以上、対照薬投与群に比べ同等以上であって、無投与対照群との間で統計学的に有意差が

認められる場合は有効といたします。

イですが、無投与対照群だけが設定されている場合は、被験薬投与群の有効率が70％以上で、

無投与対照群との関係に統計的に有意差が認められる場合は有効といたします。

ウですが、対照薬投与群だけが設定されている場合は、被験薬投与群の有効率が70％以上で

あって、対照薬投与群に比べて同等以上である場合は有効といたします。

ア、イ、ウいずれの場合も、それぞれに②がありますが、①以外の方法で有効性を判定する
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場合は、科学的根拠に基づき有効性を明確にすることといたします。

３ページですが、もし全然対照薬が設定されていない場合は、被験薬の有効性を科学的根拠

に基づき実証することといたします。

以上御説明した資料のほかの評価資料として、原細として、剖検所見、菌分離成績、製剤感

受性試験成績、そして判定後の転帰に関する成績などを出していただき、評価させていただく

ことにいたします。

以上を公表して使用していくこととしますので、御報告させていただきます。

○○委員 ありがとうございました。

何か御質問ございますか。

よろしいでしょうか。

○○委員 臨床症状、臨床徴候、「sign」と「symptom」の使い分けを明確にお願いいたします。

○○委員 これは後で見直して、整理をお願いいたします。

事務局 はい、整理してから公表させていただきます。

（７）動物用医薬品の諮問・承認状況について

○○委員 それでは、次にまいります。次は、動物用医薬品の諮問・承認状況についてです。

お願いします。

事務局 赤い№７の資料をお願いいたします。動物用医薬品の諮問・承認状況でございます。

これは平成14年２月21日から５月22日の間に諮問する準備をしている、あるいはしているもの

を列挙してございます。

まず、生物製剤関係ですが、１ページから５ページまで、イリド・レンサ混合不活化ワクチ

ン「ビケン」をはじめとして９品目の諮問を準備中でございます。生物調査会で審議していた

だいた後、本調査でも審議されることになります。

５ページ以降が一般薬関係ですが、５ページから７ページ、アドバンテージマルチ、犬用、

猫用をはじめとして11品目の申請が来ておりまして、諮問準備中でございます。

７ページの下以降、抗菌性物質製剤関係では、ゼナキル錠25、50、100、200といった製剤の

申請が来ておりますので、諮問の準備中でございます。

９ページ以降が前回の部会以降承認されたものの御紹介です。生物製剤関係では、“京都微

研”ピッグウィンAR-BP2、プリオニクス チェック WB、10ページにいきまして、イリド不活化
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ワクチン「ビケン」、バーサ・BDA「NP」、こういったものが承認されております。

一般薬関係ではプレベンティック、抗菌製剤では動物用アミペニックスが承認されておりま

す。

以上でございます。

○○委員 ありがとうございました。

御質問ございますか。

よろしいでしょうか。

そ の 他

動物用医薬品等部会議事録及び調査会議事要旨の公開について

○○委員 続いて、その他ということですが、事務局から当部会の議事録の取扱いについて報

告があるということでございます。お願いいたします。

事務局 赤の№８を御用意ください。「動物用医薬品等部会議事録及び調査会議事要旨の公開

について（案）」という資料でございます。薬事・食品衛生審議会動物用医薬品等部会、以下

「部会」と言いますが、この議事録及び各調査会の議事要旨については、２ページ目、３ペー

ジ目にあります「薬事・食品衛生審議会の公開について」、これは総会での了解事項でござい

ますが、これにより決められておりますが、当部会では公開の作業が若干遅れておりまして、

今般具体的な進め方について定めましたので、御説明するものでございます。

２ページの薬事・食品衛生審議会の公開についてを御覧ください。この文書は審議会の公開

について全般的に定めたものですが、そのうち３番、議事録等の公開についてというところを

御覧ください。（１）で「総会の議事録については、個人の秘密、企業の知的財産等が開示さ

れ特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがある部分を除き、公開する」という規

定がございます。

（２）で「薬事分科会及び各部会においても（１）と同様とする」ということですので、こ

の部会においても（１）と同様の取扱いをする。

ただし、（３）ですが、議事録の公開に際しましては、「暫定的に発言者氏名を除いた議事

録を公開し、さらに会議の開催日から起算して２年経過後に発言者氏名を含む議事録を公開す

る」となっております。

３ページの５、その他のところを御覧ください。ここでは調査会での審議結果、議事録的な
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ものの取扱いについて記載されております。（１）にありますように、各調査会の審議につい

ては、「議事録」とあるのは、「調査審議結果をとりまとめたもの」と読み替えるものとする

ということですから、いわゆる議事要旨ということになります。

これらを踏まえまして、１ページ目に戻っていただきまして、部会と調査会の議事録、議事

要旨、それぞれどのように公開していくかの手順を記載したものです。

まず、Ⅰの動物用医薬品等部会議事録ですが、１．部会終了後、事務局は議事録（案）をと

りまとめる。

２．事務局は各委員へ議事録（案）を送付し、御意見等を伺う。

３．事務局は各委員の意見を集約し、議事録を作成する。

ここまではこれまでやってきたことでございますが、そのあと、４．で農林水産省ホームペ

ージに議事録を掲載する。具体的には、農林水産省のホームページのお知らせ、案内というと

ころをクリックしていただくと審議会関係のところが出てきますので、またそこをクリックし

ていただくと薬事審議会が出てまいりますので、一度御覧いただければと思います。

Ⅱ、各調査会議事要旨についてですが、１．各調査会終了後、事務局は議事要旨（案）をと

りまとめる。

２．事務局は各委員へ議事要旨（案）を送付し、御意見を伺う。

３．事務局は各委員の意見を集約し、議事要旨を作成する。

４．各調査会の結果について動物用医薬品等部会に報告した後、農林水産省ホームページに

議事要旨を掲載する。

新しいところは、ホームページに載せるというところです。

先月でしたか、昨年度開催いたしました４回の部会の議事録をもう一度送付させていただき

まして、公開をいたしますので、御確認くださいというお知らせをお送りしたと思います。既

に昨年度の４回分の議事録につきましては現在ホームページに掲載されておりますので、お知

らせいたします。

以上でございます。

○○委員 特別御質問ということもないと思いますが、どなたか御発言ありますか。よろしゅ

うございますか。こういう世の中でから、発言については責任を持たなければいけないという

ことになるかと思います。

それでは、これで今日の審議並びに報告すべて終わりましたが、その他、何かございますか。

事務局 特にございません。
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○○委員 特になければ、次回の開催日について、よろしいでしょうか。

事務局 次回は３か月後でございますので、お盆の次の週あたりにいつも設定させていただい

ておりますが、８月19日の週でございます。今日は水曜日ですから、水曜日でよろしければ８

月21日ではいかがでしょうか。

○○委員 とりあえず８月21日ということにさせていただきまして、何か不都合があれば早目

に連絡をいただくということで、８月21日、水曜日、次回の開催という予定にさせていただき

ます。

大変長くなりましたが、また、今日もいろいろと御審議ありがとうございました。それでは、

これで閉会いたします。

ありがとうございました。

閉 会


