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１．開 会

○○委員 それでは、ちょうど定刻となりましたので、ただいまから動物用医薬品等部会

を開催いたします。

お暑い中、先生方には御足労いただきまして、ありがとうございました。

２．薬事室長挨拶

○○委員 早速ですが、薬事室長から御挨拶をお願いいたします。

○薬事室長 先生方、お盆明けの大変お忙しい中を御出席いただきまして、ありがとうご

ざいます。

本年度２回目の部会でございますが、また衛生課長が出席できませんでしたことをどう

かお許しをいただきたいと思います。本日も の関係で説明に出かけております。BSE

このことにつきましては、これまでもいろいろそのときの状況を御報告させていただい

てまいりましたが、先月の４日に牛海綿状脳症対策特別措置法が施行されまして、これに

基づきます基本計画ができて、現在、と畜場における検査ですとか、牛の耳標による個体

識別などもこの法律に基づいて進められております。死亡牛の検査につきましては施行が

１年先になりますけれども、そのための準備を現在進めているところでございます。

牛肉の偽装問題がまた起きまして御心配をおかけしておりますが、学校給食におけます

牛肉の使用自粛率、これは夏休みの前の段階で10％程度まで回復してきております。焼き

肉店での売り上げもかなり回復しているということでございます。

また、農林水産省は消費者に軸足を置いた行政を進めておりまして、それがわかりやす

いように先月の初めに消費者行政の専門官として消費者政策官を置いております。彼女は

問題を含めまして徹底的な情報開示、そして対話を目指しておりますので、消費者のBSE

方からもかなり評価をされているところでございます。

また 問題の第三者委員会で動物用医薬品は承認と同時に食品中の残留基準を設定BSE

することという指摘がなされております。また、食の安全に関する提言の中でも、すでに

承認されている医薬品についても早急に残留基準を設定することという指摘がなされてお

りまして、これを踏まえて、厚生労働省はＭＲＬの設定をかなり急速に段階的に進めてい

くという方針を決めております。

そうなりますと、私どもはそれに合わせて使用基準を設定していかなければいけないと

いうことが起こってまいります。現在、予算措置を含めて対応について準備中でございま
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すが、相当の困難が予想されます。業界の協力も得ながら、また先生方に御相談をさせて

いただきながら進めてまいりたいと考えております。

さきの国会で、おかげさまで薬事法の大変大がかりな改正が成立したわけですけれど

も、中には１年以内で施行する部分もございますが、まだそのような私どもの対応につい

ての検討が遅れておりますので、次回にそのことについては御相談させていただくことと

いたしまして、本日、これまで余り御報告をしてきていない につきまして、ほんのVICH

概略の御報告をさせていただきたいと思います。

は日、 、米国の３極の規制当局と製薬業界団体がメンバーになりまして、革新VICH EU

的で有効な医薬品を世界の動物に早く、合理的な価格で提供するということを目指しまし

て、承認の審査資料の国際的なハーモナイゼーションを進めているものでございます。平

成８年から開始されておりますけれども、これまでに分析法のバリデーション、安定性試

験、あるいは駆虫剤の有効性評価のガイドラインなどがすでに完成しておりまして、適用

されております。これらも含めまして、およそ30のガイドラインについて、ワーキンググ

ループが９つつくられまして検討が進んでいるわけですけれども、今後は副作用報告など

の医薬品監視ですとか、新しい抗菌薬の承認前試験についてのガイドラインなどが完成に

近づいてきておりまして、こういった真新しいと言いますか、関心の高いガイドラインが

完成に近づいてきておりますので、慎重な対応を考えていかなければいけないと考えてお

ります。必要に応じまして、関係の調査会、あるいはこの部会の先生方に御相談をさせて

いただきながら適切な対応を心がけてまいりたいと思っております。

本日も議題はかなり盛りだくさんございます。それから、前回御確認いただきました

が、この部会の議事録、これは農林水産省のホームページに公開をさせていただく予定

で、本日のものについても予定しております。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、水産庁の新しい魚類防疫室長、木實谷室長を御紹介させていただ

きまして御挨拶とさせていただきます。

○魚類防疫室長 木實谷でございます。本年の４月から担当させていただいております。

よろしくお願いいたします。

３．配付資料の確認

○○委員 それでは、本題に入ります。
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まず資料の配付について、事務局からお願いいたします。

事務局 それでは、私の方から当日配付資料を御確認させていただきます。

まず配付資料一覧というものがありまして、１～５まで当日配付資料が書いてあると思

います。その下に、右肩に赤で№１～№５まで刻印がしてあるものがあると思います。№

１は本日の議事次第、委員出欠表、座席表でございます。№２は「動物用抗菌性物質医薬

品基準の一部改正（案）の概要」でございます。№３はその一部改正案についてというも

のでございます。№４は横長の「動物用医薬品の諮問・承認状況について」というもので

ございます。№５は11月、12月のカレンダーというものでございます。以上、御確認のほ

どをよろしくお願いいたします。

○○委員 よろしいでしょうか。

４．議 題

［審議事項］

（１）動物用医薬品の製造（輸入）承認（事項変更承認）の可否、毒・劇薬等の指定及び

再審査期間の指定について

［新規審議］

〔水産用医薬品調査会関係〕

【新動物用配合剤】（製造承認）

④ イリド・レンサ混合不活化ワクチン「ビケン」 （財）阪大微生物病研究会

○○委員 それでは、議事に移ります。

予定を少し変更いたしまして、○○委員が少々御都合が悪いということなので、まず審

議の（１）の④水産用医薬品「イリド・レンサ混合不活化ワクチン「ビケン」」、これに

ついて○○委員から御説明をいただきます。

○○委員 申しわけございません。４時半から学内で重要な会議がございますので、先に

やらさせていただきます。

「イリド・レンサ混合不活化ワクチン「ビケン」」は財団法人阪大微生物病研究会から

製造承認されたイサキヒレ株化細胞培養マダイイリドウイルス －1 14株不活化ウEhime /GF

イルス液及びラクトコッカス・ガルビエ№43株不活化菌液を主剤としたワクチンであり、

効能・効果はブリ属魚類のイリドウイルス感染症及びα溶血性レンサ球菌症の予防であり
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ます。

本製剤は平成14年７月17日の水産用医薬品調査会で審議され、本日上程されるもので

す。

詳細につきましては、事務局から説明がございます。よろしくお願いします。

事務局 先ほども説明がありましたが、「イリド・レンサ混合不活化ワクチン「ビケ

mLン」」ですが、申請者は財団法人阪大微生物病研究会、成分及び分量は１バイアル500

中イサキヒレ株化細胞培養マダイイリドウイルス －1 14株不活化ウイルス液及びEhime /GF

ラクトコッカス・ガルビエ№43株を不活化菌液として含有している注射剤です。

用法及び用量ですが、麻酔したブリ属魚類（約10 ～約100 ）の腹腔内に連続注射器をg g

用いて0.1 を１回注射するものです。mL

効能及び効果は、ブリ属魚類のイリドウイルス感染症及びα溶血性レンサ球菌症の予防

です。

水産用医薬品調査会での審議結果ですが、概要及び資料を整備、訂正することで事前の

調査審議を終了しております。再審査期間は６年です。

製剤の概要につきましては、概要書に沿って説明いたします。

まず概要書の１ページをごらんください。開発の経緯です。図１及び図２に示しました

とおり、イリドウイルス感染症とα溶血性レンサ球菌症のブリ属魚類に及ぼす被害は甚大

であります。しかしながら、現在、イリド、レンサの混合ワクチンは実用化されていませ

ん。このことから、今回最も生産量の大きなブリ属魚類における二大疾病であるイリドウ

イルス感染症並びにα溶血性レンサ球菌症を１回のワクチン注射により予防可能にする混

合ワクチンの開発を行いました。

次に概要の15ページをごらんください。マダイイリドウイルスの性状解析を行っており

ます。

次、16ページ、表２では製造用株とブリ、カンパチ、ヒラマサ由来の野外流行株につい

て各種モノクローナル抗体に対する反応性を調べております。

製造用株と野外流行株と抗原性が類似していることが確認されております。

次に18ページの表１、表２ですが、製造用株と野外流行株の表面蛋白をコードする遺伝

子の解析を行っております。相同性は塩基レベルで97.8％以上、推定アミノ酸レベルで

99.6％以上を示していることから、表面蛋白のアミノ酸配列は極めて高く保存されている

ということが示唆されております。
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次に概要書の19ページをごらんください。イリド不活化ワクチンのカンパチにおける有

効性を示しております。

20ページの図１に示してありますように、種々のサイズのカンパチで有効性が確認され

ております。

なお、ブリにおける有効性につきましては、もうすでに承認をいただいておりますイリ

ド不活化ワクチン「ビケン」の資料で確認されております。

次に概要書の21ページをごらんください。レンサ不活化ワクチン製造用株の作出と性状

解析です。生化学的性状及び遺伝子解析の結果、 と同定された№43株Lactococcus garvieae

について、ブリ及びカンパチに対する病原性及びワクチンの有効性を調べております。

その結果、概要書27ページの図１、それと29ページの図１に示しましたように、ブリ及

びカンパチで№43株の病原性が高かったこと、それから33ページに示しましたようにブリ

に対するワクチンとしての№43株の有効性が高かったこと、このことから№43株を製造用

株としております。

次、概要書の46ページをごらんください。レンサ不活化ワクチンの有効性を示しており

ます。ブリに対しては47ページの図１に示しましたように、ワクチン投与群は対照群より

有意に低い死亡率を示し、有効性が確認されました。また、カンパチに対しましても、49

ページの図１に示しましたように、ワクチン投与群は対照群より有意に低い死亡率を示

し、有効性が確認されました。

次に概要書の69ページをごらんください。本ワクチンのブリに対する安全性試験の結果

を示しております。

71ページの表１に示しましたように、供試魚の平均体重、平均飼料摂取量、飼料効率及

び増体率につきましては、対照群、常用量接種群及び高用量接種群で有意な差は認められ

ませんでした。また、表２に示しましたように、血液学的検査では投与後１日目の高用量

群で白血球が多く、白血球百分率ではリンパ球が低く、好中球が多いという傾向にありま

した。これは過度の抗原投与における好中球の増加ということが考えられました。

72ページの表３をごらんください。臓器重量、体重比は投与後１日の脾臓において常用

-量接種群及び高用量接種群と対照群との間に有意差が認められました。また、表４と図1

1～1 5に示しましたように、脾臓について実施した病理組織学的検査におきましては、被-

膜の一部が隆起し、その直下に鬱血像と思われる所見が認められております。これは一過

性の急激な血流の増加によるものと推察されております。投与１日後に認められたこれら
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の結果は被験物質投与による一過性の変化と考えられ、実際には死亡魚も認められず、一

般状態に有意な差が認められなかったということから、供試魚に与える影響は少ないもの

と考えられました。

以上のことから、本ワクチンをブリの腹腔内に投与しても安全性に問題ないということ

が結論されました。

次に概要書の78ページをごらんください。本ワクチンのカンパチに対する安全性試験の

結果を示しています。

79ページの表１に示しましたように、供試魚の平均体重等につきましては、対照群、常

用量接種群及び高用量接種群で有意な差は認められませんでした。表２の血液学的検査、

それから表３の臓器の重量の体重比、それから表４及び図1 1から1 3の脾臓について実施- -

した病理組織学的検査ではブリと同様の所見が認められましたが、これらの結果は被験物

質の投与による一過性の変化と考えられ、これもブリと同じように死亡魚は認められず、

一般状態に有意な差が認められないことから、供試魚に与える影響は少ないものと考えら

れました。

以上のことから、本ワクチンをカンパチの腹腔内に投与しても、安全性に問題はないと

いうことが結論されました。

次、概要書の84ページをごらんください。本ワクチンのブリにおける有効性確認試験を

実施しております。イリドウイルス攻撃に対する有効性につきましては、85ページの図１

に示してありますが、ワクチン投与群は対照群より有意に低い死亡率を示し、有効性が確

認されております。レンサ球菌に対する有効性につきましては86ページの図２に示してお

りますが、ワクチン投与群は対照群より有意に低い死亡率を示し、有効性が確認されてお

ります。

次、87ページをごらんください。本ワクチンのカンパチにおける有効性確認試験を実施

しております。イリドウイルス攻撃に対する有効性につきましては、88ページの図１に示

しております。ワクチン投与群は対照群より有意に低い死亡率を示し、有効性が確認され

ております。レンサ球菌に対する有効性につきましては89ページの図２に示しております

が、ワクチン投与群は対照群より有意に低い死亡率を示し、有効性が確認されておりま

す。

次、概要書の109ページをごらんください。本ワクチンの野外イリドウイルスに対する

有効性を確認しております。ヒラマサ由来の株を攻撃株としてカンパチの有効性を確認し
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たところ、図１のとおりワクチン投与群は対照群より有意に低い死亡率を示し、有効性が

確認されました。

なお、イリド不活化ワクチンの野外流行下での有効性につきましては、イリド不活化ワ

クチン「ビケン」の養殖ブリ類における臨床試験において確認されております。これも既

承認資料です。

次、概要書の110ページをごらんください。本ワクチンのレンサ球菌野外株に対する有

効性を確認しました。ブリ、カンパチ及びヒラマサ由来の株を攻撃株として、ブリ、カン

パチでの有効性を確認したところ、112ページから114ページの図１～４のとおり、ワクチ

ン投与株は対照群より有意に低い死亡率を示し、有効性が確認されております。

次、概要書の137ページをごらんください。臨床試験の結果について記載されておりま

す。イリドウイルス感染症につきましては、144ページの表4 1、145ページの表4 2、それ- -

から146ページの図2 1、147ページの図2 2に示しましたとおり、カンパチでは和歌山- -

（１）、香川（１）、ブリでは和歌山（１）、愛媛で治験期間の累積死亡率は対照群と比

較して被験薬投与群が有意に低く、有効と判断されております。α溶血性レンサ球菌につ

きましては、144ページの、これも表4 1、それから145ページの表4 2、それから148ページ- -

の図2 3に示したとおり、カンパチでは和歌山（１）、香川（１）、ブリでは愛媛で試験-

期間の累積死亡率は対照群と比較して被験薬投与群が有意に低く、有効と判断されており

ます。

本ワクチンの安全性につきましては、140ページ、表３－１と141ページの表３－２に示

しましたように、和歌山（２）を除く各治験実施場所において対照群と被験薬投与群の死

亡率において被験投与群がすぐれていたということが確認されました。

また、149ページの表 5に示しましたように、和歌山（２）を除きます各治験実施場所-

において対照群と被験薬投与群の総魚体重において、同等または被験薬投与群がすぐれて

いたことから、本ワクチンの投与が投与魚の成長の妨げにならず、被験薬の臨床応用に問

題がないと判断されました。

以上のことから、本治験ではワクチンがブリ属魚類に対して有効かつ安全なワクチンと

いうことが確認されております。

以上が製剤の概要です。御審議の方をよろしくお願いいたします。

○○委員 ただいまの説明につきまして、御質問、あるいは御意見がございましたらお願

いいたします。
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御質問等はございませんでしょうか。毎度の話でございますけれども、これは動物薬の

最終段階でございますので、ここで御意見、御質問等、何もなければこのまま承認という

ことになるわけでございます。よろしゅうございますか。

特にないようです。ありがとうございました。

それでは、これは承認いただけたものと考えます。

事務局 ありがとうございます。

それでは、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。

なお、再審査期間は、新動物用配合剤ということで、６年とさせていただきます。

［報告事項］

（４）動物用医薬品の製造（輸入）承認の可否について

〔水産用医薬品調査会関係〕

【新効能動物用医薬品】

① マリンサワー 30 製造承認事項変更承認 株 片山化学工業研究所SP ( ) ( )

② イリド不活化ワクチン｢ビケン｣ 製造承認事項変更承認 財 阪大微生物病研究会( ) ( )

( ) ( )③ ピシバック注ビブリオ＋レンサ 製造承認事項変更承認 共立製薬 株

【類似処方動物用配合剤】

( ) ( )④ Ｍバックレンサ注 製造承認 松研薬品工業 株

○○委員 それでは引き続きまして、○○委員の御都合に合わせまして、審議を中断いた

しまして報告の部分でございます。（４）の動物用医薬品の製造（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 それでは、資料が７～10まであります。７番から10番までについて説明させてい

ただきます。

まず資料番号７番、マリンサワー 30についてです。マリンサワー 30の申請者名はSP SP

株式会社片山化学工業研究所です。成分及び分量は、本品１㎏は過酸化水素0.66㎏及び日

局精製水0.34㎏を含む医薬品です。

事項変更の内容ですが、５番の用法及び用量、それから効能又は効果のところの真ん中

ですが、「ネオベネデニア・ジレレ、シュードカリグス・フグ」とあります。これはフグ

のうろこにつく寄生虫でして、今回、この寄生虫の駆除というのが新しく効能として追加
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されました。

あと用量につきましては、既承認内容のヘテロボツリウム・オカモトイ未成熟虫、これ

はえらにつく寄生虫なのですけれども、これはすでに既承認薬であります。これの半量を

使うという形で事項変更されております。

この内容につきましては、水産用医薬品調査会が平成14年７月17日に開催されまして、

資料を整備した上で、承認の可否に関する調査審議を終了したものとして、動物用医薬品

等部会に報告しても差し支えないということになりました。これは新効能動物用医薬品で

すが、既用量の半量で使用する対象動物の追加ということで、変更内容が軽微だと判断さ

れたため（動物用医薬品等部会での審議事項でなく報告事項とされたところ）です。

次、№８です。イリド不活化ワクチン「ビケン」です。申請者は財団法人阪大微生物病

研究会、成分及び分量は１バイアル500 中イサキヒレ株化細胞培養マダイイリドウイルmL

ス －1 14株不活化ウイルス液10 以上を含む注射剤です。Ehime /GF TCID8.7
５０

５番の用法及び用量ですが、ここに今回の事項変更があります。上から４行目、「麻酔

処理したブリ属魚類」とあります。今までの承認はブリで承認されておりましたが、今

回、カンパチの試験結果が出されまして、有効性、安全性が確認されたということで、

「ブリ」から「ブリ属魚類」に変更したということであります。

６番の効能又は効果、これも同じように「ブリ属魚類」とありますが、「ブリ」から

「ブリ属魚類」へ変更されております。

水産用医薬品調査会の審議結果ですが、平成14年７月17日、本剤については資料を整備

した上で承認の可否にかかわる調査審議を終了したものとして、動物用医薬品等部会に報

告しても差し支えない。なお、再審査期間は、当製剤のもともとの再審査期間であります

平成16年12月24日までということになりました。

この事項変更につきましても、対象魚種のブリをカンパチやヒラマサを含めたブリ属魚

類に変更するということであります。これまで魚種拡大につきましては薬事分科会報告と

して扱っておりましたが、今般の変更につきましては、既承認のブリと同属であるカンパ

チ、ヒラマサを追加して「ブリ属魚類」と変更したことでありますので、承認内容につい

ては軽微な変更と判断されて、動物用医薬品等部会への報告という形になりました。

次、№９番の「ピシバック注ビブリオ＋レンサ」についてなのですが、申請者は共立製

薬株式会社、成分及び分量はラクトコッカス・ガルビエ 7 株不活化菌4.2×10 個以KS- M 11

上及びビブリオ・アングイラルム 5株不活化菌8.3×10 個以上を500 中に含む注射KT- mL９



- -10

剤です。

５番の用法及び用量ですが、ここに変更箇所があります。これは体重が「約30 ～約２g

㎏」とありますが、今までの承認内容は「30 ～150 」でした。この「30 ～150 」をg g g g

「約30 ～約２㎏」に変更しております。この30 ～２㎏で大きいブリに対する有効性がg g

確認されましたので、今回、事項変更したということです。実際の現場では、既承認の30

～150 ですと５月から７月の非常に短期間ということになりまして、その間に例えばほg g

かの病気、類結節症とかイリド感染症、こういったものの発生があると接種できない場合

があります。そうなると翌年、大体１㎏～２㎏ぐらいになったブリが４月、５月、６月ぐ

らいにレンサ球菌症に感染するということがありまして、翌年の魚にもワクチンが接種で

きるようにしてほしいという現場の要望もありまして、こういう申請をしたということで

す。

水産用医薬品調査会の審議結果ですが、平成17年７月17日に行いまして、本剤について

は資料を整備した上で、承認の可否に関する事前の調査審議を終了したものとして、動物

用医薬品等部会に報告しても差し支えないということとされました。再審査期間について

は承認時と合わせて、平成18年５月13日までということです。

この変更につきましても、対象魚種であるブリのサイズを変更するということで変更内

容が軽微と判断されましたので、動物用医薬品等部会への報告という形にさせていただい

ております。

次に№10、Ｍバックレンサ注です。申請者は松研薬品工業株式会社です。成分及び分量

は液状ワクチンとして１バイアル中、不活化ラクトコッカス・ガルビエ 1 株、これはF Y

－型です。これを不活化前生菌数として500 あたり５×10 以上含有する注射KG mL CFU11

剤ということです。

用法及び用量は、当該麻酔薬の使用説明書に従って麻酔をかけたブリ属魚類（体重約30

～300 ）の腹腔内に連続注射器を用い、0.1 注射するということであります。g mL

効能・効果につきましては、ブリ属魚類のα溶血性レンサ球菌症の予防ということで

す。

これにつきましては、平成14年７月17日、本剤につきましては、資料を整備した上で、

承認の可否に関する調査審議を終了したものとして、動物用医薬品等部会に報告しても差

し支えないという形になっています。

なお、再審査期間については既承認製剤である「ポセイドン」、「レンサ球菌」と同じ
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平成19年10月18日までとするとされました。

これはポセイドンというすでに既承認製剤でありますものの類似処方動物用配合剤とい

うことで、動物用医薬品等部会の方に報告という対応をさせていただいております。

これで報告の方は終わりなのですが、最後に若干つけ加えてお話をしておきたいことが

ございますので、先ほど資料をお配りしたのですが、「注射ワクチン使用上の注意の記載

についての考え方」ということで、これは平成14年７月19日に事務連絡で発出しておりま

す。

これは７月17日、水産用医薬品調査会において内容を了承されまして、これら協会に事

務連絡したものです。

内容につきましては、いろいろと注射ワクチンが最近出てきているということで、特に

使用上の注意の書き方がワクチンによって記載方法が異なっていた。中には医療用具等の

使用説明書と違った使用方法を指示しているなどの事例も見られたりしまして、使用者に

混乱を来す恐れが懸念されてきました。さらに、今後も多数の注射ワクチンが承認される

ということが見込まれるということで、ある程度記載方法を統一しないとこのような懸念

が生じるということが考えられたので、下記に書いてありますように、注射針の記載につ

いては注射深度を記載するとか、注射深度については表でまとめるとか、注射器、注射針

などに関する記述は共通事項について記載するという形で対応するように指示しておりま

す。

今回の使用上の注意につきましては、この辺の考え方を取り入れた形で統一した書き方

で書いていただいております。以上です。

○○委員 ７番から10番までの報告につきまして、特段の御質問等がございましたらお願

いいたします。どうぞ。

○○委員 教えていただければと思うのですが、№９で体重を２㎏までということでの事

項変更ですけれども、魚の注射用のワクチンはなかなか注射が面倒だというようなこと

で、小さな魚体にワクチネーションをするということで今までやってきたと思うのです。

ここへ来て、先ほどおっしゃったような意味合いで１～２㎏ぐらいになってもワクチンが

必要だということなのですが、実際の打つ手間としてはやはり大変かなと思うのですけれ

ども、そこら辺は１㎏、２㎏であっても十分注射がやりやすいというか、別に問題はない

ということでしょうか。

事務局 その辺につきましては治験で、３カ所ほどで実際にやっております。その中で
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は、特に支障はなかったと聞いております。もう小さいものにはかなり注射も普及してき

ているという実態もありますので、そういった中でかなりなれてきているのではないかと

思っております。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 ありがとうございました。

○○委員 ほかにございますか。どうぞ。

○○委員 №７の使用上の注意のところでちょっとお願いしたいのですが、№７の一番最

後のページ、そこで使用者に対する注意というところなのですが、そこに保護メガネ、ゴ

ム手袋云々ということで、「保護具を着用し」ということで「保護」という言葉を使って

ありますが、「保護」という言葉を「防護」に変えた方がよろしいのではないかというこ

とでありますが、というのは、保護というのはかばうとか気をつけて守るというようなこ

とで、この文言から言うとなじまないということなのですね。防護と言うと危害を防ぎ、

守るということで意味合いがかなり違うのですね。ですから、「保護具」という使い方よ

りも、「防護具」、「保護メガネ」と言うよりも「防護メガネ」、この方がこれについて

はよろしいのではないかと考えております。

それから、あと言葉の使い方でありますが、同じ「使用者に対する注意」というところ

の５行目のところで、「目に入らない様」ということで「様」が書いてあります。「注意

すること」ということで、その下の２つ目のところも「様」、また１行置いて「様」、

「様」ということで全部「様」が書いてありますが、これは一般的な使い方からすればひ

らがなの「よう」というのが一般的な使い方だと思うのですね。

それからもう一つ、「取り扱い上の注意」のところの上から３行目のところで、後ろの

方ですが、「水で充分に洗い流す」、「充」という字が書いてありますが、これは間違い

ではないのですが、通常の使い方からすれば漢数字の「十」というのが一般的な使い方で

はないかと思うのです。

それから、一番最初に戻ってもらって、「用法及び用量」というところで、上から４行

目のところで「１ｍ あたり」という「あたり」がひらがなですが、これは使い方からす３

れば漢字の「当」という字を書いて「当たり」という使い方が一般的だと思うので、その

後にも２つばかりありますが、同じように、そのような使い方の方がよろしいのではない

かと思うのですが。

事務局 御指摘ありがとうございます。そのように訂正いたします。
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○○委員 恐らく、ほかのものにも出てくる可能性があると思いますので、これは事務局

の方でもう一度目を通していただいて、必要な箇所の訂正をお願いできればと思います。

ほかにはいかがでしょうか。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 どうぞ、○○委員。

○○委員 教えていただきたいのですが、「属」という言葉の定義というのですか、試験

をカンパチでやったら、２種あるとそれはもう全体で「属」という言葉を使ってよろしい

のですか。

事務局 この「ブリ属魚類を対象とした水産用ワクチンの承認に必要な試験に関する指

針」というものを水産庁の方で出しておりまして、ブリ属魚類にはブリ、カンパチ、ヒラ

マサ、主にこの３種類、あとヒレナガカンパチというのもあるのですが、これはほとんど

養殖されていないと思いますので、養殖されているものとしては３種類あるのですが、や

はり主に養殖されているのはカンパチとブリです。これは99％ほど飼養されています。基

本的な試験につきましてはそういった状況もあるので、ブリとカンパチでやって、ヒラマ

サについては科学的に同じような反応を得られるというようなことであれば、ヒラマサの

試験をやらないで、ブリとカンパチだけで試験を行うというように指針で示しておりま

す。その指針に沿った形で今回試験をやられております。

○○委員 ありがとうございました。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 はい。

○○委員 ほかにはございませんか。報告事項ですから、質問の範囲でよろしいかと思い

ます。

どうも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。

［審議事項］

（１）動物用医薬品の製造（輸入）承認（事項変更承認）の可否、毒・劇薬等の指定及び

再審査期間の指定について

［新規審議］

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕
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【新有効成分含有動物用医薬品・新動物用配合剤】（製造承認）

①“京都微研 キャトルウィン 5 （株）微生物化学研究所

“

-Cl

○○委員 それでは、審議事項の最初に戻りまして、事項の１「製造承認の可否につい

て」ということでございます。

生物学的製剤の「“京都微研 キャトルウィン 5」ですか、○○委員から御説明をお

“

-Cl

願いいたします。

○○委員 本製剤は、株式会社微生物化学研究所から製造承認されたクロストリジウム・

ショウベイ沖縄Ｆ株、セプチカム№44Ｔ株、ノビイＢ型菌 1025 株、パーフリンゲンCN T

スＡ型菌 6 株及びソルデリー3703 株の各培養上清を有効成分とした牛用のトキソPB KT T

イドであります。

本製剤は平成14年７月12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。

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、事前配付資料の黒の№１をごらんください。右側にタックがついてお

りますので、その「申請書」と書いてあるところをお開きください。

本剤は株式会社微生物化学研究所より申請されました“京都微研 キャトルウィン 5

“

-Cl

でございます。

１枚めくって、ページ申－２をごらんください。本製剤はここに示しますようなクロス

トリジウム５菌種を有効成分とするアジュバントを含む牛用のトキソイドであります。

一番後ろの方で「目次」というタックのある前に折りたたまれている 4の横長の表がB

ありますので、それをお開きください。この表は本製剤と既承認製剤との比較表でござい

ます。表の右の欄は同社がすでに承認を持っております“京都微研 牛嫌気性菌３種混合

“

ワクチンで、クロストリジウム・ショウベイ沖縄株、クロストリジウム・セプチカム№44

株、クロストリジウム・ノビイ 1025株、この３株を含むものです。CN

今般申請されました本剤は左の欄に示しますこれら３株にクロストリジウム・パーフリ

ンゲンスとクロストリジウム・ソルデリーの２株を新たに加えたもので、新有効成分含有

動物用医薬品及び新動物用配合剤となるものであります。

効能効果も既承認の気腫疽、悪性水腫に加えまして、クロストリジウム・パーフリンゲ

ンスＡ型菌による壊死性腸炎の予防が加わっております。
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また、用法・用量は３ヶ月齢以上の牛の臀部筋肉内に１回２ を１ヶ月間隔で２回注mL

射し、その後、６ヶ月間隔で注射する。第２回目注射は第１回目の注射とは異なる部位に

行うこととなっております。

では、前に戻りまして概要の概－１ページをお開きください。

本剤の開発の経緯でございますが、先ほども申しましたように、すでに気腫疽、悪性水

腫の予防としまして、ショウベイ、セプチカム及びノビイの混合トキソイドというものが

開発されて本病の予防に効果を上げております。しかし、パーフリンゲンス及びソルデリ

ーによる感染症についてはその発生が報告されているものの、ワクチンはいまだに実用化

されていないということでございます。そこで、現在市販されている３種混合トキソイド

にパーフリンゲンスＡ型菌及びソルデリーを加えた５種混合トキソイドを開発するという

ことで、今般この申請が上がったわけです。

また、今般、このワクチンを開発する上で有効成分を特定し、ショウベイは鞭毛、ノビ

イ、パーフリンゲンスＡ型菌はα毒素、セプチカムについてもα毒素、ソルデリーについ

ては 及び をそれぞれ含むワクチンを開発したということでございます。LT HT

続きまして、それぞれの防御抗原を確認するための試験を行いました。概要の概－４ペ

ージをお開きください。物理的・化学的試験でございますが、まずクロストリジウム・シ

ョウベイの防御抗原の解析ということで、精製鞭毛をモルモットに免疫し、芽胞で攻撃し

たところ、鞭毛４μ 以上の免疫で防御を示す個体が認められ、鞭毛が防御抗原であるこg

とが確認されました。

次に概要の６ページをごらんください。一番下の方になりますが、セプチカムについて

の防御抗原の解析です。精製α毒素をモルモットに免疫し、芽胞で攻撃したところ、αト

キソイド８μ 以上の免疫で防御を示す個体が認められ、αトキソイドは防御抗原であるg

ことが確認されました。

次に概要の９ページをお開きください。この真ん中あたりからノビイのことが書いてあ

るのですが、ここには防御抗原の解析という項目がありません。これは実際の申請書の添

付資料の一番最後に参考文献がついておりまして、その中で同様なモルモットを使った攻

撃試験というものがついております。その中でこのノビイのα毒素については防御抗原が

あるということが認められているというものがついております。

次に概要の11ページをお開きください。パーフリンゲンスのＡ型菌についてです。この

ものについても精製α毒素をモルモットに免疫し、芽胞で攻撃したところ、αトキソイド
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８μ 以上の免疫で防御し、防御抗原があることが確認されました。g

次に概要の14ページをお開きください。最後にソルデリーについてでございます。精製

の 及び をモルモットに免疫して攻撃したところ、 ８μ 、 32μ で防御し、LT HT LT g HT g

防御抗原があることが確認されております。

続きまして、概要の17ページをお開きください。本剤はアジュバントを含むものです

が、まず本試験におきまして、アジュバントの選択をしております。りん酸アルミニウム

ISA O/W ISA W/Oゲル、水酸化アルミニウムゲル、 25（ オイルタイプアジュバント）、 70（

オイルタイプアジュバント）、それぞれについて検討しましたところ、総合的には 70ISA

が最もすぐれており、次にりん酸アルミニウムゲル、 25、水酸化アルミという順になISA

っております。しかし、その下に示します2 2 2 2の試験で牛での抗体応答と注射反応とい- - -

うのを調べているのですが、概－20の表35をごらんください。そこに結果が出ています

が、抗体応答は 70、 25がよかったのですけれども、接種反応が非常に強く、残留ISA ISA

性が心配されることから、この２つは使用できないという結論になりました。

今度は同じページの下の2 3、用法・用量に関する試験についてですが、まず用量につ-

きましては、野外での作業性を考慮して、先発品も２ ということですので、２ とmL mL

いうことで開発を始めました。また用法については、試作ワクチンの１ドーズを次のペー

ジの表36に示しますように２回目の注射を１ヶ月後と２ヶ月後で行い、それぞれ抗体価を

測定したところ、抗体を早期に産生させるためには２回目の注射は１ヶ月目とし、その

後、６ヶ月毎に注射するのがよいという結論になりました。

次のページ、概要の22をお開きください。注射反応に関する試験でございます。この試

験につきましては、２頭の牛に試作ワクチンを注射して、注射痕の有無を観察しました。

その結果、注射痕の消失に必要な期間は３ヶ月間と判断され、使用上の注意にその旨、出

荷制限が設けられております。

少し飛びまして、概要の39ページをお願いします。安定性に関する試験でございます。

このものは最初、牛の を使って製品が製造されていましたが、 の関係がありまBHI BSE

して、それを含まないものを後に検討して開発しております。最初にロットの１～３の試

作ロットにつきましては でつくったものなのですけれども、それの安定性の試験がこBHI

の3 1でございまして、21ヶ月までの安定性が確認されております。その後、牛の か- BHI

ら変更した製造用培地でつくったものがその次のページの3 2の安定性試験の（２）にな-

ります。この試験についてはまだ12ヶ月までしか確認できていませんが、本試験は継続中
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ということで、続けられているものでございます。

概要の43ページをお願いします。安全性に関する試験ですが、まず子牛における安全性

の試験を行っております。３ヶ月齢の牛に常用量と10倍量を接種しましたところ、次の概

－44のところに結果が書いてありますが、常用量群では一過性の変化は認めるものの、回

復し、10倍量群には用量依存性と考えられる変化を認めるものの、体重を含む他の検査に

は異常を認めなかった、したがって、本ワクチンは安全であると考えられました。

また、次に7 2のところで妊娠牛を用いた安全性試験も行っております。これにつきま-

しても、母牛及び胎児に対する安全性に問題がないということが確認されております。

続きまして、概要の50ページをお開きください。臨床試験でございます。北海道の２農

場におきまして合計104頭の牛を対象に実施いたしました。まず両施設におきまして試験

期間中に気腫疽、悪性水腫及び壊死性腸炎の発生は認められませんでした。

その上での有効性及び安全性の評価ということになるわけですが、まず抗体応答です

が、概要の53、54ページの表69、70がそれになりますが、それぞれの抗体陽性率について

有意差を認めなかったという結果になっております。また、今度は抗体の持続性について

なのですけれども、いずれの有効成分に対しましても、その抗体価が最小有効抗体価を上

回っているという結果になっており、抗体の持続性というものが確認されております。

安全性に関する項目につきましては概要の57、58、59ページにあります表73～75にまと

めてありますが、試験群と対照群において有意差を認めずという結論になっております。

以上の成績より、本剤の野外における有効性と安全性が確認されたということになって

おります。

一番最初に戻っていただきまして、表紙をめくって１枚目の審議経過票をお開きくださ

い。以上説明いたしました資料をもとに、平成14年７月12日に動物用生物学的製剤調査会

で承認の可否に関する事前の調査審議がなされましたところ、本部会に上程して差し支え

ないということになりました。

以上でございます。御審議のほどをよろしくお願いをいたします。

○○委員 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御質問、あるいは御

意見がございましたらお願いします。

どうぞ、○○委員。

○○委員 まず成分・分量ですね。クロストリジウム・ショウベイは鞭毛抗原が有効成分

であるということですけれども、これはやはり毒素も含まれているのではないかと思うの
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ですが。その点は研究されていないですけれども、培養液はホルマリンで不活化されてい

て、有効成分としては鞭毛だけを云々されていますけれども…。

事務局 製造方法の中で、申請書の申－７ページのところの4.3.1.4のところに「原液の

調製」という項目があるのですが、遠心分離した上清を限外濾過膜を用いて濃縮したとい

う操作がここで入っているのですが、いわゆるトキソイドについて完全に除去していると

いう操作は入っていませんので、言及されていませんから、トキソイドについては入って

いることはあるかと思いますが。

○○委員 要するに、問題にはしていないということで、ワクチンの有効成分としても余

り問題にはならないというふうに…。

事務局 そうです。それよりも鞭毛抗原の方にターゲットを置いてこういう形で精製して

つくっている、それを先ほど説明しました物理化学試験のところでも、鞭毛抗原の防御抗

原としての活性を見ていますので、それをもって本剤の有効成分と位置づけていると考え

られているものです。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 わかりました。もう一つよろしいですか。

○○委員 どうぞ。

○○委員 概要の22ですけれども、他社ワクチンとの比較をやられているのですけれど

も、これはせっかく比較注射されているのですが、この他社ワクチンの有効性については

試験をやられていないのですね。

事務局 アメリカとカナダのものですね。これは有効性の試験というのはしておりませ

ん。そのものについては先ほど最初に横長の表で御説明をしました 4の横長の２枚目にB

外国における製剤の一覧表が載っておりまして、このものの中のものについて注射反応の

検討をしているということで、有効性についてはここで規定している比較及び検査方法な

りを用いての評価というものはなされていないということです。

○○委員 ちょっと他社よりもよく効くのだというのがあれば、日本のワクチンがすごく

いいという評価になるのかなと思ったのですけれども。

事務局 そもそもこの試験は、もともと外国のもので非常に接種反応が強いという話があ

りまして、それよりも安全なのだということを示したいというための試験だったようで

す。

○○委員 わかりました。



- -19

１つ指摘と言いますか、概要の53あたりからですけれども、この抗体応答等の様式です

ね、表で「頭羽数」と、鶏も使えるふうに書いてあるので、これは「羽」はとった方がい

いのではないかと思いました。

事務局 わかりました。「頭数」という表現に訂正させていただきます。

○○委員 どうぞ、○○委員。

○○委員 今の表に関係するのですが、臨床試験につきまして、表69に基づいて説明があ

ったのですが、この表の中身を私は理解できないのですが、この表をもって有効であった

というのを具体的にもう少し説明していただけませんか。

事務局 確かにこの表は非常にわかりづらい表でした。まず、表の68の方に「有効性と安

全性の評価方法」というものが書いてあります。抗体応答につきましては、真ん中のとこ

ろになるのですが、まず疾病を認めない場合と認めた場合とで評価の方法を変えておりま

す。冒頭申しましたように、まずこの試験ではそれぞれの施設において本病の発生を疑わ

せるものというものはなかったわけですので、上の「当該疾病の流行を認めないとき」と

いう形になります。それで、実際は抗体応答の陽性率を試験群と対照群とで比較している

のですが、実際には の検定でやっているとそれぞれすべて有意差がないという形にFisher

なっております。したがって、この抗体応答をもって有効性が明らかにあったという評価

にはできない、このものではできないという形にならざるを得ないと思います。ただし、

次の抗体の持続に関する試験におきましては、幾何平均値がすべて基礎試験の方で感染防

御を付与する最低の防御抗体をすべて上回っているという結果が出ておりますので、それ

をもって総合的に有効性があると結論づけられているものと理解しております。

○○委員 ただいまの説明でよろしいでしょうか。

事務局 確かにこの表のまとめはちょっとわかりづらくて、大変申しわけないです。

○○委員 関連してよろしいですか。

○○委員 では、関連で○○委員、どうぞ。

○○委員 そのような総合的な評価を に基づく有効性の評価とすることと考えてよGCP

ろしいですか。

事務局 はい。あくまでも野外試験でありまして、特にこういったワクチンにつきまして

は流行があるか、ないかということも非常に大きく影響しますし、そのワクチン自体のポ

テンシャルも何をもって評価するかというのが千差万別であるというのが実態だと思いま

す。そういったものについて臨床試験という中で有効性を評価しなければならないという
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ことになりますと、いろいろなメルクマールをもって総合的に判断せざるを得ないだろう

と考えています。いかんせん、症例数も少ない、２農場で対照群も入れて104頭というこ

とですので、その中での有効性の評価というと必ずしもクリアカットな結果は出ない場合

が多いかと思います。本剤についてはそういう一例かと思いますが、限られた情報で有効

性があるかないかということを判断せざるを得ないと思っております。このものについて

は申請者は有効性があったと結論づけているのです。

○○委員 どうぞ。

○○委員 言葉尻をとらえるようで申しわけないのですけれども、症例数が少ないからこ

ういう評価をせざるを得なかったという御説明ですけれども、そうだとすると十分な評価

ができる症例数を求めるというのが に基づく精神ではないかと理解しておったのでGCP

すが、その点はいかがでしょうか。

事務局 私の説明が悪かったと思います。頭数が少ないからこういう評価をせざるを得な

いということではなくて、もちろん先生がおっしゃられるように、最終的には、本来望ま

しいのは評価をできるだけの症例数を用意するということが前提かと思いますが、いかん

せんこのものについては臨床試験という形でこれだけのもので申請されてきたということ

です。これをもって評価をしていただくということになると思います。

○○委員 ○○委員、納得いかれましたか。

○○委員 恐らく、今の議論は調査会で十分議論されてきたことと思いますので、その繰

り返しになるのではないかと思っております。そういう意味では、調査会での結論をそれ

なりに評価したいと思っておりますが、ただもう少しクリアカットな説明があるとよかっ

たかなというのが正直なところです。

○○委員 ほかにいかがでしょうか。先ほどの件、○○委員、よろしいですか。

○○委員 要約してくれましたので。

○○委員 よろしいですか。ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。

○○委員 これは事務局の方にお願いですけれども、添付されました資料の中に、例えば

これは申請書の49ですか、総合食品の○○株式会社から確認書が出ておりますけれども、

この確認書のサインが姓だけですね。やはりこれは姓名を書いて捺印が押されたものが正

しいのかなという気がするのですけれども、これはこのままでよろしいのでしょうか。

○○委員 申請書の49ページの所長と担当者のところですね。姓名の名が抜けているけれ

ども、いいのかという。
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事務局 恐らく、本来は姓名をもって捺印というのが確認書かと思いますが、当方といた

しましては、その中身として確認書の中身が確認できれば、特段その点には現時点ではこ

だわってはいないのですけれども。

○○委員 できれば、やはり日本の慣例から言っても姓名が入っていた方がよろしいので

はないかという気がいたしますけれども。

事務局 今後のものにつきましては、きちっと姓名をもって捺印のある確認書を添付させ

るように指導させたいと思います。

○○委員 ぜひそうお願いいたします。

○○委員 次の50ページもそうですね。

○○委員 そうですね。次の50ページも「岡田商会」だけですね。代表者、あるいは責任

者の姓名が入っておりませんね。ぜひこれはまた御検討ください。

事務局 わかりました。

○○委員 ほかにはいかがでしょうか、よろしいでしょうか。

私、１つだけ確認したいのですが、注射部位を筋肉内ですが、「臀部」とあえて表現し

ていますが、最近の傾向としては、臨床現場その他では頸側の筋肉を効率がいいというこ

とでかなり利用しているのですが、これは臀部でなければいかんという何か意味合いがあ

るのでしょうか。頸側の筋肉、これを用いるという可能性も考えられるのですが、いかが

なものでしょうか。

事務局 用法・用量につきましては、このものにつきましては先発品がございましたの

で、まずそれにならった形での開発というのが念頭にありました。先発品のものが臀部筋

肉内ということで承認されておりますので、そういう用法、用量で安全試験なり有効試験

をやってきたということがあります。昨今のこれ以外のワクチンにつきましても、接種部

位については臀部ですとか、頸部ですとかということで部位を限定しているものがかなり

多ございます。それはそこで安全試験をやって安全だった、そこに打ったから有効だった

というデータに基づいた表現になっていますので、このものもそこに打っての安全性及び

有効性が確認されていますので、そういう表現になっております。

○○委員 わかりました。いかがでしょうか、ほかに御質問、御意見…。どうぞ。

○○委員 この概要を見ますとかなり省略した部分があってよくわからない。今も恐らく

臨床試験のところも各委員の方がそのような印象を持たれたのだと思います。例えば、今

の臨床試験のところ、概要－50のところで、「抗体陽性」、「陰性」という言葉が出てく
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るのですけれども、それぞれ何倍でやれば陽性であるとか、そういうことが書かれており

ませんね。ここで使っている対照というのは陽性対照という意味で、非臨床試験で用いた

抗体レベルと比較してどうだったかということでやっているのだと思うのですね。ですか

ら、私はそういう点ではこのまとめ方はともかくとして、恐らく何倍以上で抗体陽性率を

見ると、それぞれ95％とか85％とかという抗体陽性率になっておりますから、有効性につ

いては間違いなくあるのではないだろうかとは思います。したがいまして、例えば臨床試

験のこのまとめ方についても、もう少し丁寧に書いていただければ、サッと読めばわかる

のではないかと思います。

事務局 はい。

○○委員 同じように、概要の28ページ、2 5 2 4「判定基準の設定に関する試験」という- - -

のがありまして、これは牛における攻撃試験結果に基づいて最小有効量抗原を求めてその

ものの半量と比較したということで、この試験そのものは薬理試験でやられた試験のよう

ですけれども、そのページの一番最後の方に、「その結果、モルモットの抗体価は抗原量

に相関することが示された」とあるのですが、例えばそのデータがここには示されていな

いわけですね。恐らく抗原量と相関性があったから、例えば最小有効量の半分を打てば抗

体はせいぜい半分ぐらいしかなかったのだろうということはわかるのですが、これはここ

にやはり表を載せていただかないとその意味がよくわかりません。表45にモルモットの抗

体応答が書いてありまして、ここからそれぞれの基準値、例えばショウベイは10倍だ、セ

プチカムも10倍だと書いてあるわけですけれども、じゃあ２分の１量打ったときには抗体

が幾らだったのかということがさっぱりわからないわけなのですね。抗原量半分のもので

あれば不合格になって、最小有効量のものが入っていれば合格するのだなということがモ

ルモットの相関する表がないとよくわからない。ですから、そこは加えていただきたいと

思います。

○○委員 よろしいでしょうか。

事務局 わかりました。

○○委員 ほかにはいかがでしょうか。

ここで質問、あるいは御意見が切れると、最終的には、とにかくここで承認か、あるい

は差し戻しかということ、常にその判断を下さなければなりません。特に、ただいまの御

意見の中から差し戻しというような積極的な御意見はないのですけれども、いかがでしょ

うか。
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多々不満は残るけれども、調査会を経てここまで来たのだからよかろうということかと

思いますが、承認ということでよろしゅうございますか。

特に反論はないようでございます。では、承認ということで、事務局お願いします。

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

なお、再審査期間につきましては、新有効成分含有動物用医薬品並びに新動物用配合剤

ということで、６年間といたします。

なお、今いろいろ御指摘いただきました資料の整備につきましては、事務局の方で責任

を持ちましてきちんとしたものに差し替えさせるようにいたします。ありがとうございま

した。

【新動物用配合剤】（輸入承認）

②アラディケーター ファイザー製薬（株）

○○委員 それでは、引き続きまして、②のアラディケーターについて、これも○○委員

から御説明をお願いいたします。

○○委員 本製剤はファイザー製薬株式会社から輸入し、承認申請されたボルデテラ・ブ

ロンキセプチカ2 9 株不活化菌、パスツレラ・ムルトシダ８株不活化菌及び同菌の- NADL

不活化壊死毒素を有効成分とした豚用のワクチンであります。

本製剤は平成14年７月12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。

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、事前に配付いたしました資料、黒の№２をごらんください。同じよう

に右側にタックがありますので、「申請書」と書かれたところをお開きください。

本剤はファイザー製薬株式会社より申請されましたアラディケーターでございます。

本剤はボルデテラ・ブロンキセプチカ2 9 株不活化菌、パスツレラ・ムルトシダ- NADL

８株（莢膜抗原型Ｄ）不活化菌及びその部分精製した不活化壊死毒素を有効成分とするア

ジュバントを含む豚用の不活化ワクチンであります。

概要の４ページにまた折りたたまれています 4の横の表がありますので、お開きくだB

さい。２枚あります。

本表は本剤とその類似するボルデテラとパスツレラを含む既承認の混合ワクチンを示し
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ております。既承認製剤としましては、本表の右側に示しますようなべーリンガーインゲ

ルハイム社のインゲルバック 4、それから次のページになります日生研の日生研 混AR AR

合ワクチン 、それから化血研のスイムジェン 2というものがあります。BP ART

１枚目、左側に示します本剤、アラディケーターのようにボルデテラ・ブロンキセプチ

カの菌体、それからパスツレラ・ムルトシダの菌体、それからパスツレラ・ムルトシダの

トキソイド、これら３つを含むものは初めてでございます。今、御紹介しましたのはこれ

ら３つのうちのどれか２つの組み合わせになっているものです。ですので、本製剤はこれ

ら３つを同時に含む新しいものということで、「新動物用配合剤」ということになりま

す。

効能・効果はボルデテラ・ブロンキセプチカ及び毒素産生パスツレラ・ムルトシダ（Ａ

及びＤ型）の感染による産子における豚萎縮性鼻炎の予防でございます。

用法・用量は妊娠中の豚に対し、１回２ ずつを分娩予定日の６及び２週間前に２mL

回、頸部筋肉内に注射する。次回以降の繁殖時に行う補強注射は２ を分娩予定日の２mL

週間前に１回、頸部筋肉内に行うというものでございます。

では、概要に沿いまして本申請内容を御説明いたします。少し戻りまして、概要の１ペ

ージをお開きください。

豚の萎縮性鼻炎（ ）は御承知のとおりボルデテラ・ブロンキセプチカ（ ）、あとAR Bb

毒素産生パスツレラ・ムルトシダ（ ）を病原としまして､豚に重大な経済的な損失をもPm

たらすという疾病で、その予防にはワクチンが今まで使用されてきております。

1980年代の当初よりこの の病原はボルデテラとパスツレラの両方が関与するというAR

ことが明らかになり、本病を予防するということでもこれら２つの混合ワクチンが実用化

されるということに至っております。

そうしたことから、米国のファイザー社の方でこのようなボルデテラの菌体、それから

パスツレラの菌体とトキソイドを含むワクチンというものが開発されまして、この「アラ

ディケーター」として承認されているというものです。

我が国におきましても、近年の疫学調査におきまして、本病には毒素産生のパスツレラ

が関与しているということが明らかとなり、こうしたボルデテラとパスツレラを含むよう

なワクチンの必要性というものが問われるようになり、本剤の承認申請をするに至ったと

いうことでございます。

概要の８ページをごらんください。まず、本剤の製造用株の血清学的、免疫学的な性状
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を調べております。まずボルデテラの製造用株「2 9 株」の血清学的な性状を調べ- NADL

ております。本株と国内における標準的な株である「 16株」、それから野外分離株のH-

「1365株」を用いて交差凝集試験を実施したところ、株間での血清学的な差異は認められ

なかったというものでございます。

次の９ページの上では、パスツレラについて同様の試験が行われております。製造用株

である「８株」と野外分離株の「691株」につきましてマウスを用いた交差中和試験を実

施したところ、免疫学的な差異は認められなかったということになっております。

次、概要の24ページをお開きください。安定性に関する資料でございます。まずこのも

のは最初にボルデテラの力価試験としてウサギの血清凝集試験が設定されておりました

が、途中から新たにマウスの攻撃試験が設定されるようになりました。それによりまし

て、この安定性試験もマウスの攻撃試験でやられたものと、ウサギの試験でやられたもの

とがあります。安定性試験のその１の方はマウスの試験でございます。その２の方がウサ

ギを使った試験でございます。マウスの試験の方、その１の方では15ヶ月間、ウサギを使

ったその２の試験の方では28ヶ月間の安定性が確認されております。

次、26ページをお開きください。安全性に関する試験でございます。妊娠豚に常用量と

10倍量を投与して安全性試験を見ています。投与回数は分娩予定日の６週前と２週前、そ

れから分娩後約６週後の計３回投与して試験をしてやります。

試験の成績につきましては、27ページ以降にありますが、まず母豚につきましては元気

消失ですとか食欲不振、呼吸器の症状、体温の変化または血液学的及び血液生化学的な変

化というものを調べておりまして、いずれも目立った変化は認められませんでした。

概要の28ページの上の欄におきましては、局所の観察を行っております。投与局所の観

察では、投与後、１～７日にかけて軽度な紅斑及び腫脹が認められましたが、投与後14日

の観察においてはすでに認められなくなったという結果でございます。

また概要の30ページにおきましては、（６）のところで分娩状況が調べられておりま

す。いずれの母豚においても流産は認められず、妊娠期間の114日から119日で正常に分娩

をしたという結果になっております。

その下、母豚の病理学的な肉眼所見、ここにおきましても投与部位に若干の肉芽腫様変

化が認められましたが、それ以外の臓器には異常は認められませんでした。また、生まれ

た子豚につきましても観察を行っておりますが、異常が認められていないという結果にな

っております。
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以上のことから、このアラディケーターにつきましては、妊娠豚に対して安全性がある

ということが確認されたということでございます。

概要の33ページをお開きください。本剤の局所反応と消失確認試験を実施しておりま

す。本剤を投与し、その投与部位におけるアジュバントの消失状況を調べたというところ

で、実際の結論が34ページの一番下に記載されておりますが、頸部筋肉内に１ドーズを投

与したとき、アジュバントは投与後16週で消失し、肉芽腫病変につきましても投与後20週

で認められなくなるということが確認されております。

続きまして、35ページに薬理作用に関する資料があります。まず製造用株の免疫原性を

調べておりますが、まずボルデテラの免疫原性につきましては、次のページの表8 2.をご-

らんいただきたいのですが、子豚の抗体価の幾何平均値及び子豚の平均 スコアの結果TA

から、ボルデテラの菌体の抗原を0.7 以上投与することによってボルデテラによって引OU

き起こされる萎縮性鼻炎の防御ができるという結論になっております。

パスツレラにつきましても同様な試験が行われておりまして、次のページの37ページに

表8 4.がありますが、同様にパスツレラの菌体抗原が3.5 以上、トキソイドが140 以- OU RU

上投与することによって萎縮性鼻炎が防御できるということになっております。

続きまして、40ページをお開きください。子豚における移行抗体の持続について調べて

おります。ボルデテラの凝集抗体価は生後約13週齢児まで持続することが確認されており

ます。また、パスツレラの抗毒素抗体については11週齢まで持続することが確認されたと

いうものでございます。

42ページをお開きください。臨床試験でございます。国内の３農場につきまして、表12

1.に示しますような試験の概要でやっております。母豚にワクチンを打ってから、その-

産児が出荷されるまでを試験期間とした長期試験と、母豚にワクチンを打ってから、その

産児が７日齢になるまでの短期試験の２つの試験設定で、それぞれ３農場でやっていると

いうものでございます。

まず長期試験におきましては、43ページの表12 2.に示すような試験設計で行われまし-

た。46ページ以降にその結果が示されているわけですが、53ページに結論が書かれており

まして、まず移行抗体が長期間持続して、特に陰性対照群と比較するとボルデテラの凝集

抗体価は56日齢まで、パスツレラの抗毒素の抗体は42日齢まで有意に高い値を示し、それ

から農場１においては 値が鼻のスコアの値ですが、それが陰性対照と比較して有意TPR

に低く、萎縮性鼻炎が有意に防御されたということになっております。これらをもちまし
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て、本ワクチンの有効性が確認されたということになっております。

安全性の点につきましては、接種後１日に３頭に中度の接種反応が認められましたが、

それらの反応は２日後には軽度となった。それ以外にワクチンの接種に起因する有害事象

は認められず、安全性が確認されたという結論になっております。

55ページには短期試験が記載されております。表12 18.に試験設計が示されています-

が、結論は60ページに書かれておりまして、分娩時までにボルデテラ及びパスツレラの抗

体応答は速やか、かつ陽性対照と同等以上になることから、本剤の有効性というものが確

認されたというものでございます。

また、本ワクチンにおける母豚においての有害事象も認められず、安全性が確認された

という結論でございます。

以上、長期試験及び短期試験の結果から、本剤の有効性、安全性が確認され、本ワクチ

ンが野外において有用であるということが確認されたという結論になっております。

一番最初の表紙にお戻りください。以上説明しました資料をもとに、平成14年７月12日

に動物用生物学的製剤調査会において承認の可否に関する事前の調査審議がなされ、本部

会に上程することとなりました。

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。

○○委員 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまして、御意見、

あるいは御質問がございましたらどうぞ。どうぞ、○○委員。

○○委員 これは母豚だけですね。子豚に対してはどういう観点で必要がないと言います

か、そういう判断で申請されたのでしょうか。

事務局 本剤は、注射は母豚にするものですが、移行抗体によって子豚に免疫を付与し

て、子豚の本病の予防を図っているものでございます。

○○委員 それはわかるのですけれども、ボルデテラの方は離乳期ぐらいまで非常に感受

性が高い、だけど、パスツレラの場合はそれ以降も感受性があるということで、感染の危

険性と言いますか、それはあるわけですけれども、その点はもう担保できているというこ

となのですか。

事務局 先ほど御説明しました中で、移行抗体の持続がパスツレラにつきましては11週齢

までは確認されておりますので、そこまでは本剤で予防が担保できるものではないかと考

えられます。

○○委員 わかりました。
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もう１つは、細かいですけれども、スペルの間違いを指摘させてください。これは申請

書の27のボルデテラブロンキセプチカマウス力価試験の６という項目ですけれども、

「 」のスペルは「 」ではなくて「 」ですので、どこかわかりますReed and Meunch Meu Mue

か、細かくてすみません。

○○委員 申請書の27ページ。

事務局 確認できました。すみません、直させます。

○○委員 それから、「 」の「 」は大文字ですね。ヒアリングのところSpearman-karber k

あたりの指摘回答書にも同じような間違いがありました。以上です。

事務局 訂正させます。

○○委員 訂正の方はよろしくお願いします。どうぞ。

○○委員 今の○○委員の質問の答えの中で、移行抗体が11週まであるから11週までの感

染は防げるという回答があったのだけれども、その移行抗体の高さと感染防御を比べられ

るようなデータはあるのですか。

事務局 すみません、今すぐちょっと確認できませんので、後ほど御回答させていただき

たいと思います。

○○委員 例えば薬理試験のところで、 スコアと書いてありましたか、リング法によTA

る スコア、あれがありますね。そのスコアと、例えば豚の抗体価に相関するというデTA

ータがあればわかるかなとも思うのですけれども。

事務局 はい。

○○委員 調べている最中ですが、このあたりのところは調査会の方では話題になったの

でしょうか。つまり、移行抗体が消失してから母親になる可能性があるまでの期間です

ね、結局のところ。どうぞ。

事務局 同社は、まだ申請はされていませんけれども、外国では子豚用に使うワクチンも

使われているので、将来導入するという話を聞いています。ですから、これについてはあ

くまでも母豚用のワクチンで、そういう移行抗体による新生子豚の予防ということになり

ますけれども、それ以後についてはまた別の製剤を企画しているという、そういう状況か

と思います。

○○委員 ということは、将来それが出てくる可能性がある。

事務局 国内では子豚用に使うワクチンもありますので、それに関しては別のワクチンで

対応するというのが今の状況かと思いますけれども、この申請者の中でもまた（別途）対
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応していきたいという話は聞いております。

○○委員 ○○委員、今のお答えのような事情のようですが、一応資料を確認していただ

くということにして、いずれにしましても、先生いかがでしょうか。

○○委員 野外試験でも、鼻口蓋のスコアを見ると有効に作用しているから効力はいいの

だと私は思うのです。ただ、先ほど11週間移行抗体があるから11週間有効だとされたもの

ですから、本当にそうですかという、このワクチンが効くことはこの臨床試験を見る限り

当然のことだと思うのです。それだけの話ですので。

○○委員 この問題は後でまたよく資料を調べていただくことにして、いずれにしまして

も、現在、そうすると移行抗体が切れた後、子豚の対応は可能だということですね。

事務局 国内では別のワクチンがありますので。

○○委員 別のワクチンで可能だと。

いかがでしょうか、ほかに御質問、あるいは御意見。

○○委員 字句のことですみません。物理的、化学的云々の試験の７ページ、概要の７ペ

ージです。すみません、これは字句のことなのですが、製造用株の細菌学的・生化学的性

状試験の表で、下から２段目の「クエン酸活性」というのは、「クエン酸利用能」ではな

いかと思いますので、御検討ください。

事務局 確認して直させます。

○○委員 ○○委員、どうぞ。

○○委員 ちょっと教えていただきたいのですが、概要の28、29に書かれている生化学的

検査のデータがございますね。これは対照群、常用量群、10倍量群と３つの群に分けて生

化学的検査を、あるいは臨床的体温測定とかをおやりになっているのですが、ここでの変

化を反映して、申請書の62ページの使用説明書の副反応のところに、このことについて記

載されているのですね、「一過性の元気消失、食欲不振、体温上昇が認められることがあ

る」と書かれているのですね。ですから、十分注意をしてくださいということが書き加え

られているのですが、この最初の28、29に書かれているデータを見ますと、常用群、10倍

量群については、生化学検査では総蛋白並びにアルブミンがすべてにおいて減少している

ことと、それから体温については常用量群、10倍量群、いずれもかなり高熱なのですね、

これは。40度を超えていますからね。ですから、こういうことがあるから注意をしてくだ

さいという副反応の注意でよろしいのかどうか、その辺がちょっと疑問だったので教えて

いただきたい。また、なぜこういうふうにワクチンを接種すると一過性であってもこうい
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う生化学的変化と体温上昇が起こるのかということが、もしおわかりでしたら教えてくだ

さい。

事務局 まず使用上の注意につきましては、私どもの方で使用上の注意の記載要領という

ものを提示させていただきまして、その中で、こういったワクチンにつきましては一律こ

ういうような副反応ということで、使用上の注意を記載していただくような形になってお

ります。それは、もちろんこういった実際に安全性の試験ですとか、それに関わるような

基礎的な試験の中でこうした体温の変化ですとか、血液学的な変化というものがあり得る

ということをもって使用上の注意に記載しているということであります。なぜ体温上昇が

起こって血液学的変化が起こるかという理由につきましては、ちょっとわかりません。

○○委員 これは常用量群、対照群、10倍量群の頭数はわかっていますか。

事務局 はい、それぞれ３頭ずつ使っております。

○○委員 ３頭ですね。

事務局 はい、それぞれ３頭ずつで行われています。

○○委員 そうですか、わかりました。

○○委員 ちょっとよろしいですか。

○○委員 どうぞ。

○○委員 発熱等の原因の最大のものはエンドトキシンだと思われますが。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 はい。

○○委員 ほかにはいかがでしょうか、ほかに御意見ございませんか。

質問、あるいは御意見はほぼ出尽くしたのかと思いますが、それではこの薬剤に対する

対応ですが、承認してよろしいか否か伺います。否と言われる先生、いらっしゃいます

か。特にないようですね。では、承認を前提といたしまして、ただいまのいろいろな…。

ちょっと待ってください。

○○委員 今の○○委員の御発言の中で、使用上の注意の表現はこれでいいのかというこ

とについては取りまとめてくださっていないのですが。

○○委員 ごめんなさい。そうですね、慣例に従ったいわば使用上の注意が書かれている

ということになると思いますけれども、この薬剤について特に加えなければならないとい

う問題があるとすれば御意見をいただきます。

○○委員 そういう事例が副反応で見られるという注意書きだったのですが、これは３頭
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しかやっていないので何とも言えないのですね。全部で９頭でしょう。注射を打ったのは

６頭ということになりますね、10倍量と常用量と。

事務局 そうです。

○○委員 すべての症例にそういう反応が出る可能性というのは極めて低いのかもしれま

せんけれども、やはり注射後、何日間かは注意深く患畜を見るということの方が大事なよ

うな気がするのですね。と言いますのは、妊娠豚に注射するわけですね。

事務局 そうです。

○○委員 ですから、非常に経済的な問題もございますし、その間に、よしんば他の疾患

が併発するということがあったときに、ワクチンが原因なのかどうなのかという問題にな

ってくると思うのですね。ことに、診察を依頼された獣医師は非常に判断が難しくなる。

ワクチンの副反応のところに極めて高率で発熱を見るということが書かれていれば、これ

は１日、２日、経過を見ようというようなことになるかとも思うのですが、その辺、臨床

家の立場でそういう産業動物を見ている先生方に十分その情報としてワクチンの効能書き

にあればより一層いいかなと、そういう気持ちです。

事務局 はい。

○○委員 ただいまのかなり具体的な御意見ですが、事務局、この慣例語というのはそう

簡単に変えられないのでしょうか。それとも製剤ごとに必要な一言を加えることは可能だ

と思うのですが。

事務局 それは十分可能ですし、もちろんそういうデータをもってこういう試験結果があ

ればこういうものをつけ加えるということならば、それは十分対応できる話です。

○○委員 これは先生、具体的な表現は事務局にお任せでよろしいですね。

○○委員 お任せします。

事務局 わかりました。では、注射後、十分に注意するようにという旨の一文を加えると

いうことでよろしいでしょうか。

○○委員 よろしいですか。○○委員、いかがですか。

○○委員 今の○○委員の御指摘は副反応の表現として「認められることがある」という

表現ですね。それはデータから見るとほとんどすべて６頭とも上昇している。そうする

と、「認められることがある」のではなくて、明確に表現した方がいいだろうという御指

摘なのですね。

○○委員 ただ、それが症例が余りにも少ないから。
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○○委員 そうすると、今の事務局の回答だと、ちょっと違うかなという気もするのです

ね。

○○委員 いずれにしても、これは大いに注意を喚起するという、そういう文言をきちん

と加えていただくということだと思うのですが、それでよろしいでしょうか。

○○委員 はい。

○○委員 もう少し強い、強いというのですか、確かに…。

○○委員 ここで具体的にその表現を提示した方がいいですか。

事務局 もし具体的に提示していただければそのようにいたしますし、私どもの方にこう

いう趣旨の一文を加えなさいとか、こういう趣旨で変えるようにということならば、その

ように考えさせていただきますが。

○○委員 座長。

○○委員 どうぞ。

○○委員 では、私の提案ということで、もし注射をすると体温の上昇がある。したがっ

て、注意を払うようにという表現でいいかなと思うのです。もしそれを申請者が嫌だと言

うのだったら例数を増やして、全部ではなくて、ある部分、ある頭数は体温上昇が見られ

るけれどもということがあれば今の表現でいい。今のデータだとすると、体温は上昇する

ので注意を促すようにというもう少し強い表現の方がいいのではないかという気がするの

ですが。

○○委員 強い表現が必要ですか。

○○委員 はい。

○○委員 いかがですか、事務局。

事務局 わかりました。そうしましたら、今御指摘にありました副反応の（１）の部分

を、後段の部分を「体温上昇が認められるので注意すること」という文章でよろしいでし

ょうか。

○○委員 まあ、注射後の管理ですね。

○○委員 そうですね。

○○委員 そういうことになると思うのですが、そこまでは言い切れませんか。

事務局 すみません。臨床試験でそこまで見ているかどうかが今確認できないのですけれ

ども、母豚にたくさん打って一過性の食欲不振があった、翌日には回復したという、そう

いうことが何頭かにあったということになっておりまして、体温について記載がないの
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で、この点について確認ができましたら、その率がある程度考えられるかもしれないので

すが、その辺も含めまして、事務局の方で検討させていただくということでよろしいでし

ょうか。

○○委員 いずれにしましても、通り一遍の表現ではちょっと不安であるという大体の皆

さんの御意見だと思うのです。ですから、そこら辺をよく踏まえた上での事務局での検討

をお願いしたい、それでいかがでしょうか。よろしいですか。

○○委員 結構です。

○○委員 それでは、いずれにしましても、これを承認ということでよろしいかどうか伺

います。特に、今の問題もありますが、もう少し例数を増やさなければいかんというよう

な御意見がおありでしょうか。よろしいですか。それでは、承認を前提として、事務局に

後のその表現をぜひよろしくお願いいたします。

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、再審査期間は新動物用配合剤ということで、６年といたします。

なお、今御指摘のありました使用上の注意の副反応の部分につきましては、事務局の方

で確認して、適宜改めるならば改めるということにしたいと思います。ありがとうござい

ました。

〔動物用抗菌性物質製剤調査会関係〕

【新効能動物用医薬品】（製造承認事項変更承認）

③ビクタス クリーム 東興薬品工業（株）S MT

○○委員 それでは、次の③、抗生物質医薬品、ビクタス クリームについて、これS MT

は○○委員から説明をお願いいたします。

○○委員 それでは、説明させていただきます。

資料№３でございます。「ビクタス クリーム」について。東興薬品株式会社のビS MT

クタス クリームはオルビフロキサシン、硝酸ミコナゾール及びトリアムシノロンアS MT

セトニドを主剤とする外皮用剤です。

本剤はすでに犬の細菌性及び真菌性外耳炎、皮膚感染症を適応症として承認されてお

り、今回は猫の細菌性及び真菌性外耳炎、皮膚感染症を適応症に追加するための承認事項
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変更承認申請であります。

本件については、動物用抗菌性物質製剤調査会における審議により、指摘事項について

添付資料を整備することとし、整備した資料を調査会委員に送付し、了承を得た上で調査

会における承認の可否に関する事前の調査会審議を終了し、動物用医薬品等部会に上程し

て差し支えないという審議結果になったものであります。

なお、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年間としております。

本件の詳細につきましては事務局より説明いたします。以上です。

事務局 ただいま紹介のありましたビクタス クリームは一般名をオルビフロキサシS MT

ン、硝酸ミコナゾール、トリアムシノロンアセトニドの３剤の合剤となっております。

最初のページをごらんください。成分及び分量として、これはクリーム剤ですが、本品

100ｇ中に先ほどのオルビフロキサシンが１ 、硝酸ミコナゾールも１ 、そしてトリアムg g

シノロンアセトニドが0.1 含まれております。g

次に、後ろの方になりますけれども、概要をごらんください。概要の１ページに開発の

経緯がございます。

本剤は平成10年に犬用の細菌及び真菌性の皮膚感染症と外耳炎の治療薬として承認され

た製剤でございます。皮膚感染症の初期治療における外用剤の有効性としてはすでに犬の

臨床において確認されておりますけれども、猫用としては油性製剤であるドルバロンとヒ

ビックスが販売されているのみで、これに対し、本剤は皮膚表面で温度によらず素早く液

化するという特徴を有しており、犬の臨床経験から猫への使用を希望する獣医さんたちも

多いことから、今回申請があったということです。

猫の臨床試験における細菌及び真菌の感染状況は皮膚感染症で66.7％、外耳炎で52.6％

あったということで、また犬と同様に真菌、細菌による混合感染の症例が多く、広い抗菌

スペクトルを有する抗菌剤とグラム陽性菌に抗菌力を有する抗真菌剤（硝酸ミコナゾー

ル）の合剤である本剤の有効性は高いと考えていたということです。

次のページをごらんください。本剤の猫に対する野外における臨床効果を評価するため

の臨床試験を実施したところ、皮膚感染症で50症例、外耳炎で44症例が集まり、この治療

Sに対する有効率が66.7、71.1％、副作用がなかったということから、本剤、ビクタス

クリームの猫への適用を拡大する目的で承認事項変更申請をすることとしたというこMT

とです。

次に４ページに移っていただけますでしょうか。同種同効品としては表の中にございま
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すように犬用のビクタス クリーム、同じ製剤でありますけれども、それからドルバS MT

ロン軟膏、ヒビクス軟膏、これらが油性製剤です。

外国での使用状況としては、本剤は外国では使用されていないということです。

次の５ページ、安定性ですが、室温36ヶ月間保存して、性状、確認試験、ｐＨ及び定

量、いずれの試験項目においても変化を認めず、安定だったということです。

次に７ページをお願いします。７ページから急性毒性及び慢性毒性、次のページに移っ

て特殊毒性が挙げてありますけれども、これはビクタス クリーム、犬用のもののとS MT

きの添付資料を参考にしております。

次に安全性ですが、９ページからになっておりますが、安全性試験として、猫の背部に

５㎝四方の剃毛部を１頭につき４カ所つくり、低用量群ではそのうち２カ所に、高用量群

では４箇所全部に薬剤の塗布を行いました。１カ所当たりの塗布量は0.5 ということでg

す。

次のページに表で結果が示してございますけれども、一般症状及び投与部位の観察、体

重及び増体量、血液学的検査、血液生化学的検査、すべての項目についていずれの群にお

いても投薬に起因すると考えられる異常所見は認められませんでした。

次に薬効ですけれども、11ページから薬効試験、野外分離株での薬剤感受性試験が掲載

されております。

11ページから17ページまでございますが、17ページにその小括が記載されております。

皮膚感染症由来菌としては、細菌では が21症例から分離率46.7％で分離さStaphylococcus

れ、一方、犬では分離されなかった も高率に分離されていたというこSerratia marcescens

とです。

また次のページで、真菌としては 等の糸状菌、そして酵母様真菌が分離さMicrosporum

れたとなっております。これらに対し、本剤ビクタス クリームはそれぞれの薬剤がS MT

それぞれの効果を補うためにグラム陰性菌、グラム陽性菌、そして真菌に対して広い抗菌

スペクトルと、強い抗菌作用を示したということです。

次に（２）の外耳炎由来菌ですが、全体としては猫の外耳炎からは 及びStaphylococcus

グラム陰性桿菌が主に分離され、犬の外耳炎の場合と類似していたということです。猫で

は糸状菌や酵母様真菌などの真菌の関与している場合がより多いということも確認された

ということです。

次のページになりますが、真菌につきましては、一部で感受性の低下した株を除きまし
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ては糸状菌と酵母様真菌とに有効性が認められて、総合的に皮膚感染症におきましても、

外耳炎由来菌につきましても、配合剤としての相補的作用によって細菌及び真菌に対し、

強い抗菌作用を示し、すべての菌株において高度耐性株は確認してみたところ、出現しな

かったということでした。

次に20ページに移りますが、投薬前後における菌分離と薬剤感受性の確認も実施されま

したが、投薬の前後において に大きな変化は見られなかったということです。MIC

次に21ページですが、吸収、分布、代謝及び排泄に関する資料として、猫皮膚への移行

試験を行っています。皮膚１㎝ 当たり0.02 を７日間連続塗布した場合の１日目、３日２ g

目、５日目、７日目、それぞれの時点での薬剤の皮膚内濃度を測定してあります。表がそ

こに３つ挙がっておりますけれども、それが結果になります。

また、次のページに猫皮膚からの消失試験として、その投与以降の１日目、５日目、10

日目、15日後の皮膚内薬剤濃度推移を測定してございます。

まとめとしましては、22ページ下の方から始まっておりますけれども、移行試験では

と は１日投与から３日投与にかけて約２倍の濃度となり、それ以降は同レベルOBFX TA

の濃度が検出されたこと、 につきましては１日投与後、７日間投与までほぼ同等のMCZ

レベルの濃度が維持されていたことが確認されております。

また消失試験では、３剤ともに投薬終了後、５日目までに急速に減少し、その後は穏や

かに減少する傾向が認められたということです。

次のページから臨床試験がまとめられております。臨床試験につきましては、近畿地区

と関東地区それぞれで皮膚感染症、あるいは外耳炎と診断された猫を対象に実施されまし

た。用法、用量としては患部に１日１回、適量を塗布するということで、最大７日間とい

うことで、臨床観察と微生物検査を実施してあります。

臨床観察につきましては、観察日、投薬開始日、３日目、投薬終了日、３時点というこ

とで、主治医の判断により最低２時点の観察を最低用件として２～３段階で評価をしてお

ります。

臨床効果判定は、25ページの上の方にある表ですが、臨床試験に示した観察項目をスコ

ア化して、スコア改善率を算出して効果判定を行っております。

25ページの下の方の横の図ですけれども、改善率、40％までを効果なし、60％までを効

果少ない、70％までをやや有効、そして90％までを有効、それ以降、100％までを著効と

してあります。
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次のページ、26ページから地区ごと、そして感染症種別ごと、皮膚か耳かということで

すね。それごとに細かく取りまとめられております。31ページまでこれがまとまっており

ます。

32ページに全施設に関するまとめとして載っておりますので、これから御説明します。

皮膚感染症として供試されたのは14施設、合わせて50症例でございました。それで33ペー

ジの下の表、表 3 皮膚2、感染状況とその有効率に効果判定が載っておりますけれどXI- -

も、有効率は全体として66.7％となっております。検出されたすべての菌において高度耐

性菌は認められなかったということです。

次に36ページをごらんください。外耳炎としての症例は14施設、44症例でございまし

た。

その次のページの表 3 耳2、 89、これは本剤ですけれども、投与群の有効率と感染XI- - A-

状況がまとめてございますが、外耳炎の場合の有効率は71.1％でございました。検出され

たすべての菌において、やはり高度耐性菌は認められなかったということです。

次に43ページになりますけれども、それでは、犬と猫の臨床試験の比較ということで分

離菌種の比較をしたところ、有効菌種の全体に占める割合は猫と犬の間で大きな隔たりは

認められず、猫及び犬の皮膚感染症、外耳炎、分離菌種の間においても著しい差は認めら

れなかったということです。真菌においても猫と犬の大きな隔たりはなく、皮膚感染症と

外耳炎の間では、外耳炎の方に の分離頻度が多くなる傾向があっMalassezia pachydermatis

たということです。

次に46ページをお願いします。有効率の比較もしてありまして、猫の臨床効果判定基準

というのがございましたので、それに従って犬の臨床試験成績をまとめ直した結果が50ペ

ージの表 4 4.にございます。また、犬での申請時の臨床効果判定基準により猫の臨床XI- -

試験成績をまとめ直したものも表 4 5.にまとめてございます。XI- -

この結果、大きな違いは認められなかったということです。

あと52ページに移りますが、とりあえずここに「まとめ」というものがございますけれ

ども、今回の臨床試験で皮膚感染症例、外耳炎症例ともに60症例に満たないという御指摘

がございまして、これについて説明応答を求めましたところ、細菌性及び真菌性の皮膚感

染症例と細菌性及び真菌性の外耳炎症例は類似性がもともと高い症例なのですけれども、

文献で犬の外耳炎とか第21回動物臨床医学会年次大会で、外耳炎は外耳道内に生じた皮膚

感染症であるという説がはっきり出ていること、それから両疾患共通の菌種が多く、臨床
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症状の改善率から算出した有効率もほぼ同じであること、それで外耳の皮膚の構造が体表

皮膚と基本的に全く違いがないことから、その結果、補い合うことが可能ということで取

りまとめてございます。

それから、53ページの下の方なのですけれども、「猫の皮膚感染症」と「外耳炎を犬の

皮膚感染症と外耳炎」で比較検討した結果、分離細菌、分離細菌の薬剤感受性、病態、臨

床試験の効果判定基準を同一にして評価した成績、それから体内動態についても本質的な

差異が認められないことから、犬と猫の実験は本質的に差がないとみなせるということが

取りまとめてございます。

次に55ページですが、ここから効能・効果及び用法・用量設定の根拠となりますが、ま

ず有効菌種設定の根拠ですが、猫における分離細菌及び真菌の株数から見まして、猫では

犬と比べてストレプトコッカス属を除くすべての細菌、真菌が分離されたこと、それから

これら検出菌の から耐性菌の出現は確認されませんでしたことから、猫においてもMIC

ストレプトコッカスを除き、犬と同じ菌種を有効菌種とすることに問題ないとしていま

す。

また次の57ページですが、用法・用量設定の根拠ですが、猫で実施した皮膚内移行試

験、臨床分離株による薬剤感受性試験と、犬に対する本剤の用法・用量の比較を参考とし

た結果、連続して塗布した本剤は３日間以降も塗布し続けているにもかかわらずほぼ同じ

濃度で推移することが確認されたことから、またその濃度が各菌株の を十分に上回MIC

ることが確認されたことから、１日１回、患部に適量を塗布するということで用法・用量

を設定するということです。

最後に申請書なのですが、申請書の２ページ目の使用上の注意を見ていただきたいので

すけれども、使用上の注意に記載される一般的な事柄及びこれまで御説明いたしました試

験から確認されたことから、一般的注意に連続８日以上の塗布は行わないこと、定められ

た用法、用量を厳守すること、反復投与を避けること、感受性を確認して、治療上必要な

最低限の期間投与すること、またこれはニューキノロンに当たりますので、第一次選択薬

が無効の症例のみに限り使用すること、適応症の治療のみに使用すること、そして本剤は

要指示医薬品であるので、獣医師の処方箋指示により使用することとします。

保管上の注意ですが、直射日光や高温を避け、涼しいところに密栓して保管、ほかの容

器には入れ替えず、小児の手の届かないところに保管することといたします。

一番最初のページに戻っていただきたいのですけれども、以上、御説明しましたよう
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に、用法・用量が犬、猫で１日１回、患部に適量を塗布。

Malassezia有効菌種としては猫ではスタフィロコッカス、シュードモナス、大腸菌、

、皮膚糸状菌ということで、犬と同じく、猫も細菌性及び真菌性の皮膚感染pachydermatis

症、細菌性及び真菌性の外耳炎を適応症として動物用、ここがちょっと誤字がございまし

て、抗菌ではなく、抗生物質製剤の調査会の御審議の結果、申請書を整備の上、動物用医

薬品等部会に上程して差し支えないこととされました。

また再審査期間は新効能動物用医薬品ということになりますので、２年間とされまし

た。

以上です。よろしく御審議のほど、お願いいたします。

○○委員 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御質問、あるいは御

意見がございましたらお願いいたします。どうぞ。

○○委員 ２点ありますけれども、１つ１つお願いしたいと思います。

調査会で指摘されました症例数が少ないということに対して、その回答として、皮膚感

染症も外耳炎も基本的には組織構造が同じであるから、皮膚感染症と言うことができると

いうことですから、広い意味では確かにそういう表現はできると思いますが、外耳炎とこ

こで挙げている皮膚感染症は病態がやはり違うのではないかと思ったものです。

その理由といたしまして、例えば皮膚感染症では、猫の方ではカンジダが禁止されてお

りますけれども、外耳炎では全く禁止されていない。それから、これは審議経過票の動物

用抗菌性物質製剤調査会の審議結果の別紙のページ８、ページ９の表２と表３ですけれど

も、臨床試験分離菌株の のレンジが皮膚感染症の場合と外耳炎の場合では違っていMIC

るのですね。こういうことを考えますと、病態はやはり違うのではないか。とすると、そ

れぞれの病態に対して臨床試験を行って評価できるだけの例数が必要ではないのかと感じ

たのですが、その辺のところの調査会での審議状況といいますか、御説明いただけるとあ

りがたいと思います。

○○委員 事務局、よろしいですか。

事務局 はい。ここの部分は調査会で数が足りないのではないかという御指摘がやはりあ

りまして、そこに対してどのように考えてこの資料をもって申請するのかということをメ

ーカーに問いかけまして、その結果返ってきた部分なのですけれども、やはり体の部分に

よって完全に同じ菌がすんでいるというわけではないでしょうけれども、その許容範囲と

言いますか、外胚葉性の皮膚だとか、そうではないとか、そういうところまで違えばそれ
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は違うのでしょうけれども、皮膚の構造とか、すんでいる細菌の胚がおおよそ同じであ

る。その中から治療効果が認められる混合剤であるので、これを両方の感染症に使えるの

ではないかという考え方を示してこられて、これを調査会の委員にまた投げかけたのです

けれども、これに対して異論というか、反対御意見はいただいておりません。

○○委員 どうぞ。

○○委員 そうしましたら、私は臨床家ではないものですから、臨床の先生の御意見もい

ただきたいと思うのですが、私たちも説明するときに非常に大ざっぱにまずグループ分け

をして、そして例えば化学物質でも薬物でも結構ですけれども、大まかに説明して、そし

てここについてはそれぞれ特異的です、特徴がありますという説明をするのですね。私自

身は皮膚感染症と言いますか、皮膚の組織構造という、非常に大ざっぱに分けたところで

は皮膚感染症と言っていいというのは理解できるのですが、じゃあそれぞれの病態を考え

たときに、やはりそれぞれ特徴があるのではないか。もし同じであるとすると、同じであ

るというデータを示してほしい。データなしに同じであるからということでもって、それ

を合わせた症例数で足りているとして効果があるという表現は少し説明としては、私を納

得させづらいところがあるかなという気がするのですけれども、個人的な考え方になりま

すので、ほかの委員の先生方の御意見を伺いたいと思います。

○○委員 これは小動物ということが対象で、これは当然と言いますか、○○委員、御意

見をいただきたいと思いますが。

○○委員 ただいまの○○委員の御指摘はごもっともだと私も思います。ただ、皮膚を組

織学的に見ると外耳道も体表皮膚も全く構造は同じなのですね。ただ、そこに分布してい

る脂腺の数とか、あるいは耳には耳孔腺という特殊な構造物、つまり汗腺の変化したもの

がございますから当然違ってくるし、それからもう一点、皮膚と外表温度が非常に違うと

いう点ですね。ですから、御承知のように外耳道というのは、これは猫で申請ですから、

猫で耳がたれている種類というものはスコティッシュホールドぐらいしかいませんので、

猫の場合には当てはまらないかもしれませんけれども、犬の場合には耳翼が下がっている

犬、たれている犬がいますね。そうしますと、耳道というのは体内に向かって皮膚構造が

できていますので、当然、耳道内の温度は体温に非常に近くなるのですね。したがいまし

て、犬の体温は38度から38度５分ぐらいが平熱ですから、ちょうど言ってみれば細菌の培

養器と全く同じ温度、至適温度になるから、一旦そこで細菌が増殖し始める環境ができる

と、体表よりもはるかに悪化していくというのは当然の理屈なのですね。
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では、そこで病態が違うということはもう○○委員がおっしゃるとおり、環境が違いま

すから、病態は全然違ってきますね、当然のことながら。ただ、この薬の効果についての

問題となると、これは私はそんなに差がない、効果については環境が違ってもそんな差が

ないと考えます。ですから、外耳炎の症例と皮膚疾患の症例を合わせた統計的な処理、有

効判定というのは必ずしもまずいとは思わないのですが、できれば病態を分けて症例を集

めた方がより適切だとは思います。以上です。

○○委員 要は、皮膚の異常と外耳道とは本来別にすべきものだというのが支配的な御意

見なわけですが、さて、いかがでしょうか。

○○委員 私も今、○○委員がおっしゃったようなことだろうと思うのですけれども、い

わゆる感染している菌にかなり共通する部分があるということ、また薬剤感受性の成績等

からも、原因菌としてはほぼ共通している、そういう点で薬に対する感受性と言います

か、そういうものも共通という考えで行けるのではないか。ただ、やはり病態が違います

から、治療の過程といいますか、そういうものが違ってくるとは思うのですけれども、ト

ータルとしてはかなり共通した考えで行けるのではないか、そういうふうに判断してきた

のですけれども。

○○委員 先生、どうぞ。

○○委員 では、今度は意見ということで私の考えを述べさせていただきたいのですけれ

ども、まず外耳炎に対する処置効果、それから皮膚感染症に対する処置効果が同じであっ

たという結果を踏まえて今のような結論が出ることについては全くそのとおりだと思うの

です。ですから、後先、表現が逆ではないかなという気がしてしょうがないのです。少な

くとも、ガイドラインにある60症例やってみて、その結果として同じであるということを

説明してほしい。それなしに、同じであるということを前提にしておいて、それを30例、

30例足して60症例だから、それでいいのだとする進め方は少し とは違うのではないGCP

かなという気がしておるのです。そういう意味で発言させていただきました。

○○委員 先生の御意見は本質論ということだと思いますが、私がこの席でしゃべってい

いのかどうかわかりませんけれども、抗菌剤の調査会は私もメンバーでして、数が少ない

ということで大変苦慮いたしました。結果論として同じ皮膚疾患であるというところか

ら、これ以上の数を増やせるかどうか、もちろん時間を取ればその可能性は十分あると思

いますけれども、もうすでに話題になっているとおりでございまして、共通項がたくさん

ある、そしてそれぞれの効果もそこそこ見られるということから、大きな意味での皮膚病
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とくくってしまってやむを得ないのではないかというような調査会での結論に達したと記

憶がございます。

事務局 そのとおりでございまして、概要の24ページにございますように、当初、地理的

差異も考えて、それぞれちゃんと60症例集めるべく、各動物病院に依頼して臨床試験を始

めてございます。その結果、集まったもののうち採用できるもので試験をした結果、数的

に少ないながら外皮と外耳に共通項が多いので、じゃあこれを加味したらという、そうい

う順序で物事が進んできたことはそうなっております。

○○委員 どうぞ。

事務局 先生が先ほど言われた60症例の話ですけれども、あれは原則の話でありまして、

科学的な根拠があればいいと、今回の例は相互の症例数が補完できると、全く一緒ではな

いですけれども、そういう考え方に立てば、この有効性をちゃんと見られるという判断で

す。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 どうぞ。

○○委員 私、一委員としての考えを申し述べさせていただきましたので、全体の結論が

出ればそれで結構だと思います。ただ、私としては、これは に従って、ガイドライGCP

ンに従ってということを強調され、それは60症例なくてもいいのだと言われますと、それ

ではそんな基準はやめた方がいいのではないか、ガイドラインはやめた方がいいのではな

いだろうかということになりますので、その辺のところは便宜よく使い分けしないで、ガ

イドラインはガイドラインとして使っていくということは大事なことかなと。ですから、

60症例は根拠がないというのでしたら、それはやめられて、別の症例数をちゃんと根拠の

あるものを出された方がいい。例えばどういう疾患のときには何症例やればいい、こうい

う疾患のときには10症例でもいいですよという根拠があってガイドラインができるべきで

あって、ですから、もしそうだとすると、 に従ってはいないと言われるなら、それはGCP

それで結構だと。

もう一点別のことでよろしいでしょうか。

○○委員 はい。

○○委員 もう一点、別のことになりますけれども、猫での重症度に対しましては効果は

見られていないのですね。したがって、使用上の注意かどこかには、猫での皮膚感染症に

しろ、外耳炎にしろ、重症度での効果は確かめられていないとか、効果はないとかいうよ
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うな表現があった方がいいのではないかと思います。

○○委員 事務局、どうぞ。

事務局 そのことにつきましては、読み上げて御説明したときにはそこまで言わなかった

のですけれども、概要の中に、もともと外耳炎はどんどん悪化していくような疾病であっ

て、それがある程度様子が改善されたものがあるということは、結果として効いているの

であるという考察があるのですけれども、今、ちょっと確認いたします。

○○委員 それは私も見ました。でも、根拠はないのですね。進行しなかったから効いた

というのと、本来、放置すると進行するけれども、それが進行しなかったから効いたとお

っしゃられるのですけれども、それは効いたということをデータとして出していただかな

いと、ディスカッションだけで多分効いただろう、進行しなかったから効いただろうとい

うことでもって効能に書かれるのはちょっと困るかなという気がしたのですが。

事務局 はい。

○○委員 おっしゃるとおりだと思います。一応、今のところは念頭に置いておいていた

だきまして、いずれにしましても、２つの疾病と言いますか、これをトータルして広い意

味での皮膚疾患と読み替えるという解釈だと思いますけれども、さてどういたしましょ

う。あくまでも症例を増やして、それでそれぞれに効能を考えるべきか、あるいは現在出

ているこの資料の範囲で皮膚疾患にそこそこ有効であるという判断を下すかどうかという

ことだと思いますが、ほかに先生、どなたか御意見ございませんか。

○○委員 違うことでもいいですか。

○○委員 どうぞ。

○○委員 まず安全性についてなのですが、概要の９ページに、いずれの群においても投

薬に起因すると考えられる異常所見は認められなかったということが書かれていますね。

そして次のページなのですが、10ページになりますが、ここでビクタス クリームのS MT

猫に対する安全性の試験成績が載っているのですが、この欄外に「－」は特筆すべき所見

なし、「低」は対照群と比較して有意に低い、「高」は対照群と比較して有意に高い、こ

ういう注意書きが入っていますね。それで、この検査項目を見ますと、白血球百分比のと

ころで低用量群、高用量群ともに好中球が増えています。それから、好酸球が下がってい

ます。リンパ球は高用量群では低になっていますね。そしてモノサイトが高くなっていま

す。これはいずれも投与後１日後ですね。これを単純に見ますと、明らかに免疫抑制がか

かっていると考えますね。したがって、安全性に問題がなかったとは絶対に言えません、
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これは。これはもう完全に指摘です。

それからもう一点、ここに書かれている「特筆すべき所見なし」で全部横の棒が入って

いるのですが、安全性試験の結果はデータとして数値を入れていただかないと、だれが特

筆すべき所見がなかったのかということの判断をしたのかというのはわかりませんね。そ

れで薬剤については細かいデータの数値がたくさん出てくるのに、一番大切なことは、や

はり副作用がない、安全性が高い、そういうことが大事です。

それからもう一点お伺いしたいのですが、あくまでもこれは外用薬ですから、ことに猫

に使うとなると、これは経口投与の試験をしないと絶対に安全性は言えないのですね。な

ぜかというと、全部舐めてしまうのです、彼らは。だから、４㎝掛けの４㎝、毛を刈っ

て、そこへ塗って経過を観察していたというデータがいっぱい出てきますけれども、これ

は舐めてしまうとどうなるのかというのは臨床家にとっては一番深刻な問題なのです。だ

から、臨床家は一般には動物の外用薬というのはよほどのことがない限り使わないので

す。特に、こういうステロイド、それから硝酸ミコナゾールみたいな抗真菌剤、これは代

謝経路がはっきりわからないのですね、一旦経口で入ってしまうと。

特に、トリアムシノロンはプレドニゾロンの何十倍もの免疫抑制力があります。例え

ば、当然猫には というウイルス性の疾患がございますが、皮膚疾患で来られて、外耳FIV

炎で来られて、必ずしも に陽性なのか、陰性なのかという試験などしませんね、検査FIV

は。したがって、皮膚炎なのです、外耳炎なのです、先生、治療してくださいと言われた

ときに、診て、それで細菌培養して、こういう細菌がいる、真菌がいる、だからこの薬が

いいから使いなさいということになりますね。そうすると、舐めてしまって が陽性だFIV

った猫が急激に肺炎を起こして死んでしまったりしたときに、そういう危険性について十

分獣医師が配慮できるようなきちっとした能書で注意書きを書くべきだと私は思うのです

ね。

それから、経口投与による副作用がないというデータもつけ加えないと、もしそれがど

うしても必要ないというのであれば、絶対に猫が舐めない状況で使用することとか、そう

いう注意書きを入れなければならないとか、さまざまありますね。動物、特に猫は舐めま

す。特に、薬剤によっては代謝するのに、犬とは違って非常に時間のかかる薬物が、猫に

はたくさんありますね。ですから、蓄積ということも非常に怖いですね。特に硝酸ミコナ

ゾールについては長期間、どれぐらい蓄積されるのか、皮膚からの消失の時間はこの表に

書かれていて経過が出ていますから、皮膚からは急激に下がっているのはよくわかりま
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す、やめれば。ただ、体内に蓄積されるのかどうかというのは非常に心配です。以上で

す。

○○委員 まことにごもっともな意見だと思うのですが、一歩進んで、先生、この薬剤、

どうしましょう。

○○委員 私はやはりそういう試験データがない限りは、よほどの条件付けでないと、許

可できないと思うのですね。つまり、先ほど申しましたように、絶対に猫が舐めないよう

に処方すること。

○○委員 確かにおっしゃるとおりなのですね。どうぞ。

○○委員 申請書の２枚目をちょっと見ていただきたいのですが、今、○○委員の方から

も御意見があったわけなのですけれども、この製剤についてはニューキノロン剤とトリア

ムシノロンアセトニドという大変な製剤の合剤ということで非常に問題の多い製剤ではな

いかと思うのですが、この使用上の注意を見ると、一般的な注意と保管上の注意、これだ

けなのですね。通常、今までの使用上の注意ということになると、使用者に対する注意で

あるとか、対象動物に対する注意であるとか、取り扱い上の注意であるとか、いろいろな

項目があってきちんと書いてくださいよと指導しているはずなのですね。こういった難し

い製剤であって、こんなに簡単なものでいいのかどうか。これについて十分に討議なされ

ていたのかどうかということですね。

ですから、ただいま○○委員が言われたように、猫は舐めるのだよと、こういったこと

についてはもう試験をやらないと確かにわかりませんけれども、これはこういった注意事

項のところに舐めないようにというものを一文入れれば、これは出してもそういった注意

を喚起するということでそういった恐れはない、またそれについての追加の試験をがなさ

れれば、より万全であろうかと思いますけれども、これは早く世の中に出すということで

あれば、そういったものも１つの便法であるということで、この使用上の注意というのを

もう少し、これを見直していただきたいと思います。書くべきことはまだまだいっぱいあ

ると思うのです。副作用、それから有害事象については述べられておりませんけれども、

果たしてこの副作用とか有害事象が試験の中できちんと観察されて、それでデータとして

蓄積されているのかどうか、それもこの説明だけではわからないということですね。保管

上の注意のところを見ていただきますと、（２）のところで「誤用を避け、薬の品質を保

つために他容器に入れかえないこと」とありますが、これは保管上の注意よりも取り扱い

上の注意という項目ですね。全く項目が違うのですね。そういったこと、一般的な資料の
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中にもそういう項目があると思うので、もう一度この使用上の注意というものをきちんと

見直して、ぜひ安心して使えるような形にしていただきたいということです。

○○委員 今までの御意見をまとめますと、薬効としては期待できそうだ、ただし特に猫

に使用する場合には犬とはまた違う問題がある。そして一応皮膚病、あるいは外耳炎です

か、これは共通項でくくるとしても、いろいろ表現の問題の宿題がたくさん残ったという

ことだと思うのです。

いかがしましょうか、もう一度これを調査会に戻して、そこら辺をきちんと整備して、

それで上げてくるべきなのか、それともそこら辺の表現を慣例に従って事務局にお任せし

て承認の方向へ持っていくのか、要はもう二者択一だと思います。先生方、あるいは御発

言のない先生方、客観的にお聞きになっていて、どのような判断をなさったか。

いずれにしても、このままで素直に承認というわけにはいかないと思うのですが、積極

的に御発言のあった先生からまず伺います。戻すべきだとお考えでしょうか、それとも何

か修正すればよいとお考えでしょうか、もう一度恐れ入りますがお願いします。

○○委員 先ほども申し上げましたように、安全性試験の検査データから考えても、これ

は安全ですよということは、私は言えないと思います。ですから、このまま通すのであれ

ば、注意書きのところに、外用薬としてのステロイド剤による免疫抑制が安全性試験にお

いて認められていることから、使用するに当たって十分注意すべきという一言を入れるべ

きだと思います。ですから、そういう免疫抑制が考えられるので、使用に当たっては十分

注意すべきという１項目を入れることと、それから先ほども何度も申しましたように、外

用剤として使用する場合には絶対に猫が舐めない処置を講じることということを一言入れ

ないと、内服試験をしていないということから安全性を保証できない。

○○委員 ということは、先生はそこを直せば承認してもよろしいという御意見ですか。

○○委員 ええ、だからきちっとした副反応や、そういうことに対する注意が、使用する

獣医師が明確にわかるように、また注意すべきことを飼い主に言えるような、そういう使

用上の説明書が必要だと、こういうことです。

○○委員 はい。文言をもう少し具体的に表現できれば承認してもよいということです

ね。先生、どうぞ。

○○委員 ○○委員に質問してもよろしいですか。

○○委員 はい。

○○委員 皮膚の塗布試験で、免疫抑制的な副作用が認められるというお話ですが、これ
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はもし例えば口から入った場合はさらにひどくなることが想定されるのですか。

○○委員 皮膚からの吸収度と消化管からの吸収度、あるいは口内粘膜からの吸収度とそ

んなに私は差がないと思います。ただ、問題は、皮膚は徐々に吸収されますし、それから

体外へ脱落ということも考えられますね。場合によっては何かにこすってしまうとかあり

ますね、猫は何か塗るとすぐ体をこすりつけるという習性もありますから。猫はそういう

習性を持っていまして、体に何かをつけますと必ずどこかにこすりつけてそれをとろうと

する、その１つの反応としてみずからの口で届くところは舐める、届かないところは手足

を使って舐める、そういう作用がありますので、当然皮膚に塗ったよりも私は血中濃度は

高くなると思います。

○○委員 同じように、とにかく差し戻しか、あるいは修正してでも承認なのか、この二

者択一で先生方から御意見をいただきたいのですが、○○委員、いかがでしょう。

○○委員 私が発言しましたのは考え方の問題ですので、それぞれの委員の先生方は考え

方は違うかもしれません。ただ、私としては、これからの評価は に従って進めていGCP

こうということですけれども、感じとしては、 と言いながらどうもそれが余り生きてGCP

いない、死に体になってきているような感じがしてしょうがないというのがどうしても心

の中にあります。ということを考えますと、ガイドラインがあるのだったら、そのガイド

ラインに従ってデータを出してほしい、その結果として同じであるならば、以後はそうい

う形での評価も可能であるという形で進めていっていただきたいというのが私の考えで

す。

それから、安全性の問題につきましては、○○委員がおっしゃられるように、舐めない

ようにしろというのは猫はかなり難しいと思うのですね。そうすると、それは不可能な注

意事項を書くよりも、安全性を担保できるデータを示していただいた方が評価としてはし

やすいのではないかと感じました。

○○委員 同じく臨床、ちょっと対象動物が違いますが、○○委員、いかがですか。

○○委員 試験成績についてはいろいろと問題があろうかと思うのですが、効果の面では

かなり高い成績を得ておりますし、やはりこういったものは早く世の中に出すべきでもあ

ろうとも思います。やはりこの際は使用上の注意というものをきちんと整備して、注意を

喚起すべきものは喚起するということで、これは通してもよろしいのではないかと思うの

です。試験の方法についてとか、そのほかの問題についてはこれからということで、ぜひ

またお願いしたいということで、これは通していただきたい。
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○○委員 わかりました。○○委員、御意見をお願いします。

○○委員 私はちゃんとしたデータを出してもらえば一番いいと思います。ただ、先ほど

の○○委員のおっしゃるように、舐めないようにする手だてというのは完全にできるもの

かどうかというのは私もよくわかりませんで、難しいのではないかというような気もいた

しますけれども、その点がちゃんとできれば許可する形でいいかと思いますけれども、き

ちっとデータを出されるのが一番いいのではないかと思います。

○○委員 お願いします、○○委員。

○○委員 私はすごく甘いなという、こういう症例の問題と、それから今先生が言われた

ところ、ここで を出していいのかなということを私自身がすごく疑問に思っているのOK

ですが、多分、人の薬だったら絶対にこんなことにはならないだろうと思いますけれど

も、動物は種が違ったことでもこういう部分で可能なのだなというルールであればいいの

かなと思っていたのですけれども、どうもそういうのも決まっていないみたいなので、ぜ

ひ少なくともそういうルールをつくるのが先なのではいかと思いました。

それから、私自身が一番気になったのは、○○委員の言われた意見の中で、猫の重症の

ものには効ないというのが明らかに出ているのですね。そういう症例には使わない、使う

べきではないという表示をするべきだと思います。というのは、ニューキノロン系のもの

の耐性菌というのは非常に怖いですから、効かない症例には使わないということはちゃん

と喚起しないとだめなのだと思います。少なくともそれはここで が出るにしても、差OK

し戻しになるにしても、そのことについて明確に記載をすべきだろう、今出ているデータ

では明らかに効いていないのですから、それは書くべきだろうと私は考えています。以上

です。

○○委員 ありがとうございました。○○委員、いかがですか。

○○委員 私自身は○○委員に賛成です。使用上の注意をきちんと書くことでこの製剤に

ついては、今おっしゃったように確かに重症例は余り効いていないというデータは出てい

ますけれども、例数、実際に半量の例でやられているというのもありますし、少なくとも

軽傷、中等度についてはかなりよく効いていると思いますので、早く出して、そういう症

例に対して治癒効果を期待するというのは１つ、考え方だと思っています。

○○委員 ありがとうございました。○○委員。

○○委員 私は皆さんの意見等を聞いていまして、例えば注意書き、あるいは取り扱い上

の注意というようなことでそれがきっちり守られるのかというとなかなか難しいような気



- -49

がするのですね。そういうことを前提とすると、必要な試験はすべきだと思います。

○○委員 ということは、もう一回差し戻しということでしょうか。

○○委員 はい。

○○委員 はい。○○委員、御意見をいただきます。

○○委員 猫の場合に本当に舐めないようにうまくやれるのかということを考えると、私

も非常に疑問に思うのですね。そういうこともありますので、使用上の注意、そういうも

のでうまく担保できるのかどうか、その辺はちょっと不安に思っています。ただ、臨床試

験、例数が少ないとかいろいろありましたけれども、30例はやっているわけですので、そ

の中で特にやはり舐めたものもいるのだと思うのですね。そういう中で特段に一般臨床観

察をやっていたときに問題にならなかったというか、なったものがありましたという報告

が上がっていないことから見ると、ある程度の使用上の注意の書き方でできるのかなとい

う気もしております。そういう点で、一度使用上の注意に対してのきちっとした案をメー

カーの方から示していただいて、確認をさせていただいてということで確認できれば承認

ということでいかがだろうかなと考えます。

○○委員 一通り先生方から御意見をいただいたわけですが、はっきり言って非常に歯切

れが悪いわけです。というのは、本当は差し戻したい。だけども、何かこれ以上望んでも

言葉で補う以外に方法がないのではないかという疑念がある、私も全く同感なのですが、

調査会に絡んでいるという立場から、これはちょっと置きましてでも、やはりこれを素直

に承認と言うのにはちょっと問題があるのではないか。書き直せば一応いいですよとおっ

しゃいますけれども、○○委員は１回戻すべきだとはっきりおっしゃっています。そこで

まとめの前にもう一回事務局にちょっと伺いたいのですが、事務的なと言いますか、手続

上の問題かと思いますが、今、多々疑念が起きている。これを踏まえて、私、個人的には

調査会の審議に不備があったのではないかという、私、個人的に調査会の一メンバーとし

ての反省も含めまして、これを戻すとして、どのように扱ったらいいですか。つまり、調

査会に戻すという場合に、物理的に、あるいはいろいろな意味で今言ったような御意見を

クリアできるような期間、あるいは方法はありますか。

事務局 ニューキノロン剤であるということも含めまして、いろいろこれだけの御指摘を

いただいておりますので、慎重に進めるべきだと私も考えております。

それで、その試験をやらせる必要があるか否かという、その成績をもって調査会でもう

一度御審議をお願いすることにするのかどうかというところは、できればお決めいただい
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た方が先に進めやすいと思います。

○○委員 つまり、経口的な視点を加えて、その結果は抗菌性物質製剤調査会ではなく

て、ここへ持ってくるということですか。

事務局 いえ、調査会でございます。

○○委員 調査会の方へ。

事務局 はい。ですから、それは既存のデータその他を何か揃えてから…。

○○委員 もし調査会に戻すとしても、そうするとさっき御指摘のあった例えば経口的に

取り込んだ場合にどういう問題が起きるか、特に猫を中心にですね。そこのところにター

ゲットを絞ってよろしいでしょうか。それに合わせて例数が増えれば言うことはありませ

んけれども、これは余り期待できないと思うのですね。

先ほど言いましたように、皆さん何か歯に衣かぶった発言のように思います。私の責任

においてというのは少々オーバーですが、これは調査会に１回戻して、そこら辺をもう一

回じっくり練りましょう、どうですか。

事務局 それは再試験をする、しないも含めてでしょうか。

○○委員 もう一回確認しますが、そうすると、いわゆる皮膚疾患と外耳炎、これを別個

に扱わなくてもよろしいという、この点はどうでしょうか。○○委員、どうですか。

○○委員 私はいいと思います。

○○委員 とりあえず、一くくりでよろしいと。

そうすると、あと問題になるのは、特に猫において塗布したときに舐めてしまう可能性

があるということは、この薬剤の経口投与による安全性を確認しておく必要があるという

ことですね。舐めさせないようにする、しないというのは、これは実際は獣医師の技術的

な問題で、絶対に舐めさせないという方法はあるわけです。ただ、あるわけですが、それ

を飼い主が守るかどうかというのは、これは別問題なのですね。ですから、そこのところ

もできれば含めるとしても、今一番大事なのは、やはり安全性が担保されていない、この

データの中から極めて可能性としてほかのもっと重大な傷病を誘発する可能性があるよ

と、これが○○委員の一番危惧された部分だと思うのです。そこのところを含めて、やは

り調査会へ１回戻すという結論にしたいと思いますが、先生方、よろしいでしょうか。

〔「結構です」の声あり〕

○○委員 では、一応これはもう一回調査会で再調査をお願いすることとします。何かあ

りますか。
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事務局 確認させていただきたいのですが、経口投与に関する安全性の試験ということ

で、試験のドーズとか、恐らくそういうところがかなり問題になってくるとは思うのです

が、その辺何かアドバイスがあれば教えていただければと思うのですが。

○○委員 ドーズの問題ですか。

事務局 試験設計等を含めてですが、結局は調査会、さらに部会と評価してもらうに当た

って、適切な資料を作成するに当たって必要なアドバイスをいただければと思います。

○○委員 わかりました。これは○○委員、どうですか、これは１日１回ということです

ね。

○○委員 そうですね。

○○委員 それで、たしか原則として余り連用はさせないような表現だったと思うので

す。

○○委員 ７日間。

○○委員 例えば１日１回、これはもちろん皮膚の疾患ですから、範囲によって量が違っ

てくる可能性があるわけですね。まさか全身には常識的には塗らないわけです、少なくと

も全身の面積は。１日量は７分の１というのが最大量で、それ以上にこういう薬剤は塗ら

ないのが常識です。ですから、少なくともそれを最大量として７日連用ですかね、もしや

るとすれば。どうぞ。

○○委員 今のお話ですが、猫を毒性試験に使うのは今大変厳しい状況にありますから、

猫は決して使えませんので、そうしますと、例えば毒性試験の手法に基づいてドーズの決

定、あるいは安全性試験と言いますか、毒性試験を実施していただければいいのではない

かと思います。

○○委員 ということは、猫以外の動物でやらざるを得ないと。

○○委員 ラットでも結構だと思いますが。

○○委員 これはやっていませんでしたか。ここのデータの中には出てきていませんけれ

ども、もとのデータで犬のときにやっていましたね。

事務局 すでに犬での承認をとっているときに、小動物での毒性試験は先生方に評価して

いただいて、その際には特に、今回のステロイド系の免疫剤についても注意事項を記載し

なさいという御指示はなかったようです。今回、ヒアリングの段階でその点、気になった

ところもありましたので、再度メーカーに聞いてあります。それはヒアリング回答書②と

いうところにございまして、「回答書②ヒアリング」というタグがついているものです
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が、そこの１ページ目の一番上のカラムのところにトリアムシノロンアセトニドに対する

注意を検討してくださいということを言っています。申請者からの答えは、この薬自体、

７日間という短期間の投与なので、その辺は問題ないと考えられるという回答を得ていま

す。データとしては、マウス、ラットの毒性試験はやってあります。

○○委員 わかりました。データがあればそれで十分だと思います。ですから、そのデー

タをもとに評価すればいいと思いますが。大体わかりますか、全く毒性はないのですか。

事務局 それをどういうふうにはめていったら適当なのですか、その辺も何かアドバイス

があれば。

○○委員 はめることはなくて、ラットかマウスでもかまいませんが、実験動物でのデー

タがあって、そこでの無影響量がちゃんととらえられている、あるいは毒性量がとらえら

れているということがわかればそれなりの評価ができると思います。

事務局 逆に、そういうデータをもとにメーカーにきちんと考察、整理させて、先生方に

見ていただくという形でよろしいでしょうか。

○○委員 私はそれで結構です。

事務局 あえて猫を使う必要はないということで、よろしいということでしょうか。

事務局 本剤でのものは急性毒性です、ラットの。

○○委員 いわゆる１週間連続曝露というのはないのですか。

事務局 ええ、急性毒性試験なのですね。

○○委員 ただ、○○委員のおっしゃられたように、今回出ているデータから見ると、免

疫系への影響は出ているということを考えますと、少なくとも１週間なり10日間なりの反

復投与実験のデータを見せていただかないと、安全であるかどうかというのは評価しにく

いということになろうかと思うのですけれども。

事務局 ミコナゾールは慢性毒性も追跡していますが、配合剤としてはないということで

すね。

○○委員 ここで一番問題なのは、御承知の先生方もいらっしゃると思うのですけれど

も、いわゆる猫の免疫不全症、これが最近、非常に多いということなのですね。ですか

ら、これは命にかかわる問題で、これを助長してしまうと、つまりたかが皮膚病、されど

命がけという、一般的な皮膚病でしたら命がけということはほとんどないわけですね。そ

れが助長されると大変だというのが○○委員の最も危惧されているところだと思うのです

が。
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○○委員 最近、人の皮膚に使うステロイド剤の問題というのは、一時、社会的な問題に

なるほど、つまり副腎に相当影響を及ぼすということで、最近は患者さんの方が、皮膚科

へ行ってステロイド剤が出ると先生に安全性についてしつこく質問をしますね。先ほど来

申し上げてきましたのは、明らかに好酸球が減ってしまって、そしてリンパ球が減ってく

るというのは、これはもうどう考えてもやる前に正常だったものがこれだけ下がってくる

というのは、これは数値が書いていないので何とも言えないのですが、有意に低い、有意

に高いという表現をしてあるから、私はかなり有意に低いのだと思っているのです。そう

いう影響が出るものを、皮膚から塗ってもこれだけの影響が出るものを、まあ動物ですか

ら舐めてしまう。飼い主によっては、塗ったら猫が舐めてしまったので、あらあら、効か

ないわ、じゃあもう一回塗りましょう、などということにもなりかねないわけです。

そういったことを含めて、恐らく はかなり低いのだと思うのです。だから、そうLD ５０

いう問題ではなくて、むしろ日常、皮膚科の疾患というのは先ほどの学会の報告にもあり

ましたように、全体の疾病の20％近くに達するだろうと思うのですね、日常診療の中で。

ですから、それから獣医師が非常に苦労している疾患の１つでもあるのです。だから、病

態をつかむのは非常に難しい。確かに培養すれば真菌も出てくれば細菌も出てくる。だけ

ど、それを抗菌剤で抑制するだけできれいに治るのだったら何の問題もないのですが、や

はり一時的によくなるけれども、すぐ再発してしまうというような問題もございますし、

そうすると、繰り返し、繰り返し使われる症例が出てこないとも限りませんね。今までほ

かの薬を使っていて余り効果がなかったのだけれども、ビクタスを使い出したら急激に皮

膚がよくなった、外耳炎がよくなった、ああよかった、よかったということになっても、

３ヶ月で、先生、また同じような症状になった、ああ、じゃあまたこれを使いなさいと、

これの繰り返しが起こる。そうすると、一番問題なのは、副腎皮質の機能が抑制されない

かどうかということなのです。

ですから、そういう意味での安全性という問題を私は申し上げたので、これを舐めてし

まったら非常に危険率が高いのかどうかという、生命に関する問題では私はないのです

ね。恐らく量から言っても、キノロン剤をこの程度飲んでも、内服薬だって全然問題はな

いわけですから、全部舐めてしまってもそういう点では問題はないのだけれども、ただ抗

真菌剤の排泄については猫で余りやられていないのですね、硝酸ミコナゾールについて

は。やられていないので、ちょっと大丈夫なのかなという危惧は、一ユーザー側から考え

るとありますと、そういう意味です。
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事務局 この部会での御意見を踏まえて、流れとしては調査会に戻っていくのかなという

ところまで来ていると思うのですけれども、今の○○委員の御意見を伺っておりますと、

猫で実験をしなければわからない範囲の吸排が必要なのか、それとも何か参考資料を得

て、それを踏まえて必要な取り扱い上の注意なり、設定変更なりをすればいいとお考えな

のか、ラットでいいとかですね。そこら辺をもう少し詳しく教えていただきたいのです

が。

○○委員 先ほど、猫を実験に使えないというお話がありましたけれども、それであれば

絶対安全性が確認できる量の臨床試験を追加すれば私はいいと思うのですね、それも一切

の制限を加えないで。そして、その臨床試験の中で生化学的データとか免疫抑制がかかっ

ているのかどうか、そういったことは全体の何％ぐらいに起こるのか、そういったことを

データとして出してもらえれば、だからもう少し臨床試験を続けていただく、頭数、例数

を増やして、そして経口から摂取された例も何例もあるけれども、安全であるとか、そう

いう危惧はないとかという結論を出していただければ、一番ユーザー側にとっては心配の

ない薬剤になると思うのですね。

絶対に舐めないように処方してくださいと申し上げたのは、恐らくこのデータを見てい

ると絶対に舐めない状況でこれは試験していると思うのです。というのは、皮膚の濃度が

これだけきちっと上がっているというのは舐めていないからなのですね。ですから、それ

にはエリザベスカラーをつけるとか、体に袋をかぶせてしまうとかという、そういう極め

て制約の厳しい状況で実施されたため、例数が集まらないのだと私は思います。○○委員

の言われた30例ぐらいしかできなかったのはその辺にあるのだと私は思っているのですけ

れどもね。これは一般の病院で、名前がずっと出ていましたからやっているようですが、

はっきり言って、こんな試験を頼まれたら１日ついていなければならないし、大変だと思

うのですよ、たいしてお金にもならないし。だから、恐らく一生懸命やってこられたこと

のそういう結果がこういう例数になって、将来、安全性を考えるのでしたら、もう少し試

験例を増やしていただいて、これぐらいやれば大丈夫だ、舐めたものについても臨床上、

何ら変化がなかったとか、免疫抑制もたいしたことはなかったというデータが出れば、そ

れで何も心配することはないのではないかなと考えますけれどもね。

○○委員 先ほどの血球の変化について、ここでは数値が出ていないのですが、当然個々

のデータがあって、それでこれができ上がっているはずですね。それについてのもう一回

素データからの見直しというのは当然可能性があると思うのですね。ですから、どの程度
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に減少しているのか、あるいはある特定の症例と言いますか、それだけに限定されている

のか、そしてできればそれが舐めた可能性があるのかないのかまでわかれば非常に中身が

生きてくると思うのですね。そこら辺のところはメーカーと言いますか、試験者の方に間

接的に要求することは可能でしょうね。

事務局 いろいろ御指摘をいただいておりますので、今日の状況をすべて申請者の方に申

し伝えまして、十分な考察を求め、手持ちのデータもいろいろあるかもしれませんし、そ

の辺をもって調査会で御審議をいただくという形で。今、どういう試験をやらなければい

けないというところまでお決めいただかなくても、できれば臨床試験のやりやすい設計の

他、問題もいろいろあると思いますので、その辺、すべて今日の御指摘を一旦戻して、そ

れをもとに考察をされたすべてをもって調査会でもう一度御審議いただくという形で…。

○○委員 担当者としてはここで具体的な指摘が欲しいと思いますけれども、今のニュア

ンスを含めて、もう一回細目の検討をしていただいて、それでメーカー側に何を要求する

か、それの整理をつけた上で、これは調査会に一度戻しましょう。そのように判断いたし

ます。まだありますか。

○○委員 座長が全然触れられなかった問題で１つ残っているのですが、それは○○委員

もおっしゃられましたように、猫の重症度での取り扱い、これをどうするかということも

調査会にかけていただきたい。それはいつもお話にならないものですから、お願いしま

す。

○○委員 はい。それも含めまして、言葉足らずで、すみませんでした。それでは、その

ように一度調査会に戻す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した。

御指摘のように１回調査会に戻しまして、再審議の上、また部会でお願いしたいと思い

ます。

○○委員 すみません、予定の時間をとっくにオーバーしてしまいましたけれども、この

まま継続いたします。

（２）動物用抗生物質医薬品基準の一部改正（案）について

〔動物用抗菌性物質製剤調査会関係〕

○○委員 それでは、先ほど１つ終わりましたので、今度は審議の（２）に入りますか、
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「動物用抗生物質医薬品基準の一部改正（案）」でございまして、事務局から説明をお願

いします。

事務局 当日配付資料の赤の２番、赤の３番をごらんください。事前に配付しました５番

資料に差し替えて、赤の３番を使わせていただきます。

動物用抗生物質医薬品基準、動抗基なのですけれども、この一部改正案でございます。

もともと抗生物質医薬品は薬事法に基づいていろいろな指示を設けることができる医薬品

となっておりますけれども、このうち動物用の医薬品については薬事法第83条読み替えと

いうことで、動抗基を定めておりました。抗生物質医薬品という取り扱いが始まって40年

前ぐらいですといろいろな品質の抗生物質がございまして、国家検定の対象ともなり、い

ろいろされていたわけですけれども、平成10年に厚生労働省が日抗基を廃止するという方

針を打ち出しましたことから、動物用医薬品である抗生物質につきましても、日抗基の廃

止につきまして、厚生労働省の方が、日抗基収載の原薬は局方に入れること、製剤は局外

基第４部に入れること、それから新薬承認原薬は局外基に入れた後に局方に移行させると

いう方針を出しましたことから、日抗基に入っておりました動物用医薬品であるものにつ

いて懸念が生じておりました。

それで、次のページの２番が対応案なのですけれども、現在、日抗基に収載されている

抗生物質医薬品原薬のうち、①から⑦までの抗生物質医薬品原薬については局方、または

局外基に収載される運びとなりました。また、局外基に収載されている製剤規格のうち、

動物用医薬品としても製剤の規格が必要なものについては動抗基に収載することとし、そ

のために今回の動抗基の一部改正を行いたいと考えております。

以下、動抗基改正の要点を簡潔に御説明いたします。

１）ですが、総則中に、原料になる動物が健康であることをその文章のように入れたい

と考えております。また、製剤総則のうち、剤形にエアゾール剤、カプセル剤、点眼剤の

項目を新たに追加したいと考えております。それから、医薬品各条に製剤の規格を移さな

ければならない19製剤の規格を新たに追加したいと考えております。

お配りいたしました当日配付№２の一番広いカラムに挙げてある各剤、注射用アスポキ

シシリンから注射用アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウムまで19製剤を新

たに追加したいと思います。

また、それに関連しまして、日抗基の方にエンドトキシン試験というのがございまし

て、これは現在の動抗基にはございませんけれども、注射薬という投与法などを考慮した
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場合に必要な試験項目と考えますので、今回、このエンドトキシン試験を取り込むことを

考えております。これが動物用抗生物質医薬品基準一般試験法の方に入ってまいります。

また、局外基には発熱性物質試験というのもあるのでございますけれども、これは順次、

エンドトキシン試験に変更されているところと聞いておりますので、これについては特に

動抗基には設定しないことにしたいと考えております。

次のページに29条の変更後の案が挙げてございます。２ページにはエアゾール剤、カプ

セル剤、点眼剤の内容が挙げてございます。

４ページ以降は各条の変更点ですが、それぞれ規格と力価試験の方法等を挙げてござい

ます。

このうち、24ページから訂正しなければいけないところがございまして、24ページの下

の方、液体クロマト「ブラフ法」と書かれておりますところを「グラフ法」に変えていた

だくことと、25ページの上から順次行きまして、式があって、その次に内標準溶薬のｐＨ

が「6.0」なのは「7.0」の間違いでございました。すみません。またその下、７～８行目

ぐらいに「移動相」というのがございますけれども、この「リン酸一水素」云々というと

ころが「リン酸水素二ナトリウム十二水和物」、「クエン酸」というところは「クエン酸

一水和物」になります。申しわけございません。また、空白より少し上、２行上の試験の

再現性のところの「標準用液５ 」、これはカラムでございますので、「５μ 」でごmL L

ざいます。

以上、訂正させていただきます。申しわけございませんでした。

赤の№２の概要票に戻りますけれども、以上、上の総則から各条までそこに挙げてござ

います標準品、緩衝液、試薬・試液も含めまして、動抗基の方に追加させていただきたい

と思うのですけれども、あらかじめ送付いたしました資料等をごらんになって御意見がお

ありでしたらいただきたいのですけれども、とりあえず御報告させていただきます。

○○委員 ただいまの説明につきまして、御質問、あるいは御意見はございましょうか。

特にないようですね、ありがとうございました。

事務局 ありがとうございます。

原案通り分科会に報告させていただきます。

（３）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正（案）について

〔動物用医薬品残留問題調査会関係〕
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○○委員 その次は（３）ですね。「動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正

（案）」ということで、これも事務局から御説明をお願いします。

事務局 事前配付資料黒の№６をお願いいたします。ピンクの綴りになっているもので

す。これには１番と２番がございまして、１番の方が対象医薬品の見直しに伴う使用規制

省令の改正、２番が 設定に伴うものですので、まず１番から御説明いたします。MRL

動物用医薬品使用の規制に関する省令は、昭和55年より使用対象動物、用法・用量、使

用禁止期間等、これをまとめて「使用基準」と呼んでおりますけれども、これを定めて、

特に重要な食用動物に対する動物用医薬品について基準を定めているところですが、これ

に大部分の抗菌性物質製剤が含まれております。新たに承認される抗菌性物質製剤と、あ

とコーデックス等で が設定される動物用医薬品についてはその都度、使用基準を設MRL

定してきたところでございます。

この決め方ですけれども、そこの２）の①、②、③にございますように、もともとの承

認申請時の添付資料の検討で、休薬期間が妥当であればそれを、それでない場合には確認

試験を実施して、よければそれを、それもだめであった場合には使用期間設定のための残

留試験を別に行っております。

今般、休薬期間見直しを行って、①から⑧、次のページになりますけれども、その動物

用医薬品について使用基準を設定することとしたいと考えておりますので、御説明いたし

ます。

５ページなのですけれども、資料１－１であります。硫酸コリスチンを有効成分とする

飼料添加剤は15製剤販売されておりまして、既設定の休薬期間の妥当性の確認試験を行っ

た結果、妥当でございましたので、その表内のとおり、豚（生後４ヶ月を超えるものを除

く）について、用法・用量及び使用禁止期間３日ということで設定したいと考えていま

す。

ここの用法・用量欄なのですけれども、飼料１ｔ当たり「40 」というのは「200mg

」、上の方に「40～200」と書いてあるその「200」に直していただきたいので、よろしg

くお願いします。「40 」ではなくて「200 」でございます。mg g

次に10ページをごらんください。次は硫酸コリスチンを有効成分とする飲水添加剤、こ

れは５製剤ございまして、牛における休薬期間は既設定の休薬期間の妥当性の確認試験の

結果、全例 ということで、使用禁止期間は３日、また少量の飲水に溶かして強制的にOK
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経口投与を牛にする方法を試した結果、これは使用上の注意に、「少量の飲水に溶かし、

強制的に経口投与してはならない」というものを載せる結果となりました。

豚における休薬期間につきましては、やはり確認試験を実施しました結果、検出限界の

方から、現状の使用禁止期間が妥当ということで、次のページにございます表のように使

用基準を設定させていただきます。牛、生後６ヶ月を超えるものを除く、豚、生後４ヶ月

を超えるものを除くという、それぞれ食用に供するためにと殺する前３日間が使用禁止期

間となります。

次は16ページをお願いいたします。デゴキネートを有効成分とする飼料添加剤ですが、

３製剤ございまして、既存の資料の内容の検討の結果、現在の休薬期間の妥当性が確認さ

れましたので、そこの表のように、産卵鶏は除く鶏について、用法・用量、使用禁止期間

３日を定めたいと考えております。

次は19ページをお願いします。ナリジクス酸を有効成分とする強制経口投与剤ですが、

これは１製剤だけございまして、残留性に関する既存資料により、既設定の休薬期間の妥

当性が確認されたため、その表のような内容の使用禁止期間の設定をいたしたいと考えて

おります。使用禁止期間は９日間になります。

次に22ページをよろしくお願いします。こちらはアンプロリウムとエトパベートを有効

成分とする配合剤たる飼料添加剤で、２製剤ございまして、残留性に関する資料を検討し

た結果、既設定の休薬期間の妥当性が確認されたため、以下の表のような設定として、使

用禁止期間は５日間としたいと考えております。こちらは合剤ですので、使用基準の表、

別表１、別表２がございますが、別表２の方に含まさせていただきます。

次に25ページをお願いいたします。フェンベンダゾールを有効成分とする飼料添加剤は

２製剤ございますが、これの豚の残留性に関する既存資料の検討の結果、休薬期間の妥当

性が確認されました。また、当該製剤の用法、用量とかも見たのですが、昔定めました用

法に「飼料に均一に混合し」というところが抜けてございましたので、今回、あわせて用

法の変更も図りたいと思います。ですので、使用基準としてはその下の表のようになりま

して、使用禁止期間は７日になります。

次に29ページをお願いします。スルファメトキサゾール及びトリメトプリムを有効成分

とする飼料添加剤は19製剤ございますが、これは豚と鶏用がございまして、それぞれ残留

性に関する既存資料を検討した結果、休薬期間の妥当性が確認されましたので、次のペー

ジのような使用基準を設定したいと考えております。豚で７日、鶏で５日になります。



- -60

次に45ページをお願いいたします。こちらはスルファメトキサゾール及びトリメトプリ

ムを有効成分とする飲水添加剤で、これは１製剤のみございます。既存の残留性に関する

資料を検討した結果、現在の休薬期間の妥当性が確認されましたので、その表のような使

用基準を設定したいと考えております。生後４ヶ月を超える豚に使用して、使用禁止期間

は７日間となります。

次に、最初に戻って２ページをごらんいただけますでしょうか。これまでのものは対象

医薬品見直しとしての改正ですが、次はコーデックス、そして厚生労働省の 設定にMRL

伴う使用基準の改正でございます。

現在、厚生労働省は畜水産食品中への残留基準として22成分決めておりますけれども、

これに加えまして４成分、ゲンタマイシン等、（４）に書いてありますけれども、それを

設定する予定としておりまして、こちらといたしましては残留基準値が設定された成分を

含有し、食用動物を対象とする既承認の動物用医薬品の使用禁止期間を定めるということ

で、次のページにございますが、シロマジンは食用動物にはございませんので、それを除

くゲンタマイシン、スペクチノマイシン、ネオマイシンについて決めていきたいと思いま

す。①から⑨の使用基準の見直し及び改正を行います。

この設定する上での取り扱いなのですけれども、２）の（１）から書いておりますけれ

ども、現在の、つまり承認申請時とか再評価時の添付資料で残留性を確認して、確認でき

る場合には現在設定されている休薬期間なり使用禁止期間なりをもって新しい使用禁止期

間といたします。それが判断することが資料的に不可能な場合には、現在の使用禁止期間

または休薬期間の妥当性の確認試験を行い、それでも足りない場合には使用禁止期間設定

のための試験を行うというのは先ほどの１番の使用基準の設定と同じでございます。

以下、御説明いたします。49ページをお願いいたします。硫酸ゲンタマイシンを有効成

分とする飲水添加剤及び飼料添加剤は２製剤ございまして、牛における休薬期間は残留性

に関する既存資料及び確認試験の結果、現在の休薬期間が妥当であると判断されました。

また、豚における休薬期間につきましては、やはり資料確認及び確認試験の結果、現在の

休薬期間が妥当ということで、次のページの使用基準を設定したいと考えております。生

後３ヶ月を超えるものを除く牛は30日間、それが飲水添加剤と飼料添加剤、そして豚は生

後４ヶ月を超えるものを除くということで、17日間になります。

次に56ページをお願いします。56ページは硫酸ゲンタマイシンを有効成分とする強制経

口投与剤ですが、これは１製剤ございまして、豚ですが、残留性に関する既存資料を検討
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の結果、現在の休薬期間が妥当と判断されたことから、そこの表のような使用基準を設定

したいと考えております。使用禁止期間は14日になります。

次に59ページをお願いいたします。塩酸スペクチノマイシンを有効成分とする飼料添加

剤は１製剤ございますが、これは豚で既設定の使用禁止期間を確認試験をもって妥当性を

検討した結果、既設定の14日間ということが 値から判断しても妥当であると考えらMRL

れたことから、使用基準の改正を行わないこととしたいと考えております。その表にござ

いますものは現在と同じものです。

次に62ページをお願いいたします。こちらは塩酸スペクチノマイシンの飲水添加剤です

けれども、３製剤ございまして、鶏で既設定の使用禁止期間の妥当性の確認試験を実施し

た結果、現在の11日間の使用禁止期間で妥当ということから、これも使用禁止基準の改正

を行わず、そのままということにいたします。

次に65ページをお願いいたします。こちらは硫酸フラジオマイシンを有効成分とする飼

料添加剤で、これは２製剤ございますが、牛における休薬期間につきましては既設定の使

用禁止期間の妥当性の確認試験を実施した結果、既設定の５日間ということが 値かMRL

ら判断して妥当であることから、使用基準の改正は行いません。豚における休薬期間につ

きましても同様で、これは10日間なのですけれども、改正は行わないことといたします。

鶏におきましても、確認試験を実施した結果、既設定の５日間で問題がなかったことか

ら、これも改正いたしません。

また、産卵鶏なのですけれども、次のページになりますが、鶏卵中の残留につきまし

て、既設定の休薬期間の妥当性のための確認試験を実施しましたところ、既設定の５日間

が から判断して妥当ということから、その下の表のような使用基準ということで、MRL

改正は行わず、そのままとすることといたします。

次に71ページをお願いします。資料２－６、硫酸フラジオマイシンを有効成分とする飲

水添加剤は１製剤のみですが、これは鶏用でして、既存の残留性に関する資料の内容を検

討した結果、既設定の16日間が妥当であると判断されたため、これも現在のまま、使用基

準の改正を行わないことといたします。

次に74ページをお願いいたします。硫酸フラジオマイシン及びアルキルトリメチルアン

モニウムカルシウムオキシテトラサイクリンを有効成分とする配合剤たる飼料添加剤で、

これは２製剤ございますが、豚における既設定の休薬期間の妥当性の確認試験を実施した

結果、既存の10日間の使用禁止期間で 値と比較して妥当であるということから、こMRL
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れは使用基準の改正は行いません。また産卵鶏を除く鶏における休薬期間ですが、これも

妥当性の確認試験を実施した結果、既設定の５日間の使用禁止期間が妥当ということか

ら、使用基準の改正を行わないことといたします。ですので、次のページにございます

が、現在の使用基準のまま確認が終わったということになります。

次に79ページをお願いいたします。硫酸フラジオマイシン及び塩酸オキシテトラサイク

リンを有効成分を有効成分とする配合剤たる飼料添加剤で１製剤ございますが、牛におけ

る現在の使用基準の妥当性の確認試験を実施しました結果、現在の５日間が妥当というこ

とが確認されましたので、使用基準の改正は行いません。豚におきましても、現在は10日

間なのですけれども、これも試験の結果、妥当とされたことから、改正は行わないことと

します。次のページに現在の使用基準が掲載されてございます。

次に84ページをお願いいたします。硫酸フラジオマイシン及び塩酸オキシテトラサイク

リンを有効成分とする配合剤たる飲水添加剤ですが、こちらは３製剤ございまして、牛に

おける現在の使用基準、これは確認試験の結果、既設定の７日間で妥当、豚における現在

の使用基準も試験の結果、７日間で現在のまま妥当。鶏におきましても、試験の結果、こ

れは現在、やはり７日間なのですけれども、妥当ということから、３動物種とも使用基準

の改正を行わず、次のページにございます従来の使用基準のままにしたいと考えておりま

す。

以上でございます。このことにつきまして、よろしく御審議をお願いいたします。

○○委員 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御質問、あるいは御

意見はございましょうか。

ちょっと私、確認したいのですが、いわゆる別表幾つという説明と、それからその後に

表幾つというのが入っていますね。最終的にはその表幾つという方が今後生きていくとい

うことなのでしょうか。表の前に別表が入っていますね、それぞれに。別表の中をよく読

んでいくと非常に曖昧な言葉があるのですが、これが改正されるということであれば問題

はないのですが、この別表というのは生きていくのですか、それとも表幾つの方が生きて

いくのですか。

事務局 表１以降、今、時間の関係もございまして飛ばしていました部分は従来の資料で

ございます。

事務局 別表が使用基準になります。

○○委員 別表が。
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事務局 ええ。

○○委員 そうすると、例えば何を何㎏に溶いて何日間といったようなところが抜けてい

る部分がかなりあるのですね。

事務局 別表の使用基準はそういうスタイルになっております。期間はないのです。

○○委員 期間は要らない。

事務局 はい。

○○委員 例えば、19ページを仮に見ますね、そうすると、１日１回、体重１㎏当たりと

いうことで、これは使用期間は入っていないけれども、これでよろしいということなので

すね。

事務局 現状の使用規制省令というのはこういうスタイルになっております。この点につ

きましては私どもも若干疑問を持っておりますので、今後、検討の対象にはしてみたいと

考えております。現状で入れるとするとこのスタイルなのです。

○○委員 使用の制限がなくていいのかなという、それからどこかにちょっと気になるの

があったのですよ、というのは、要は４ の水に溶いて云々という、これが１頭分なのL

か、あるいはそれを１日で飲ませるのかといったことが全くわからないのですけれども、

そういう項目がありましたね。かなり前の方だったように思いますが。

事務局 10ページがそういう形になっておりますが、これはこういう濃度に溶かして、そ

ういう水を自由に与えようという、そういう用法です。

○○委員 どれだけ飲ませるということではないのですか。

事務局 これは通常飲むだろうと思われる量…。

○○委員 水に取り換えると、そういう解釈でいいのですか。

事務局 はい。

○○委員 わかりました。すみません、私ばかりで。よろしゅうございますか。

それでは、これは一応審議ということですから、私どものこの会としては、これは承認

ということになると思います。

大変時間をくいましたけれども、以上がいわゆる審議事項でございまして、以下、報告

事項ということになります。

［報告事項］
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（５）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ジアベリジン

②スルファキノキサリン

③塩酸ケタミン

④スルピリン

⑤ロテノン

⑥豚繁殖・呼吸障害症候群（ ）生ワクチンPRRS

○○委員 先ほど１つ終わりましたので、今度は（５）、再評価について、事務局からお

願いいたします。

事務局 黒い№11番の資料をごらんください。動物用医薬品再評価調査会の評価一覧でご

ざいます。成分名とその評価結果を簡単に報告させていただきます。

ジアベリジンが、これは検討の対象となった情報は遺伝毒性でございましたが、1例報

告でございましたことから、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

ととするとされました。

また次のスルファキノキサリンですが、コクシジウム症に感染した鶏において、非感染

鶏に比べ、組繊中濃度が高くなるとする報告が1件ございましたが、やはり1例報告である

こと、また本報告は投与24時間後までの試験であって、本成分を含有する品目の休薬期間

である14日後において残留する危険性を指摘するものではなかったことから、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。

次の塩酸ケタミンですが、承認の用量以内の用量で死亡したとの報告が1件、無呼吸等

呼吸抑制による重篤な副作用が発生したとの報告が1件、アトロピン及びデトミジンとの

併用により総白血球数の増加・血糖値の上昇が認められたとする報告が1件ございました

が、死亡報告につきましては、死亡例が高熱（40.8℃）を伴う事例であり、本成分が直接

の死亡原因とは特定できないこと、また、無呼吸等につきましては、呼吸抑制ついて既に

使用上の注意に記載があること、また、アトロピン及びデトミジンとの併用につきまして

は1例報告であることから、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

ととするとされました。

次のスルピリンですが、これは発がん性を助長するとする報告がございましたが、本報
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告は、スルピリンを飼料添加することにより、発がん性物質の飲水添加又は腹腔内投与に

よるラットの肝腫瘍の発現を助長したとするものでございました。本成分につきまして

は、本成分単独での発がん性が否定されていることと、経口投与される品目がございませ

んことから、再評価指定はしないけれども、今後とも関連情報の収集に努めることとする

とされました。

次のロテノンですけれども、これにつきましてはパーキンソン病様病変の原因物質であ

ることが認められたとする文献がございました。この報告はラットの静脈中へ持続的に7

日～5週間投与した試験であるが、我が国で承認されている製剤は皮膚へ塗布するもので

あること、またアメリカのパーキンソン病学会でも「ある種の化合物によりパーキンソン

病発症のリスクが増大する可能性があることを示すものだが、殺虫剤ロテノンがパーキン

ソン病の原因となるということを直接証明するものではない。」とされていること、また

１例報告であるということから、使用上の注意をさらに記載することと、今後とも関連情

報の収集に努めることとし、再評価指定しないこととするとされました。

ここで資料に使用上の注意が抜けております。申しわけございません。このときに指摘

された使用上の注意は、「皮膚に付着したときは石けん等でよく洗うこと」というもので

ございました。これにつきましては、各メーカーに連絡しまして、すでに措置済みとなっ

ております。

次に、豚繁殖・呼吸障害症候群（ ）生ワクチンでございますが、これにつきましPRRS

てはワクチン株が変異するとする報告が４件ございました。報告のうち２件では、病原性

復帰の可能性が示唆されておりますけれども、その報告は、必ずしも病原性が復帰したこ

とを確認した報告ではないこと、また国内で本剤との因果関係が疑われる の発症例PRRS

がないこと、また本剤は、畜産業において 感染による影響を軽減する製剤として重PRRS

要であり、また代替薬がないことから、以下の使用上の注意を記載することと、今後とも

関連情報の収集に努めることとし、再評価指定はしないこととされました。

使用上の注意ですが、「対象動物に対する注意」の制限事項の項で、「 陰性農場PRRS

では使用しないこと。」「ワクチン接種を一部の豚にのみ行うことにより、他の豚の接触

感染（同居感染）を期待するという免疫方法は実施しないこと。」「 汚染農場にPRRS

陰性豚を導入する際にワクチンを接種する場合、ワクチン株が繁殖豚へ伝播する機PRRS

会を減少させるために、ワクチンを接種した豚を接種後6週間は繁殖豚から隔離して飼育

すること。」と記載し、また「対象動物に対する注意」の適用上の注意の項で、「野外ウ
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イルスが体内で増殖している豚にワクチン接種をした場合、ワクチン株と野外ウイルスの

組換えが起こる可能性が否定できない。」と記載することとされました。以上、御報告い

たします。

○○委員 よろしいでしょうか。どうぞ。

○○委員 塩酸ケタミンのところで、アトロピンの後が「メデトミジン」の間違いではな

いですか。

事務局 そうです。

○○委員 そうですよね。

事務局 すみません、訂正させていただきます。

○○委員 よろしいですね。どうぞ。

○○委員 ワクチンのことでちょっと感じたことなのですが、このウイルスのことPRRS

をいろいろ調べると、とにかく変異を起こしやすいというところがたくさんありますの

で、引き続き、ここに記されているように情報収集に努めていただきたいということは当

然のことなのですが、ではどうするかということで、代替法がないということ、３点に制

限事項を整理されているのですけれども、その２番目のことなのですが、じゃあ具体的に

どうするかというのがよくわからない。これは当然のことなのですけれども、じゃあ具体

的にどうするかというのがよくわからないのですね。結果として同居感染が起こってしま

うことが一番心配なのであって、この２番の制限事項というのは、例えば具体的に言うと

全頭一斉に使いなさいというような意味ですか。

事務局 適用上の注意の項にあるような豚、発熱している豚とか、そういうものには使っ

てはいけないのですけれども、そうではない群にいる豚ですか、通常の豚は一斉に投与し

なさいということを言っているのですが、やはり一斉に投与するのはいいのですけれど

も、その中で発熱してウイルスに感染して増殖が真っ盛りの豚とかがまざっていれば、そ

れはよしていただかなければいけない、そういうところを配慮した書きぶりなのでありま

すけれども。

事務局 これはたしか調査会でもかなり御議論があったと思うのですが、こういう使い方

がされているという実態があるので、そこが心配だ、だからやめてほしいということを記

載すべきであるという、そういう結論だったと思います。

○○委員 だから、具体的には１頭にワクチンを注射して、そこから同居感染を期待する

使い方ではなくて、健康な豚には一斉に注射しなさいと、そういう意味ですね。
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事務局 はい。

○○委員 よろしいでしょうか。これは今のところ、「豚繁殖・呼吸障害」ですか、これ

で正しいのですか。「繁殖豚」ではない、これでいいのですか。

事務局 はい。

○○委員 よろしいでしょうか。

○○委員 今の点で。

○○委員 はい。

○○委員 これは健康な豚に一斉に投与しなさいというような注意事項にはならないので

すか。素人の考え方ですけれども、それの方が絶対にわかりますね、意味は。わからない

注意事項は余り意味がないのではないかと思いますが。

事務局 これは使用上の注意の一部ですので、健康な豚に打つというか、異常のある豚に

は打たないことというか、そういったものはもうすでに書かれていて…。

○○委員 「一斉に投与しなさい」という言葉が要るのではないですか、同時に、一度に

全部ということが。

事務局 その点については検討させていただいて、そういう方向で、確かにこれではわか

りにくいということで。

○○委員 できれば、だれが読んでもわかるようなものがいいですね。よろしくお願いし

ます。

事務局 ここの部分では検討させていただきます。

○○委員 ほかにございませんか。それでは、この項はいいといたしまして、あとは再審

査についてですね。

（６）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バイオフライ イヤータッグ バイエル（株）

②インターキャット 東レ（株）

③ノビリス 30･1000 （株）インターペットND CLONE

④ノビリス 30･2500 （株）インターペットND CLONE

⑤ノビリス 5 30･1000 （株）インターペットMA +ND CLONE

⑥アビ メリアル・ジャパン（株）VG/GA



- -68

⑦エクテシン液 第一ファインケミカル（株）

⑧養蚕用エクダイソン液 三鷹製薬（株）

ヒドロキシエクジソン末 アルプス薬品工業（株）-

事務局 再評価につきましては、ありがとうございました。

続きまして再審査ですが、黒の資料、№12番をごらんください。

まず初めはバイオフライ イヤータッグでございます。これは100 中シフルトリンを11g

含有する耳標でございまして、付属の装着用ピンで牛の左右の耳に１個ずつ装着しまg

す。外部寄生虫駆除のために使用されます。

再評価調査会御審議の結果、２ページ目にございますけれども、使用上の注意、資料の

整備並びに規格及び検査方法の検討を条件として、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として、部会に御報告して差し支えないとされたものです。

そこの対応のところに使用上の注意の修正案が記載してございます。

次にインターキャットですが、これは３ページにございますけれども、これはネコイン

ターフェロン（組換え型）が1,000万単位が１バイアル中に含まれているもので、用法及

び用量はネコカリシウイルス感染症とイヌパルボウイルス感染症。ネコカリシウイルスの

方は2.5～５ を静注して１日１回、隔日投与３回ということで、イヌパルボの方は１MU

～2.5 を静注して１日１回、連日３回ということになっております。MU

再評価調査会の御審議の結果、資料整備等を条件に有用性が認められるとして、部会報

告して差し支えないとされました。

次のページから使用上の注意がございますけれども、ここで訂正させていただきたいと

ころがございます。５ページ目の取り扱い上の注意の（３）に「有効期間」となっており

ますけれども、これを「使用期限」としていただきたいので、よろしくお願いします。

次に６ページ目、ノビリス 30･1000、これはニューカッスル病の生ワクチND CLONE

50ンで、１バイアル中に、発育鶏卵培養弱毒ニューカッスル病ウイルス 30株10Clone EID9.0

以上を含有する凍結乾燥剤でございます。点鼻または点眼、あるいは散霧、あるいは飲水

投与で使用されます。

再評価調査会の御審議の結果、資料の整備等を条件に有用性が認められるとして部会に

御報告して差し支えないとされました。

これも９ページの取り扱い上の注意の（２）のところに「有効期間」というものがござ



- -69

いますが、これを「使用期限」に直させていただきます。

次の10ページですが、これはノビリス 30･2500、これはやはりニューカッND CLONE

スル病生ワクチンで、これは先ほどの･1000とすべて同じものでございます。

これの再評価調査会の御審議の結果、やはり資料の整備を条件に有用性が認められると

して部会報告して差し支えないとされました。

これも･1000のノビリスと同様に取り扱い上の注意のところ、13ページになりますが、

（２）の「有効期間」を「使用期限」と直すということになっております。

次に14ページのノビリス 5 30･1000ですけれども、これはニューカッスMA +ND CLONE

ル病に加えて、鶏伝染性気管支炎の混合生ワクチンでございまして、１バイアル中に先ほ

どのニューカッスルの株のほかに鶏伝染性気管支炎ウイルス ５株10 以上を含むMa EID6.0
50

凍結乾燥剤でございます。用法はやはり点鼻または点眼、あるいは散霧、あるいは飲水投

与、いずれかでございます。

再評価審議会の御審議の結果、やはり資料の整備を条件に有用性が認められるとして、

部会報告して差し支えないとされたものでございます。

やはり同様に17ページの取り扱い上の注意の（２）の「有効期間」を「使用期限」とし

ていただきたく、よろしくお願いいたします。

次に18ページからアビ 、ニューカッスル病生ワクチンで、これはメリアルのもVG/GA

のですけれども、これは１バイアル中に発育鶏卵培養弱毒ニューカッスル病ウイルス

2 23 88株、これを10 以上含む乾燥凍結剤でございます。この用法は飲水投与VG/GA / / EID8.5
50

または噴霧、または点鼻、点眼でございまして、再評価調査会の御審議の結果、使用上の

注意の整備を条件として、有用性を認められるものとして部会等に報告して差し支えない

とされました。

また、19ページの囲み表の中の「本ワクチンの成分の特徴」のところ、「人畜共通伝染

病」になっておりますが、これを「人獣共通感染症」と直していただきたいので、よろし

くお願いいたします。

また同様に、21ページのところの取り扱い上の注意に「有効期間」という記載がござい

ますが、これは（３）ですが、これを「使用期限」と直させていただきます。

次に22ページのエクテシン液ですが、これは100 中スルファモノメトキシン7.5 及mL g

びオルメトプリム2.5 を含有する液剤でございまして、飲水投与として５日間、１㎏当g

たり0.1～2.0 投与いたします。豚の胸膜肺炎が適応症でございます。mL
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再評価調査会の御審議の結果、やはり資料の整備等を条件に有用性が認められるとし

て、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないとされたものです。

次に、そこでページ数が終わってしまうのですが、養蚕用β エクダイソン液、３ペー-

ジ先にございます。これは20 中に20 ヒドロキシエクジソン18.0 を含有する液剤mL - mg

で、これは蚕用の薬でございまして、「はしり」と呼ばれる初熟蚕の食べる桑の葉全体に

均一に散布して食べさせることにより、蚕の熟化促進による熟化の斉一化を図るものでご

ざいます。

再審査調査会の再評価の結果、使用上の注意等の整備等を条件に、有用性が認められる

として、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないとされました。

次のページにその原料がございます。20 ヒドロキシエクジソン末でございます。これ-

につきましても同様に、資料の整備等を条件に有用性が認められるとして、動物用医薬品

等部会に報告して差し支えないとされました。以上、①から⑨まで御報告いたしました。

○○委員 ただいまの報告につきまして、御質問等はございますか。どうぞ。

○○委員 エクテシン液の効能・効果は豚の胸膜肺炎となっていて、制限動物が搾乳牛と

産卵鶏なのですけれども、これはどういうことになるのですか、22ページ。

事務局 わかります。少々お待ちください。今、再評価調査会の申請資料を今確認してお

りますが。

○○委員 本当だ。

事務局 すみません、使用上の注意が間違って添付されています。すみませんでした。

事務局 再審査の対象になりましたのは豚の効能だけでございますが、もともとは鶏と牛

に効能がございます。

○○委員 牛と鶏も入っているのですね。

事務局 はい。

○○委員 公的な文書ですから、ちょっと確認しておいてください。これは事務局できち

っと整理が必要なら、見ておいていただきたいと思います。

事務局 使用上の注意として書いてあることが正しいことになりますので。

事務局 すみません。今、調査会上の資料を見ましたところ、成分、分量は間違ってござ

いませんが、効能・効果が牛…。

○○委員 一番下の方に手書きで書いている22ページと23ページの話ですね。

事務局 そうです。
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事務局 豚の胸膜肺炎が効能・効果に追加されたので、２年という再審査期間を設けてお

ります。それでここに書いてある効能・効果はそれだけなのですけれども、実際には牛、

鶏の方にも元々使えますので、こういった使用上の注意がございます。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 はい。

○○委員 ということだそうでございます。ほかにございませんか。ありがとうございま

した。

（７）動物用医薬品の諮問・承認状況について

○○委員 それでもう一つ、今度は（７）ですか、動物用医薬品の諮問・承認状況につい

て、事務局からお願いします。

事務局 それでは、前回のこの部会からきょうまでの間に諮問、承認されたものを、もう

時間も迫っていますので、ごく簡単に説明させていただきます。

まず生物学的製剤につきましては、ポーシリス 、それからポーシリスSTREPSUIS

「 」、これは松研薬品工業とインターペットからの共同申請のものでございSTREPSUIS IV

ます。ストレプトコッカス・スイスを有効成分とする豚のレンサ球菌症の予防ワクチンで

ございます。

それからパラコックス 5、これは日本ファマシーから申請されているもので、鶏のコク-

シジウムの発症抑制のワクチンでございます。

次、一般薬関係につきましては、ノックベイト、これはバイエル株式会社からの申請

で、イミダクロプリドを含有する顆粒剤、畜・鶏舎の周囲の衛生害虫の駆除というもので

ございます。

次、めくっていただきまして抗菌製剤関係につきましては、動物用タリビット 3、大L

洋薬品工業株式会社から申請されているもので、オフロキサシン、ケトコナゾー及びトリ

アムシノロンアセトニドを含有する外用剤でございます。以上が諮問状況でございます。

“

次、めくっていただくと承認状況でございます。生物学的製剤としまして、“京都微研

ピッグウィン 、これが平成14年６月14日に承認されております。-EA

次、オイルバックス 、化血研の製品ですが、これも同日、６月14日に承認されNB GR2

ております。
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次をめくっていただいてフェロバックス５、これは共立製薬株式会社の猫用のワクチン

でございます。これも６月14日に承認されております。

一般薬関係につきましてはアドバンテージハート、バイエル株式会社のものでございま

す。これが同じ７月25日に承認されております。

バソトップ錠1.25と同じ2.5、三鷹製薬からの承認申請でございます。これは８月８日

にそれぞれ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。特段の御質問はございますか。

○○委員 ただいまの抗菌製剤の動物用タリビット、これは先ほどの薬剤とほとんど同じ

内容ですね。ですから、同じような注意点を最初からされた方がより一層、また同じこと

を繰り返すようになりますので、その点を御配慮ください。

事務局 その点、気をつけて審査の方を進めさせていただきます。

○○委員 これで報告事項も予定のものは全部終わりましたけれども、これ以外に事務

局、何か。

５．そ の 他

事務局 特にございませんが、次回の開催日をよろしくお願いいたします。

３ヶ月後ということなので、11月ごろになるかと思いますが、同じ11月の21日、木曜日

あたりはいかがでしょうか。

○○委員 ３ヶ月先の話ですが、とりあえず21日の木曜日、カレンダーにマークをしてお

いていただくということでよろしいでしょうか。いずれ時間は午後ですね。

事務局 はい。では、11月21日ということで予定させていただきます。

○○委員 それでは、そのように11月の21日を予定するということで、本日、ちょうど１

時間オーバーになりましたけれども、やはりこの会のことでございますので、問題の残っ

たものはそう簡単には世に出せない、この方針で特にそのあたりがきょう集中になりまし

た。遅くまで御審議いただきまして、まことにありがとうございました。

本日はこれで閉会といたします。

事務局 ありがとうございました。

６．閉 会
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