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１．開 会

○○委員 それでは、定刻を少し過ぎましたけれども、ただいまから動物用医薬品等部会

を開催いたします。

２．挨 拶

○○委員 初めに室長からごあいさつをお願いします。

○薬事室長 どうも先生方、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。

衛生課長にかわりまして開会に当たってのごあいさつを一言申し上げます。

今回、ことし初めての部会でございますけれども、先月の 日に薬事・食品衛生審議23
会の総会が開催されまして会長、分科会長、各部会長が改選されたわけでございますが、

日本公定書協会の○○委員が審議会長と薬事分科会長をおやりいただくことになっており

ます。動物用医薬品等部会につきましては○○委員に引き続き部会長をお願いすることに

させていただいております。委員の先生方、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

それから、本日御欠席でいらっしゃいますけれども、残留問題調査会の座長の○○委員

にかわりまして東京農工大学の○○委員に座長をお願いしておりまして、新たにこの部会

の委員にも御就任いただいておりますので、この場で御紹介をさせていただきます。

また、元旦付けで事務局に異動がございまして、調査会で申しますと抗菌調査会、残留

問題調査会、再評価調査会の事務局担当の薬事第二班の課長補佐が○○から○○に交代い

たしておりますので紹介させていただきます。家畜改良センターの生産衛生課長からの異

動でございます。よろしくお願いいたします。

一昨年の９月に確認されて以来、ＢＳＥの関係ではいろいろ御心配をおかけいたしまし

て、御協力もいただいてきたわけですけれども、全頭検査を始めとする多くの対策が講じ

られておりまして、動物用医薬品につきましても、原則、反すう動物由来物質を原料に使

うことは禁止いたしまして、使用する場合には品目ごとに承認で審査をして安全性を確認

するという対応をさせていただいております。そのほかのＢＳＥ対策につきましても御理

解をいただいておりまして、先月、６頭目と７頭目の患畜が確認され、今月に入りまして

陰性であるという確認ができないということで擬似患畜の扱いをした１頭もございました

けれども、消費者の方々を含めて大変冷静な対応をしていただいているところでございま

す。

その関連で、昨年の４月にはＢＳＥ問題に関する調査検討委員会で大変厳しい指摘を受

けたこと、それを踏まえて、昨年の６月に食品安全に関する関係閣僚会議が新しい今後の

あり方についての決定をしたということなどを御紹介させていただいてまいりましたけれ

ども、食品安全委員会を設置する、あるいはリスク評価の手法を導入するための食品安全

、 、基本法の新しい法律案 それから食品安全に関連しますいろいろな関連法案の新しいもの
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あるいは一括改正案が今月の７日の閣議決定を経て今国会に提出されております。前回、

ごく簡単に考え方だけ御紹介させていただきましたけれども、薬事法の改正もその中に含

まれておりまして、そのほかに、食糧庁を廃止して消費安全局を新しく設置するという農

林水産省設置法の改正案なども一緒に提出されております。もう一つは、厚生労働省所管

でございますけれども、農薬や動物用医薬品の残留規制を強化するための食品衛生法の一

部改正案につきましてもあわせて提出をされているところでございます。

もう一つ、昨年の７月に既に公布されております改正薬事法の施行につきましては、前

回の部会におきまして、１年後の施行が決まっております生物由来製品の指定あるいはそ

の基準の制定についての取り進め方につきまして、関係調査会、具体的には生物調査会と

一般薬調査会になりますけれども、そちらでの御検討を経た上でこの部会で御審議をいた

だくというやり方についての御了承をいただいているところでございますが、本日、両調

査会の御意見を踏まえた事務局案をお示ししておりますので、後ほど御検討をいただきた

いと思います。

本日、そのほかにも御審議をお願いする事項、御報告させていただく事項、大変盛りだ

くさんにございます。どうぞ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。

３．配付資料の確認

○○委員 それでは早速始めさせていただきます。

まず、配付資料の確認を事務局からお願いします。

事務局 お手元をご覧ください。当日配付資料一覧という１枚紙がございまして、その下

に赤でナンバーリングしてあるものが３つございます。赤の№１が本日の議事次第でござ

います。委員の出欠表、座席表がついております。赤の№２は、後ほど御説明いたします

が、動物用医薬品の諮問、承認状況でございます。№３は次回の日程のための５月、６月

のカレンダーでございます。以上、御確認のほどよろしくお願いいたします。

○○委員 先生方、よろしゅうございますか。

漏れはないようです。

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

〔動物用一般医薬品調査会関係〕

【新動物用配合剤 （輸入承認）】

①アドバンテージ プラス犬用 バイエル メディカル（株）
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②アドバンテージ プラス猫用 バイエル メディカル（株）

○○委員 それでは早速議事に移ります。

まず審議事項の( ) の①及び②の一般医薬品「アドバンテージ プラス犬用」及び「ア1
ドバンテージ プラス猫用」の輸入の承認等の可否について。これは○○委員から御説明

をお願いします。

○○委員 アドバンテージ プラス犬用と猫用についてですが、本製剤はバイエル株式会

社から承認申請されたもので、イミダクロプリド及びピリプロキシフェンを有効成分とす

る皮膚滴下型のノミ駆除剤であり、ノミの駆除、ノミ卵の孵化阻害及び幼虫の脱皮阻害に

よるノミ成虫の寄生予防を効能とするものであります。平成 年４月 日、同年 月14 16 11
５日及び平成 年１月 日の動物用一般医薬品調査会で審議され、事前の調査審議を終15 30
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ことになりました。詳細につい

ては事務局から報告があります。

事務局 事前に配付させていただきました資料、黒の№１を御用意ください。たくさんタ

ッグがついておりますが、真ん中あたりに申請書（写）というタッグがありますので、そ

ちらをお開きください。さらに、１というグレーのタッグがありますので、そちらをお開

きください。

「 」、本剤はバイエル株式会社より輸入承認申請されました アドバンテージ プラス犬用

「アドバンテージ プラス猫用」でございます。猫用の申請書はタッグ２にありますが、

基本的には同じ製剤ですので、犬用をもとに御説明させていただきます。

本剤はイミダクロプリドとピリプロキシフェンを主成分とするスポットオンタイプの外

用剤で、次のページをご覧ください、効能・効果はノミの駆除、ノミ卵の孵化阻害及び幼

虫の脱皮阻害によるノミ成虫の寄生予防となっています。用法・用量は、体重１ 当たkg
りイミダクロプリド 、ピリプロキシフェン を基準量とした以下の表に示しま10mg 0.5 mg
すような投与量を、犬の場合は肩甲骨間の被毛を分け、猫の場合は頸背部の被毛を分け、

容器の先端を皮膚につけて滴下するものでございます。

本剤の概要については資料の概要に沿って御説明いたします。概要と書いてありますタ

ッグをお開きください。目次がございまして、５ページになります。まず起源又は開発の

経緯ですが、主剤のイミダクロプリドは、初めは農業害虫を対象として農薬として登録さ

れました。その後、スポットオンの液剤として犬及び猫に寄生するノミの駆除剤として開

発されました。現在は世界各国で発売されており、日本においても「アドバンテージ ス

ポット」として既に市販されております。もう一つの主剤でありますピリプロキシフェン

ですが、これもそもそも各種農業害虫の防除ということで開発が行われ、 年にはカ、1989
ハエ幼虫の防除剤として承認され、販売されております。一方、ピリプロキシフェンにつ

いてはノミに対しても卓越的な効果を示すということで、犬及び猫に寄生するノミのライ
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フサイクルを断ち切ることでノミの成虫の寄生予防を目的とした製剤として開発され、日

本における動物用医薬品としても既にさまざまなものが承認され、販売されているという

ことでございます。

今回の申請製剤であります「アドバンテージ プラス犬用 「アドバンテージ プラス」、

猫用」は、イミダクロプリドとピリプロキシフェンを配合したスポットオン製剤で、その

配合理由はノミの複雑なライフサイクルにあります。つまりイミダクロプリドによりノミ

の成虫を駆除し、ピリプロキシフェンによってノミ卵の孵化阻害、幼虫の脱皮阻害といっ

た複数のライフサイクルにおいて効果を示し、総合的にノミを防除することになっており

ます。

続きまして、本剤は成分としてはそれぞれ既に承認されているものでございますが、配

合剤としては初めてということですので、配合剤としての資料を中心に御説明させていた

だきます。 ページをお開きください。安定性に関する試験ですが、本剤の容器で最も小28
さい Ｌの容器について、長期保存試験、加速試験及び過酷試験を実施しました。そ0.4m
うしましたところ、 ℃で保存したものについては有効成分のわずかな上昇が認められま50
したが、それ以外の室温での カ月間の保存、加速条件とか、温度を極端に変化させた12
条件、高湿度、それから蛍光灯下、こういったものについてはすべての試験項目で経時的

な変化は見られませんでした。

続きまして ページをお開きください。急性毒性に関する試験ですが、実際にその製34
剤を用いた試験として、ラットを用いた製剤の経口投与による急性毒性試験を実施しまし

た。結果については ページの表Ⅳ－ に示してありますが、ＬＤ 値は雄ラットでは36 2. 50
、雌ラットでは でありました。また、経口投与による最大無作用量1,283mg/kg 1,000mg/kg

は雄ラットでは 未満、雌ラットでは でございました。また、経皮投1,000mg/kg 500mg/kg
与による急性毒性試験については雌雄ラットともに 以上と推定され、最大無作5,000mg/kg
用量については雄で 、雌では 未満ということでございました。5,000mg/kg 5,000mg/kg
続きまして、隣のページですが、吸入毒性等の特殊毒性に関する資料でございます。ま

ず吸入毒性試験ですが、本剤をエアロゾル化して４時間鼻部に曝露したところ、下の表Ⅵ

1. 50 2,500 mg/kg 2,500 mg/kg－ に示しますように、ＬＤ 値は雌雄ともに 、最大無作用量は

ということで、すべて異常は認められませんでした。

続きまして ページをお開きください。眼刺激性試験ですが、本剤をウサギの右眼に38
点眼したところ、表Ⅵ－ に示しますようにすべてのウサギで陽性刺激反応が認められま2.
したが、投与後７日には消失し、 日までには完全に回復いたしました。14
その下に皮膚刺激性試験を示してありますが、本剤をウサギの除毛した背部の皮膚に貼

付塗布し、４時間曝露しましたが、皮膚に対する刺激性は認められませんでした。

続きまして皮膚感作性試験でございます。今度はモルモットを用い、本剤の遅延型接触

感作性を閉塞性パッチ法、本剤 Ｌを閉塞性パッチというもので固定し、装着して６0.4m
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時間後にパッチを外すということを週１回、３回繰り返しましたところ、皮膚反応は認め

られなかったと。いずれも安全であるという結論でございます。

続きまして ページをお開きください。安全性に関する資料でございます。まず「ア40
ドバンテージ プラス犬用」の製剤について犬に対する安全性を調べました。まず成犬に

対する安全性ですが、 ページの表Ⅶ－ をご覧ください。上段は畜産生物科学安全研究41 1.
所で７カ月齢のビーグル 頭を用い、常用最高量とその３倍量を投与した試験、経皮投18
与（３日間連続を１カ月間隔で３回）を行いましたところ、常用最高量及び３倍量、いず

れの犬でも異常は認められませんでした。また、アメリカ・バイエル社の１歳３カ月から

６歳齢のビーグル 頭を使った安全性試験については、常用量の５倍量を経皮投与（１24
週間隔で４回）いたしましたが、本剤の投与に起因する異常は認められませんでした。

また、幼犬における安全性ということで調べておりますが、 ページの表Ⅶ－ をご覧42 2.
ください。この試験はアメリカのバイエル社で行われていますが、５週齢、実際に試験を

やったのは７週齢でございますが、７週齢のビーグル 頭を用い、常用量の５倍量を経28
皮投与（１週間隔で４回）しました。その結果、本剤に起因する異常は認めらなかったと

いうことでございます。

また、妊娠期及び授乳期の母犬とその子犬に対する安全性についても調べております。

表Ⅶ－ にありますが、これはドイツのバイエル社でビーグル犬及び雑種犬 頭を用い3. 39
て試験をしております。常用最高量と常用最高量の３倍量を経皮投与しましたところ、母

犬にもその子犬にも本剤に起因する異常は認められませんでした。これらが「アドバンテ

ージ プラス犬用」の対象動物の安全性でございます。

続きまして「アドバンテージ プラス猫用」の猫に対する安全性でございます。 ペー44
ジの表Ⅶ－ をご覧ください。まず畜産生物科学安全研究所で雑種の猫、８カ月齢、 頭4. 18
を用い、常用最高量とその３倍量を経皮投与しましたところ、いずれも本剤に起因する異

常は認められませんでした。

24また アメリカ・バイエル社でもアメリカンショートヘアー ７カ月から１歳齢のもの、 、

頭を用いた常用量の５倍量、経皮投与の試験を行っておりますが、初回の投与の１時間後

に投与群の１頭でよだれが１時間持続して認められたものがございますが、それ以外の異

常は認められず、本剤に起因する特段の変化というものは認められませんでした。

また、同様に妊娠期及び授乳期の母猫、その子猫についての安全性も調べております。

ドイツ・バイエル社でＳＰＦの成猫 頭を用いて常用最高量とその３倍量を経皮投与し25
て安全性を見ております。その結果、母猫３頭に一過性のよだれが認められたということ

ですが、それ以外には本剤に起因する異常は認められず、子猫の増体量も正常であったと

いうことでございます。

続きまして ページになります。効力を裏付ける試験資料でございますが、 ページ45 46
の犬における試験の用量設定試験でございます。イミダクロプリドは既にアドバンテージ
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ということで承認されており、それについては ％を含んでおりますので、今回は、イ10
ミダクロプリド ％は固定して、ピリプロキシフェンを ％、 ％、１％と振りまし10 0.2 0.5
て用量設定試験を行いました。その結果が表Ⅷ に示してありますが、ピリプロキシフ-1-2.
ェン ％及び１％を配合した製剤については、投与後 日まで ％から ％のノミ0.5 24 94 100
卵の孵化及び幼虫の脱皮阻害が認められました。

ちょっと飛びますが、 ページをご覧ください。猫に対する猫用の用量設定試験でござ56
10 0.2 0.5います 同じようにイミダクロプリドは ％に固定し ピリプロキシフェンを ％。 、 、

0.5 16 95％ １％にして用量設定試験を行いましたところ ％ １％の配合剤で投与後 日間、 、 、 、

％から ％のノミ発育の阻害効果が認められました。以上の結果から、本製剤について100
は、ピリプロキシフェンについては ％配合としたものでございます。0.5
続きまして、ちょっと戻りますが ページをお開きください。犬の被毛における薬物54

動態でございます。犬の被毛における薬物動態を調べるため、本剤を投与後１～ 日に28
被毛を採取して、イミダクロプリドとピリプロキシフェンの残量を により測定しLC-Mass
ました。その結果が表Ⅷ に示してありますが、イミダクロプリド及びピリプロキシフ-1-12.
ェンは投与後１日には既に犬の全身に分布し、少なくとも 日間は測定されたというこ28
とでございます。

また飛びますが、 ページをお開きください。同様の試験を猫に対して行いましたとこ62
ろ、同じように投与後１日には猫の全身に分布し、表の 日のイミダクロプリドの後部28
のところが検出限界以下になっていますが、おおむね 日間は猫の被毛において検出さ28
れているという結論になっております。

ページに戻っていただきます。犬の飼育環境中、つまり犬が寝るブランケットの中に55
おける薬物の動態ということで、本剤を投与した後、犬と接触させたブランケットの中の

ピリプロキシフェンの濃度を によって測定しました。その結果、表Ⅷ に示LC-Mass -1-14.
しますように、投与後 日間、定量限界以上のピリプロキシフェンが検出されました。31

ページに同様に猫についての試験を行っておりますが、猫については 日では検出63 31
限界以下になってしまったんですが、 日までは検出されたということでございます。24
続きまして ページをお開きください。吸収、分布、代謝及び排泄に関する資料です64

が、本剤を犬及び猫に投与しイミダクロプリド及びピリプロキシフェンの血中濃度を

によって測定しましたところ、犬では表Ⅹ に示しますようにイミダクロプリLC-Mass -1-2.
ドは投与後８時間から７日まで定量限界以上の値が認められ、ピリプロキシフェンはすべ

て検出限界以下という結果でございました。また、猫では、 ページの表Ⅹ に示し65 -2-2.
ますようにイミダクロプリドは投与後４時間から７日まで定量限界以上の値、ピリプロキ

シフェンはすべて検出限界以下ということでございました。

続きまして ページ、臨床試験でございます。動物病院に来院したとき、または往診66
時にノミの寄生が確認された犬または猫に、被験薬を月１回、１～４カ月間単回または連
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続投与して、ノミの成虫の駆除効果、寄生予防効果を評価した試験でございます。まず犬

についてですが、試験材料と試験方法は表ⅩⅡ 、 ページの表のように、ノミの自然-1. 67
寄生が認められた年齢１カ月から 歳、体重 ～ のさまざまな種類の犬 頭に15 1.2 43.5kg 92
ついて本剤を投与しました。ノミの寄生状況は、－から＋、＋＋、＋＋＋の４区分を決め

て記録いたしました。

ページに有効性に関する評価を示してあります。有効性に関する評価は、各検査時点68
での検査頭数分の各検査時点でのノミの陰性頭数によって駆除率を算出し、それ以外の一

般症状とか副作用は表ⅩⅡ 及びⅩⅡ に示すような基準に基づいて判定をいたしまし-3. -4.
た。

その結果を ページ、 ページに示しておりますが、まず ページの表でございます70 71 70
が、有効性については犬 頭で検討し、犬における各検査時点でのノミの寄生率、駆除43

45率に高い駆除率が認められたという結果になっております。また安全性については犬

頭で検討し、犬１頭に投与部の紅斑が副作用として認められましたが、それ以外の異常は

。 、 。認められませんでした ページの表については 有効性は犬 頭で検討しております71 37
これについても高い駆除率が認められました。また安全性についても犬 頭で検討しま46
して、これについては本剤に起因する副作用等はありませんでした。

続きまして、 ページは猫についての臨床試験でございます。同様に表ⅩⅡ－ に示し73 8.
ますようにノミの自然寄生が認められた年齢３カ月から 歳、体重 ～ のさまざ22 1.6 7.4 kg
まな品種の猫 頭について本剤を投与しました。そして犬のときと同じように評価した139

76 90ところ、評価の結果は ページの表に示してありますが、まず有効性については、猫

頭で検討し、同様に高い駆除率が認められました。また安全性については猫 頭で検討99
し、１頭に嘔吐、もう１頭に投与部位の発赤が認められましたが、それ以外のこの薬剤に

起因するような安全性を疑うようなものは認められませんでした。また、 ページでは、77
36 37有効性は猫 頭について検討し 同様に高い駆除率が認められました また安全性は猫、 。

頭で検討し、本剤に起因する副作用はございませんでした。

最初に戻っていただきまして、一番最初に審議経過票がございます。先ほど○○委員か

ら御説明がありましたように、本剤についてはこれまで一般薬の調査会で３度御審議を願

っているところでございます。それぞれの審議の中で指摘事項がありまして、それの回答

があったわけですが、語句や表現の訂正は除きまして、主だったものについて簡単に御説

明させていただきます。

グレーのタッグの上から４つ目をお開きいただくと、一般薬調査会の指摘事項回答で、

実施年月日が平成 年４月 日というのが出てくるかと思います。まず指摘事項の①で14 16
ございますが、当初、本剤は６週齢未満の犬及び猫には投与しないという使用上の注意が

ありましたが、実際には６週齢から７カ月齢の犬及び猫に対する安全性のデータがありま

せんでしたので、そこの安全性をきちっと説明することという指摘がございました。メー
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カーは６週齢の犬と猫に対しての安全性の試験を整備するということで、まず幼犬に対し

ての安全性は、先ほど私が説明しました資料番号Ⅶ－ でカバーできますと。そこで幼犬3.
に対する安全性は担保できていますよという回答でございました。また、猫については、

幼猫の安全性資料はございませんでしたので、別途試験をして添付してきておりました。

ところが、その後の調査会の指摘事項にもなったのでございますが、特に幼犬の安全性

試験については、実際は６週齢ではなく ～ 日齢で、どちらかというと７週齢に近い47 49
犬を使った試験で、アメリカでの使用上の注意も「７週齢未満」と書いてあることから、

本剤も７週齢未満に使ってはいけないよとするべきではないかという指摘がありまして、

そこの部分については、その後メーカーの方でも検討いたしまして、使用上の注意は犬に

ついては７週齢未満とするようになりました。

それから、指摘事項の３番になりますが、急性経口毒性試験の中で雌雄のラットを使っ

て試験をしているわけですが、雌雄のラットで投与している薬の濃度、用量が違うのはど

うしてかと。それから雌雄で週齢が違うのはどうしてか。それから、 投与群が１1,000mg
回投与ではなくて２回投与しているのはなぜかという指摘がありまして、まず雌雄で用量

が食い違うのは、イミダクロプリドに対するラットの雌雄におけるＬＤ 値の違いによ50
ってこの差が生じてきましたと。雌雄で週齢が異なるのはどうしてかということについて

は、試験の中で体重規定をしていたもので、体重を合わせると週齢が違ってくるという結

果になってしまいましたと。最後に 投与群をなぜ２回投与にしたのかというと、1,000mg
薬の調整を誤ってしまって、本来ならば１回投与するところを、半分の濃度を間違ってつ

くってしまったので、２回投与せざるを得なかったという回答でございました。

これらについては試験の設定が悪いということで、急性経口毒性試験は改めてやり直し

てきました。その結果については、その前の「１」と書いてあるタッグの中に最終報告書

ということで、ラットを用いた急性経口毒性試験が添付されております。

それから、指摘事項の４番については、急性経皮毒性試験で経皮投与して死亡した例の

、 、 、皮膚の状態についての説明がなかったので 説明することということで これについては

皮膚の変化は何ら認められなかったということでございます。

それから、少し語句の訂正がありまして、 ページまで飛んでいただけますか。ブラン10
ケット法を用いた試験で、ブランケットでの濃度が犬、猫でかなり差がある。これについ

て用法・用量を同じとすることでいいのかということでございましたが、実際、濃度に差

はあるんですが、最終的に有効性を維持する濃度というものはきちっと被毛の中にもブラ

ンケットの中にも残存しているということで、用量については何ら問題ないということで

ございました。

主だった指摘事項については以上でございます。よろしく御審議のほどをお願い申し上

げます。

○○委員 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お願いし
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ます。

○○委員 ２点ほどお伺いしたいんですが、まず第１点ですが、概要の ページに用量46
設定試験がございまして、この中でピリプロキシフェンの濃度を から ％まで設定0.2 1.0
して投与していますね。このデータを見ますと有効率 ％であるのは ％ですね。そ100 1.0
して実際の製品の濃度は ％に設定したのはなぜなのかということが第１点です。0.5
もう１点は、指摘事項の８番の猫に対する８ 以上の投与の説明の中に、体重がふえkg

ても猫の体表面積は変わらないんだからそんなに差はないだろうという説明がされている

んですが、実際にすべてのデータは「 」で設定をされて、平方メートルでは説明され/kg
てないんですね。この矛盾点は何なんだろうかという、２点御質問したいと思います。

事務局 まず１点目の用量設定試験についてですが、おっしゃられるとおり、 ％のと100
、 、ころを見ますとピリプロキシフェン１％のものが 日まで 一番よくきいておりますが24

本剤のコンセプトとして、月１回、それを何回か続けてノミを駆除するということで、必

ずしも ％の駆除率を期待するものではないという性格のものでございます。もちろん100
濃度が高くなればよく効くのはそうなんでございますが、なるべく用量はメーカーとして

は少なくしたいということで、この薬として期待する効果は ％も１％も同じだと判断0.5
して ％を採用したということでございます。0.5
２番目の御質問の猫の体表面積ですが、製剤については「 」で投与するとなってい/kg

ますので、体表面積での検討はもちろんされていないわけで、実際に８ 以上の大きなkg
猫というのは余りいないだろうということで、メーカーの方も最初は考えていなくて、一

番下の表に８ 未満と書いてあったわけですが、では８ 以上の大きな猫には使えないkg kg
んですかという話になりますので、実際に８ 以上の猫を使って調べているデータも幾kg
つかありまして、それについても問題がないということになっておりますので、８ 以kg
上の猫についても Ｌのピペットを１回使っていただければ所定の効果は得られるだ0.8m
ろうということでこういう結論にされているということでございます。

、 。○○委員 よくわかりましたけれども 論理の矛盾点というのがすごく気になるんですよ

おっしゃっていることはそのとおり、実験も含めて事実だとして、効果も十分あると。た

だ説明の論理が、言ってみれば聞かれたらああでもないこうでもないと答えるというよう

な答え方にしか聞こえないんですね。特に、犬の場合は体重が をオーバーした場合40kg
は幾つかの製剤を組み合わせてオーバー分については裁量してくださいという指示になっ

ていますね。猫ではそれをしないという理由がよくわからない。

それから、猫で大きいのというと ぐらいになっちゃうのもいるんですよ。現実に14kg
は。最近は猫といっても種類が非常に多いんですね。特に大型の猫がいますし、肥満傾向

がある猫も非常に多いですね。ですから、薬剤の組み合わせで効果がある、ないという論

点ではなくて、平方メートルで換算すればそんなに差がないから大丈夫だ、使ってみたら

大丈夫でしたという報告と、これを見ると最小限度は１ 当たり、イミダクロプリドはkg



-11-

で、ピリプロキシフェンについては で設定しているわけですね。ですから、10mg 0.5 mg
体重の上限を超えるような猫の場合はその辺を考慮して獣医師の裁量で指示をしなさいと

か、組み合わせて使いなさいという表現が犬のようにあってしかるべきだろうと私は思う

んです。クレームをつけているわけではなくて、どうも説明の仕方が気に入らないんです

ね。

○○委員 内容的には一応は納得していると。ただ説明が不十分であるということのよう

ですが、○○委員、猫の方、何か表現をプラスしますか。

○○委員 いや、十分効果があることが証明できたんで、証明されていれば問題はないん

ですが、犬の使用法と猫の使用法では若干、体重が を超えた場合は獣医師の裁量に40kg
よって組み合わせろということになっているのが、猫ではそれが書かれていなくて、大丈

夫ですよ、ちゃんと効きますよ、平方メートル当たりではそんなに差がないからという説

明だと思うんですが、実際に使う獣医師の立場、あるいは指導する立場として、この指示

に従ってやっていくわけですから、質問や疑問点が出てこなければいいなと、それだけで

す。

○○委員 今事務局から説明がありましたけれども、○○委員、この件に関して何かコメ

ントありますか。

○○委員 用量については調査会では余り議論にはならなかったのではないかと思ってい

るんですが、猫については、先生と同じように臨床の経験の豊富な先生からの意見では、

８ 以上についてどう対応するかというのがありまして、それについては回答書にあるkg
ような答えしか得られていないんですけれども、ノミの駆除の場合、必ずしも ％必要100
かという点があって、もう少し落とした場合にも近い有効性が見られていますので、完全

には納得していなかったんですけれども、実用的には問題ないであろうという判断でいっ

ております。

○○委員 ありがとうございました。

ただいまのことについては、ほかに御意見ありませんか。

○○委員 関連で１点と、あと２点は調査会の方にお尋ねした方がいいのかもしれません

が、今の臨床試験の中で、ＧＣＰに沿ってやらなくてもよろしいんですか。

事務局 これはＧＣＰに沿ってやっております。

○○委員 そうしますと、○○委員からお話がございましたように野外試験の中で陰性対

象をとっていないんですけれども、これは何か説明があるんですか。陰性対象をとらなか

った理由が明確になっておりますか。

事務局 陰性対象をとらなかった明確な説明はございません。

○○委員 恐らく今の○○委員の御発言は、事務局のような答え方だとどうでもいいだろ

うということになってしまう。論理性がないということで、陰性対象群と比較して統計学

的に有効であるという根拠がやっぱり必要だろうと。そのための陰性対象試験がないわけ
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ですから、非常に評価がしにくいところが出てくるかなと思います。

わかりました。これは意見です。

質問をさせていただきたいと思うんですが、調査会に質問する方が適切かと思うんです

けれども、指摘事項の中で雄雌ラットの経口投与量をそろえなさいという指摘をされてい

るんですが、この根拠は一体何でしょうか。例えばＧＣＰに沿って基準がありますけれど

も、明快な理由があれば基準どおりにやらなくてもいいし、投与量をそろえることはベタ

ーですけれども、そろえなければならないということはないと思うんですが、投与量をそ

ろえてもう一度やりなさいと指摘したということについて御説明いただけますか。

○○委員 まず先ほどの臨床試験で陰性対象がないという点にお答えしますけれども、ノ

ミの寄生があるという状況で、それをそのままに置いて獣医師が臨床的にある程度の期間

を置いて観察することが難しいということがあって、それはとられていないと思っていま

す。

もう１点の急性毒性試験は、雄と雌との違いというのがありましたけれども、その他、

何点か急性毒性に関して不備があると。先ほどありましたように、１回投与で与えるべき

ものを２回に分けて投与するとか、さまざまな点で急性毒性試験に関しては問題が大きい

と毒性試験の専門の先生から御指摘があって、専門家の立場から急性毒性試験については

やり直すべきであるという判断で指摘しております。

○○委員 ２点お答えいただいたんですけど、まず第１点の件ですけれども、陰性対象を

設けることが極めて難しいということであれば、すべての疾患は陰性対象というのは難し

くなってくるわけですね。それならばＧＣＰから陰性対象は要りませんよという基準をつ

くってしまえばいいと私は思うんですよ。それでもなおかつＧＣＰには陰性対象が必要で

すと、陰性対象群と比較しなさいという基準があるのは、それなりの理屈があると私は思

っているんですね。ですから今の先生のお答えですとちょっと理解しづらいところがあり

ます。

２点目の件ですけれども、予備実験をして、あるいはこれまでの実験データを踏まえて

雄と雌の投与量を変えるということはそれなりの意味があると思うんですね。それに対し

て同じ用量でしなさいと調査会が指摘するのはちょっと言い過ぎかなと。用量設定の根拠

を示しなさいという指摘だと適切だと思うんです。調査会がそうしなさいというのは、本

当にそれでいいのかなと思ったんですけれども。

○○委員 臨床試験の問題は大きな問題ですので後からお話ししますけれども、事務局、

急性毒性に関してはかなり調査会で問題になりましたけれども、その辺、もうちょっとま

とめて話してもらえますか。

事務局 投与量をそろえてという意味は、概要の ページに表があるんですが、経口投36
、 、 、 、 、 、 、 、 、与量が 雄は０ 雌の方は０ となっていて1,000 1,500 2,000 500 1,000 2,000

いわゆるレンジが違うんですね。最初と最後は０と で合っているのに途中の区切り2,000
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が違うので、これをきちっと合わせた試験をしなさいという御指摘でございました。

○○委員 わかりました。そうしますと指摘事項を適切にした方がよろしいですね。経口

投与量をそろえなさいという指摘事項は適切でないと。試験方法を適切にしなさいとか、

用量の設定の基準を同じにしなさいとか、そういう指摘だとわかるんですけれども、投与

量をこうしなさいというのは適切でないような気がいたします。

○○委員 その点はよろしいですね。根拠がはっきりしたということで。

陰性対象を置かないという問題ですが。

○○委員 その点についても事務局の確認が欲しいんですけれども、今回の臨床試験で陰

性対象がないということについては、ヒアリングの段階からどのように対応していたんで

しょう。

調査会では議論にはなっていないはずで。

事務局 一般論になりますけれども、臨床試験というのはあくまでも臨床の現場でお使い

いただいたときの有効性・安全性を見ていただくということですので、原則として陰性対

象があることが望ましいという言い方はしておりますけれども、置かなければいけないと

必ずしも指導しているわけではありませんで、場合によっては陽性対象で対応することも

実際には認めてきております。

○○委員 最初に私がお尋ねしたのはそういうところだったんですね。一番有効性を評価

できるのは、陰性対象群と比べてですから、そのデータがあることが一番適切であると。

もしそれができないとすると、なぜ陰性対象群が置けなくて陽性対象群を置いたかという

明確な回答があれば、それはそれで私もいいと思っていたんですね。その辺のことを質問

、 、したつもりだったんですけれども 回答の中では余り適切でなかったように伺ったもので

お尋ねしたところです。

○○委員 この点はよろしゅうございますか。

ほかにございますか。

○○委員 別のことですが、調査会の指摘事項でかなり用語の使用に厳密な指摘をされて

おりまして、用語のことはということで事務局の方は余り触れられなかったんですが、１

つだけ気になりますのは胎児の「児」を、子供ということから「子」に変えなさいと指摘

しております。私も獣医学領域の者ですから「子」を使いたいんですね 「子」を使いた。

いんですけれども、トキシコロジーの分野でいきますと、例えば発生毒性とかほかの分野

では「児」を使っている学会もあるわけです。そうしますと、全体的に表現するときに、

動物薬だからといってそこに出てくる表現をこうしなさいと決めつけるのはちょっと気に

なると。ほかの学会でも認められている用語は容認していく方が適切ではないかと思うん

ですけど、その点はいかがでしょう。

○○委員 ただいまのは指摘事項の⑥ですか。

○○委員 極論を言えば、間違いではないと思うんです。サイエンティフィックに考えま
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すと。それを調査会がこうしなさいと言っていいのかどうか気になったということです。

○○委員 事務局、これはこの薬剤だけではありませんね。あちこちで出てきますけれど

も、何か……。

事務局 動物用医薬品の世界ではこちらの方が一般的だと私どもは思っておりましたの

で、御指摘をいただいてそのように修正させていただいているということだと思います。

○○委員 あちらこちらの調査会で異なる意見が出た場合に、それをいちいち拾うわけに

もいかない。本質論でないところは用語の統一というのはあってもいいかなと思いますけ

どね。大体この方向で指導しているということでしょうか。

○○委員 動物薬に限っては、毒性試験といえども、トキシコロジー領域のデータに対す

る表現といえども「児」を使わないで「子」を使いなさいと決めて、それを通達して統一

されていれば結構だと思うんですが、そういうことがないのに、１つの調査会でこの言葉

を使いなさいと決めつけていいか心配だと。

○○委員 これはどうでしょうか。農水省の立場からの指導ということになりますね。調

査会単位の問題ではないと思うので。

事務局 ○○委員の御指摘の部分は、毒性試験の中で使っている用語ということでの御指

摘でございますね。

○○委員 獣医学領域は、私もそうですから 「子」を使いたいんです。私も自分の論文、

では「子」を使います。でも、ほかのところから出てきたときに、例えば学位論文の審査

といえども、直さないようにしています。それはそれで認められている用語であるとする

と、認めざるを得ないかなと。調査会の立場で厳しくこうしなさいと表現していいのかど

うか、そこがちょっとひっかかって、調査会として訂正させたわけですね。

○○委員 これは今回１回ということではなくて、これまで何年か、出てくるたびにこう

いうふうになっていると思うんです。事務局で一定の見解があってというふうには聞いて

はいなくて、調査会での意見として出しているという形だと思うんです。先生にお聞きし

たいのは、トキシコロジーでは「子」を使ってはいけないんでしょうか。

○○委員 いけなくはありません。私はどちらでもいいと思っています。その辺は、○○

委員もおられますので、御意見をいただいた方がいいかもしれませんが。

○○委員 獣医師に対して書類を出していく場合にはその方が適当であろうという、多分

一貫したこれまでの調査会での判断だと思うので、それを今後画一化していくのかどうか

ということは事務局の判断になるかと思うんです。

○○委員 御指名ですので状況だけ申し上げますと、毒性試験法のガイドラインの生殖発

生毒性の用語の使い方のところでにんべんのない字を使うことを決めたようです。大分前

のことです。それに沿って使い方を示唆することはあるようです。ガイドラインはそうい

うことです。

調査会がガイドラインに従ってほしいという形で意見を述べることは、医薬品とか農薬
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でも時々あるようです。そうしなければいかんというニュアンスが入ることについて○○

委員が御指摘しておられるとすれば、そこのところはここでお決めいただければよろしい

のではないかと思います。

○○委員 つまり、結果論としては問題はないと。ただ、直せと言うことが問題かどうか

ということのようですね。

○○委員 僕は深くそういうことを考えなくなったんですけど、これは胎児に限るんです

か。例えば新生児のときはどういうふうになるんですか。

、 、考えてみたら生物製剤なんかも結構そういう表現があるんで 今まで余り気にしないで

にんべんがついていたような気もするし 「子」で書いていたような気もするし、そうい、

うのにこだわって議論した記憶がないんで。どこか、そういうのを統一的に議論している

んですかね。

○○委員 ○○委員もおっしゃられたように 「仔」はやめようということで、新生子と、

か、私自身は「子」を使っているんですけれど 「児」を使ってはいけないということで、

はなくて、容認されていると聞いているもんですから、私が提案したのは、調査会でこう

しなさいと言っていいのかどうかということが気になったということです。

○○委員 これにつきましては、それぞれの調査会で出てくる可能性があります。これを

踏まえて議論を始めますと当会の本題から外れますので、この場はペンディングといいま

すか、宿題にしていただいて、次にどこかで出たときに議論の対象にするということでい

かがでしょうか。とりあえず今回はこの結果を踏まえて先へ行きたいと思うんです。かな

り独断ですが、ひとつ御勘弁願いたいと思います。

ほかにはいかがでしょうか。御意見あるいは御質問ございましょうか。

毎度の話ですが、当会の性格上、この結果を見まして承認とするか却下するか答えを出

さなければなりませんが、内容的な本質論はないかと思います。承認ということでよろし

いでしょうか。

特に異議はないと思います。それでは承認ということでお願いします。

事務局 ありがとうございました。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年間とさせてい

ただきます。

［審議事項］

（２）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

〔動物用医薬品残留問題調査会関係〕

［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

〔動物用抗菌性物質製剤調査会・動物用医薬品残留問題調査会関係〕
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【新効能動物用医薬品 （輸入承認事項変更承認）】

②コバクタン「三共」 三共（株）

③コバクタン 三鷹製薬（株）

④セファガード 三鷹製薬（株）

○吉田分科会長 それでは次に参ります （２）動物用医薬品の使用の規制に関する省令。

の一部改正についてですが、報告事項の（４）の②、③、④、抗菌性物質製剤、コバクタ

ン「三共 、コバクタン、それからセファガード、この輸入承認事項変更承認に伴うもの」

であるということですので、先に報告事項について、事務局から説明をお願いします。

事務局 それでは御説明させていただきます。

動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正についてですが、この内容が報告事

項でありますコバクタン「三共 、コバクタン、セファガードの輸入承認事項の変更に係」

る部分でございますので、先にこの製剤の輸入承認事項変更申請の審議経過について御説

明をさせていただきたいと存じます。お手元の資料の黒の№４、輸入承認審議経過票で御

説明をさせていただきたいと存じます。

製剤ですが、販売名がコバクタン「三共 、三共株式会社のものでございます。それか」

らコバクタン、三鷹製薬株式会社のものでございます。平成 年 月に輸入承認申請を12 11
されているものでございます。それからセファガード。これはコバクタンと一物多名称の

製品ですが、三鷹製薬株式会社のものでございます。平成 年６月に輸入承認されてお13
ります。硫酸セフキノムを主成分とする油性の懸濁注射液でございます。用法・用量は、

承認当初は搾乳牛を除く牛に対して筋肉内注射により、マンヘミア ヘモリティカ、パス

ツレラ マルトシダを有効菌種とする牛の肺炎を効能・効果として承認されたものでござ

います。今般これについて、搾乳牛についても適用ということでの承認事項変更申請が参

っているわけでございます。したがいまして、従来休薬期間について、牛について７日と

設定されておりましたが、牛乳について 時間というのが追加となっております。36
審議の結果ですが、動物用抗菌性物質製剤調査会において昨年の７月 日、本年の１18

月 日に審議をされております。７月 日の審議については以下の資料を整備というこ29 18
とで継続審議になり、１月 日の審議で承認の可否に関する事前の調査審議を終了し、29
残留問題調査会を経て、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないとなっております。

資料整備の主な内容ですが、本剤については第３世代のセフェム系の製剤で、これにつ

いては既にセフチオフルナトリウムを主剤とする製剤が搾乳牛を含む牛の肺炎用として承

認をされているわけですが、重ねて第３世代セフェムの製剤を開発することの家畜衛生及

び公衆衛生上の意義について説明が必要であるということ、それから搾乳牛を追加すると

いうことで、これについての有効性・安全性の科学的根拠を説明する必要があるというこ

とで継続審議になりまして、対応として、子牛と搾乳牛での血中動態比較試験、それから
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搾乳牛を含む乳牛での臨床試験のデータを新たに追加して１月 日に審議をいたしまし29
た結果、本剤については既にセフチオフルナトリウムを主剤とする製剤が承認されている

わけですが、この製剤は水溶性の製剤で使用時に溶解するということで使用方法が異なる

ということ、それから、セフチオフルナトリウムの製剤については牛についての休薬期間

が 日と長いということで、製剤としての差別化がございます。そういった点から新し20
い製剤としての有用性もあり、かつ血中動態比較試験、海外での臨床検査データを比較し

まして有効性ありということで、抗菌性物質製剤調査会における事前の調査審議は了とい

うことで、ことしの２月 日、残留問題調査会で審議がなされまして、必要な事前の調14
査審議を終了いたしまして、動物用医薬品等部会へ報告して差し支えないという結論をい

ただいたものでございます。

次のページに使用上の注意について簡単に載せてございますが、変更点としては( ) の5
休薬期間ですが、牛乳 時間ということで追加になっております。36
以上が資料４の報告事項の御説明でございます。

○○委員 まず、ただいまの説明につきまして御質問あるいは特段の御意見などございま

したらお願いします。

よろしいでしょうか。

それでは御了解いただいたものといたしまして、もとへ戻ります （２）動物用医薬品。

の使用の規制に関する省令の一部改正ということで、事務局から説明をお願いします。

事務局 それでは御説明いたします。お手元の資料№２でございます。審議事項でござい

ますので残留問題調査会の部会長から御説明するのが本来でございますが、本日、座長の

○○委員が御欠席でございますので、事務局から説明をさせていただきます。

動物用医薬品の使用の規制に関する省令でございますが、これは薬事法の第 条の２83
に基づいて定められております。動物用医薬品の使用対象動物、用法・用量、使用禁止期

間等の使用基準を定める省令で、使用者はこの基準を遵守して使用しなければならないと

なっております。この基準に加えられている動物用医薬品については、動物用医薬品の使

用の実態、残留した場合の人体への影響等を勘案して決められているわけですが、大部分

の抗菌性物質製剤がこの対象になっております。食品に残留するおそれのある医薬品につ

いては積極的にこの対象に加えるということで拡充をいたしております。また、食品衛生

法に基づき食品中への残留基準が定められている動物用医薬品についても、残留基準の設

定にあわせて使用基準を設定して省令に加えているところでございます。先ほど資料４で

御説明いたしました硫酸セフキノムを有効成分とする筋肉内注射剤の輸入承認変更申請が

ありまして、それに伴って内容が変わりましたので、省令の内容を変更するものでござい

ます。

省令の変更内容ですが、次のページに新旧対照表でお示ししております。現行とあるの

が承認前ですが、硫酸セフキノムを有効成分とする注射剤については搾乳牛を除く牛が対
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象でございましたが、今回のコバクタン「三共 、コバクタン、セファガードについて、」

搾乳牛にも対象を拡大するということで、使用対象動物が「牛」になっております。それ

から使用禁止期間については、食用に供するためにと殺する前７日間に加え 「又は食用、

に供するために搾乳する前 時間」ということで、生乳に対する休薬期間を設定したも36
のでございます。これが御審議いただきます動物用医薬品の使用規制に関する省令の一部

改正（案）でございます。

あわせて資料２の内容も続けて御説明をさせていただきたいと存じますが、使用規制省

令の中に新しく使用の記録に関する制度を導入するということで現在検討させていただい

ておりますので、この点、及び、その背景として、薬事室長のごあいさつにもございまし

た食品の安全の確保のための農水省関係の法案を現在国会に提出しておりまして、その中

に薬事法の改正もございます。そういったものが関連しておりますので、それも含めて簡

単に御説明をさせていただきたいと存じます。

まず使用の記録制度でございますが、使用規制省令の中に、食用動物に使用される動物

用医薬品について、使用基準を使用者は遵守する義務があるわけですが、これを一層徹底

していただくという趣旨で、使用基準が定められた医薬品を使用した方に対して、使用の

記録をつけていただくという項目を設けることで現在検討をしております。具体的には、

使用者ということになりますと獣医師と畜産農家等となろうかと思います。獣医師につい

ては、診療にかかわるものですので診療簿への記載があるわけですが、畜産農家について

も必要な記録をつけていただくことになろうと思います。問題となる医薬品については要

指示薬になっているもので、必要な指示を獣医師から受けているわけですので、畜産農家

でも記録できる内容になるのではないかと考えております。適正な使用を一層徹底してい

ただくということで、使用の記録についての規定を設ける予定で現在検討させていただい

ております。

その背景ですが、資料№２の３ページになりますが、食品の安全性の確保のための薬事

法改正に伴う使用規制省令の改正の骨子ということで掲げてございます。その内容を御説

明するのに、４ページに（参考）として「食品の安全性の確保のための農林水産省関係法

律の整備に関する法律案」という、非常に長い名前で恐縮ですが、去る２月７日に閣議決

定をされて国会に提出された法案がございます。内容ですが、５ページの留意事項という

ところにございますが、今般、ＢＳＥの発生等を踏まえ、食品の安全性の確保ということ

が非常に重要視されてきたわけでございます。そういったことを踏まえ、農林水産省の関

係法令、特に農業資材に係る部分について、適正な農業資材の使用を通じて食品の安全性

。 、 、の確保を図る 特に生産段階における安全性の確保ということを念頭に置き 肥料取締法

薬事法、これは動物用医薬品が対象の部分でございますが、それから農薬取締法、家畜伝

染病予防法という４本の法律について所要の改正をするということで、一括法として、先

ほどの長い名前の法律ですが、現在国会に上程をされております。それから、内容の関係
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で一括法に入っておりませんが、飼料の安全の確保及び品質改善に関する法律、いわゆる

飼安法ですが、これについても同様に改正が国会に上程をされております。あわせて、Ｂ

ＳＥの関連ですが、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法という

のも国会に提出されているわけでございます。

この中で薬事法についてはどういう改正点かと申しますと、１ページ戻っていただいて

４ページの骨子でございます。およそ５項目ありますが、まず１点は許可業者以外の者に

よる動物用医薬品の製造・輸入の禁止となっております。現在の薬事法の体系では、動物

用医薬品の製造・輸入に関して、業として行う者については許可が必要になっているわけ

ですが、個人の製造・輸入については許可の対象外になっております。例えば家畜の所有

者が自主的な判断で動物用医薬品を製造・輸入し、それを使用した場合、畜産物にそれが

残留して人の健康に影響を及ぼすことが可能性としてあるわけです。そういったものを未

然に防ぐために個人による製造・輸入を原則禁止にするということでございます。ただ、

試験研究用の製造・輸入、あるいは治験のためというものもあると思いますが、そういっ

たものについては例外として取り扱うということで考えておりますが、今までの業の許可

、 。ということから 個人の製造・輸入も含めて許可制にするということが１点でございます

もう１点は未承認の医薬品の使用の禁止でございます。未承認のものについては安全性

について確認されていないわけですので、こういったものの使用を防ぐと。特に食用動物

に使用することを防ぐという目的で、未承認の医薬品の使用の禁止ということが項目とし

て挙げてございます。これも同様に試験研究等の目的での使用については例外的に除外す

ることを考えております。

それから使用基準規制の対象の拡大でございます。現在、使用基準規制の対象は「専ら

動物のために使用されることが目的とされている医薬品」でございます。例えば人体用の

医薬品等で食用動物のために使用される蓋然性の高いものは「専ら動物のために使用され

ることが目的」ではないものですから対象外になっているわけですが、これも食用動物に

使用されれば残留ということがあって食品の安全性にも影響するということで、ここまで

対象範囲を広げることで考えております。

もう１点ですが、厚生労働大臣との連携の強化でございます。食品の安全、人の健康と

いうことは厚生労働省の所管ですので、食品になる動物、食用動物に対する動物用医薬品

の使用については当然その生産物を通じて人の健康に影響を与えるわけですので、農林水

産大臣と厚生労働大臣の連携をより強化しようということで、動物用医薬品の製造・輸入

の承認に当たっては厚生労働大臣の意見を聞かなければならないと、残留によって畜産物

を介して人の健康を損なうおそれがあることに関しては厚生労働大臣の意見を聴かなけれ

ばならないという項目を設けること、それから、動物用医薬品の使用基準の策定・改廃に

ついて、現行では厚生労働大臣から農水大臣に意見を述べることができるという規定にな

っているわけですが、今後は、使用基準の策定・改廃に当たっては農水大臣から厚生労働
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大臣に意見を聴かなければならないという形で、パッシブではなくアクティブというか、

必然的に意見を聴くという体系に変更することで連携の強化を図ることが考えられている

わけでございます。

次のページに移りますが、法律違反への罰則の強化でございます。新たに創設する規制

に関しては、罰則がかかるにしても、余り罰金等が低いと脱法行為をすることによって得

られる経済的効果とのバランスが出てまいりますので、義務違反に対する抑止をより確実

にするという観点から罰則を見直すことにしております。ほかの法令とのバランスもござ

いますので著しく強化するとは一概には言えないわけですが、罰則について見直しをする

ということで法案の改正が現在国会に上程をされておりまして、今後国会で審議をされる

予定になっております。

、 、こういった薬事法の改正を踏まえ 動物用医薬品の使用の規制に関する省令についても

ちょっと戻っていただきまして３ページでございますが、現行制度の内容は先ほど御説明

した内容と同じでございます。２の薬事法改正に伴う使用規制省令改正（案）ということ

で、( ) の記録制度については先ほどと重複しますので( ) でございますが、使用規制省2 1
令の対象医薬品の拡大ということで 「専ら動物のために使用されることが目的とされて、

いる医薬品」に、さらに食用動物への動物用医薬品以外の医薬品の使用についても、残留

性の観点、あるいは適切な使用の徹底を通じ安全性の確保を図るという観点から、人体用

の医薬品等で食用動物のために使用される蓋然性の高い医薬品についても使用規制省令の

対象に含めるということで、法律の改正にあわせて使用規制省令の改正を検討していると

ころでございます。

以上、概略御説明いたしました。

○○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し

ます。

○○委員 今の使用規制に関する省令でお教え願いたいんですけれども、使用記録をどう

いうふうにとるのか、もう一つ、記録を整備した後はどうするのか。恐らく農家が何年か

保存ということになるんでしょうけれども、何かが起こったときに追跡するためにそうい

うのは非常に有用で、整備しなければいけないと思うんですけれども、書いたものが何年

かたってそのまま廃棄されておしまいになるのかどうか、後のことをお伺いしたいんです

が。

事務局 この記録制度でございますが、義務的な記録ということで位置づけるのは現在の

ところちょっと難しいと考えておりまして、どちらかといえばボランタリーベースになる

んでしょうか、努力して記録していただくということで、お願いするという形になってお

ります。保存期間に関しては、義務的な保存であれば義務のかかる範囲を明示する必要が

ありますので、何年とか、どういうふうにということになろうかと思うんですが、ある意

味で努力規定を現在検討しておりますので、期間について限定はございません。ただ、ど
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ういう項目を記録するかについては一応項目を挙げて、こういうものについては記録して

くださいと省令上明記するように考えております。例えばどういう薬を、いつ、どの動物

に、どういう量を使ったのか、あるいは休薬期間なり使用禁止期間についてはどのぐらい

かということを記録していただくようなことを考えております。

基準の遵守ということで、ＨＡＣＣＰでも記録というのが重要な項目で、記録すること

によってちゃんと実行されたかどうかを、そのときも確認し、事後でも確かめられるとい

う意味があるかと思いますので、努力規定で、特に保存の期限の定めはなく、必要な項目

を挙げて記録をお願いするということで現在考えております。

○○委員 今の話なんですけれども、牛以外の動物はそれでいいと思うんですが、牛に対

しては個体識別の法をつくられましたね。それに連動するということはないんですか。個

体に対してもどういう薬剤をいつ、どのぐらい使ったという記載をするという話だと、そ

こに牛の識別番号が入ってくる可能性はないんですか。

事務局 当然、記録をつけるに当たってはどの動物に投与したかという記録が必要になり

ますので、牛については全部個体識別番号がついておりますので、それを書いていただく

という方向で考えております。省令にそこまで明記するかどうかでございますが、実態上

は牛については個体識別番号を使っていただくことになると思います。鶏とか豚、群のも

のについては、個体ということではなくて群ごとの識別になろうかと思います。

あと、牛の方は、例えば獣医師法の改正、昨年のＢＳＥに関連する特別措置法の改正で

カルテの保存期間が８年に延びておりますが、こういう記録で８年というのは難しいと思

いますので、これについてはほかの記録と横並び、あるいはそれと同等ぐらいを念頭に置

いて、特に期間を定めずにということで考えております。

○○委員 よろしいですか。

ほかにいかがでしょうか。ございませんでしょうか。

ちょっと私から伺いたいんですが、例えば農協や共済のように組織になっている場合に

はこの内容を徹底しやすいですね。プライベートの産業動物に携わっている方もかなりお

られるようですが、そういう場所への徹底は十分可能なんでしょうか。つまり、現場の獣

医師に ％この意図が徹底できるのか確認したいんですが。100
事務局 少なくとも獣医師については、診療簿を書くことが法律上義務になっております

ので、記録を求める内容は診療簿に書かれる内容でほぼカバーできると思いますので、獣

医師法を遵守して診療簿を書いていただければ記録として残るかと思います。個別の農家

さんにつきましては。

○○委員 農家の方はいいです。では ％網羅できると。100
事務局 獣医師についてはカバーできる内容を考えております。

○○委員 ほかにいかがでしょうか。

○○委員 今お聞きして、ボランタリー的というところがなかなか難しいところだと思う
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んですね。具体的に実行をお願いするときに。それと、保存期間も定めないということで

したので、○○委員と同じような感覚を私も持っておりますが、これを受けてやった人が

ばかを見ることがないように、これをやったことそのものがマイナスになることだけは防

ぐようにですね。ボランタリー的ということはそういうことだと思うんです。正直者がば

かを見るということがないように、そこら辺の配慮はお願いしたいなと。これはお願いで

す。

○○委員 事務局に御一考願いたいということですね。

事務局 御指摘の点は十分踏まえて検討させていただきたいと思います。

○○委員 牛なんかを見ていると、獣医師は今言ったような格好で、なりわいとして診療

記録を残す格好になるけど、畜産にはホルモン剤も含めて、人工授精師とか排卵誘発をか

けたり、農家もやるけれども、別途そういう職種の人たちがいますよね。そういう人たち

はやっぱりボランタリーになるわけですか。今の概念でいくと。

事務局 それは、獣医師以外の者が薬を投与するという場面でしょうか。

○○委員 必ずしも獣医師だけではないんじゃないかと私は思うんですけど、違いますか

ね。

事務局 獣医師法の枠組みでいきますと、動物の診療ということで薬を投与することにな

りますと、それは獣医師しかできないと。農家の方がみずからの家畜について薬を投与す

ることは可能でございますが、それ以外の職種の方が動物用医薬品を他人の動物に投与す

ることは法律の枠組み上できないことになると考えていいと思います。

○○委員 治療は獣医師がやりますけれども、治療でなく、僕も余り現場は詳しくないん

ですけれども、排卵促進とか誘発とかいうのはどうでしょうか。

事務局 基本的に獣医師の仕事になるかと。あるいは獣医師の処方を受けて農家の方が自

分の牛を処置することはありますが、それ以外のなりわいとする者がそういう処置をする

のは獣医師法に抵触すると思います。

○○委員 わかりました。

○○委員 よろしいでしょうか。

ほかにはございませんか。

それでは、これは審議事項ですから、承認をしたということになるんですか。

事務局 それでは、硫酸セフキノム製剤の輸入承認事項変更承認申請に伴う使用規制省令

の改正及び使用の記録についての規定を使用規制省令に於ける改正につきまして御了承を

いただいたということで、薬事分科会に報告をさせていただきたいと思います。

［審議事項］

（３）改正薬事法の施行（平成 年７月施行事項）について（案）15

○○委員 それでは、次の( ) 改正薬事法の施行について、事務局から説明をお願いしま3
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す。

事務局 事前に配付させていただきました黒の資料№９をお開きください。改正薬事法の

施行についてでございますが、前回の本部会においてアウトラインについては御説明させ

ていただきましたが、昨年の薬事法の改正においていろいろ改正されたわけですが、その

うち生物由来製品に関する規制と、獣医師等からの副作用等報告制度、それから獣医師等

主導の治験制度、これらについてはことしの７月までに施行とされております。つきまし

ては、これらの事項の具体的な内容についてまとめてお示しさせていただきます。

まず生物由来製品に関する事項についてですが、今回の薬事法改正で新たに生物由来製

品及び特定生物由来製品というものが規定されました。具体的に動物用の生物由来製品に

ついてどういったものをどう指定していくかということになるわけですが、別紙１、４枚

ほどめくっていただきまして、横長になっております、動物用生物由来製品の指定につい

て（案）というものでございます。まず動物用生物由来製品の指定についての基本的な考

、 、 、 、え方ですが これは最終製品の感染症の発生のリスクを評価し 四角で囲いましたＡ Ｂ

Ｃのような考え方を評価し、最終製品のリスクの高いものを生物由来製品に指定をすると

いうものでございます。

Ａは原材料自体のリスクでございます。生物から由来するようなものでリスクの高いも

の。ところが原材料のリスクが高くてもＢのようなリスク低減措置、例えば不活化の処理

とか病原体の除去といったことが施されているものはその分リスクが低くなるでしょう。

また、Ｃに書きました投与経路による安全性、つまり経口や外用よりも注射の方がリスク

が高いでしょう。何回も使うものの方がリスクが高くなるでしょう。あとは原材料の由来

動物と使われる対象動物との種差が大きいものはその分リスクが低くなるでしょう。種の

バリアーがあるでしょう。こういったことを総合的にかんがみて最終製品のリスクを考え

たい。最終製品のリスクが特に高いもの、人用ですと輸血用の血液製剤といったものがそ

れに相当するわけですが、そういったものは特定生物由来製品として指定と。ただし、動

物用の場合は現在、輸血用の血液製剤とか、それと同等のリスクを有するものがございま

せんので、現時点で特定生物由来製品に指定するものはございません。原材料のリスクが

高くてリスク低減措置等が十分にとれないものを生物由来製品として指定させていただく

と。それ以外のものは指定しないというふうに考えさせていただきました。

次のページで、具体的に関係調査会、生物学的製剤調査会と一般薬の調査会において本

件について御審議をいただきました。まず生物学的製剤調査会ですが、事務局からすべて

のワクチンと血清類、それから直接動物の体に用いられる診断薬を生物由来製品として指

定する案を示させていただきましたら、こちらに書いていますような幾つかの御意見をい

ただきました。総じて言いますと、リスクについては人と同じように考える必要性はなく

て、動物用については動物のリスクのハザードを考えて評価すべきだという御意見をいた

だきました。また、一般薬の調査会におきましては、抽出型ホルモン、臓器から直接抽出
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してくるホルモン、またはそれと同等と考えられる一般医薬品を生物由来製品に指定する

という案を示させていただきましたところ、特段の御意見はございませんでした。

３ページですが、参考に、厚生労働省はこちらに示すような成分、具体例が幾つか記載

してありますが、こういったものについて特定生物由来製品または生物由来製品に指定す

る予定でございます。また、反すう動物由来物質については、生物学的製剤調査会でもＢ

ＳＥについてはその影響が大きいという御指摘を受けております。ＢＳＥ対策としては反

、 、 、すう動物由来物質を使用しているすべての動物用医薬品 部外品 医療用具の使用原材料

リスク低減措置についてＢＳＥ感染のおそれがないことを各品目ごとに審査をしているこ

とを申し添えさせていただきます。

では具体的に動物用の生物由来製品、どういったものを指定していけばいいのかという

ことになりますが、まず原材料のリスクが高いと考えられるものとして、一般薬の中では

人や動物に由来するものを原材料とした抽出型のホルモン剤、それから、それと感染リス

クが同等と考えられる心臓の実質抽出液といったものを考えました。また、生物学的製剤

については、ワクチン、血清類、診断薬、特にワクチンについては生ワクチンのワクチン

株の病原性復帰、こういったものをリスクのハザードと考え、そこに着目して原材料自体

のリスクが高いものと考えさせていただきました。こちらに示すようなものを先ほどの原

材料のリスクが高いＡに当たるものとしてノミネートさせていただいたということでござ

います。

次のページになりますが、しかし、先ほどの基本的な考え方に示しましたように、それ

なりのリスク低減措置とか安全性がとられている場合は生物由来製品としての指定は不要

と考えられます。では具体的にどういったリスク低減措置とか投与方法、由来動物と対象

動物の関係を考えていけばいいのかということになるわけですが、まずリスク低減措置と

しては、こちらの表に示しますような加熱処理を施しているものについては十分なリスク

低減措置がとられているだろう。また、加熱処理ができないものについては （イ）に書、

きましたような、例えば酸・アルカリ処理とか、ウイルス除去膜処理、ホルマリン処理、

γ線、有機溶媒といった処理を原則２つ以上組み合わせて、かつバリデーションがされて

いればいいでしょうと考えさせていただきました。また、投与経路については、注射以外

。 、 、のものはリスクが低いだろうと考えました また 由来動物種と対象動物種の関係ですが

両種の差が大きければ異種間のバリアーがあると考え、例えば陸生動物と水生動物、昆虫

とほ乳類といった関係の場合にはリスクが低いと考えさせていただきました。

なお、動物用医薬部外品とか医療用具については、実際にリスクが高い原材料を使って

いるものがございませんので、現時点では該当するもの、つまり指定するものがございま

せん。

こういった考え方に基づき、原材料のリスクの高いものについてリスク低減措置等が図

られているかどうか個々に調べたのが、次の次のページの（参考資料）にまとめさせてい
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ただきました。まず一般医薬品ですが、先ほど申しました抽出型のホルモンまたはそれに

準ずるものが左側の成分名に書かれており、それぞれの由来動物種、対象動物種、リスク

軽減措置、投与方法が記載されます。由来動物種と対象動物種が大きく異なるもの、また

はリスク低減措置がきちっととられているもの、注射以外のものについては、一番右側の

指定の要否のところが「否」になっております。そうでないものは「要」と書いてありま

して、要で矢印で否となっているものはバリデーションなりを実施中で、それが確認され

れば要から否に移るものでございます。

９ページにお進みください。今度は生物学的製剤でございます。生物学的製剤は大きく

ワクチンと血清類と診断薬に分かれますが、まずワクチンについては、生ワクチンは製造

用株自体は病原体ではないわけですが、それが病原性復帰した場合をリスクのハザードと

考え、仮に病原性が復帰した場合、そのものが法定伝染病であったりズーノーシスである

場合には非常にリスクが高いと考えました。そういった原材料のリスクが高いものについ

、 、て 先ほどの )に相当するリスク低減措置が生ワクチンの場合はとられておりませんので2
法定伝染病やズーノーシスにかかわる生ワクチンについては指定させていただきたい。そ

れ以外のものについては原材料自体のリスクがそれほど高くないと考えて指定はしないと

いうふうにさせていただいております。

また、遺伝子組換え生ワクチンについては、まだ実際の物の承認がありませんので、調

査会の御指摘も踏まえ、承認時に個別に判断したいと考えております。また不活化ワクチ

ン、トキソイドについては製造用株が病原体自体でリスクは高いんですが、ホルマリン等

による不活化、つまり十分なリスク低減措置が図られていると考えて指定はしないという

ふうにさせていただいております。遺伝子組換えのコンポーネントワクチンも同様でござ

います。

次に血清類ですが、免疫血清とか抗毒素、次のページの乾燥プラズマ、これらは血清自

体が原材料になり、血清を介して病原体が迷入するおそれが高い、原材料のリスクが高い

と考えられます。なおかつ先ほどの )に相当するリスク低減措置がございませんので、こ2
れらについては指定を要するというふうにさせていただいております。

次の遺伝子組換え技術利用抗体、これは病原体でもありませんし、ホルマリン等による

不活化をしていますので、指定をしない。診断薬についても、製造用株は病原体でリスク

は高いんですが、それなりのリスク低減措置がとられていますので、指定はしないという

ことでございます。

つまり、生物学的製剤については法定伝染病とズーノーシスにかかわる生ワクチン、免

疫血清と抗毒素、乾燥プラズマ、これらを指定させていただきたいというものでございま

す。

これらの結果をまとめましたのが （参考資料）の前についております別紙２でござい、

ます。１として次の動物用生物学的製剤を指定させていただくと。２として次の成分を含
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有する医薬品、ただし適切なウイルス除去措置が講じられていないものに限るというふう

にさせていただきました。

一番最初のページに戻っていただきたいんですが、Ⅰの生物由来製品に関する事項の２

に動物用生物由来原料基準とございます。これは、生物由来の物質についてはどうしても

感染リスクがあることから、リスクを低減するために生物由来原材料となる細胞とか組織

の採取、選択の一定の基準を定めたものでございます。具体的には別紙３にお示ししてあ

ります。後ろから４枚目になりますが、動物用生物由来原料基準でございます。中身です

が、大きく通則と動物由来製品原材料総則がございます。総則はさらに反すう動物由来原

材料基準と動物由来原材料基準の２つの基準からなっております。

まず反すう動物由来原材料基準ですが、これは反すう動物より採取された原材料につい

て以下に示すような基準を設けたということでございます。例えばＢＳＥの高発生国を原

産国とする反すう動物由来物質は使わないでくださいとか、高発生国以外の発生国由来の

ものも原則的にはだめで、きちっとした処理をしたものだけ使ってくださいということで

ございます。以下、次のページの２までは現在我が方で発出している通知の内容を基準化

したものでございます。

２ページの第２に動物由来原材料基準が記載されております。これは一般的に動物に由

来する原材料について規定されているものですが、まず健康な動物に由来するものでなけ

ればならないと記載されています。また、例えば原材料自体をどこかから購入するという

ことで健康な動物かどうか確認できない場合については、無菌性を担保したり、ウイルス

感染のリスクの検証が行われていることを確認するとなっております。

ここまではすべての医薬品、医薬部外品、医療用具に適用されるものですが、２以降は

生物由来製品に指定されたものにかかわる基準でございます。例えば原材料については、

動物の原産地や使用部位等の由来を明らかにしなさい。また、ワクチンの製造とかに使わ

れるセル・バンクについてはウイルスの否定をきちっとしておきなさい。３ページの４に

は、生きた動物の全体またはその一部を出発基材とする製品について、いわゆるドナー動

物の規定が記載されております。また、こういった動物由来原材料については、５の( )1
、 。から( ) に記載されているようなことを記録し 保管していただくことになっております5

以上が原材料基準でございます。

また最初のページでございますが、下から３行目の 記録の保管及び管理についてです3
が、これ以降は実際に生物由来製品として指定されたものを製造、販売する際の規制でご

ざいます。まず記録の保管及び管理についてですが、製造業者、輸入販売業者、国内管理

人、製造業者等でございますが、こういった方は生物由来製品の譲渡先、製品名、ロット

番号、譲渡日といったものを一定期間保管しなければならないというものでございます。

また、製造業者さんたちは生物由来製品の製造記録、ロットサンプルも一定期間保管して

いただくと。販売業者の方は、遡及調査ができるように製造業者さんに譲渡先の記録を提
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供することになっております。

次に、 表示とございますが、生物由来製品に指定されたものについては、直接の容器4
に枠囲いで「生物」と記載していただくということでございます。この表示については、

７月から施行になるんですが、実際に直接の容器に「生物」と記載できるまでの移行期間

については①から③の措置を考えております。

５番の添付文書ですが、添付文書についても「生物由来製品」と記載していただいて、

成分、分量に、生物由来の原材料を用いている場合には動物種や使用部位を記載していた

だくことになっております。

６番に感染症定期報告とございますが、動物用生物由来製品またはその原材料が原因と

なる感染症の最新の論文を収集していただいて、その評価を個々の製造メーカーさんがし

ていただいて、原則として年に１回報告していただくというものでございます。

、 。次のページになりますが ７番に動物用生物由来製品製造管理者というのがございます

動物用生物由来製品に指定されたものを製造、輸入販売される方は、生物由来製品の製造

管理者を置かなければならないというものでございます。( ) の①から④に記載されてい2
るいずれかの条件を満たしている者が製造管理者になっていただくということですが、生

物由来製品に指定されなかった生物学的製剤の製造管理者については、現行の製造管理者

が引き続き担当できるというふうに考えております。そこまでが生物由来製品に関する規

制のことでございます。

次にⅡの獣医師等からの副作用等報告についてでございます。獣医師や飼育動物診療施

設の開設者は、動物用の医薬品または医療用具の使用による副作用・不具合または感染症

の発生について、保健衛生上の危害の発生または拡大を防止する観点から報告の必要があ

ると判断した症例について、農林水産大臣に報告していただくというものでございます。

報告の必要性の判断については、下から２行目の①から次のページの⑦に示す事項を参考

に御報告していただくというものでございます。なお、⑦の下の注）に「副作用によるも

のと疑われるもの」とは、因果関係が否定できるもの以外のものを指し、因果関係が不明

なものも含むということで、幅広くチェックしていただく形になっております。

最後になりますが、Ⅲの獣医師等主導の治験についてでございます。これまで治験とい

うものは医薬品の開発者が主に実施するものでございましたが、今般、飼育動物診療施設

とか獣医師が未承認の医薬品を使用して実施する臨床試験も治験として位置づけ、医薬品

の承認申請資料としての利用を促進することになりました。獣医師等が実際に治験を実施

するに当たっては、( ) の①から⑳に示すような事項を農林水産大臣に届け出ることとさ2
れております。

以上でございます。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

○○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伺いし

ます。
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○○委員 ２ページの２番の副作用等報告というのは、従来も副作用等が出れば報告があ

ったと思うんですが、それとどう違うんですか。

事務局 従来ですと、業者の方に農林水産省に対して報告義務があったんですが、獣医師

等に関してはそういう義務がございませんでしたので、獣医師さんに対しても報告義務を

設けたということです。ただ、どういった副作用かという調査義務はこれまで同様業者の

方にありますので、そのあたりは連携をとって報告していただくことになります。とりあ

えず獣医師さんに関してはどういった副作用があるかということを報告いただいて、私ど

もとしては業者の方に投げかけて、十分調査していただいてそれを取りまとめるという形

を検討しております。概要が決まりましたらお示ししたいと思いますので、よろしくお願

いします。

○○委員 それは生物由来製品についてのみですね。これから外れている普通の生ワクチ

ンなんかは違うと。

事務局 いえ、これはすべての製品についてです。生物由来製品ということではなくて、

副作用、治験についてはすべての製品について今後導入されるということですので、よろ

しくお願いします。

○○委員 よろしいですか。

どうぞ。

○○委員 動物薬は漢方薬みたいなものはないんですか。知らないんで、もしあるとひっ

かかるのかなと思ったんですが。

事務局 ございますので、因果関係が疑われるものについては報告いただくことになると

思います。

○○委員 そこじゃなくて動物由来原材料基準のところですが。

事務局 もちろん漢方薬もございますが、そういったものについては、いわゆる原材料自

体のリスクがそうないと考えておりまして、厚生労働省もそうなんですが、そもそも原材

料のリスクが、今回示したものに比べれば非常に低いと判断しまして、生物由来製品には

指定しないというふうに考えております。原材料基準はかかりますが、生物由来製品には

指定はしませんで……

○○委員 動物薬がどこまで入っているかわからないんですけど、動物由来の漢方薬があ

ります。例えば健康なミミズとかいうのはどうするのかなと思ったんですが。本当は私が

厚生省に聞かなければいけないと思うんですけど。

漢方の場合、普通に人が使っていないものをたくさん使いますので、マムシとかそうい

うものが動物薬に入っているか僕は知りませんけど、そういうものについて、何をもって

健康だと定義をするのかなと思ったんですが。これは厚生省も同じような問題なんで、厚

生省にも聞かなければいけないなと思っていたんですが。

事務局 原材料基準の一番最初のところの健康な動物からという「健康」の、何をもって
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健康とするかですが。

○○委員 絶対に無菌ではないですから、無菌の保証もできないので、そこは健康な動物

である保証しかできないですね。健康な動物である保証というのは何をもってするかとい

うと、そういうものをとるときに弱っているものをとるなというのは常識なんですけれど

も、それだけでいいのかなという気がしたんです。これは厚生省に聞かなければいけない

なと思っていますので。

事務局 検討させていただきます。

○○委員 よろしいですか。

ほかに。

○○委員 副作用のことでお尋ねしたいんですけど、２ページのⅡの( ) でありますが、2
「報告の期限は、特に定めないが、すみやかに報告されることが望ましい」と、非常に穏

やかに書いてあるんですが、人の方の薬事法の施行規則などを見ますと、臨床試験中に予

測外の有害事象が発生した場合ということで、死亡または死亡のおそれのあるものは７日

以内と。それ以外のものについては 日以内に報告することと、製薬会社に義務づけて15
いるんですね。かなり厳しいことを言っているんですよ。ですから、こういう穏やかな書

き方でなくて、日にちを限定することは難しいと思いますから、それはなしにしても、も

、 、う少しぴりっとした表現の仕方がいいんじゃないかと思うので 変えられるようであれば

「報告されることが望ましい」ではなくて 「すみやかに報告すること」という方がすっ、

きりするんじゃないかと思うんですが。

事務局 書き方については検討させていただきます。

事務局 この点につきましては、医師についても同じような検討が厚生労働省の方でなさ

れておりまして、それぞれの先生方の御判断、御事情にお任せするというところが相当強

く出ておりまして、その横並びをもってここではこのような書き方をさせていただいてい

ます。御参考になるような御意見をほかにもいただけましたら、それを参考にさせていた

だきながら最終的には決めてまいりたいと思っております。

○○委員 いかがでしょうか。そういう表現。

これは厚生省に横並びですか。こちらが主導権を握るということはないんですか。

事務局 これはガイドラインとしてお示ししているので、ある程度融通も効くとは思うん

ですけれども、余りにも違う言い方をすると変更意見もあるので、その際にはすり合わせ

をさせていただきたいと思いますが、○○委員のおっしゃったことは十分参考にさせてい

ただきたいと思います。

○○委員 ほかにいかがでしょうか。

○○委員 ○○委員と同じだと思いますが、前段の( ) から「保健衛生上の危害の発生ま1
たは拡大を防止する観点から」ということで、獣医師、医師を守るためということではな

いので、それがおくれることによって拡大や、そういうことが過去にあったからこういう
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ことが出てくるという文言ですから、これが生かされるような表現をとらないと整合性が

なくなってしまうと、国民の目からすればきっとそういう指摘を受けるのではないかと思

います。

事務局 参考にさせていただきます。

○○委員 いかがですか、ほかには。よろしいでしょうか。

ミスプリントと思われるところが１カ所あるんですが （参考) というところで、人用、

医薬品における指定について……とございますね。①、②、③、①になっていますが、こ

れは④ですね。

事務局 すみません。間違いです。④でございます。

○○委員 ほかに御意見ございませんか。

○○委員 ただいまの副作用の獣医師の報告については、具体的に報告ルートをどういう

ふうにお考えになっているか、例えば家畜衛生保健所を通すとか……。

事務局 基本的には農水省直接ということでお願いすることになります。

○○委員 わかりました。

○○委員 よろしいでしょうか。

どうぞ。

○○委員 生物由来製品のことですけれども、別紙１のところで、最終製品のリスクとい

う（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ）というのは、基本的には厚生労働省さんと同じ書きっぷりだと

思うんですね。形の上では、向こうはワクチン等はみんなリスクがあるという形で整理を

されると思うんで、私は、動物用の医薬品は同じ式を使ってもリスクはこう考えるから、

したがって動物用医薬品はこうなんですよということははっきりさせておくべきだと思う

んですね。それで、ワクチンのところで法定伝染病あるいはズーノーシスはリスクが高い

ということを１ページの原材料自体のリスクのところに括弧書き等をして明らかにしてお

いた方が、分科会等に持っていったときも説明がしやすいのかなと思いました。

事務局 加えるようにいたします。

○○委員 いかがでしょうか。ほかには御意見ございませんか。

それでは、これも議事ですから承認ということになりますね。では、ただいま出ました

表現上の問題、あるいは厚生労働省との整合性といいますか、そこら辺のところはチェッ

クしていただきまして、抜かりのないようにお願いしたいと思います。

これは分科会へ行くと審議になりますか。まだ決まってないですね。

事務局 原料基準については薬事法 条に基づく基準でございますので、分科会審議と42
決められております。ただ生物由来製品の指定については分科会での取り扱いというのは

決まっておりませんので、そういうものについては部会長と相談の上、分科会長の了承を

もって決めるという確認事項になっておりますので、そのように取り扱わせていただきま

す。
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○○委員 責任重大ですね。

事務局 よろしくお願いします。

○○委員 ほかに御意見ございませんか。大丈夫ですね。

事務局 ちょっと補足なんですけど、これにつきましては新しい規制を設けることになり

ますので、この後、パブリックコメントということで広く意見をいただいて、最終的に事

務局案をまとめることになると思いますので、大幅な変更がある場合には改めて御意見を

聞かせていただくことになると思いますので、よろしくお願いいたします。

○○委員 わかりました。

よろしゅうございますね。

では承認ということで、取り扱いをお願いします。

事務局 ありがとうございます。本案につきましては御了承をいただいたものとさせてい

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

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕

【測定項目又は原理が新しいもの （輸入承認）】

（ ）①オーエスライザｇⅠ 共立製薬 株

○○委員 それでは、もう２時間を超えましたけど、引き続き参ります。これで一応審議

は終わりまして、これから報告事項に入ります。( ) の①生物学的製剤、オーエスライザ4
ｇⅠの輸入承認について、事務局から説明をお願いします。

事務局 事前に配付いたしました黒の№３を御用意ください。

本剤は共立製薬株式会社から輸入承認申請されましたオーエスライザｇⅠでございま

す。これは豚血清中のオーエスキー病ウイルス表面糖蛋白ｇⅠに対する抗体を検出するエ

ライザキットでございます。既に、同社から同じｇⅠの抗体を検出するキットがスバキシ

ンｇⅠテストキットとして承認され、販売されておりますが、オーエスライザｇⅠは先発

品のスバキシンｇⅠテストの用法を簡素化させて、操作時間の短縮を図ったものでござい

ます。したがいまして基本的にはゾロ品でございますが、本剤は国のオーエスキー病防疫

対策要領にかかわるものでございますので、生物学的製剤調査会での御相談事項とさせて

いただきました。その結果、本調査会での承認の可否に関する事前の調査審議を終了し、

動物用医薬品等部会へ報告して差し支えないとされたものでございます。以上です。

○○委員 ただいまの説明につきまして特段の御質問ございましょうか。

よろしゅうございますね。

では次へ参りましょう。
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［報告事項］

（５）硫酸フラジオマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤

たる乳房注入剤の休薬期間について

〔残留問題調査会関係〕

○○委員 ( ) 硫酸フラジオマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とす5
る配合剤たる乳房注入剤の休薬期間について。事務局から説明をお願いします。

事務局 それでは、お手元の黒の資料№５をご覧ください 「硫酸フラジオマイシン及び。

ベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる乳房注入剤の休薬期間につい

て」でございますが、これは前にもちょっとお話が出ておりますが、食品衛生法に基づく

食品の規格基準において残留基準というものが定められた場合には、これに呼応して休薬

期間等が適正かどうか見直すという方針がございます。それに沿って、現在動物用ではフ

ラジオマイシンと申しますが、ネオマイシンにつきまして新たに残留基準が定められまし

たので、休薬期間が適当かどうかについて調査、試験を行った結果でございます。あわせ

て、現在、乳房注入剤については残留防止の観点から青色色素を注入しておりますが、そ

れの今後の取り扱いの方針についても若干御説明をさせていただくという資料でございま

す。

まず見直しの経緯ですが、食品衛生法に基づき食品の規格基準、あるいは乳については

乳等省令に基づく基準がございまして、基本的には抗生物質、合成抗菌剤についてはゼロ

残留ということになっているわけでございます。動物用医薬品については、抗生物質等に

ついては薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて残留基準、ゼロ残留を守る形で使用基準を

定めるようになっており、使用者はこの基準を遵守していただくことになっております。

ゼロ残留という基本方針ではございますが、必ずしもゼロ残留が科学的な評価とも言えな

いということで、厚労省としては平成７年 月から残留基準値を順次設定をするという12
22 12 20ことで始めておりまして、現在まで 成分が設定されております。今般、昨年の 月

日付けでさらに４成分が残留基準値が設定され、ことしの７月１日から施行されることに

なっており、この中にネオマイシン（フラジオマイシン）が含まれておりますので、その

件について残留基準に即した形での休薬期間かどうかということの検証でございます。

。 、残留基準値については４ページに一覧表がございます 昨年の 月 日付けで４成分12 20
ゲンタマイシン、シロマジン、スペクチノマイシン、ネオマイシンについて残留基準値が

定められております。７月１日にこれが施行されますので、今後は食品中への残留はこの

残留基準値を遵守することになっているわけでございます。

現在、乳房注入剤ネオマイシン（フラジオマイシン）を含むものについてはフラジオマ

イシンとベンジルペニシリンプロカインを主成分とする配合剤が承認されており、５ペー

ジに一覧表がございますが、今のところ５品目の製剤が承認されております。これについ
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ては、牛については７日間、牛乳については 時間という使用禁止期間が設定されてい108
るわけでございます。

１ページに戻っていただきまして、２の残留基準値が設定された成分の取り扱いについ

て御説明をさせていただきますと、新たに残留基準が設定されますと、現在承認されてい

る医薬品については承認時の添付資料等で残留性に関する資料を調べ、残留基準値をクリ

アできることが確認できればそれでいいわけですが、承認時の資料で十分残留基準値をク

リアできるかどうか確認できない場合については、２ページに進ませていただきますが、

休薬期間の妥当性に関する確認試験であるとか、休薬期間の見直しに関する残留試験を行

い、その試験で残留基準が適当だと確認されればそのまま使えるわけですが、休薬期間の

変更ということも場合によっては必要になってくるわけでございます。

本剤の休薬期間について、牛乳、牛について試験を行いました結果、牛乳については休

薬期間 時間と設定されているわけですが、６ページに詳細な試験のデータがございま108
すが、ホルスタイン種を使い、本剤を投与し乳汁中のフラジオマイシンを測定いたしまし

108 120 0.1 g /gたところ、投与後 時間、 時間後は全個体、いずれも検出限界の μ (力価）

以下ということで、現在設定されております 時間という休薬期間は妥当だという結果108
になっております。

７ページが牛についての休薬期間で、現在７日という休薬期間が設定されております。

先ほど４ページで見ていただきました残留基準値については、筋肉、脂肪、肝臓、腎臓と

いうことでそれぞれ設定されているわけでございます。最終投与後７日目におけるフラジ

オマイシンの検出状況ですが、筋肉、脂肪についてはいずれも定量限界未満の μ (力0.1 g
価) 未満でございました。腎臓と肝臓ですが、肝臓については ～ μ (力価) 、/g 0.1 0.3 g /g
腎臓については３～ μ (力価) が検出されたわけですが、参考１を見ていただけれ5.8 g /g
ばわかると思いますが、肝臓については 、腎臓については となっており、0.5 ppm 10ppm
残留基準をクリアしておりますので、いずれも現在設定されている休薬期間で残留基準を

クリアできることが確認されましたので、休薬期間について変更をしなくても差し支えな

いと考えております。

２ページに戻っていただいて、６番で乳房注入剤の残留防止対策でございます。現在、

乳房注入剤については動物用医薬品等の使用規制に関する省令での使用基準の設定がされ

ておりません。設定されていないことの担保措置として、食用青色１号の色素が乳房注入

剤には添加されており、残留すれば色でわかるということで、現在は青色色素の添加を必

須条件としているわけですが、関係の団体等の要望もございまして、本年度からは基本的

には他の抗菌製剤と同様に使用基準を設定する方向で、既存の残留性に関する資料の確認

あるいは所要の確認試験、残留試験を開始したところでございます。使用基準を設定する

、 、ことになれば 青色色素の添加は残留基準を設定しないことの担保措置でございますので

それについては任意の添加に変更することを考えているところでございます。以上でござ
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います。

○○委員 ただいまの説明につきまして御質問等ございませんか。

○○委員 ちょっとお尋ねいたします。２ページなんですが、前にもどこかで議論した記

憶があるんですけれども、４番と５番、牛乳の休薬期間、牛の休薬期間、これは同じよう

に理解してよろしいんでしょうか。４番は乳牛における休薬期間ですか。

事務局 これは、牛乳というのはいわゆるミルクですね、生産される生乳における、搾乳

する前何時間という意味の休薬期間でございます。

○○委員 そうしますと、５番の場合は牛肉ということですか。

事務局 ５番は牛の組織ということでございます。筋肉あるいは臓器。

○○委員 牛肉の製品にする前の休薬期間ということですか。

事務局 そうでございます。

○○委員 こういう表現でいいのかなと。ちょっとわからなかったんですが。

もう１点教えてください。６ページです。試験の内容の下から２行目に「各時点で異常

値１例を除いた３例について」という表現がありますが、解析から除いた異常値の１例と

いうのは、どのような理由で、除いた妥当性はあったんでしょうか。

事務局 内容を精査させていただきまして、時間中にわかればお知らせいたします。

○○委員 もう１点だけ教えてください。３ページの( ) で、使用基準が設定されれば、3
青色添加の必須条件は外すということですけれども、この場合、使用者は、これまでの審

議で出てきましたように畜産農家も入るんでしょうか。

事務局 さようでございます。

○○委員 使用者が獣医だけでないとすると、これを外していいのかどうかちょっと心配

なんですが、その辺のところはどうでしょうか。

事務局 色素が入っていれば絞った時点ですぐ確認できるわけですが、一般的に、各農家

においても、例えば投薬した牛についてはマーキングをして、必要な休薬期間の後に搾乳

に供する、あるいは大きな農場であれば休薬期間が明けた後に残留試験をした上で生産に

回すというような対応もとられておりますので、そういったところを的確に対応していた

だければ色素の添加がなくても残留したものを生産することは回避できると考えておりま

す。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 それは農家レベルで残留試験をするということですか。エライザか何かで確認

するということですか。

事務局 例えば乳汁を、一定の菌のあるものにディスクで一定時間置いて、簡易的に大き

な農場等ではやっておりますので、私も実は 月まで現場におりまして、そこでも必ず12
休薬期間が明けた後は生産前に残留確認をしてから出しておりますので、確実に休薬期間

を守って、そういう対応をすれば間違って残留するということは、色素がなくても、ない
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と考えております。

○○委員 性善説だとそれで大丈夫だと思いますけれども （笑声）。

事務局 もちろん、集乳車で集乳する前に農協さんは必ず各農場のバルクの分を持ってい

、 、って検査されますので 例えばそういうところで見つかれば農家さんも後でペナルティー

あるいは混ざった分は全部賠償するようなことになりますので、かなり気をつけておられ

ますので、その辺は大丈夫ではないかと考えております。

○○委員 今の問題についてですけれども、牛の分娩後の泌乳曲線、産んでからどういう

ふうにお乳が出るかを見ると、分娩後２カ月前後で最高乳量が出て、それからどんどん乳

量が下がってくるわけです。お乳がたくさん出ているときは、青色色素を入れても完全に

休薬期間が過ぎれば色もなくなるということで問題ないんですが、問題は乳量が下がって

いる時点での乳房炎にこれを使った場合、休薬期間が過ぎてもまだ色が出るという牛がか

なりいるんですね。そうなりますと農家にとってかなり経済的なデメリットがあるわけで

す。もちろん出荷できません。それから、今、搾乳はパイプラインという機械搾乳してい

ますので、絞ったお乳が全部同じところへ行くんですね。そうしますと、当然出荷しても

いいお乳であるのに、色が残っているためにパイプラインが使えないんですね。非常に作

業上のマイナス面もあるということなんですね。ですから、これはぜひ、農家の立場から

いうと取っていただきたいということなんですね。

先ほど○○委員から性善説、性悪説の話が出ましたけど、農家にとっては、おれらを信

用しないのかと。大変農家にとっては評判が悪いわけです。休薬期間が過ぎれば、出荷し

てもいいかどうかという検査は必ずするんですよ。休薬期間が過ぎたから出してもいいよ

じゃなくて、必ず酪農組合、その他の機関で検査をした上で、抗生物質の残留はないこと

を確認した上で初めて出荷可能ということになるんです。ところが、残留がなしでもいつ

までも色素が出てくる牛が中にはありますので、こういったものは農家を信用して大丈夫

だと。出荷する場合もそういったことで安全なものを出しているんだということを現在や

っているわけですから、これは外していただきたいとお願いするわけです。

○○委員 いかがでしょうか。ほかに特段の御質問、御意見ございますか。

○○委員 今のような状況だとすると、ここで使った実験の４頭というのはどういう時期

の牛なんでしょうか （笑声）。

事務局 泌乳期のどのステージかということについてのデータは手元にございません。年

齢的には２～７歳齢のホルスタインとなっているんですが、泌乳期のどのステージかとい

う明確なデータは手元にございません。

○○委員 同じことですが、先ほどの３例の中の１例の異常例と同じで、このぐらいの件

数で大丈夫なのかという気がしたんですが。もっとしっかり分析例で出せるんじゃないで

すか。簡単に。そういうのがあってから本当にそうだと確認するんじゃないですか。３例

でもすごい少ないなと思ったんです。
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、 、事務局 ３例と申しますのは統計処理する上での 最低３頭という条件がございますので

最低の条件を一応クリアするところで立てさせていただいております。頭数が多ければ当

然良いですが。

○○委員 ○○委員が言われたことだと当たり前のことのような話なので、今まで実験例

があるからそういうことになっているんだろうと思ったんで、その割りにはすごく少ない

なと思ったんです。簡単にできるんじゃないですか。

事務局 一定の条件を置いての試験でございますので、頭数的に確保するのが難しかった

りいたしますので、そういった点で最低の頭数でやらせていただいております。今後こう

いったものを検証する必要が出てきた場合に、例えば頭数要件を厳しくいたしますと、か

なり大量にやらなければいけない場合、さばき切れないということもございますので、一

応こういう形でやらせていただいております。

○○委員 釈然としないような、皆さんそういう顔をしております。特に例数ですが。

○○委員 異常例が出ていて統計を最低数でやるというのは、これで大丈夫なのかという

気がする。特にこれは安全性の問題ですよね。そういうところはしっかりクリアをしてい

た方がいいんじゃないですか。

事務局 まず１点、今回統計のところで１例異常値があったというところなんですけれど

も、この試験の目標は現行の休薬期間である 時間でＭＲＬの値を満たしているかを確108
認するための試験として試験設定をさせていただいていますので、その内容としては、今

いろいろ御批判がありましたけれども、４頭用い、すべて検出限界である 未満と0.1 ppm
いう値を得ています。先ほど○○委員から御指摘がありました異常値というのは、統計学

的な解析のときに用いたために、４頭の中で分散を確認したんですけれども、その中で１

54頭、分散が認められないものがあったんで、とりあえずそれを外して求めた計算値から

時間というのを追加で資料の中で記載させていただいたという形になっております。

○○委員 分散というのはどういう分散ですか。要するに外れ値があったということです

よね。

事務局 冒頭申し上げましたように、あくまでもこの試験の目標は確認試験だったもんで

すから、 時間でＭＲＬを超すような残留を見るかどうかのための試験設定としてやっ108
ていまして、そのついでというか、そういう形で統計学的な処理も一部、３頭については

等分散が見られましたので解析をしてみたという形になっております。

○○委員 要するにＮ値をとって、１つの牛の中で数値がばらついたということですか。

事務局 １つの牛じゃなくて、１個体が分散の中で外れたと。１時点において外れたとい

う形になっています。

統計の解析のときにこちらでガイドラインを出させていただいていまして、３時点を用

いて直線性を見てＭＲＬを満たしているかというガイドラインをお示ししています。これ

は調査会、部会でも了承されてお示ししているものですが、それに沿った形で解析をして
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みた結果、 時間だったという形です。54
。 、事務局 説明が不十分だったのかもしれません 時間で検出されなかったというのは108

４頭についてやったものいずれも適合しておりまして、そのほかに、そのときのデータを

使って統計的な処理で休薬期間を導き出す段階で、１頭、今申しましたような形で分散が

外れていたので、それを除外して計算したところ休薬期間 時間というふうに算出され54
たという、２つのものがあって、後段の方を十分御説明しておりませんでしたので、申し

わけございません。

○○委員 まだ皆さんの顔は釈然としていません。要は 時間までには４頭とも基準を108
クリアしたということなんですね。

事務局 さようでございます。 時間というものについての検査についてはアウトにな108
ったものはなくて、全部の個体のデータで定量限界未満であったということです。そのデ

ータを使っての統計的な解析の段階で１例……

○○委員 だけど、統計的な解析をするときに、どういう理由で外したかという理由がな

いと統計的な解析で外せないですね。たまたま分散から外れたというのでは……。どうい

う理由かということがあって初めて外せるわけでしょう。当然、分散から外れるやつが出

ますよ。異常なやつは。そのことについて何もディスカョションなくて外すことはできな

いですよ。

もう一つ気になるのは、○○委員が言われたようにどのタイミングの牛でどうかという

のが違うんだったら、それも全部調べなかったら、本当に 時間で正しいかどうかとい54
うのはわからないんじゃないですか。

事務局 御指摘のように、今回の統計の処理、１頭除外して計算したというのは、確かに

理由なく除いた、分散を見たときに等分散の中に入っていなかったんで除いたという点で

はこちらの資料の整備のところでミスがあったかもしれませんが、４頭試験に用いた中で

時間の現行の休薬期間では検出限界以下というところは評価していただければと思い108
ます。

もう１点、動物の状態なんですが、乳房注入剤、泌乳期のやつは乳房炎が起こっている

ときに使いますので、これはあくまでも正常な動物を用いて行っています。当然、病態に

よって○○委員おっしゃるように状況も違うかと思いますが、すべての病態について検討

するのも実際上は無理ですので、そういう意味からも、今までも承認の際の残留試験では

健康な動物を用いたもので評価していただいたので、今回も同じような形で実施しており

ます。そのような状況で、評価に値しないかどうか、意見をいただければと思います。

○○委員 今の事務局の説明で大体わかりましたんですけれども 要するに６ページの ま、 「

た 」以下は、今回の休薬期間の確認のためには必要ない記述として削除されたらどうで、

しょうか。 時間じゃなしに 時間に短くしたいということでこういう実験データがあ108 54
って、これでもって 時間にしてくださいと言われれば、○○委員がおっしゃっている54



-38-

ように何で１例除いて計算するんだという文句が出るわけですね。

○○委員 そういう解釈のようですが、納得いったでしょうか （笑声）。

まだいかないようですね。

○○委員 これはすごいメリットがあるだけに、逆にしっかりやっておかないといけない

んじゃないですか。私は○○委員が言われたんで初めて知ったんですけど、そういう牛で

も大丈夫だよと。かなりお乳が出にくくなった牛でも大丈夫ですよというのが明確にある

のが大事なんじゃないですか。その牛を選ぶことはそれほど大変じゃないでしょう。健康

な牛でいいわけですよね。それを追加試験をしていただければ。

試験をすること自身はそんなに大変じゃないような気がするんですけど、大変なんです

かね。ただ分析するだけですよね。その牛を生かしてなきゃいけないけど、衛生研究所み

たいなところだったらそういう牛がいるだろうからという気がするんですけど、そういう

のはいかないんですか。

事務局 例えば実験するような施設で泌乳中の牛を飼っているということは余りございま

せん。毎日２回搾乳しなければいけないので、実験する場で搾乳牛を飼うのは大変なもん

。 、 、ですから わざわざ外から搾乳牛を買ってきて ４分房に７日間連続注入していますので

普通の治療でもこんなことはやりません。そういうことをやって、その間ずっと乳牛をふ

だん飼わないところで飼っていなければいけないということもあるもんですから、頭数が

ふえますと、そういうところですから○○委員がおっしゃられたパイプラインがあるわけ

じゃなくて、そういうところでございますので、ある程度の制約はかかってくると思いま

す。

○○委員 事務局の御説明を聞いておりましたらわからなくなったんですが（笑声 、要）

。 、するにこのデータは実態をあらわしていないと すなわち健康な乳房に投与してその経過

動態を見ただけであって、実際には乳房炎になっている乳房に薬剤を注入しているんだけ

れども、そのデータではないと。だとすると、休薬期間設定云々という議論をするんでし

たら乳房炎の牛に注入して、その結果を追いかけたデータが示されないと、この基準がい

いかどうか評価できなくなるんじゃないでしょうか。

事務局 残留試験の場合にいつもその議論があるんですけれども、いろいろな薬が休薬期

。 、 。間を設定しなければならないわけです そのときに 病態のいろいろな程度がありますね

。 、時期によって違う すべてのやつをそういう問題をクリアして設定できないということで

ガイドラインでも健康な動物、これは国際的に全部、健康な動物でやるというコンセンサ

スがあります。ただ、先ほど説明したように過量な量をかけて決めていると。今までもず

っとこの方式で決めておりますけれども、実際に野外で問題になったことはないこともあ

りまして、今のところこういう方法をとっていると。乳房炎の牛をなぜ使わないかという

ことは、前々からその議論はあるということです。

○○委員 正しいかどうかわかりませんけれども、先ほど○○委員がおっしゃった意味合
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いは、乳房注入剤に添加している青色の消失の時期と、薬効成分である抗生物質の消長が

パラレルになっていないということをおっしゃったのであって、今回の試験は成分をきち

っとはかっているという意味合いでは、このデータから導き出せる結論は正しいんだと思

うんですね。薬効成分が絞った乳に出てくる動態と、青色の動態とが必ずしもパラレルに

なっていない。パラレルになっていないのに何で青色をつけているのかと農家の方から指

摘されるということのようです。

○○委員 よくわかるんです。が、そうすると３ページにあります「使用基準が設定され

れば」というこの条件がひっかかってくるんですね。使用基準が設定されてもされなくて

も、青色添加剤が無意味であるということで外すということであればよくわかるんです。

青色添加剤を外すということの理由は別なんですね。

、 、 、事務局 今は 使用基準を設定いたしますと 使用基準は使用者に義務が課せられまして

使用基準に従って使用しないと罰則が課せられるわけです。基本的に合成抗菌剤とか抗生

物質についてはこれを設定する方向でいっているんですが、乳房注入剤については青色色

素が入っているということで、義務を課さなくても実際に出荷できないというブレーキが

かかっているので今は対象にしていないんですが、今後は罰則のかかる使用基準の中に入

れることによって、いろいろ御議論のある青色色素については除く方向でいこうと検討し

ているということでございます。青色色素の残留のお話がございましたが、これは抑止の

ためのインディケーターでございますので、薬が消える前に消えられたら困るもんですか

ら、逆に言えば薬が消えた後も残ってしまうという形になっているもんですから、それが

問題点として挙げられたんだと思います。

○○委員 わかりました。では今御説明いただいたことがわかるように表現を変えていた

だけますか。

○○委員 ○○委員の一言の中には２つの意味があって、１つは確かに言われたようにず

れると。でも、青色色素の排出を見ても泌乳期のピークの時点と後の時点では全然ディレ

ーションが違うということを指摘されたと思うんです。薬物動態から見たときに、代謝は

泌乳量とは関係なくある速度でいって、色素だけがディレーするということであればそれ

でいいと思うんですけど、そうでないならこの試験は僕は納得できない。

○○委員 ただいまの話と関連するわけですけれども、乳期によってかなり排出量が違う

ということが１つあるわけです。それは青色色素だけでなく、製剤についても言えるわけ

で、できれば乳期ごとに、泌乳初期、泌乳最盛期、泌乳後期とか末期ということでやって

いただけば万全な試験になると思うんです。通常、乳房炎というのは分娩後、泌乳最盛期

。 、ぐらいまで一番発生が多いんです その後は乳房炎の発生はそれほどありませんけれども

問題が出てくるのは泌乳最盛期を過ぎた後の乳房炎の残留の問題、色素の問題だと思うん

です。残留の問題をきちんと整理をするということであれば、乳期別にそれぞれ試験する

のが妥当ではないかと思うんですが。
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事務局 残留試験が非常にコストがかかるということもありますので、先生がおっしゃる

ことを加味したガイドラインにするとすれば、一番影響のある乳期のところで試験をする

ことになるかと思います。各ステージでやるとなると膨大な牛を使ってやらなければなり

ませんので、この試験のために非常なコストがかかるということを懸念するんですけれど

も。どこか一番影響の出そうなところを指定していただくのがいいかなという気がします

けれども。

○○委員 これは切りがありませんけど、私なりに解釈しますと、乳房炎というのは１回

注入して終わる問題ではないわけですね。症例によっては連続的に投与しなければならな

いし、比較的回数が少なく治癒に向かっていくものもある。そして、ここで問題になって

いるのはラストコースのところの残留が問題なわけですね。乳房炎の最中には出荷できな

いわけですから、これは問題外ですね。いよいよ治ったぞといったラストコースで、もう

治った、出荷したいというときに、最後に投与したときから 時間待ちましょうという108
のがこの中身のように思うんですね。乳房炎の治療そのものとラストコースの残留の問題

とをコンヒューズしているような気がするんですが、いかがでしょうか。

○○委員 ○○委員初め皆さんのおっしゃっている中では、私は使用基準が設定されれば

今の問題は解決したかなと思ったんですけど、もう一つの問題として、使用基準の設定根

拠が論理的でないという指摘があるわけですね。これはここで議論するんじゃなくて、残

留の調査会の方でもう一度議論していただきたいような気もするんですがね。

○○委員 そんな感じですね。そこの部分が問題だとすれば。

○○委員 お話をずっと伺っていて、疑念はぬぐい切れない。と申しますのは、試験の内

容で冒頭に書かれた乳牛４頭を使用した実験をやって、 時間までフラジオマイシンの120
乳汁を採取して、その結果として定量限界未満であったという結論が出ているわけです。

その後に今度は評価のところで、 時間置いて乳汁からフラジオマイシンが検出されな108
かったことから、現行の使用禁止期間である 時間は妥当と判断された。この２つだけ108

、 、で結論づければすべて終わることを 今度は ％の障害を除外した ％で統計をとって25 75
つまり３頭で統計をとって、あえて 時間という時間をつくり出すための努力がここに54
意図的にあるとしかとれないんですよ。どう考えても。その 時間を示して、統計学的54
解析からも現行の休薬期間 時間は妥当性が確認されたという文言に結びつけるため108

0.5 ppmに わざわざこんなことをしているとしかとれないんですよ ですから どうしても、 。 、

を満たす休薬期間 時間ということを設定するのであれば実験はやり直さなければだめ54
だということになりますね。

事務局 本件につきましては、既に承認されている休薬期間がＭＲＬが設定されても妥当

であるかどうか確認するためにお示ししているものでございまして、今後こういうものに

対して使用規制、罰則つきの基準をつくっていくということは次の段階で御相談すること

になると思います。ですから今の点、例えばこの試験に使いました牛の泌乳ステージその
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他、記録があるかどうかわかりませんけれども、その辺についても確認はしてみたいと思

っておりますが、先ほど御提案がありましたように、残留問題調査会で一度御意見を伺っ

てみることにさせていただければと思います。

○○委員 いかがでしょうか。 時間では問題ないことがわかっているわけですから、108
一度検討していただいて、事務局のお話のように、何が何でも妥協するということではあ

りませんけれども、残留問題の方でよく資料を見て確認していただいて、最後の２行ばか

りが余分であるというのであれば、こんなものはつけない方がいいわけですね。○○委員

がおっしゃるように、将来 時間にしたいという意図であれば話は別なんですが、そう54
でなければ、全くこれは蛇足なんですよ。余分なことを書いちゃった。何が言いたいのか

わからないですね。決して 時間の根拠になっていないわけですから。108
○○委員 私が一番心配するのは、こういうぐあいに書かれているので、異常例はやっと

時間になった段階でぎりぎりセーフになったんじゃないかなと。そうするとデータと108
しての信頼性がないので、こういうのは安全域を見るわけですから、たった４例しかやっ

ていないので、生データを見てしまうと使えないというぐあいになるのでこういうことを

書かれたのではないかと気になるのでさっきから言っているんです。その部分について調

査会のレベルでもう一度データを見ていただいて、審議していただく必要があるんじゃな

いかと思います。

○○委員 これは報告事項ですから、聞き置くのが本来の姿なんです。ですが、特段の質

問と議論が出ましたので、もう１回データを見直していただいて、場合によって先ほど来

出ているように残留問題調査会の方で、どういう形でやるかは別としまして、しかるべく

チェックしていただいて、問題があるのかないのか、問題がないとすればだれも疑念を持

たないような表現でまとめていただきたいと思います。

いかがでしょうか。

事務局 御指摘いただきましたように、残留調査会の方で議論、あるいはデータを精査さ

せていただきたいと存じます。

○○委員 これは報告ではありますけれども、ペンディングということで、事務局にげた

を預けることにしたいと思います。

よろしゅうございますか。

次へ参りましょう。

［報告事項］

（６）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キシラジン

②酸化エチレン
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○○委員 ( ) の再評価について。事務局からお願いします。6
事務局 お手元の資料の６番と７番でございます。

再評価については２品目で、キシラジンと酸化エチレンでございます。キシラジンにつ

いては平成 年の７月４日に再評価指定になっており、変異原性、発がん性が認められ13
るという報告がございましたので再評価の対象とさせていただいております。平成 年14
の５月 日、ことしの１月 日の再評価調査会での審議を経ております。製剤的には、29 16
セデラック２％塩酸塩、全薬のもの、それからバイエルの注射用セラクタール、セラクタ

、 、 、ール２％注射液 それからインターベットのスキルペン２％注射液 エマサス２％注射液

それから富士ケミカルのキシラジン注、キシラジン「第一」の７製剤でございます。

29２枚目を見ていただきますと評価判定票になっております 安全性について 昨年５月。 、

日の調査会での審議の結果、キシラジンの代謝産物である キシリジンが発がん性とい2,6-
う報告があるということで、さらに必要なデータを集めて再審議ということになったわけ

ですが、その時点では暫定の措置として、対象動物に対する注意事項のところで「キシラ

ジンの代謝産物には、発がん性を示唆する報告がある」と注記することでとりあえず対応

いたしまして、その後、必要なデータをいただき、１月 日の審議の中で、発がん性の16
ある代謝産物の件については実験動物での大量経口投与の結果であって、再現性は確認さ

れていないこと、それから食用動物の体内での代謝を否定する報告もあるということで、

承認事項の変更は要しないということで、その他の注意のところに、本剤の有効成分であ

るキシラジンは、実験動物（ラット）への大量経口投与試験において、ここは用量を入れ

ることになっておりますが、発がん性を有する代謝産物を産生することを示唆する報告が

ある旨の注記をつけることをもって有用性があると判断されたわけでございます。

この表、タイプミスがございまして、恐縮ですが御訂正いただきたいと思うんですが、

２の安全性の上から４行目のところで「否定する報告が」となっていますが 「否定する、

」 。 、 （ ） 、報告もある と御訂正いただければと思います それから 下の 参考 のところですが

( ) の②の終わりの方で「使用しこと」となっていますが 「使用しないこと」で、落ち2 、

ておりました。申しわけございません。

こういった結果により、有用性ありという審議結果になりまして、動物用医薬品等部会

への報告ということになっております。

資料７が酸化エチレンでございます。これについては平成 年の７月５日再評価指定14
で、再評価指定の根拠ですが、発がん性、血液毒性、変異原性、それから皮膚炎というこ

とでございます。本年の１月 日の再評価調査会で御審議をいただいた件でございます16
、 、 。が このものについては液化炭酸株式会社の４品目 ４つの製剤が対象になっております

２ページ目が再評価の判定票ですが、本剤については動物用の医療器具の消毒、滅菌に

使うという用量・用法のほかに、蚕具の消毒、あるいは蚕室の蚕具の消毒という用量・用

法があったわけですが、蚕室での使用については必ずしも気密構造といいますか、安全性
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が確保できないということで、この用法を削除いたしまして、気密構造の中での動物用医

療器具の消毒、滅菌のみにすることで安全性を担保できるということで、その旨必要な記

載をするということで、有用性ありという審議結果をいただいております。基本的には酸

化エチレンの殺菌ガスの取扱指針というのが出ておりまして、これに基づく必要な注意事

項を記載するということ、それから、取扱指針の中には皮膚炎を起こすという記載がござ

30いませんので、それについて注記をつけるということで申請者から変更承認申請が１月

日付けで出ておりますので、この申請を踏まえて有用性ありということで動物用医薬品等

部会に報告ということになっております。以上でございます。

○○委員 ただいまの報告に御意見、御質問ございませんか。

よろしいでしょうか。

○○委員 ２番の安全性のところですけど 「密閉性が確保されない蚕室での使用は適当、

ではないが」という「が」の使い方なんですが、それが受けるのは「すべきである」なん

ですけれども、これは「ない 」じゃないですか。日本語の問題なんですけど。。

事務局 そうですね。申しわけございません。文章を直します。

。 。○○委員 同じ№７の１枚目の審議経過のところはミスプリントですね ３行目と４行目

年には既に医薬品特別部会とか中央審議会という表現はなくなっているはずです。新し14
い表現に変えていただかないとまずいですね。№６の 年にはこの会はあったはずです12
けれども、名称が変わっておりますので、間違いのないように。

事務局 はい。これはワープロミスでございます。

○○委員 ほかに、よろしいでしょうか。

［報告事項］

（７）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パピティン 千寿製薬（株）

②スペクチン２０ メルシャン（株）

○○委員 それではこの項を終わりまして、( ) 再審査についてですか。事務局からお願7
いします。

事務局 再審査については資料の№８をご覧ください。２品目の再審査の結果を再審査

審議経過票で御説明させていただきます。

最初の品目はパピティンで、アセチルシステインを主剤とする犬の創傷性角膜炎、角膜

潰瘍、角膜障害の改善のための点眼用の薬品でございます。千寿製薬株式会社のもので、

平成６年８月の承認でございますが、これについては平成 年１月 日の再評価調査会15 16
、 、 、の審議の結果 使用上の注意について ３ページ目にあるような形での整備を条件として

有用性が認められるということで動物用医薬品等部会へ報告して差し支えないという御判
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断をいただいております。実際に整備いたしましたところは、３ページ目の副作用のとこ

ろと、保管上の注意で「小児の手の届かないところ」というものを追加したところでござ

います。

もう１品目はスペクチン でございます。４ページ目をお開きいただきたいと存じま20
す。スペクチン 、メルシャン株式会社の製品でございます。塩酸スペクチノマイシンの20
準散で、豚の胸膜肺炎を適応症に、アクチノバチラス プルロニューモニエを有効菌種と

するものでございます。これについても本年の１月 日の再評価調査会で御審議をいた16
だき、所要の資料の整備と、使用上の注意の整備を条件に有用性を認めていただいており

ます。使用上の注意についてはそのページの真ん中にあるような形で、若干語句の不適切

がございましたので、これらを修正いたしまして、所要の資料整備をした上で、有用性あ

りということで動物用医薬品等部会に報告して差し支えないという御判断をいただいたも

のでございます。以上でございます。

○○委員 どなたか御質問等ございますか。

よろしゅうございますね。

それでは次へ参ります。

［報告事項］

（８）動物用医薬品の諮問・承認状況について

○○委員 ( ) 諮問及び承認状況でございます。事務局から説明をお願いします。8
事務局 当日配付資料、赤の№２、横の表をお手元に御用意ください。動物用医薬品の諮

問・承認状況ということで、前回の本部会から本日まで諮問されたもの及び承認されたも

のを御紹介させていただきます。

まず諮問状況ですが、一般薬関係。ケトコナゾール、第一ファインケミカル株式会社。

リマダイル、ファイザー製薬。それからエースワーカー錠 、１、２、次のページに８0.5
で、三共株式会社。それから、スリデン 、 、ビルバックジャパン株式会社。最後は50 100
ラーバデックス１％、ノバルティス アニマルヘルス社からのものでございます。諮問年

月日が決済中となっていますが、近々決済が終わりますので、きょう御報告させていただ

きました。いずれ本部会で御審議していただく予定でございます。

３ページからは承認状況でございます。まず生物学的製剤関係ですが “京都微研”キ、

ャトルウィン－ ５でございます。８月 日に本部会で御審議していただきました。昨Cl 26
年 月 日に承認されております。次のページですが、アラディケーター、ファイザー12 24
製薬株式会社。これも８月 日に御審議いただき、 月 日に承認されております。次26 12 24
にダイナボットエンファー テスト、ダイナボット株式会社のもので、ＢＳＥのエラBSE
イザキットでございます。 月 日に本部会に御報告させていただき、 月 日に承11 21 12 24
認されております。次のページですが、ラピッドベット－Ｈ犬血液型判定キット、第一化
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学薬品株式会社。このものも 月 日御報告させていただいて、 月 日承認でござ11 21 12 24
います。イリド・レンサ混合不活化ワクチン「ビケン 、財団法人阪大微生物研究会。８」

月 日に本部会で御審議いただき、同じ日に承認されております “京都微研”マリナレ26 。

ンサ、株式会社微生物化学研究所ですが、 月 日に本部会で報告させていただいて、11 21
ことしの１月８日に承認されております。

最後のページになりますが、抗菌性物質でございます。動物用タイロシンプレミックス

「Ａ」２％及び ％、 ％で、塩野義製薬株式会社のものでございます。 月 日に10 20 11 21
、 。 。本部会で御審議いただき ２月 日にそれぞれ承認されております 以上でございます13

○○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。

それでは、これですべて承認をいただいたということでございます。

５．そ の 他

○○委員 その他。事務局、何か。

事務局 特にありませんが、次回の日程をお決めいただければと思います。

３カ月置きでございますので５月になりますが、５月 日、木曜日あたりはいかがで22
ございましょうか。

○○委員 年度を挟みますのでそれぞれ御都合があるかと思いますが、３月に１遍だそう

でございますので。

これは予定のあるなしを問うよりも、とりあえずこの日を予定ということでよろしゅう

ございますね。

では、とりあえず５月 日、木曜日と。午後ですね。22
事務局 はい。

では５月 日を予定させていただきます。22
○○委員 本日もまた長時間にわたりまして御審議いただきましたけれども、これで終了

いたします。 分ばかりオーバーしました。どうも先生方、お疲れさまでございました。10
６．閉 会


