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１．開 会

○○委員 それでは、時間を少しオーバーしましたけれども、ただいまから

動物用医薬品等部会を始めさせていただきます。

２．薬事室長挨拶

○○委員 初めに、薬事室長から御挨拶をお願いします。

薬事室長 先生方、大変お忙しい中御出席をいただきましてありがとうござ

います。

衛生課長は、今週、第71回ＯＩＥの総会に出席しておりまして、パリへ出

張中でございます。かわりまして私から一言御挨拶を申し上げます。

平成15年度最初の部会でございますが、本年も引き続きどうぞよろしくお

願いいたします。

何度もこれまで御紹介させていただいてまいりました食品安全基本法でご

ざいますが、今月16日に成立いたしました。この法案とともに農水省が提出

しております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

る改正案という名前のもので、この中に薬事法の改正案を含んでいるわけで

すけれども、これは同じ日に衆議院を通過しております。本日、参議院の農

水委で提案理由説明が行われて、来週参議院での審議を受けることになると

考えております。

薬事法の改正につきましては、前々回だったと思いますが、少し詳しく内

容を御紹介させていただきましたが、個人による未承認の医薬品の製造、輸

入、使用を原則として禁止するという、そういうことが大きなポイントにな

っておりまして、現在禁止措置を適用しない場合、適用除外の場合について
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定める省令の準備を鋭意進めているところでございまして、間もなくパブリ

ックコメントを募集することを予定しております。

それから、食品安全基本法が成立いたしましたので、食品安全委員会が７

月に発足する予定でございます。動物用医薬品の承認、再評価、再審査に当

たって委員会の意見を聞いて、食品健康影響評価を受けなければならなくな

るということになります。本日この部会におきまして承認を可とされました

品目につきましては、委員会の意見を聞かずに承認されるという運びになり

ますが、その後のものにつきましてはこれから取り扱いを検討していくとい

うことになります。

それから、動物用医薬品の適正使用の徹底のための措置でございますけれ

ども、使用規制の対象となっている医薬品の使用者、獣医師ですとか生産者

、 、の方々には記録をしていただくという努力規定を これは法改正を待たずに

先月28日付けで使用規制省令を改正して、既に措置をし、連休明けになりま

したけれども、製薬関係団体、生産者団体、獣医師会等へのお知らせをした

ところでございます。

食品衛生法の改正案も今国会で審議されておりますけれども、畜水産物中

の残留基準、ＭＲＬを原則としてすべての医薬品について設定するポジティ

ブリスト化がされることとなっておりまして、これにあわせた使用基準の設

定、これが喫緊の課題となっております。本日この対応の仕方についても御

相談をさせていただく予定でございます。

最後に、昨日カナダがＢＳＥの発生国になったという報道があったわけで

す。動物用医薬品にはカナダ産の反すう動物由来物質が使われておりますけ

れども、平成13年10月18日付けの局長通達で、原則反すう動物由来物質の使

用を禁止いたしまして、使用する場合にかなり厳しいチェックをするという

ことで、感染性が低い部位であること、あるいは十分な処理がなされている

ことなどを品目ごとに承認の審査によって確認をしております。ですから、

回収等の措置が必要なものはないというふうに判断しております。この点に

つきましても簡単なペーパーを用意させていただいておりますので、取り扱



-3-

いについて御意見を伺いたいと考えております。

本日大変内容が盛りだくさんでございます。どうぞ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。

それでは、今室長が言われたように、きょうは大変内容が濃いようでござ

いますので、効率よく進めてまいりたいと思います。

３．配付資料の確認

○○委員 まずは配付資料の確認ということで、事務局、お願いします。

事務局 では、当日配付資料を確認させていただきます。

お手元に当日配付資料の一覧という１枚紙がございまして、その下にナン

バリングがしてありませんが、本日の議事次第、委員の出欠表、座席表、そ

れから次回の日程を決める際の８月、９月のカレンダーがございます。

その下に赤でナンバリングしてあるものが５つ御用意されていると思いま

す。赤の１が「動物用抗生物質医薬品基準の一部改正（案）について 、赤の」

２が「動物用医薬品の諮問、承認状況」について、３番が「動物用生物由来

原料基準の一部改正について 、４番が「食品衛生法改正に伴う動物用医薬品」

の対応について 、５番が「硫酸フラジオマイシンの質問事項について」とい」

うものでございます。

それとはまた別に黒でナンバリングしてあるものが追加の資料として２つ

ございます。黒の３－１と黒の５－３がございます。

それから、直前に配らせていただきました１枚紙 「カナダにおけるＢＳＥ、

の発生に伴う動物用医薬品等についての対応（案 」というものが最後に１つ）

あると思います。

、 、 。以上 たくさんでございますが 御確認のほどよろしくお願いいたします

○○委員 先生方、大丈夫でしょうか。欠落ございませんね。
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４．議 題

［審議事項］

（１）動物用医薬品の製造（輸入）承認の可否、毒・劇薬等の指定及び再審

査期間の指定について

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕

【新動物用配合剤 （製造承認）】

①日生研豚ＡＰＭ不活化ワクチン 日生研株式会社

○○委員 それでは、早速議事に移りたいと存じます。

本日、○○先生がちょっと御都合がございまして、中座されるということ

でございますので、生物学的製剤関係について先に進めてまいりたいと思い

ます。

そこで、まず生物学的調査会関係の審議事項でございます （１）の①、日。

生研ＡＰＭ不活化ワクチン、これの製造承認の可否について、○○先生から

御説明をお願いします。

○○委員 勝手なお願いをして申しわけありませんでした。

それでは、審議事項の１ですけれども、本製剤は日生研株式会社から製造

承認申請されたアクチノバシラス・プルロニューモニエ不活化菌３株、組換

え大腸菌発現アクチノバシラス・プルロニューモニエ細胞毒素及びマイコプ

ラズマ・ハイオニューモニエ不活化菌を有効成分とした豚用の不活化ワクチ

ンであります。

本製剤は、平成15年１月20日及び４月21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、事前に配付させていただきました資料、資料ナンバー黒

の１番をごらんください 「申請書写」と書いてありますピンク色のタグがあ。

りますので、そちらをお開きください。

本剤は、日生研株式会社より製造承認申請されました日生研豚ＡＰＭ不活
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化ワクチンでございます。

成分はアクチノバシラス・プルロニューモニエの血清型１、２、５の不活

化菌と組換えで生産されました細胞毒素ｒＡｐｘⅠ、Ⅱ、Ⅲ、それからマイ

コプラズマ・ハイオニューモニエ、これの不活化菌、これらを成分としてお

りまして、水酸化アルミニウムゲルアジュバントを含む豚用の不活化ワクチ

ンでございます。

７ページに用法及び用量、効能・効果が書いてありますが、用法及び用量

は３週齢以上の豚に３から５週間隔で１回２ｍＬずつを２回、筋肉内注射す

るというもので、効能・効果はこちらに書いてあるものでございます。

それでは、概要に沿いまして、本剤の内容を御説明いたします。

概要の概の７ページをお開きください。大きな表があると思いますが、豚

のアクチノバシラス・プルロニューモニエと豚のマイコプラズマ性肺炎は、

日本を含めました世界各地で経済的な被害を及ぼしている豚の呼吸器病でご

ざいます。既に申請者の日生研株式会社をはじめ、複数の会社からワクチン

が販売されており、使用されているという現状でございます。日生研株式会

社も既にアクチノバシラス・プルロニューモニエに対するワクチン、これを

表概の４の真ん中に示します日生研ＡＰワクチン125ＲＸというもの、またマ

イコプラズマに対するワクチンとしましては、同じ表の右側にあります日生

研ＡＰＳ不活化ワクチンを製造しております。

しかし、この２大呼吸器病は、１つの農場で併発することもあり、それぞ

れワクチネーションをしているという実態がございます。これらのワクチン

は子豚に接種するということから、省力化やストレス低減のためにも混合化

が望まれており、そしてこの既承認の２製剤を混合化した、今回申請しまし

た本剤の開発が進められたという次第でございます。

したがいまして、基本的な成分であります株の性状というものは既承認も

のと同じでございますので、説明の中では省略させていただきまして、合剤

としての安全性、有効性について御説明させていただきます。

概要の概－33ページをお願いします。
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安全性に関する資料ですが、14日齢の豚を３頭ずつ３群に分けまして、１

群にはこのワクチンの常用量を、もう１群には高用量として20ｍＬを、残り

の１群は対照群としてリン酸緩衝食塩液を３週間隔で２回筋肉内接種しまし

た。

その結果、臨床症状につきましては、表概－29に示しますように、１回目

の投与では高用量の２頭に振せんが認められ、２回目投与では適用量の１頭

に体温の上昇、高用量は３頭とも体温の上昇が認められました。

次のページの表概－30に体重測定の結果が示されていますが、適用量群、

または高用量群と対象群との間に有意差は認められませんでした。

表概－31には血液学検査、次のページの表の概32には血液生化学的検査を

示していますが、目立った変化というものは認められていません。

次のページ、概－35ページですが、表概－33には主要臓器の重量を示して

ありますが、各群で大きな変化はありませんでした。

次のページの表概－34では投与局所における肉眼的・組織学的検査の結果

が示されていますが、高用量投与群では１回目、２回目ともに肉眼的・組織

学的に肉芽腫の形成が認められましたが、適用量投与群は２回目投与に組織

学的に１頭認められただけで、それ以上のものはございませんでした。

以上の成績から、本ワクチンの豚に対する安全性というものが確認されま

した。

続きまして、概要－38ページをお願いします。薬理試験に関する資料でご

ざいますが、試作ワクチンで免疫しました豚にアクチノバシラスの１型菌、

２型菌、５型菌でそれぞれ攻撃をしまして、有効性を見てみました。

その結果を表概－36に示してありますが、ワクチンを注射した群では死亡

したものはいませんでしたが、対照群ではそれぞれ１頭、２頭、１頭と死亡

した例がございました。平均の肺病変のスコアはワクチン注射群では1.0から

1.5であったのに対し、対照群では3.0から3.5でございました。また、攻撃時

のＡｐｘに対する抗体応答についてはウエスタンブロットの値を0.4以上を陽

性とした場合、注射群はすべて陽性であり、対照群はすべて陰性でありまし
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た。

以上の結果から、本ワクチンの１、２、５型それぞれに対する有効性が確

認されまして、また、Ａｐｘに対する抗体を測定することで有効性も判定で

きるというふうに考えられたというものでございます。

続きまして、概要－40ページをお願いします。８の３におきまして、３週

齢の豚における試作ワクチンの有効性を調べておりますが、ここではアクチ

ノバシラスだけでなくて、マイコプラズマに対する有効性も攻撃試験で見て

います。その結果が表概－38に示してありますが、本ワクチンのマイコプラ

ズマに対する有効性も確認されております。

続きまして、概－43ページをお願いします。臨床試験でございます。神奈

川県下の２農場、○○と○○、この２カ所におきまして試験群79頭にこのワ

クチンを、対照群79頭に先ほど説明しました既承認の２つのワクチン、これ

を接種しまして、陽性対照としまして12－１に示します判定基準により安全

性と有効性を評価いたしました。

まず○○における試験ですが、安全性につきましてはこのワクチンを投与

することにより、何か異常が認められたというものはありませんでした。安

全性が確認されたということでございます。

有効性につきましては、まずアクチノバシラスに対する有効性は、臨床観

察の点から接種群の発咳――咳の出る頻度、程度、これが対照群と同等であ

ったということでございます。

また、抗体応答につきましては、概－46ページの表概－42にまとめられて

いますが、ワクチン接種群と対照群とで同等、またはそれ以上という結果で

ございました。

概－45ページの２）のところにはマイコプラズマに対する有効性が示され

ておりますが、抗体応答につきましては、同じ表概－42の一番下のところに

ありますが、抗体応答の陽性率は、試験群、対照群ともに100％であり、試験

群の抗体応答は対照群と同等以上であるというふうに考えられました。

また、マイコプラズマの保有率ですとか、病変の面積率、こういったもの
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につきましても試験群と対象群とでは有意差はございませんでした。

概－47ページはもう１カ所の○○における試験結果が示されております。

安全性につきましては、ワクチン接種に起因する異常というものは確認さ

れませんでした。

また、有効性につきましてもアクチノバシラスに対する有効性はワクチン

の注射による抗体応答陽性率、これらがすべての成分に対しまして対照群と

比較して同等、もしくはそれを上回る成績でございました。

また、マイコプラズマに対しましても、ワクチン注射による抗体応答陽性

率は対照群に比べて同等以上ということで、マイコプラズマの保有率、それ

から病変の面積率、これらについても明らかな接種群と対照群とでの差はあ

りませんでした。

以上のことから、臨床試験におきまして本ワクチンの安全性及び有効性が

確認されたということでございます。

最初の審議経過票の方にお戻りください。

本製剤につきましては、平成15年１月20日の動物用生物学的製剤調査会で

御審議していただきまして、まず、その日は、野外における移行抗体に関す

るデータ及び実験室内で行った抗体価に関する定量的な試験結果の提出を求

めた上で継続審議とするとされました。

その後、この指摘に対する申請者からの回答がありまして、再度４月21日

、 。 、の同調査会において御審議いただき 当部会に上程して差し支えない なお

再審査期間は新動物用配合剤ということで６年とするという結果でございま

した。

以上、御審議のほど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、あるいは御意見等ござい

ましたらお願いいたします。

何か御発言ございませんか。

○○委員 小さいことで大変恐縮なんですけれども、一番上の審議経過票な

んですけれども、その６番目のところの「効能又は効果」というところの３
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行目、一番下の行ですね。ここについて「抑制ならびに増体」ということで

書いてありますが、通常、接続詞の場合は平仮名でいいんですけれども 「な、

らびに」というのは原則として漢字で書くのが原則でありますので、そのよ

うな書き方の方がよろしいのではないかと思うんですが。

事務局 そのように修正させていただきます。

○○委員 ほかにはいかがでしょうか。

○○委員 直接審議事項と関係するかどうかわかりませんけれど、カナダが

ＢＳＥの発生国になりましたけれど、カナダ産のものを使っているのがある

ので、そこのところの対処はどういう形にされるんですか。ピンクの別の11

のところでラクトアルブミンを使っているんですけれど、もともと多分リス

クはほとんどないんで問題ないと思いますけれども、多分手続上、とらなけ

ればいけないことがあるだろうと思うんですが。

要するにカナダはＢＳＥの発生国でないことが確認されているという記述

になっていますね。発生国になってしまったので、多分何か……。

事務局 カナダはＢＳＥの発生がないという記述に関しましては、もうそう

ではなくなりましたので、修正させます。

実際、ラクトアルブミンなんでございますが、由来の臓器が乳でございま

して、乳は安全性が高いというふうに判断しておりますので、カナダ産のも

のでありましても、乳につきましては使用はできる形になります。

、○○委員 ラクトアルブミンはもう少し幾つかあったかなと思ったんですが

そこのところは多分確認された方がいいと思います。

事務局 そこは十分確認いたしまして、使用できないものにつきましては使

用しない形で申請者の方に整備させます。

○○委員 よろしいですか。

ほかにございますか。

特にないようです。

ということは、承認ということになりますが、よろしゅうございますね。

それでは、これは承認ということで終わります。
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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年とさせていただきま

す。

[報告事項]

（５）動物用医薬品の輸入承認について

〔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ウイットネス ＦＨＷ メリアル・ジャパン株式会社

【測定項目又は原理が新しいもの （輸入承認）】

②ラピッドベット－Ｈ猫血液型判定キット 第一化学薬品株式会社

○○委員 それでは次に、同じく生物学的製剤調査会関係の報告事項にまい

ります。

（５）の①の生物学的製剤「ウイットネスＦＨＷ」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 事前に配付させていただきました資料ナンバー黒の７番をごらんく

ださい。

本剤は、メリアル・ジャパン株式会社から輸入承認申請されましたウイッ

トネスＦＨＷでございます。金コロイドを標識したビオチン化犬糸状虫組換

え抗原を主剤とする猫の体外診断薬でございます。猫の血中における犬糸状

虫抗体を検出するものでございます。

本剤につきましては、平成15年４月21日の生物学的製剤調査会で御審議い

ただき、本部会に報告して差し支えないとされたものでございます。

続いて、ラピッドペットの方もよろしいでしょうか。

○○委員 はい、お願いします。
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事務局 では、続きまして資料ナンバー８番をごらんください。ラピッドベ

ット－Ｈ猫血液型判定キット、第一化学薬品株式会社からの輸入承認申請で

ございます。

、 、前回だったと思いますが ラピッドベット－Ｈ犬血液型判定キットという

同様の製品を御報告させていただきましたが、それの猫用、猫版でございま

す。

抗猫赤血球Ａ型抗原マウスモノクローナル抗体を主剤とする猫の体外診断

薬でございまして、猫の赤血球型、Ａ型とＢ型とＡＢ型を判定するものでご

ざいます。

このものにつきましても平成15年４月21日の生物学的製剤調査会で御審議

いただき、当部会に報告して差し支えないとされたものでございます。

以上でございます。

○○委員 それでは、ただいまの２つにつきまして特段の御質問、あるいは

御意見等ございますか。

よろしゅうございますね。

それでは、これは報告事項ですが、終わります。

[報告事項]

（７）動物用生物由来原料基準の一部改正について

○○委員 そして、もう１つ （７）の動物用生物由来原料基準の一部改正、、

これについても事務局から説明をお願いします。

事務局 当日配付させていただきました赤のナンバー３番、それから直前に

配付させていただきました１枚紙の「カナダにおけるＢＳＥの発生に伴う動

物用医薬品等についての対応（案 」という２つをお手元に御用意ください。）

まず冒頭薬事室長の方からも話がありましたように、昨日カナダにおきま

してＢＳＥの発生が報告されました。それにつきまして動物用医薬品の対応

ということでまず１枚紙をお配りさせていただきました。
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動物用医薬品につきましてのＢＳＥに関する対応につきましては、まず平

成12年、まだ日本で発生がある前なんですけれども、基本的に英国由来の反

すう動物由来物質ですとか、ＥＵでの反すう動物由来物質、または発生国由

来の反すう動物由来物質の使用を禁止させていただいております。

また、こちらに示しましたように、日本国内で発生しました後は、平成13

年10月18日付けの局長通知におきまして、反すう動物由来物質のすべての原

則禁止というふうにさせていただきました。

ただし、反すう動物由来物質の原産国ですとか、使用部位、こういったも

のにつきまして安全性が十分確保できるということを各品目ごとの承認事項

として確認されたものについてはそういうものを使うということで認められ

ているところでございます。

なお、カナダは昨日まではＢＳＥの発生国、またはその周辺国ではござい

ませんでしたので、こういった規制の対象にはなってございませんでした。

しかし、カナダにおいてＢＳＥの発生があったことから、動物用医薬品に

カナダ産の反すう動物由来物質を使用しているものについての取り扱いとい

うものを２の方にまとめさせていただきました。

まず、カナダ産の反すう動物由来物質につきましては、今までは第８回の

ＢＳＥの技術検討委員会における確認、助言におきましても、通常使用され

る範囲におきましては安全性に問題はないというふうに考えられていたわけ

でございますが、今般カナダでの発生ということに伴いまして、カナダ産の

反すう動物由来物質は原則禁止ということにさせていただきます。

ただし、冒頭に申しました局長通知の別表というものがございまして、後

ほどそこもまた御説明させていただきたいんでございますが、それのリスク

Ⅳという、最もリスクがないというふうに区分されている臓器につきまして

、 、 、は ＯＩＥの衛生規約の処理基準ですとか 公的機関のサーティフィケート

こういったものを満たすことが確認できるものについては使用できるという

ことになってございます。

また、現在カナダ産のものを使って製造された当該製品で流通しているも
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のがあるわけですが、それにつきましては （１）のところで安全性に問題は、

ないというふうに考えられていることから、回収の必要性はないものという

ふうに考えております。

今後につきましては、カナダ産の反すう動物由来物質を使用している動物

用医薬品等につきましては、まず原産国の変更等につきまして承認事項の変

。 、 、更をしていただく また 当然承認事項変更の手続をするのでございますが

原産国の変更というものはなるべく早い方がいいというふうに考えておりま

すので、承認前であっても速やかに変更していただく。それについては差し

支えないものというふうに考えてございます。

、 、そこで 今お話ししました局長通知の別表ということなんでございますが

前回の本部会におきまして、生物由来製品の指定と動物用生物由来原料基準

につきまして御審議していただいたところでございます。それにつきまして

は３月24日に薬事分科会の方で御審議いただき、両方とも了承というふうに

なったところでございます。

しかし、こちらの生物由来原料基準の１ページになりますが、反すう動物

由来原材料基準というものを規定させていただいております。このものは先

。ほど申しました局長通知の中身を基準化させていただいたものでございます

しかし、局長通知の内容につきましては、実際の問題として不十分な部分

があるといいますか、不完全な部分がございまして、また平成13年の10月に

発出しているもので、もう１年半以上経過しておりまして、最近の国際的な

動向ですとか、厚生労働省における考え方、こういったものとのハーモナイ

ゼーションを考えまして、若干の修正をさせていただきたいと考えておりま

す。

具体的に修正させていただきたい部分は、一番最後につけております別表

でございます。別表の中でアンダーラインが引いてある部分があると思うん

ですが、そこの部分が今回修正させていただきたい部分でございます。

まず、リスクⅠのところにある脳下垂体ですが、これは以前はリスクⅡに

あったわけですが、それをリスクⅠへ格上げといいますか、上に上げさせて
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いただく。今までリスクⅠにありました脳や脊髄と同等のリスクだというふ

うに考えて、リスクⅠに上げるというものでございます。

また、リスクⅡのところに結腸がありますが、以前はリスクⅢのところに

結腸遠位端というのがあったのですが、リスクⅡにありました結腸近位端と

、 。合わせて結腸ということで リスクⅡというふうに分類させていただきたい

ＯＩＥやＷＨＯの区分でも結腸遠位端につきましてはリスクⅡというふうに

なってございます。

また、リスクⅡに頭蓋骨、脊椎、三叉神経節、背根神経節を加えさせてい

ただきました。頭蓋骨、脊椎につきましては、脳、脊髄による交差汚染が考

えられますので、その危険性があるということからリスクⅡにさせていただ

きました。三叉神経節、背根神経節もリスクⅡに、相当のリスクがあるとい

うことで、そちらに区分させていただきました。

、 、また これまではリスクⅣに凝固血液と血清というものがあったのですが

それを合わせて血液としてリスクⅢにさせていただいています。現在ＥＭＥ

Ａ、ヨーロッパの医薬品審査庁の方は血液をリスクⅢというふうに考えると

いうことでパブリックコメントしている状況でございます。

ただし、ＥＭＥＡのリスク区分におきましては、牛の血清はリスクⅣにと

どめるという形でパブリックコメントされております。この点につきまして

は非常に流動的な状況でございまして、もし今日その点につきましての何か

御指示なり、御意見がいただければよろしくお願いしたいと思ってございま

す。

また、リスクⅣにおきましては、骨があったわけですが、頭蓋骨と脊椎は

、 。リスクⅡに上げましたので その分を除くという括弧書きを加えております

また、胃と胎子血清――胎子血清は胎子組織と同様にリスクが低いという

ふうに考えておりますし、胃も厚生労働省も方もカテゴリーⅣというふうに

しておりますので、リスクが低いと考えまして、リスクⅣの方に分類させて

いただきました。

これらの修正に対しましては、実際問題としまして既にＢ申請において反
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すう動物由来物質についてその安全性を確認しており、このような修正をす

ることで大きな問題が生じるということはないというふうには考えておりま

すが、御意見等ございましたらよろしくお願いいたします。

以上でございます。

○○委員 ただいまの説明につきまして御意見、どうぞ。

○○委員 さきに３月半ばに私どもで伝達性海綿状脳症のシンポジウムを開

催する機会がありまして、スクレーピーの輸血実験が行われていることは御

承知のことと思いますが、その結果をｷﾀﾓﾄさんが御質問になりまして、その

話によると、現在５頭発症したということおっしゃっています。それで輸血

のリスクがある程度、その程度に、それはどの程度高く、どの程度の内容で

理解するかはそれぞれの考え方によるわけですけれども、その程度には昨年

の話が１頭ですので、その後、発症がふえているというふうに聞いていたも

のとしては受けとめました。

したがって、事務局も今御説明になったとおり、この部分については流動

的だということだろうと思いますので、十分情報を集めて、今後とも臨機応

変に皆さんにお諮りくださるようにお勧めしたいと思います。

以上です。

○○委員 よろしいですね。

事務局 はい、そのように対応させていただきます。

○○委員 ほかにはどなたか御質問あるいは御意見ございますか。

○○委員 角はどこのリスクになりますか。

角はどれから分化したかで判断するんですか。

事務局 原料として使われていないということでここには入っていないと思

うんですが。

○○委員 生薬には角はたくさんありますから、実際には。

皮膚だと思うんですが、そこから分化したということであるなら皮膚にな

るんでしょうけれど。角のリスクをどうするのかという。

事務局 それは別途確認させていただきますが、今ある動物用医薬品の中で
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角を使っているものはないということでございますので。

○○委員 わかりました。

○○委員 ほかにはいかがでしょうか。

事務局 この措置につきましては、昨年改正になっております薬事法の１年

、 、後施行に伴うそのときに措置をするということで ７月30日付けを予定して

その時期に施行するという予定にしておりますので、その点についても御了

承いただきたいと思います。

○○委員 情勢のいかんによっては流動的にこれを判断するということもあ

り得ると。先ほど○○先生からも御指摘がありましたように、非常に大事だ

ろうというお話でしたね。

事務局 その間にまた大きな変化がありましたら御意見を伺いながら７月30

日に施行できるようにということで、それまでの間は、現行、これは局長通

知についている別表でございますので、その中で措置することも可能ではあ

りますけれども、今の考え方は今回のお諮りしていることにつきましては、

７月30日施行という考え方でおります。

○○委員 よろしいですね。

まだありますか。

○○委員 わからないんだけれど、はっきりというか、ちょっと説明を、混

乱を来す気はするんですよね。リスクⅢに、今の説明では凝固血液と血清を

合わせて血液という格好で入れると。

事務局 リスクⅢに挙げさせていただくということです。

○○委員 で、いいわけですね。

事務局 はい。

○○委員 そうすると、さっきちょっとあったカナダの牛の血清は７月30日

からこの別表に従うと禁止になるという解釈でいいわけですね。

事務局 はい、そうです。

○○委員 わかりました。それならいいです。

○○委員 それでは、この件、御了承いただいたものといたします。ありが
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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〕

【新効能動物用医薬品 （輸入承認）】

②フォーベット５０注射液 ナガセ医薬品株式会社

○○委員 それでは、審議事項に戻ります。

まず、一般用医薬品調査会関係の審議事項でございますが （１）の②一般、

「 」 、用医薬品 フォーベット５０注射液 の輸入の承認等の可否でございまして

○○先生から説明をお願いします。

○○委員 フォーベット５０注射液ですが、本製剤はナガセ医薬品株式会社

から承認申請されたもので、フルニキシンメグルミンを有効成分とする注射

剤であり、牛の細菌性肺炎における解熱及び消炎を効能とするものです。

平成15年４月15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。

また、平成15年５月８日に動物用医薬品残留問題調査会で審議され、休薬

期間に関する事前の調査審議を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差し

支えないこととなりました。

詳細については事務局から説明があります。

事務局 それでは、事前に配付させていただきました資料ナンバー２番をお

手元に御用意ください。たくさん数字のついているタグがついているんでご

ざいますが 「申請書」と書いてあるタグがありますが、そちらをお開きくだ、

さい。

本製剤はナガセ医薬品株式会社より輸入承認申請されましたフォーベット
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５０注射液でございます。

主剤はフルニキシンメグルミンでございます。

用法・用量は、１日１回体重１㎏当たりフルニキシンとして２㎎を１から

３日間静脈内投与するというもので、効能・効果は、牛の細菌性肺炎におけ

る解熱及び消炎でございます。

休薬期間は、牛で10日間、牛乳で60時間というふうになってございます。

それでは、概要に沿いまして本剤の内容を御説明させていただきます。

概要の１ページをお開きください。フォーベット５０注射液は、フルニキ

シンメグルミンを主剤といたしますが、このページの真ん中の表に示します

ように、既に幾つかの製品が承認になってございます。特に上から２つ目の

バナミン注射液５％につきましては、今回申請がありましたフォーベット５

０注射液と全く同じ商品でございます。同じシェリング・プラウ社が製造し

ているものでございます。既承認のバナミン注射液５％は、大日本製薬株式

会社が輸入承認を取っておりまして、馬に対して運動器疾患に伴う炎症及び

疼痛緩和、疝痛時の鎮痛ということで承認を取っているものでございます。

本品は、馬ではなくて、牛に用いるものでございますので、新効能動物用医

薬品として御審議いただきたいと存じます。

したがいまして、基本的な成分に関する資料は既承認の製品についている

ものと同じでございますので、ここでは牛に対する安全性、有効性について

御説明させていただきます。

23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が、表のⅤ

の１に示す方法、つまりフルニキシンとして０、2.2、6.6及び11㎎／㎏で１

日１回、連続９回投与した場合の牛についての安全性を検討した試験でござ

います。

試験結果が次のページの表Ⅴの２にまとめられていますが、まず一般症状

としましては、用量に相関した血便が認められました。しかし、その他の異

常はなかったということでございます。

体重、飲水量、飼料摂取につきましては、増体は高用量群では幾分劣る傾
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向がありましたが、飼料摂取量ですとか飲水量は顕著な差は認められません

でした。

また、尿検査では、フルニキシン投与群にヘモグロビン尿と血尿が認めら

れております。

糞便検査、血液学的検査、生化学的検査、剖検、病理試験については投薬

が原因と思われる変化というものは認められませんでした。

．続きまして 26ページをお願いします 下から４行目でございますが、 。 、Ｅ

のエンドトキシン誘起発熱に対する効果を調べております。 のcoli Ｅ．coli

培養菌体を牛の静脈内に投与いたしまして発熱を誘起し、１時間後にフルニ

キシンを静脈内投与して、解熱効果を検討しました。その結果、表Ⅵの４に

示しますように、フルニキシン2.2㎎／㎏以上の投与により、 の投与Ｅ．coli

後、３から４時間後をピークとする発熱が顕著に抑制されたというものでご

ざいます。

また、２）におきましては、カラゲナン誘起炎症モデルによるエイコサノ

イド合成阻害試験も調べております。子牛の頚部皮下にカラゲナンを埋没さ

せまして、局所炎症を起こしまして、それにフルニキシンを投与し、局部の

浸出液並びに血清中のプロスタグランディンＥとトロンボキサンＢの含有量2 2

を測定して、エイコサノイドの合成阻害効果を検討しました。

そうしましたところ、血清、あるいは浸出液中のエイコサノイドの量は、

フルニキシン投与量の増加に伴い、低下する傾向が認められました。

続きまして、35ページをお願いします。牛における吸収、分布、代謝、排

泄でございますが、まず牛における血中動態でございますが、図Ⅶの３とⅦ

、 、 、の４に示しますように フルニキシンの濃度は投与後 急速に低下しまして

フルニキシンを１日１回反復投与しても蓄積性はないものというふうに推察

されました。

また、牛における分布、代謝、排泄につきましては、表のⅦの５に示しま

すように、肝臓及び腎臓が代謝あるいは排泄の標的器官というふうに示唆さ

。 、 。れました また ほとんどが糞尿中に排泄されるという結果でございました
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続きまして、39ページをお願いいたします。臨床試験でございます。いず

れも呼吸器症状を呈している供試牛を用いまして、こうした発症している牛

にこのフォーベット５０を静脈内投与し、臨床観察を行いました。その結果

を表のⅧの３から５に示しておりますが、いずれの試験におきましても、臨

床スコア及び体温は急速に改善され、改善の程度はフォーベット投与群の方

が大きく、速い傾向が認められております。

また、安全性につきましては、フォーベットを投与することによると思わ

れる有害事象、こういったものは観察されず、安全性が確認されたというこ

とでございます。

続きまして、42ページの残留性に関する試験をお願いいたします。

まず、組織内残留性試験でございますが、試験方法は表のⅨの１に示して

おりますが、２㎎／㎏投与群と４㎎／㎏投与群がございまして、フルニキシ

ンとその代謝物を検出しておりますが、まず２㎎／㎏投与群では、最終投与

後、３日で、４㎎／㎏投与群は７日で組織中や臓器中にはフルニキシンと代

謝物は検出されなかったという結果でございました。

47ページは、乳汁の残留試験を実施しております。これも同じように２㎎

／㎏投与群と４㎎／㎏投与群がございまして、２㎎／㎏投与群では24時間後

に、４㎎／㎏投与群では48時間後に乳汁にフルニキシン及びその代謝物は検

出されませんでした。

以上の結果から、十分にクリアする期間といたしまして、休薬期間を10日

間、牛乳につきましては60時間というふうに設定されております。

最初に戻っていただきまして、ピンクの表紙をめくった後に審議経過票が

ございます。本剤につきましては、まず平成15年４月15日の動物用一般医薬

、 、品調査会で御審議いただき 一部文章の修正の指摘の条件がございましたが

一般薬の調査会における承認の可否に関する事前の調査審議を終了し、新効

能動物用医薬品として本部会に上程して差し支えないとされました。

また、５月８日には残留問題調査会の方で御審議していただき、申請書の

中で一部整備をすることを条件に休薬期間を牛については10日、牛乳につい



-21-

ては60時間ということで本部会に上程して差し支えないとされたものでござ

います。

以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

○○委員 ただいまの説明につきまして御質問、あるいは御意見ございまし

たらお願いいたします。

○○委員 直接のところにかかわりがあるのかどうかわかりませんが、名称

が、化学名が違っていますので、訂正されないといけないと思います。輸入

。 。 、承認申請書のところの番号の２ですか 黄色の２です それの５ページ目に

一般的名称の後に化学名がありますけれども、この化学名が構造と一致して

いないんです。

事務局 構造式の方が間違っていると。

、 、○○委員 いや 構造式はこう書かれているんだろうと私は信じていますが

これをもとにすると、上がおかしい。

事務局 化学名が間違っていると。

○○委員 はい 「1-deoxy-1-（methylammonio 」になっているんですが、ア。 ）

ンモニオだと、下の方、ＮＨのところ、プラスにして、ＮＨ にしなければい２

けないんですね。ですから、普通ソルトオブはあんまり使わないんですけれ

、 、 、ども どういう形にされるかによりますけれど この構造式どおりにすると

アミノにするんでしょうと思います。そうすると、普通はソルトは書かない

ですね。

事務局 わかりました。申請者の方に確認させまして、正しいように訂正い

たします。

○○委員 それから、要するにマイナスイオンとプラスイオンと両方の形で

書く形にするんだったら、そのように直さなければいけないので、下をカル

ボシキアシッドにしないで、カルボキシレートにするか、要するに化学的な

名称の正しいルールに従って書かれるべきだと思います。

事務局 はい、わかりました。そのように訂正いたします。

○○委員 ほかにはございませんか。
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特にないようですね。

では、承認ということにいたします。

事務局 ありがとうございました。

本剤につきましては、薬事分科会の方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効能動物用医薬品ということで２年とさせてい

ただきます。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〕

【新有効成分含有動物用医薬品・新動物用配合剤 （輸入承認）】

③フロントライン プラス ドッグ

④フロントライン プラス キャット メリアル・ジャパン株式会社

○○委員 それでは、次にまいります。③と④ですが、フロントライン プ

ラス ドッグ及びフロントライン プラス キャット、これの輸入の承認等

の可否についてでございます。引き続きまして○○先生に説明をお願いいた

します。

○○委員 フロントライン プラス ドッグとフロントライン プラス キ

ャットですが、本製剤はメリアル・ジャパン株式会社から承認申請されたも

ので、フィプロニルと（Ｓ）－メトプレンを有効成分とする皮膚滴下剤であ

り、犬あるいは猫のノミの駆除を効能とするものです。

平成15年４月15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となりま

した。

詳細については事務局から説明があります。

事務局 事前に配付させていただきました資料番号３番と４番をお手元に御
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用意ください。

この２製剤は、基本的な製剤設計は同じでございまして、犬用と猫用と分

かれているものでございます。したがいまして、資料等も共痛しているもの

がございますので、フロントライン プラス ドッグの方を中心に御説明さ

せていただきます。

黄色いタグに「申請書写し」というものがございます。そちらをお開きく

ださい。

本剤は、メリアル・ジャパン株式会社から輸入承認申請されましたフロン

トライン プラス ドッグとフロントライン プラス キャットでございま

す。

主剤は、フィプロニルと（Ｓ）－メトプレンでございます。フィプロニル

は既にメリアル・ジャパンがフロントライン スポットオン ドッグ、スポ

ットオン キャットという製剤で承認を取っている製品に含まれているもの

でございます。既承認の成分でございます。

また （Ｓ）－メトプレンは （Ｓ）－メトプレンとしては新しい成分でご、 、

ざいますが、このものはＲ体とＳ体の光学異性体がございまして、この光学

。異性体がまざった形のメトプレンとしては既に承認があるものでございます

したがいまして（Ｓ）－メトプレンとしては新有効成分でございますので、

このものにつきましては新有効成分含有動物用医薬品、またフィプロニルと

合わせるものは初めてでございますので、新動物用配合剤ということで御審

議いただきたいと思います。

次のページに用法・用量、効能・効果が記載されております。

用法・用量は、８週齢以上の犬、キャットの方は猫ですが、肩甲骨間背部

の被毛を分け、皮膚上の１部位に直接次のピペット全量を滴下するというも

のです。猫の方は0.5ｍＬのピペットのみになってございます。

効能・効果は、ノミ及びマダニの駆除。ノミ卵の孵化阻害及びノミ幼虫の

変態阻害によるノミ寄生の予防ということになってございます。

それでは、概要に沿いまして御説明させていただきます。
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概要の５ページをお開きください。冒頭申しましたように、フィプロニル

は、既にフロントライン スポットオン ドッグ、それからフロントライン

スポットオン キャットとして犬及び猫用のノミ、マダニの駆虫薬として

承認されてございます。

また （Ｓ）－メトプレンは、ＩＧＲ効果を根拠に、単剤またはピレスロイ、

ド系や有機燐系のノミ、マダニの駆除効果を有する成分との合剤として動物

、 （ ）薬として広く使用されているものでございますが このフィプロニルと Ｓ

－メトプレンはその薬理作用が異なっております。したがいまして、それぞ

れの薬理作用を期待して、総合的にノミやマダニの駆除をするという形で配

合されているものでございます。

８ページにはその配合理由が記載されております。

つまり、既承認のフロントライン スポットオン ドッグ、またはキャッ

トに、このＩＧＲ効果を有する（Ｓ）－メトプレンを配合することにより、

フィプロニルによるノミ成虫の殺滅効果に加えまして、この（Ｓ）－メトプ

レンによるノミ卵の孵化阻害ですとか、幼虫の変態阻害、こういったものが

加わりまして、ノミの寄生というものを総合的に予防できるという形になっ

ているものでございます。それを示しましたのが９ページの図１の１になり

ます。

少し飛びますが、55ページをお願いいたします。安全性に関する資料でご

ざいます。

反復投与の安全性試験と繁殖犬を用いた繁殖犬に対する安全性試験が行わ

れております。ともにビーグル犬を使った試験でございますが、結果といた

しましては最大推奨投与量の５倍量を１カ月間隔で６カ月間滴下したものに

つきましても何ら異常は認められませんで、本剤の犬に対する高い安全性が

確認されております。

また、フロントライン プラス キャットの方では、アメリカンショート

ヘアーを使いました同様の試験が行われており、同様に高い安全性というも

のが確認されております。
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また、繁殖犬を用いました安全性試験につきましては、３倍量を妊娠犬、

または授乳中の犬に投与しまして、28日間隔で１回または７回の投与が行わ

れましたが、その高い安全性が確認されております。

猫についても繁殖猫を用いた同様の安全性試験がアメリカンショートヘア

、 。ーを用いて行われており 安全性が確認されているという結果でございます

続きまして、60ページをお開きください。効力を裏づける試験でございま

すが、まずフィプロニルにつきましては、既に既承認の成分でございますの

で、スポットオン ドッグの資料がついているものでございます。

60ページの８の２の方にはメトプレンの による基礎試験というもin vitro

。 、のがございます ネコノミ虫卵に対するメトプレンの作用機序ということで

メトプレンを処理したノミから生まれた卵、こういったものを調べましたと

ころ、これらの卵は孵化しなかったか、孵化しても数時間後に幼虫が死亡し

たという効果が認められております。

また、61ページにはネコノミ幼虫の発育におけるメトプレンの効果が調べ

られております。その結果、メトプレンはネコノミの第２及び第３幼虫期を

有意に延長させまして、ネコノミを第３齢期で死亡させているというもので

ございます。

続きまして、82ページをお開きください。臨床試験でございます。まず犬

。を用いました臨床試験につきましては国内外４カ所で試験を行っております

それを総活したのが表の12の１でございます。

まず安全性につきましては、一番右に示しましたように、本剤を投薬する

ことにより、起こった有害事象というものはなかったということでございま

す。

また、効果につきましては、供試犬数に対する駆除効果ということで、投

与群と対照群。対照群は既承認のフロントライン スポットオン ドッグが

投与されておりますが、それぞれ同様の効果が認められておりました。

また、猫につきましても同様の臨床試験が行われておりまして、猫は国内

外１カ所ずつで試験が行われておりまして、同様の結果でございました。
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最初に戻りまして、審議経過票をごらんください。本剤につきましては、

平成15年４月15日に動物用一般医薬品調査会で御審議していただき、別紙の

ように示しますような条件を付すことで本部会に上程して差し支えないとさ

れたものでございます。

そこで幾つかの条件があったわけでございますが、その条件の⑤のところ

の毒性試験につきまして、その投与量ですとか、投与回数にちょっと疑義が

ありまして、そこについて説明をすることということでした。毒性試験は私

どもが提示していますガイドラインにおきましては、基本的には通常2000mg

／kgを１回投与。急性経口毒性試験はそのようなガイドラインになっていま

すが、本試験はもっと多量の３万7000ｍｇを２回に分けて投与しているとい

う試験でございまして、それは急性経口毒性試験ではないので、急性経口毒

性試験をやり直してくるようにという指摘になりました。その時点で本日の

部会には間に合わないだろうということで、先達て本製品についてはペンデ

ィングさせていただきたいというファクスを送らせていただいたところでご

ざいますが、先日、今回追加で出していただきました黒の３の１の追加の資

料が出てきました。このものは基本的にガイドラインに沿う5000mg／kgを１

回投与している試験でございます。その結果、すべてのラットに何ら異常は

認められなかったという結果のものが出てきましたので、これをもって一般

、 。薬調査会での了承を得て 本部会に上程させていただいた次第でございます

以上でございます。よろしい御審議のほどお願いいたします。

○○委員 ただいまの説明につきまして御意見、あるいは御質問ございまし

たらどうぞ。

○○委員 ちょっと参考までに伺っておきたいのですが、5000mg／kgのガイ

ドラインよりも高い用量であったので、やり直すように要請したという御説

明の理由を聞かせておいていただけますか。

事務局 まず本剤の申請をするに当たって添付する資料として、急性経口毒

性試験を添付するというふうにまず決められております。急性経口毒性試験

は、ガイドラインの中にはやり方は2000mg／kgが１回投与というのが原則と
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して決められているわけです。今回このものについて添付されてきました急

性経口毒性試験は３万4000mg／kgを２回に分けて、ですから１万7000mgを６

時間置きに２回投与しているという試験設計になっておりまして、このもの

はいわゆる急性経口毒性試験ではないというふうに判断された次第でござい

ます。

したがいまして、いわゆる毒性試験として適切な急性経口毒性試験をやっ

てくるようにという形で試験のやり直しという指摘がされたものでございま

す。

○○委員 質問はなぜ科学的に見て急性毒性試験としての内容を満たしてい

ないというふうに判断――違いはわかるんです、日本語として。問題は、科

学的に急性毒性試験としての判断要件を満たしていないという理由を伺いた

いんです。

事務局 これは調査会の委員の方から指摘されて、この試験では急性毒性試

験ではないということで、検討がなされたのですが、１つは、34ｇ／kgでし

たか、それをなぜ34ｇという用量を選んだか。それと２回に分けた理由は何

だということがありまして、そのことについて提出された資料ではよくわか

らないということで指摘がなされたのですが、その後に、先ほど言いました

ように5000mg／kgで全部生存という成績が出されました。先ほどの34ｇ／kg

だと10匹中４匹死亡しているので、大体ＬＤ はそのぐらいにあるので、200050

mgでは全部生存するだろうというのがメーカーの主張でした。そういうこと

です。

○○委員 わかりました。

それで、強いて申しますと、それでもそれなりの判断ができるのではない

、 、かとは思いますけれど そこには私としては言及するつもりはありませんで

今御説明になった事情をひとり歩きしないように書いておいていただいた方

がいいと思います。形式論理ではなかったんだということ。

○○委員 よろしいですね、事務局。

事務局 はい。
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○○委員 2000mgの急性毒性試験にさえもいろいろ動物愛護の面から国際的

な非難が集まっている状態で、できるだけ簡略な、動物を不要に殺傷さない

でも済むようにという努力が傾けられている時期ですので、そういう意味か

らもその辺をちょっと目配りなさった方がいいのではないかと思います。

事務局 はい、わかりました。

○○委員 ほかにはございますか。

○○委員 ちょっと聞き漏らしたかもしれませんので確認したいんですが、

概要書の83ページ、臨床試験のところですけれども、投薬後２日間のシャン

プー使用を制限したという記載がされているかと思います。臨床試験でそう

いう使い方をしたのであれば、使用上の注意のところにシャンプーの使用制

限を書くべきかなと思ったんですけれども、ここら辺はどういうふうになっ

ているでしょうか。

事務局 今確認をしておりますが、概要の73ページになりますが、シャンプ

ーによる影響を調べる効果試験というのがございまして、このものはシャン

プーをしてもその効果が落ちないという結論になってございます。

○○委員 わかりました。

外国でやられた臨床試験ではシャンプーの制限をしていないような記載が

あったもので、なぜ日本ではこういう制限をつけて臨床試験をやられたのか

なとちょっと不思議に思った次第です。結構です。

○○委員 よろしいですか。

この件に関して外国では大型の犬にこの投薬をした後で、プールに人と一

緒に飛び込んでしまう。それの弊害があるのではないかというような問題が

かなり話題になっているようですね。日本でもそれに類するものが起き得る

のではないかと。恐らくそこら辺のところを懸念しての対応じゃないかと思

います。

○○委員 79ページに使用上の注意というものがあるのですが、今まで伺っ

たさまざまな臨床試験等々、毒性試験を含めて、通常、１カ月といいますと

４週と考えて、４週以内に再投与を行わないこととここに書いてあるのです
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が、仮に制限をする理由が見つからないですね、結局。なぜしてはいけない

のかという理由が見つかりませんね。ですから、今までこういう薬品の使用

説明の中にこういう表現が多いのですが、要するに最大６週間阻害する作用

を有するので、６週間を過ぎて使用しなければ効果は持続できない。再感染

を起こしますよというような意味でいけば、ここは「１カ月以内に再投与を

行わない」よりも、有効期限ごとに再投与を行うのが望ましいという指導的

なことを書いた方が僕はいいと思うんですね。常にこうしてはいけない、い

けない、いけないという否定的なことよりも、こういうふうに使用しなさい

という表現の方が僕は使用上の説明としてはいいんじゃないかという考えな

んですが、いかがでしょうか。

事務局 趣旨としては先生がおっしゃっているとおりの使用上の注意の中身

でございますので、表現についてはそのように指導的な表現に直させたいと

思います。

○○委員 その方がいいと思います。

○○委員 ただいまの御意見は、対応としてよろしいですね、事務局は。

事務局 はい。事務局の方で表現を指導的な使用上の注意の表現にした方で

……。

○○委員 どなたが見てもわかりやすいような表現にする。

事務局 はい、わかりました。

○○委員 ほかにはいかがでしょうか。

特にないようですね。

では、これは犬及び猫、まとめて承認ということにいたします。

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、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品・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。

［審議事項］
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（２）動物用医薬品の再評価について

〔動物用医薬品再評価調査会関係〕

⑤カルバドックス

○○委員 次へまいりましょう。

次は、再評価調査会関係でございます （２）の⑤カルバドックスの再評価。

について、○○先生から御説明、お願いいたします。

○○委員 子豚の豚赤痢に効能・効果を持つ本成分カルバドックスは、発が

ん性が認められたとする報告と、変異原性が認められたとする報告がありま

したことから、平成14年７月５日に再評価指定され、再評価申請されてきた

ものであります。

平成15年４月16日の動物用医薬品再評価調査会で事前の調査審議を終了い

たしました。

その結果は、安全性の観点から、承認取り消しが必要ということで、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。

詳細につきましては事務局の方から御説明をお願いいたします。

事務局 それでは、カルバドックスの再評価につきまして御説明をいたしま

す。

まず資料でございますけれども、お手元に水色のファイルで事前にお配り

いたしましたナンバー５という資料がございます。それから、ちょっとおく

れまして、後からお送りいたしましたナンバー５の２という資料、それから

当日配付できょうお配りいたしましたナンバー５の３、成分評価表がござい

ますが、この３つで御説明させていただきたいと存じます。

まず、ナンバー５の資料をお開きいただきたいと存じます。再評価の申請

書がまずついております。一般名称カルバドックスの準散でございます。商

品名といたしましては、メカドックスの10Ｍ。

このメカドックスの10Ｍというのは、成分といたしまして、１kg中にカル

バドックスとして10ｇを含有するわけでございますが、この含量の20ｇ、40
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ｇのものをメカドックス・20、メカドックス・40ということでの３品目でご

ざいます。

再評価申請者はバイオ科学株式会社でございます。

この製剤でございますが、１枚めくっていただきまして、用法・用量でご

ざいます。飼料に均一に混じまして経口投与するものでございまして、効能

・効果、６番のところでございますが、子豚の豚赤痢でございます。

使用上の注意といたしましては、４カ月齢を超える豚には使用しない。週

余にわたる連続性は避けるということで、食用に供するためにと殺する前30

日間が休薬期間として設定されております。

この製剤でございますが、概略につきまして、５の３にございます再評価

の成分表の方で御説明させていただきたいと存じます。お手元の５の３でご

ざいます。

再評価指定成分評価表。

成分名、カルバドックスでございます。

再評価指定されましたのが平成14年７月５日でございます。

再評価の指定となりました根拠でございますが、発がん性が認められたと

する報告、それから変異原性が認められたとする報告でございます。

本剤につきましては豚赤痢の特効薬でございまして、昭和44年に承認され

ておりますが、昭和46年に豚赤痢の効能・効果が追加されております。

それから、これは動物用医薬品ではなく、飼料添加物としても昭和51年に

指定されておりましたが、昭和58年に飼料添加物としての指定は取り消され

ております。

審議の経過でございますが、平成13年９月に、平成12年の再評価スクリー

ニングの対象成分ということで挙がってまいりまして、平成13年11月29日の

再評価調査会、14年２月の動物用医薬品等部会の審議を経まして、平成14年

３月の薬事分科会で報告がなされまして、平成14年７月５日に再評価の指定

を受けたものでございます。本年４月16日の再評価調査会で事前の調査審議

をいただいております。
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この過程で、当初は８社23品目、カルバドックスの製剤の承認があったわ

けでございますが、再評価指定の報告を行った分科会の後、あるいは再評価

指定後に７社20品目については承認整理がされておりまして、現在残ってお

りますのがこの１社３品目でございまして、この品目について再評価の申請

が上がってきているものでございます。

まず、再評価の指定となった根拠とされる事項についての評価が次のペー

ジからございます。要約をしてございますが、内容につきましては資料５の

オレンジ色のタグがついております２の２の毒性・安全性というところにご

ざいます評価の概要。この承認後というところにございます安全性、あるい

は毒性についての評価の概要を要約させていただきましたのがこの評価表で

のものでございます。

概略を御説明いたしますと、基本的に発がん性に関しましては、サルへの

投与試験及びイヌへカルバドックスを投与した豚肉を与える試験では異常は

認められていないが、カルバドックス及びその一部の代謝物は遺伝毒性及び

発がん性が認められるというものでございます。

一番上にございますのが、カルバドックスにつきましては、げっ歯目に対

しまして変異原性、発がん性があるということ。それから、サルにカルバド

ックスを２年間投与した場合で毒性が認められなかった。

それから、これは後に出てまいりますが、リレー毒性試験というんでしょ

うか、カルバドックスを常用量の４倍の濃度に投与した豚をと殺しまして、

その肉をイヌあるいはラットに長期間給餌いたしましたが、異常がなかった

ということでございます。

それから、このカルバドックスにつきましては、コーデックスの方で、残

留基準値ＭＲＬが設定されておりました。２番目のカラムのところでござい

ますが、遺伝毒性及び発がん性があるので、ＡＤＩを設定できないというこ

とでございましたが、このカルバドックスの最終代謝産物でございますキノ

キサリン－２カルボン酸、これの毒性であるとか、あるいはカルバドックス

、 、の代謝と消失 それから結合残留物から遊離する物質の性状等のデータから
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ＭＲＬを超えない限りの使用というのは許容されるというような結論に、こ

れは1990年になっておりました。

これにつきましては、２枚めくっていただきまして （２）のその他の参考、

資料の評価というところの１）の発がん性というところでございます。こと

しの２月に開催されましたコーデックスのＪＥＣＦＡ、食品添加物の専門家

会合でございますが、第60回のＪＥＣＦＡにおきまして、このカルバドック

スのＭＲＬについてはこの設定を支持しないということで判断が出ておりま

す。したがいまして、カルバドックスのＭＲＬは撤廃ということになってお

ります。

また戻っていただきます。その他 （１）の１）の発がん性のところでござ、

いますが、カルバドックス、その代謝産物でありますデスオキシカルバドッ

クス、ヒドラジンには発がん性があるという報告がございます。これはＦＤ

Ａの報告でございます。

それから、ラットにおきまして肝細胞がんの誘発、あるいは自然発生率よ

りも高い率での肝腫瘍が発生したという報告がございます。

また、これは飼料添加物として使用しても危害がないというような報告も

あるわけでございます。

一方、変異原性でございますが、幾つかの報告を載せてございます。基本

的にカルバドックスを細菌あるいは細胞を用いた試験で変異原性を調べまし

、 。た場合に いずれにおいても変異原性が認められるという報告がございます

また、100mg／kgでの染色体異常が認められるという報告がございます。内容

的には次のページの２の３の69というところでございますが、こういう報告

がございます。詳細につきましてはこの水色のファイルの５のところの２の

２の毒性・安全性のところにある内容の要約でございます。

、 、本件につきましては ４月の再評価調査会の方で御審議いただきましたが

その後、申請者の方から調査会にお諮りしましたデータに加えてさらにデー

タを提出したい旨の申し出がございました関係で、ややおくれましたが、５

の２ということで資料が提出されておりますので、それについても若干御説
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明をさせていただきたいと存じます。

まず５の２の資料でございます。目次の前に概要がついてございますが、

基本的にこの中でまず第１に申請者側からの追加資料といたしまして、カル

バドックス、それからデスオキシカルバドックスの発がん性はげっ歯目に特

異的なものである可能性があるという資料がつけられております。

それから、遺伝性毒性、あるいは発がん物質に閾値が設定できるのではな

いかということが２のところで述べられております。

それから、３のところではいわゆるカルバドックスが残留しているものを

一生摂取し続けてもがんになる確率は極めて低いと。100万分の１であるとい

うようなことが３のところで述べられております。

それから、２ページ目の説明をいたします。４のところでリレー毒性試験

ということでございます。このリレー毒性試験、カルバドックスを常用量の

４倍の濃度で豚に30日間給与いたしまして、これを休薬期間を置かずにと殺

して、その筋肉と肝臓をラットに２年間、イヌに７年間にわたって給与した

けれども、異常がなかったということでございます。この試験のデータにつ

きましては、調査会の資料にもつけていたわけでございますが、この中で実

際に給与した豚肉の中にどれだけ残留していたかということははかっていな

いということでございましたが、今回それについて若干の推定をいたしてお

りまして、いわゆるＦＤＡが定めたＳ値を大幅に上回る残留があったと推定0

されるということで、そういうものを給与しても催腫瘍性がなかったのでは

ないかというような説明をいたしております。

それから、本件の再評価、平成13年に始められたわけでございますが、こ

れの発端になりましたのが平成12年にカナダにおきましてカルバドックスの

残留事故が１件発生しております。これは子豚の丸焼き用に出荷された子豚

がカルバドックスを投与されて、休薬期間を置かずに出荷がされて、市場で

カルバドックスの残留が摘発されたという事例でございます。幸いに食用に

供されはしなかったわけでございますが、こういった事故がございまして、

これを受けまして平成13年からカナダにおいてはカルバドックスは販売停止
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になっております。

このような事件の背景といたしまして、この資料では日本と食習慣が違う

ということで、日本の場合は４カ月齢以上の豚には使用しない。それから、

休薬期間は30日ということで設定されております。動物用医薬品の使用の規

制に関する省令の使用基準におきましても、使用禁止期間ということで、食

用に供するためにと殺する前30日は使用禁止期間になっております。そうい

ったものを遵守すればこういった事故は起こらないということ。

それから、ここは若干データをつけてございます。資料の８にございます

が、厚生労働省では、畜水産物に対します抗生物質等の残留のモニタリング

を実施いたしております。過去５年間にわたっての豚肉における残留モニタ

リングの結果を見ますと、カルバドックスの代謝産物でありますキノキサリ

ン－２カルボン酸の残留はなかった。残留がなかったというのは、現在食品

衛生法でもキノキサリン－２カルボン酸につきましては、豚肉の筋肉部分で

５ppb、それから肝臓では30ppbの残留基準値が設定されております。これを

。 。超えるものがなかったという意味でございます という結果が出ております

また、カルバドックスを含有いたしました飼料の給餌をやめれば早期に残留

レベルが下がるということが記載されてございます。

それから、最後のところでございます。このカルバドックスにつきまして

は、調査会での再評価の御評価をいただいた際に、代替薬という問題、これ

は豚赤痢の特効薬ということで承認されていたわけでございますが、現在代

替薬といたしまして、豚赤痢に効能・効果を有するということで、塩酸リン

コマイシンでございますとか、フマル酸チアムリン、テルデカマイシン、こ

ういったものが豚赤痢の効能・効果として承認されているということで、代

替の薬が存在するということで審議をいたしたわけでございます。申請者の

方といたしまして、カルバドックスにつきましては、いわゆる豚赤痢の病原

体に対して保菌状態の豚を効果的に除菌するといいますか、という効果はカ

ルバドックスがまさっているという点、それからほかの代替薬につきまして

、 。 、は 耐性菌の問題というのが出始めているという指摘をしております ただ
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具体的にここには文献は示してございますが、データは示しておりません。

、 、豚赤痢の特効薬 こういった発がん性を認められているものでございますが

人体薬では類縁のものはございませんので、そういったことで人体薬への影

響はないというようなことでの記述がなされております。

以上、概略、このファイルの中で説明した資料の概要でございます。先生

方には十分お時間がなく、ごらんいただいていないかもしれませんが、申し

わけございません。概略いたしましてそういう内容でございます。

それで、再評価の基準に基づく評価の案ということで、資料の５の３の一

番後ろのページに添付してございます。

まず有効性につきましては、今回問題は提起されておりませんが、安全性

、 。につきましては 発がん性及び変異原性物質であるという報告がございます

、 、それから コーデックスのＪＥＣＦＡでもＭＲＬが設定されておりましたが

これを設定できないということで、ことしの２月にそういう判断が出ており

ます。また、これを受けまして、薬事・食品衛生審議会の食品衛生の分科会

の方で畜水産物及び毒性の部会がございますが、それにおきましても、現在

設定されている残留基準値、これを撤廃するという方向で今審議されており

まして、具体的に撤廃に向けての手続に入っているというふうに聞いており

ます。基準の撤廃につきましては、審議会の部会では御了承いただいており

まして、今までキノキサリン－２カルボン酸、カルバドックスの最終代謝産

物でございますが、豚肉で５ppb、それから肝臓で30ppbという残留基準値が

設定されておりましたが、これが不検出という改正案で現在部会の方で乳肉

水産食品毒性合同部会におきまして審議がなされまして、現在ＷＴＯ通報に

向けて今手続を進めているところでございます。

それから、代替薬につきましては、先ほど申しましたような形で、リンコ

、 、 。マイシン チアムリン テルデカマイシンという薬が存在いたしております

この豚赤痢でございますけれども、昭和50年代には大体3000頭を超えます

発生がございましたが、平成に入りまして1000頭未満になっておりまして、

特に最近は本当にごくわずかな発生になってきております。平成12年には沖
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縄を中心にいたしましてちょっと大きな発生がございまして、千数百頭の発

生がございましたが、基本的には発生頭数はかなり低い水準になっておりま

す。

それから、代替薬ということで先ほど挙げましたものとのシェア的なもの

を見ますと、カルバドックス、リンコマイシン、チアムリン、テルデカマイ

シンといったものを見ますと、大体カルバドックスが製品数量ベースで半分

程度、販売金額で見ますと２割強ということになっております。カルバドッ

クスは価格的にある程度有利な製剤であるということはこれからわかるかと

思いますが、そういったことで数量ベースで見ても過半は他の薬が使われて

いる状況でございます。

それに加えまして、カナダでの残留事故があったということ、それからこ

のような発がん性が知られる動物用医薬品の成分のうち、本剤は飼料添加剤

で、経口的な給与するものでございますが、発がん性が知られる動物用医薬

品で、飼料添加して、経口投与するものは本剤だけでございます。

こういった点を総合的に勘案いたしまして、食用動物への使用は適当では

ないということで、総合評価の結果、豚への使用は適当ではなく、評価の取

り消しが必要であるということで、必要とされる対応としては承認整理とい

うことで、調査会で御審議いただきました結果を本日部会の方に上程させて

いただいております。

以上でございます。

○○委員 ただいま説明、ちょっと聞き取りにくい部分がございましたけれ

ども、要は、５の３の最後のページの総合評価、これが集約ですね。

事務局 はい、そうでございます。

○○委員 要は、本剤の承認を取り消したいということが結論だと思います

が、この説明につきまして御質問、あるいは御意見ございましたらどうぞ。

○○委員 資料５の３にありますように、動物用医薬品再評価調査会が４月1

6日に開催されています。その後に資料５の２にありますようにヒブロ・ジャ

パンから５月16日付けでこの文書が届いています。再評価調査会ではこの資
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料５の２についての評価は行っているのですか。

事務局 これは行っておりません。調査会の後にメーカーの方から、申請者

の方からぜひ追加の資料を提出したいという要望がございまして、先週やっ

とこれが届いたところでございますので、調査会の方にはお諮りする時間が

なかったものですから、部会の方にとりあえずお示しをし、御説明させてい

ただいたところでございます。

○○委員 資料５の２の内容を読みますと、今回のＪＥＣＦＡの評価に対し

て反対声明を出しており、どうしてこういう形で承認を取り消すのか科学的

な根拠がないというような論述がなされているわけです。資料１では、○○

大学の○○先生は、カルバドックスは遺伝毒性発がん性物質ではないんだと

いう文書を出しており、かなり専門的な領域の記載がなされていると思うん

です。このようなことに関して本部会でいきなり審議することはできないの

ではないかと思うんですね。ヒブロ・ジャパンが出された５月16日付けの文

書に対して再評価調査会で１度見ていただいた上で、内容が適切なのかどう

なのかについて審議していただいた上で上程された方がよろしいのではない

かと思います。

確かに薬事・食品衛生審議会ではこれについて既に審議しておりますけれ

ども、ヒブロ・ジャパンからの追加文書がいきなり出てきて、内容を見なく

、 、て評価してしまうということは少し早計のような感じがいたしますが 座長

どのようにお思いでしょうか。

○○委員 ただいまの御意見につきまして賛否おありかと思いますが、ほか

にいかがですか。支持される、あるいはそうではないという御意見ありませ

んか。

○○委員 ○○先生の御発言ももっともなんですが、問題は事務局がここで

５の２に記載されていることは既に議論されたことの中に含まれているとい

うふうに判断できる内容であれば、時間的な落差があるわけですから、後か

ら出てきたものとして、それは必ずしも取り上げなくてもいいと思うんです

けれど、問題は形式論ではなくて、中身の問題だと思うんですね。
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それで、先ほどの御説明で遺伝毒性の試験で従来出されていたＳ９Ｍｉｘ

で陽性になるということが既にわかっていたわけですけれども、そういうこ

とを含めて新たにこの遺伝毒性がどのように再確認されたか、もしくは新し

く認識されたのかという点を簡潔にちょっと説明を伺いたいなと思っていた

ところなんです。それによってはもともとの判断そのものにかかわる問題で

すし、それから、今ちょっと拝見しましたけれども、５の２によって新たに

提出され資料の中では遺伝毒性であっても閾値がある云々という、現在の私

どもの考え方では承服できない基本的な、ＪＥＣＦＡも含めて、我々の考え

ているラインとかなり違う御意見が基調になっているんですね。そういう意

味でも必ずしもここで取り上げる必要があるかどうかというのはまた別問題

だというふうにも思われるので、その辺のところを事務局で整理していただ

くことがまず先決かなと思います。ここで取り上げないことも僕はあり得る

と思います。

○○委員 要点は、書類の出てきた前後関係がございますけれども、両者を

よく比較した上で、頭から承認を取り消すということを決める前に、もう１

度再検討が必要ではないかと。その場合にはここではなくて、もう１回再評

価の調査会でやっていただくべきだろうと。そういう御意見。それから、後

から出てきたんだけれども、この文書では説明不足だから、必要ないだろう

という御意見もあるかもしれませんし、今お２人から御意見いただきました

けれども、ほかの先生方、これは非常に重要な問題ですので、ぜひ御発言い

ただきたいと思います。

まず、調査会の○○先生、どのようにお考えでしょうか。

○○委員 全くおっしゃられるとおりで、調査会では終わった後で出てきて

おりますから、委員の先生方のお考えも聞いておりません。ですから、そう

いう意味では私は先生方のおっしゃられるように、再評価委員会で１度議論

された方がいいのかなと私は思うんですが。

○○委員 先生方から、皆さんから御意見伺おうと思ったんですが、調査会

のチーフである○○先生からもう１回どうだろうかという御意見だと思いま
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すので、これはどうでしょうか。１度調査会の方へ戻す。今回の配られた資

料を基にしてもう１度確認をしていただいて、提出していただく。

○○委員 ４月ですよね、再評価しましたのは。５月ですよね。再評価調査

会が終わってから書類が出てきて、それで特別部会のスケジュールの中に出

てきて、それで、もう１回というのは、少し手続上と○○先生がおっしゃら

れましたけれども、こういうことがあり得るとすると、ちょっと調査会とし

ては困るかなという気がするんです。

○○委員 どうでしょうか。これは例えば調査会のメンバーの方にこれを１

回、会合でなくても、文書上の会合とでもいいますか、これは可能ではない

かと思うんですけれども。それとももう調査会へ戻す必要はないとお考えで

すか。

○○委員 私は２つあると思うんです。私は○○先生と○○先生のお話を伺

ったときに、サイエンティフィックにこれを彼らが再評価申請を出して、私

たち、評価したんですけれども、その後また資料を出してきた。それに対し

て評価しなければいけない。この務めは調査会にあるだろうと思います。で

すから、もう１度、期限までに出していただいて、調査会をしたいと。間に

合わなければ調査会の議題にかけないでいただきたいという気がするんです

ね。かけて、終わった時点で、１カ月もたたないうちに新しい資料を出した

らかもう１度やれというのは、これはやっぱり手続上おかしいかなという気

がします。

○○委員 それはおっしゃるとおりで。

○○委員 ですから、問題は２つあるような気がします。

○○委員 一面のごり押しにつながることにもなりますのでね。これでそれ

ぞれの会合が無制限に開かれるというのは、これは不合理だと思うんです。

ですから、逆に言いますと、この出てきた文書、５の２について、私も含め

てかもしれませんが、何で事務局、こんなもの、今さら追加でよこすんだと

いうような御不満もあるかもしれません。ですが、これはもう既に出てきた

ものですから、その是非を問うよりも、むしろどうでしょうか。もう少し時
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間を置いてチェックをするゆとりがあるのか、それとも厚生労働省との兼ね

合いからいくと、そんなにのんきにやっている暇はないんだと。だめなもの

はだめで、承認を取り消すんだという方向で逆に突っ走るのか。非常に難し

い選択を迫られていると思うんですが。

事務局 本来の手順とちょっと違うような形で大変恐縮でございます。この

件につきましては、まさに調査会では資料を事前にちゃんと申請者の方から

、 、提出いただきまして 十分そこで議論をしていただいたはずでございますが

その後、申請者からさらにどうしてもということでの資料提出がございまし

て、こういった形で先週やっと来た形でございますので、調査会の先生方に

十分お諮りする時間がございませんで、かつ調査会では一応部会の方に上程

するということで御了承いただいているわけでございますので、やや緊急避

難的と申しますか、この扱いについて部会の方にお諮りをしてしまったとい

う形で、本来の手続とちょっと違うかもしれません。その辺はまことに先生

方に申しわけないというふうに思っております。

私どもといたしましては、あくまでもこの審議会の場で科学的な御評価を

いただいて、その評価に基づきまして私どものいろんな承認であるとか、あ

るいは再評価をいたしいというふうに考えております。

したがいまして、先生方から、この場では専門的な内容は本来調査会でや

る事項が含まれておりますので、ここで御評価いただくというのはちょっと

難しいかなと思いますが、新たなデータが出てきたということで、調査会の

方で再度御審議いただけるのであれば、そういった形で科学的な御審議をい

ただいた上で再度部会の方で議論していただくのは全く差し支えないことだ

と思っておりますし、またそのように御判断いただければそのようにしたい

と思っております。

○○委員 時間的な問題はないんですか。

、 、事務局 時間的な問題でございますが 厚生労働省の方での残留基準の検出

不検出という変更でございますが、まだ現在手続中といいますか、一応部会

の方でそういう方針が出たわけでございますので、それを手続的にはＷＴＯ
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に通報いたしまして、それについてのＷＴＯの反応を受けて対応するという

ことで、通報期間が２、３カ月必要だということでございます。さらに、通

報前に実際手続上といたしまして、在京の海外の大使館等にも意見を聞いた

りして、それを受けてからＷＴＯに通報するということで、現在まだその通

報の手続の前段階にあるということですので、まだ２、３カ月、あるいはそ

れ以上、実際に残留基準値を不検出というふうに変更するというのは、後の

ことになるかと思いますので、時間的に今すぐ食品衛生法の残留基準値が不

検出になるということではございません。

○○委員 最近の趨勢としまして、食の安全ということが非常にうたわれて

きて、どちらかというと、疑わしきは罰するという方向に進みつつあること

は事実なんですね。ですから、そういう意味ではただいまのそれぞれの先生

方の御意見があるんですけれども、これを今客観的に判断をして、この会と

してもう１回振り出しに戻すのか、それともこの会でこれを全部客観的に判

断をして、いや、主観的かもしれません。そして、本来の提出の意味である

取り消しの方向でやはりものを進めるのか、もう１つ、逆に取り消せないと

いうふうなことがあり得るのか。この三者択一だと思うんですよ。

○○委員 私も調査会と部会と両方出ている立場でお聞きしていると、何か

非常に不自然な気がするんですね。調査会でこれは終了したわけですね、審

査は。その後に申請者から資料が直接部会の方にきている。それは調査会を

している人間として非常にナンセンスと思いますし、ここに出る資料は調査

会を経た資料でなければ出ないのに、そういうものを出されるということ自

体が間違っていると思うんです。

ですから、それはここに出てくることが非常に不自然でありますし、調査

会はもう決定しているわけですから、調査会で決定した内容を部会に上程し

ていただいて、それを審査するということで、２番の資料はなしでやるべき

なのではないかと私は思うんです。

○○委員 本来これにとらわれないで進むのが本来の筋ですね。

事務局 はい、手続的にはそうでございます。
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○○委員 今お２人の先生方のお話を伺っていましたら、５の２の資料につ

いては検討しなければいけないものが提案されている、提示されているとい

うことであれば、それはここで結論を出しても構いませんし、ここではちょ

っと議論としては難しいので調査会でやれということであれば、それはそれ

でやむを得ないと思うんですが、５の２の資料をどう取り扱うかですね。

○○委員 おっしゃるとおりです。５の２の資料をどう扱うか。結局はここ

に帰すると思いますので、結論的に申します。もう１回調査会でこれを検討

していただくか、それともこれをいわば無視するような形になりますけれど

も、それで筋どおりにことを運ぶか、この２点についての御意見、まことに

、 、 。申しわけございませんが 先生方 一言ずつ御発言いただきたいと思います

○○委員 ざっと斜めに見ると、この１から６までの件に関して、このナン

バー５の３の安全性とそんなに僕は新しいものが書かれているような感じが

しないんですね。サルの実験も、豚の休止期間を置かないで犬に食わせたも

のも、事故の件に関しても、代替に関しても一応全部検討した上でこの結論

を出しているように見えて、それに対して５の２の追加資料として出されて

、 、 、いるもので 基本概念を 例えば発がん性に閾値を設けるか設けないかとか

そういうのは変異原性、あるいは発がん性の根幹にかかわることで、それは

かなり哲学的な論争で、それについては多分いろいろな考えがあるのかどう

かわからないですけれども、そういう点を除けば、ここで提案されているこ

とは何かこの資料によると、既に再評価委員会で全部一応取り上げた上でこ

の結論を出したように私には思えるんですけれどね。だから専門家が見てそ

うならわざわざもう１回審議会を開く必要は私はないと思います。

○○委員 私は５の２の資料の１番と２番のところなんです。それ以外のと

ころに関しては再評価調査会の方で既に内容的には評価されていると思って

おります。この１番のカルバドックスが遺伝毒性の発がん性物質かというこ

とについては、厚生労働省で審議している食の安全の根本からいくと、違う

ことを言っているわけです。もう少しデータを積めば、この発がん性は人に

外挿できないかもしれないという、論理を強調しているわけです。それに対
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して今回までに提出されたデータで評価が十分でしょうかというところはち

ょっと足りないのではないかと思うんです。

２番目の発がん物質に閾値があるかという点については、今までの食の安

全性評価からいきますと、遺伝毒性発がん物資であれば、その時点でもう閾

。 、 、値はないという形で行政はされてきているわけです 一方 ＪＥＣＦＡでは

新しいデータが提出され、遺伝毒性のメカニズムに閾値があるようなもので

あればＡＤＩを設定しても良いということを言っており、そういうものに対

してヒブロ・ジャパンはもう少し検討してみたいという気持ちがあるようで

すよね。その辺のことについて調査会で討論していただき、その議論を超え

た上で本部会で最終的な結論を出された方がいいのではないかというのが私

の意見です。

○○委員 今○○先生がおっしゃったことは調査会では評価するデータが出

ていない。評価できないということだったんですね。それらを踏まえてきょ

うの上程になってきたわけです。したがって、その後出てきたデータ、それ

について議論していないわけですから、それは何とも言えないということに

なると思います。

ですから、一人一人がそれはとにかく調査会で検討したことの範疇を超え

ないということであれば、それはここでいいと思いますが、ただ、そこで出

してきているように、もうちょっと待つとか、こういうデータをそろえてい

るんだということであれば、それに対して部会なり、調査会がどう対応する

かということは決めなければいけないかと思います。

○○委員 それはわからないんですね、現時点では。

○○委員 わからない。

○○委員 事務局に伺いますが、今御発言のデータを集積している、あるい

は何かそういう動き、あるいは連絡といいますか、あったんですか。この範

囲だけですか。

事務局 具体的にはこの範囲内ですが、もうちょっと長期の残留については

試験をしたいというような意向はたしか表明されておりましたけれど、具体
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的にそれがどこまで進んでいるかはちょっと情報としてきておりません。

○○委員 つまり試験計画のようなものは出されてはいない。

事務局 明確に出されておりません。

○○委員 どうでしょうか。

これは文字どおり豚を通じての、ある意味では人の食性の問題にかかわる

わけですね。ですから、他人ごとではない。専門外だという先生方もいらっ

しゃるかもしれませんが、あえて一般論としてでも結構ですが、御意見いた

だきたいと思います。

指名させていただきます。○○先生、いかがですか。

○○委員 今まで○○先生の方からもお話が出たように、検討会ではいろい

、 。ろと話がありまして それに対する新しいデータでは何でもないんですよね

ですから、新しくデータを出してというような目新しいものは何もありませ

んで、それでもう１度調査会へ戻して検討しろといっても恐らく出てこない

と思います。

それと、○○の○○先生の方からも個人的な見解というようなことで話が

出ておりますけれども、○○先生のところを見てみますと、ラットとマウス

について、発がん物質があることは試験から明らかであるということでもっ

て、それについては種差、種によって違うということは言えるかもしれませ

んけれども、このものについては発がん性ということは明らかであるという

ようなことも言っておりますし、またその中が、発がんのメカニズムを解明

するような実験をせいと、大変難しいことをおっしゃっているんですよね。

実験をしてから、発がん性のメカニズムを解明して、それから閾値の有無を

検討しなさいとか、それから種差ですか、種の違いによる発がん性云々とい

うことも検討すべきだ。それからのお話であるということなんですけれど、

とてもとても難しい問題でありまして、これはすぐに結論の出るようなもの

ではないんですが、もう既にこれだけの大変なデータが出ておりまして、そ

の１つ１つを否定するようなことというのはとても難しいことだと思うんで

すね。
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ですから、あえてそういった危険性を犯してまた検討しなければわからな

いとかということではなくて、やっぱり疑わしいものはここで整理をしても

らってもよろしいのではないかと思います。

代替薬のことでもここにありますけれども、この薬というのは大変すばら

しいものだと。これがないと大変みたいだというようなこともちらりと書い

てありますけれどもね。これは飼料添加剤でありまして、それぞれいいとこ

。 、 、ろも持っております しかしながら 例えば豚赤痢でもって食欲がないとか

病気がかなり進んでいるものというのは、物を食えないんですから、カルバ

ドックスではとてもとても間に合わないんですね。ですから、注射薬である

とか、飲水投与であるとかというほかのものでないと対応できないというこ

とであります。

それと、どのくらいの販売量があったのかというようなことでのデータを

見ますと、これは平成12年度が１億6000万ほどというようなデータだと思う

んですが、そのくらいだと。

それから、豚赤痢というのはどんどん減っておりまして、平成13年度の発

生例を見ても、わずか500頭足らずというようなことなんですね。それに対し

てこれだけどうも危険物らしいと。断定はできませんけれど、これだけの大

、 、変なデータが出ているんですから そういったものについてこのまま長い間

、 。試験 試験というようなことで結論も出さないでほうっておいていいのかと

、 。私はこれはきちんとこの辺で整理すべきではないかと そう思っております

○○委員 ○○先生は、皆さん御存じのように畜産現場のオーソリティーで

すから、先生の御意見、非常に貴重だと思います。

○○先生、どうですか。

○○委員 今、毒性の専門の先生から幾つかの御指摘があって、これが本当

に反論になり得るかというようなお話だったんですけれども、私は手続的に

言うならば、とにかくこういうのはおかしかったんですけれども、もしこの

５の２が提出されていないと仮定してここで審議したときには、やはり基本

的に今回ここで調査会の案を恐らく認めるような結論になるのではないかと
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思うんですね。そういうことからすると、本来的にはきちんと調査会もやっ

たんであるし、それからその挙がってきた資料でここで判断すればいいとい

うふうに私は実は思ってはいるんです。

ただ、そういう結論をもちろんここで今回やってもいいと思うんですけれ

ども、この５の２というものに対して調査会の先生方が全く見ていない状況

の中で、そういう判断をするのが何となく私は、手続的に問題があったんで

すけれども、ちょっとそこにひっかかるところがあるんです。

ですから、本来、部会の先生方にこの資料を配る前に、調査会の先生方に

、 。配っていただいて その意見を得た上でここに上げてくるべきだと思います

そういう意味で、私は、この部会としての結論は、今回、こういう条件を

つけたらいかがかと思います。要するにこの５の２の資料を調査会の先生方

に送付して、この資料を見ても前の結論と変わらなかったか否かというよう

な、そういう意見を聴取して、それで変わらないという意見が圧倒的であれ

ば、もうその時点でそういう意見のもとにこの部会の結論を最終的に確認す

る。即ち、承認を取り消すという結論にすればいいのかなと。ですから、念

のために調査会の委員の先生方にこれを配って意見を聞いてみたらどうでし

ょうかという意見です。

○○委員 非常に具体的で、かつ、非常に効率のいい方法論だと思います。

大変いい意見をいただいたのですが。

○○委員 具体的な今の御意見についてのコメントなんですけれど、まずこ

こでは僕は決定すべきだと思います。そうしないと、要するに調査会に戻し

たのかどっちなのか全然わからなくなってしまいますから。僕は手続が大事

だと思っているのではないんですけれど、ここにある内容には新しいものが

実を言うとないんですよ。新しく議論してほしいという、試験をやるといっ

ても試験のデータがここにあるわけではないんですね。あさって出てくるわ

。 、 。けでも何でもないんですね したがって ここで結論を出せるはずなんです

ですから、僕は結論は出すべきだと思います。

そして、ここには新しいものはないわけですから、それに基づいて、ただ
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し、文書が出てきたということを、先生のおっしゃったような形でもって処

理をするというのがいいと思うんです。あくまでも内容で考えるべきで、デ

ータがないということが第１点。

それから、ＪＥＣＦＡが何と言おうと、ジェノトキシティがあるというも

のに対して、それがプラクティカルにそれがないという証明がまだできてい

ないんです。

それから、人に対する外挿性があるとは言えないという言うけれども、な

いとは言えていなんです。

この３つとも全部崩れているんです。つまり我々がここでもってこの議論

をとめなければならない理由というのは全くないんですね。それが僕の意見

です。

○○委員 ありがとうございました。

○○委員 ○○先生の意見に私は賛成します。あくまでも調査会で評価して

頂き、了承されたものが本部会にくるべきだと思っているんです。それが今

回ないためにこういうことが起こっているわけでして、私も、新しいデータ

がないわけですから、従来の形からいけばこれは承認できないところだと思

っています。システムを踏んでいないということなんですよ。最終的にはこ

の部会で責任をとるわけでが、調査会は何のためにあるんですかという、そ

こが一番私は気になるところなんです。

従いまして、ここで決定していだいて結構ですが、調査会のメンバーの先

生方には１度見ていただいて、部会の考えと同じであるということの確認を

とっていただけたら、私はそれで問題ないと思います。

しかし、こういうことはあんまり認めることは私は好みません。ちゃんと

ステップを踏んでいただきたいと思いますね。

○○委員 ほかにもまだ御発言いただかない先生がいらっしゃいますけれど

も、要は、一面では、事務局、勇み足かなという感じもしないではないんで

すが、いや、やむを得ない処置だったかもしれません。

ですが、もう１度、○○先生、今御意見のあったこれを念のために調査会
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のメンバーにも送っていただいて、至急に答えをいただく。それで多数決と

いいますか、ほぼ皆さんから本来の決定に沿ってやるべきだというような、

どうまとめますか、その御意見がまとまれば、今、何人かの先生からお話が

あったように、あえて調査会に戻す必要はない。ただ、この資料が目を通さ

ずに通り抜けてしまったというのはまずかろうということだと思うんです。

何といっても話の前後が逆になっているところに問題があるわけですけれど

も、こんなのがしょっちゅう出てこられたのでは困りますのでね。今回の特

例だと私はあえて判断したいと思いますので、いかがでしょうか。

この資料を念のために調査会のメンバーに送っていただいて、どういう形

でか、これは事務局と○○先生とで御意見をどうまとめるかの調整をしてい

ただいて、いずれにしてもこの会としてはやはり、先ほども申しましたよう

に、近ごろの趨勢で疑わしきは罰する方向で進める。ですから、ここでは承

認を取り消すということを結論づける。言い切る前に一言だけその作業をや

っていただくというので、どうでしょうか。

先ほどの、何か改めて御意見ございますか。

○○委員 ○○先生がおっしゃってくださいましたように、ここに書かれて

いることについては調査会以降目新しいものはありません。これはメーカー

、 、に対して質問したこと それに対して答えが返ってきた範囲内でありますし

例えば１番のところでね。発がん性があると報告があって、 の変異in vivo

原性の証拠は不十分であるということですけれど、発がん性があるというこ

とに対する否定するデータがない限り評価できないんだろうと。それが示さ

れて初めて議論の場に上がってくることだというような議論だったですね。

ですから、これも証拠が十分でないというんだったら、逆に反対側に否定す

るものを出さなければいけないということなんで、それが出されていない。

ですから、調査会で議論された範疇を超えていないことは事実です。

したがいまして、もしメーカーが、例えばそれを否定する考え方が基本的

にある、科学的トキシコロジーの立場から考えてもあるということで、もう

１回実験をやり直してみる、それを否定するデータが出てくるまで待てとい
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うことであれば、これはまた別かもしれません。今の段階では評価できるデ

ータはないということだと思います。

○○委員 わかりました。

○○委員 そのとおりです。

○○委員 私も同じ意見です。専門家ではないですけれど、個人的に読ませ

ていただいて、データがないということ、○○の○○先生の新しいデータを

示しているわけではなくて、考え方について述べていて、それを科学的な根

拠に基づいて対処すべきだということを調査会は対処している。○○先生は

データを持ってきて示しておられるわけではないので、科学的根拠に基づい

ていないというふうにとってもいいのではないかと思いました。

ですから、ある意味ではここで決めてもよいというような内容ではないか

と。それは調査会が上げてきた内容の結論に基づいて、そして調査会資料は

、 、調査会の人が見ていないというのは問題かもしれないから 見ていただいて

調査会が本当にもう１度というならば、何らかの措置をとる必要があるかも

しれないけれども、もし調査会が何ら問題がないとするならば、この部会で

仮に決めたことを本決議としてその時点で持っていってもいいという手法も

あるのではないか。仮に決めて、仮決議で決めて本決議とするという決め方

もあるのではないかと思いました。

○○委員 ありがとうございます。

先生、ありますか。

○○委員 僕はここで決めてしまっていいと思います。仮決議なんかしない

で。初めから。これは絶対おかしいですよ。○○先生が言われているので、

多分間違いなく、この考え方は今までの考え方と整合性がとれないので、こ

ういう考え方をしてはいけないんですよ。してはいけないんだから、ここで

決めてしまっていいのではないかと私は思います。

○○委員 いかがですか。

○○委員 各委員の先生方の御意見を踏まえて、そのとおりだと思うんです

が、１つ私なりに感じていることは、医薬品の部会、調査会を含めて公的機
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関ですから、そういう意味で常に社会に対して公平でなければいけないとい

う立場がありますね。その立場を踏まえますと、手続の問題がいろいろお話

、 、がありましたけれども 言ってみれば承認しないという結論が調査会で出て

それに対するメーカーの反論ですから、ある意味でメーカーの反面もきちっ

と公平に目を通したと。通した結果として何ら調査会の結論を覆すほどの材

料ではないということを先方に知らしめて、そして部会で多くの委員の方の

意見に基づいて、先ほど○○先生が言われたような手続上の問題を残してい

るんですから、仮決議でも何でも結構ですが、それで結論を出すという方向

がいいのではないかと私は思います。

○○委員 ありがとうございます。

○○委員 先ほど申しましたように、今回出された資料については手続を踏

んでいない。意味がほとんどないということで、私はここで決定するべきも

のだと思います。

○○委員 まだお２人伺っていませんが。

○○委員 僕は、○○先生、○○先生のおっしゃられた意見で決められたら

いいと思います。

○○委員 僕もここで決めたらいいと思います。ペンディングとか仮にとい

うのはやめた方がいいと思います。

○○委員 内容的には承認を取り消すという方向で皆さん納得しておられる

わけです。ですから、５の２に関する、これをどう扱うかということで、こ

れは私の責任であえて発言いたしますと、全く御存じなかったというのはま

、 。 。ずかろうと 調査会のメンバーが たとえ前後関係が異常であったにしても

ですから、ぜひこれはこんなのが出ました。ですけれども、この動物部会で

は調査会の決定どおりに結論を得たという形でまとめるのがよろしいのでは

ないかと思います。

つまり、ここで時間が切りがございませんので、調査会のまとめどおりに

承認取り消しという方向で決したいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしゅうございますね。
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では、そのように。

一応調査会の方に目を通していただくという手段は何らかの方法でぜひお

願いしたいと思います。

事務局 早急に御送付して、目を通していただくということで対応いたした

いと思います。

ありがとうございます。

では、調査会の評価案に基づきまして承認整理が必要であるという御結論

。をいただいたということで分科会の方の審議に上程をいたしたいと思います

ありがとうございました。

○○委員 これは厚生労働省の方の薬事部会ではこれが審議に入るんだそう

です。ですから、やはりはっきりここで結論を出さないわけにまいりません

ので。

○○委員 ○○先生がおっしゃってくださいましたように、調査会で出した

結論に対してメーカー側として反論してきた。それに対しての議論は部会で

ちゃんとしたと。その結果調査会の結論をちゃんとしたということで、それ

は明快にしておいていただきたいと思います。

○○委員 そういうことですね。よろしくお願いします。

よろしいですね。

事務局 はい、そのように対応させていただきます。ありがとうございまし

た。

○○委員 大分時間をとりましたけれども、ではこの件はこれで一応落着と

いたします。

※ カルバドックスについては、６月２３日付けで再評価申請が取り下

げられ、同日付けでカルバドックスを有効成分とする製剤についても

承認整理届出が提出された。

［審議事項］
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（３）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、続きまして（３）の動物用抗生物質医薬品基準の一部

改正（案）でございます。これは賦形剤としてトウモロコシ穂軸を追加する

ということでございますが、きょう○○先生が御欠席でございますので、事

務局から説明をお願いいたします。

、 、 。事務局 それでは お手元の資料 当日配付の赤のナンバー１でございます

動物用抗生物質医薬品基準の一部改正（案）についてということでございま

す。

動物用の抗生物質につきましては、薬事法の42条の第１項につきまして、

当審議会の御意見を承りまして、必要な基準を定めることができるといふう

になっております。動物用の医薬品のうち、抗生物質につきましては農林水

産大臣がこの基準を設定しておりまして、いわゆる動抗基――動物用抗生物

質医薬品基準ということで定められているわけでございます。この中には抗

生物質製剤の基準のほかに、抗生物質製剤の賦形剤につきましても指定賦形

剤ということで掲載がございます。今回リン酸チルミコシンを含有します飼

料添加剤が承認されるに伴いまして、この製剤の賦形剤でございますトウモ

ロコシ穂軸につきまして、これを動抗基に掲載さたれ賦形剤ということで掲

載をするということを御審議いただく内容でございます。

指定賦形剤として動抗基に掲載する内容でございますが、２枚目でござい

ます。動抗基の製剤総則のところに指定賦形剤の項がございますが、そこに

載っております賦形剤がいろいろございますが、フスマでありますとか、大

豆かすであるとかございますが、トウモロコシ粉の次にトウモロコシ穂軸と

いうことで掲載いたします。

これはトウモロコシの穂軸を粉砕したものでございまして、性状といたし

ましては、黄褐色から赤褐色の小薄片、粒子でございます。

規格といたしましては、発かびを認めず、乾燥減量が12％以下、粒度とい
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たしましては16号ふるい95％以上通過、8.6号ふるいを全量通過という規格に

なっているものでございます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

○○委員 ただいまの説明につきましてどなたか御質問、あるいは御意見ご

ざいましたらどうぞ。

○○委員 穂軸という言葉は植物学的に正しい言葉ですか。ここを確認され

て、要するにこれは法律の文書ですから、間違いなく、そこを規定できる文

書にした方がいいと思います。私は正しいかどうかわからないんですけれど

も。

事務局 念のため確認させていただきます。

○○委員 要するにトウモロコシの種をとった後のしんですね。

事務局 さようでございます。

○○委員 物はそういうことでございます。

ほかに御質問、あるいは御意見ございますか。

よろしいでしょうか。

それでは、これは承認ということで。

事務局 そうしましたら、御指摘の点は確認をいたしました上で、原案どお

り薬事分科会の方に報告させていただきたいと存じます。ありがとうござい

ました。

［審議事項］

（４）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

〔動物用医薬品残留問題調査会関係〕

○○委員 それでは、今度は（４）の動物用医薬品の使用の規制に関する省

令の一部改正でございます。

○○先生、お願いいたします。

○○委員 今回の動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正案です
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けれども、食の安全性確保の観点から行う水産動物関係の対象動物の追加及

びそれに伴う水産動物に使用される動物用医薬品の使用基準の改正です。

本改正案につきましては、平成15年５月８日の残留問題調査会で審議され

まして、事前の調査審議を終了しました。省令改正後、必要な確認試験を行

っていくこととして、動物用医薬品等部会に上程して差し支えないこととな

りました。

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、水産庁の栽培養殖課の方から説明させていただきます。

今、参考として、参考１、２、３をお配りいたしました。これも説明のと

きに使わせていただきます。

それと訂正があります。資料６で説明させていただくのですが、題のとこ

ろですね 「動物用医薬品の使用の規制に関する省令の改正について」という。

ことですが 「改正」の前に「一部」をつけていただきたいと思います。、

それでは、資料６に基づきまして説明させていただきます。

○○委員 ６というナンバーを振ってないんですけれども、後から送られた

「水産資料」でよろしいですね。表紙のついていない、後から送られたもの

です。

皆さん、お持ちですか。

では、お願いします。

事務局 水産資料に基づいて説明させていただきます。

本件につきましては、４月23日の水産用薬品調査会、及び５月８日の残留

問題調査会で所定の審議を済ませ、本部会に上程しております。

まず１ページ目の「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（案 」をごらんください。）

まず（１）です 「水産庁は、国民の健康の保護を最優先とした政府全体の。

新しい食品安全行政に的確に対応していくための指針としてとりまとめた 食「

の安全・安心のための政策大綱 （中間とりまとめ）において、消費者からの」

食品の安心と安全の確保に対する強い要望に応えるため 「水産用医薬品につ、
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いては、主要魚種・主要医薬品に個別に使用基準を設定するという方針を転

換することにより、すべての魚種・医薬品に包括的に使用基準を設定する 」。

こととし、食品としての安全性を確保するための使用規制を強化すること」

としました。

まず２ページ目の別添１をごらんください 「食の安全・安心のための政策。

大綱」の抜粋を示しております （２）の「産地段階から消費段階にわたるリ。

スク管理の確実な実施」の② 「生産資材の適切な管理・使用の推進」のイに、

「養殖用資材」の項目があります。その一番上のポツに「水産用医薬品につ

いて、主要魚種・主要医薬品に個別に使用基準を設定するという方針を転換

することにより、すべての魚種・医薬品に包括的に使用基準を設定し、未承

認医薬品の使用を禁止する。また、使用状況の記録を求める 」という方針を。

打ち出しております。

未承認医薬品の使用の禁止につきましては、薬事法の改正の中で盛り込ま

れておりますし、使用状況の記録については、４月28日付けで省令改正して

規定したところであります。

３枚目の別添２をごらんください。対象水産動物の見直しについての説明

をしております。その中の２の「問題の所在」のところをごらんください。

まず（１）ですが 「水産養殖の少魚種大量生産から多魚種少量生産への変、

化がますます急激になり、平成12年においては、現在使用規制の対象となっ

ている水産動物の生産量の全給餌養殖生産量に占める割合は83.8％と著しく

低下して」おります。

本日お配りいたしました参考資料をごらんください。それを見ますと、ま

ず網掛けの部分が今の使用規制の対象動物となっています11魚種です。これ

を見ますと、63年、これは平成４年にヒラメが使用規制の対象動物となった

のですが、そのときの資料として63年のを使っておりまして、そのときの網

羅率は96.7％ありました。しかしながら、これが平成12年になりますといろ

いろな魚種が登場して、その網羅率は83.8％という形で落ち込んでいます。

逆にカンパチからヒラマサまでの部分、これが昭和63年についてはほとんど
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ないような状況だったわけなんですが、これが平成12年になりますと12.9％

と非常に増加しているということがわかると思います。

また別添２に戻ってください。別添２の２の（２）ですが、養殖水産動物

につきましては、その多様化が著しくなりまして、新たな養殖水産動物の種

苗生産・養殖技術が開発され、次々に実用化されていく。こういう状況にあ

ります。過去にはギンザケ、マアジ、ティラピア、ヒラメ、最近ではカンパ

チ、シマアジ、スズキ、トラフグなどのように短時間に生産量が激増すると

いう、そういう魚種も出ています。

それはきょうお配りしました参考の２にグラフで動向を示しております。

これが一例ということで、右の２番目にブリがありますけれども、ブリはあ

る程度一定の状況が続いているわけなんですが、ほかの魚種にしますと、か

なりふえ続けているもの、ふえたり減ったりしているもの、そういったもの

が見受けられると思います。

また、別添２に戻っていただきまして、２の（３）なんですけれども、一

方、動物分類学上の近縁な種の間では、動物用医薬品の有効性、安全性及び

残留性はおおむね同等であることが明らかになったことから、平成３年９月1

0日開催の水産用医薬品調査会、それと、その年の11月26日に開催しました動

物用医薬品等特別部会の審議によりまして、水産用医薬品の製造承認の審査

方法が見直されまして、例えばブリに対して効能・効果が認められた医薬品

については、同じスズキ目に対しても効能・効果が認められるようになって

おります。

そのガイドラインが、きょうお配りした参考３にあります。これが平成３

年に見直された審査方針、ガイドラインです。その中の（２ 、試験対象区分）

のア 「養殖水産動物用の抗菌性医薬品」という項目があるんですけれども、、

「 、 、 、 、その中で 安全性試験 薬理試験 吸収等試験 臨床試験及び残留性試験は

別表３のＡに掲げた動物に使用することを目的とするものは、対応するＢ欄

の動物の試験資料により代表させることができる。この場合、安全性試験、

薬理試験及び吸収等試験はいずれか１種について各１カ所、臨床試験及び残
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留性試験はいずれか１種について２カ所又はいずれか２種について各１カ所

ずつ計２カ所とするか、ニシン目魚類（淡水中で飼育するもの）の残留性試

験は、ニジマス及びアユについて各１カ所ずつとし、スズキ目魚類の残留性

試験は、ブリについて１カ所以上含むことする」ということになっておりま

して、ニシン目で海水中で飼育するもので承認を得ようとする場合はギンザ

ケを代表選手で、スズキ目魚類で承認を受けようとする場合はブリを代表さ

せて試験するということとされております。

その下には平成３年のときに整理した目に属する養殖魚種を示しておりま

す。

、 。 （ ） 、次 また別添の２に戻ってください ２の ４ についてお話ししますが

カンパチ、シマアジ、スズキ等のスズキ目魚類は、スズキ目魚類に対する効

能・効果が認められた医薬品を使用しているという実態があります。当然ス

ズキ目魚類で承認されているわけですから、カンパチ、シマアジ、スズキに

ついてはその薬が使えるという状態になっています。ただ、使用規制の対象

になっていないという状況です、今の状態では。ですから、用量・用法、休

薬期間、これについては今の段階では規制がされていないという状況になっ

ております。

それと、現在トラフグ――トラフグはフグ目魚類に入っているわけです。

クロソイ、メバル――これはカジカ目魚類に入っているわけですが、これら

については他魚種で効能・効果が認められている医薬品を使用したというこ

とであっても、使用規制の対象動物になっていないため、用量・用法、休薬

期間、こういったものに何の規制もされていないというような状況でありま

す。そういった中で、今回はある意味では養殖業者さんに今承認されている

医薬品の用量・用法、休薬期間、こういったことをしっかり守っていただく

ということが必要であるということで考えております。

次、２の（６）にいきます。これらのことを踏まえ、農林水産省が国民の

健康の保護を最優先とした政府全体の新しい食品安全行政を的確に対応して

いくための方針として、食の安全・安心のための政策大綱を掲げておりまし
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て、今回使用規制の対象動物である水産動物につきましては、個別の魚種を

設定するのではなく、網羅的に水産動物を規定するというような形で今考え

ているところです。

また１ページに戻ってください （２）なんですけれども、それに伴いまし。

、 、て 動物用医薬品の使用の規制に関する省令の対象動物をすべての水産動物

、 、 、ここではこういう書き方をしていますが 今 法律の協議をしておりまして

その中では今のところ食用に供する目的で養殖されている水産動物としまし

て使用基準を設定する対象動物は現行承認医薬品の効能・効果が認められて

。 、 、 、いる目または種とします また 使用基準の用法及び用量 使用禁止期間は

現行の承認医薬品の用法・用量、休薬期間とするということで考えておりま

す。つまり、今承認されている医薬品の内容をそのまま使用基準に持ってい

くというような考え方を今しております。

次、別添３を見てください。

まず別添３の１ページになりますが、対象動物につきましては、今回新た

な法改正で未承認医薬品の使用の禁止についても使用規制省令の対象動物と

同じということになるので、動物用医薬品等取り締まり規則に規定されるこ

とになります。規定の内容につきましては、今まで11魚種になっていました

が、改正案、左側の部分ですが、ここでは魚類及びその他の水産動物という

ことで書いてありますが、現在のところ、食用に供する目的で養殖されてい

る水産動物という表現、これを今のところしていこうというふうに考えてお

ります。

あと、食用に供する目的でということですので、当然食用に供しない観賞

魚、これはここからは外れていくというような考えであります。

あと、２ページ以降、いろいろと表が出されていますが、今の使用規制省

令の内容、使用規制されている医薬品については今の承認されている内容を

改正案の方に移しているというような状況です。

、 、今回 現在の承認事項をそのまま改正案とするということでありますので

当然現在承認のない医薬品につきましてはこれを削除していくというような
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考えであります。今のところ３薬剤ありまして、別添３の13ページにありま

すキタサマイシン、14ページにあります塩酸クロルテトラサイクリン、それ

から25ページにありますにニフルスチレン酸ナトリウムを有効成分とする飼

料添加剤、これらが削除されます。

また、別添３におきましては、目単位で承認されているものは目単位で、

。種単位で承認されているものは種単位での記載ということになっております

１つだけ、７ページの塩酸オキシテトラサイクリンを見ていただきたいの

ですが、現行案ではブリとマダイで休薬期間が違っております。ここにつき

ましてはスズキ目魚類とすることで改正をして、安全域をとって、これはマ

ダイの30日に休薬期間を設定するというような考えでおります。

あと、目で記載されているものについてなんですけれども、これについて

は一番最後のページ、使用対象動物の目に属する対象魚種の範囲というもの

をここに示しております。スズキ目ではブリからメジナまでが現在の主要養

殖魚種となっております。

あと、海中で飼育されているニシン目魚類につきましてはギンザケ。ニジ

マスも海中で養殖することもあります。これは海中で養殖するともっとでか

いニジマスになります。

それから、淡水中で飼育されているニシン目魚類につきましては淡水飼育

中のギンザケとか、アユ、ニジマス、ヤマメ、アマゴ、イワナといったもの

が主要養殖魚種になっています。

カレイ目魚類につきましては、ヒラメ、一般的にカレイと言われている中

ではホシガレイとかマコガレイ、マツカワ、こういったものが主要養殖魚種

になっています。

ウナギ目魚類につきましては、ウナギが主要養殖魚種。

コイ目魚類につきましては、コイ、ドジョウ、ナマズ、フナ、こういった

ものが主要養殖魚種になっております。

また１ページに戻ってください。１ページの（３）なんですけれども、動

物用医薬品の使用の規制に関する省令の対象医薬品につきましては、抗生物
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質及び化学的合成品たる抗菌性物質を対象とすることとしまして、具体的に

は、現在使用規制の対象医薬品になっておりませんポリスチレンスルホン酸

オレアンドマイシン、ミロキサシン、スルフィソゾール、こういったものを

対象医薬品としまして、現行の承認されている目または種ごとに対象医薬品

の使用の可否、使用に際しての用量・用法、それから休薬期間の遵守、こう

いったことを義務づけるということで考えております。

先ほどから何度か私の方も言っていると思うんですけれども、今回のこの

改正につきましては、水産の薬の使用というものが用量・用法に合っていな

いのではないかとか、かなり雑に使われているのではないかとか、そういっ

たような一般の国民の人たちからの話を聞きます。実際はそれほどいいかげ

んな使い方をしているとは思いません。抗生物質についてはほとんど稚魚の

段階で使っておりますし、仕上げの段階で使うということは非常にお金のか

かることで、実際には余りやられていないという状況なのですが、国民の目

から、昔の、10年前、20年前のいわゆる薬漬けと言われた時代の印象がその

まま焼きつかれているというような状況もありまして、そういう中で11魚種

しか規制対象にしていないということがやはり問題になろうかというところ

もありまして、今回養殖されているすべての魚、これに今回使用規制の対象

として、より養殖魚の薬の適正使用についてしっかり進めていきたいという

ことであります。

一応説明は以上です。

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。

網の目から漏れていた魚をすべて網の中に入れると。要点はそういうこと

だと思います。

御質問、あるいは御意見ございましょうか。

○○委員 本質的なところではないのですが 資料の14ページのところで 塩、 「

酸クロルテトラサイクリン」となっていますけれど 「塩酸クロロ」に局方は、

変えたと思いますが。
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それから、18ページには「スルファモノメトキシン又はそのナトウム塩」

になっていますが 「ナトリウム」が抜けていますので、これも訂正された方、

がいいと思います。

事務局 ありがとうございます。

○○委員 よろしいですか。

ほかには何か御発言ございますか。

特にないようですね。

それでは、これは承認ということでしょうか。

事務局 ありがとうございました。原案どおり薬事分科会に報告させていた

だきます。

○○委員 これで一応審議が全部終了いたしました。

[報告事項]

（５）動物用医薬品の輸入承認の可否について

〔動物用一般医薬品調査会関係〕

【新剤型動物用医薬品 （輸入承認）】

③ノックベイト バイエル株式会社

【測定項目又は原理が新しいもの （輸入承認）】

④スナップＴ４ アイデックス ラボラトリーズ株式会社

[審議事項]

（１）動物用医薬品の製造（輸入）承認の可否、毒・劇薬等の指定及び再審

査期間の指定について

②フォーベット５０注射液（追加）

③フロントライン プラス ドッグ（追加）

④フロントライン プラス キャット（追加）

○○委員 次に報告事項にまいります。
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（５）の③の一般薬品ノックベイトの輸入承認について、事務局からお願

いします。

事務局 先ほど御審議いただきましたフォーベット５０注射液とフロントラ

イン プラス ドッグとキャットの毒劇薬の指定につきまして整理がつきま

したので、御説明させていただきます。

まずフォーベット５０注射液につきましては、有効成分がフルニキシンで

ございます。このフルニキシンは劇薬に動物用医薬品等取り締まり規則の中

で指定されているのですが、５％以下のものは除くというふうにされていま

す。本剤フォーベット５０は５％以下でございますので、劇薬には指定され

ないというものです。既承認のバナミン５％も５％ですから、同様に劇薬に

指定しないということでございます。

また、フロントライン プラス ドッグとキャットでございますが、これ

はフィプロニルと（Ｓ）－メトプレンを含んでおります。フィプロニルも劇

薬に指定されているのですが、10％以下のものは除くというふうにされてい

ます。したがいまして、既承認のフロントライン スポットオン ドッグ、

スポットオン キャットも劇薬には指定されておりません。

また （Ｓ）－メトプレンは新有効成分でございますので、御判断という話、

になるわけですが、先ほどの追加の資料の中もありましたように、急性経口

毒性試験で5000mg／kg以上のＬＤ ということで、劇薬のものはおおむね300m50

g／kgが指定のボーダーラインといいますか、指標になっておりますので、こ

のものも劇薬には指定しないというものでございます。この点につきまして

御審議のほどお願い申し上げます。

○○委員 ただいまの説明に特に御意見ございましょうか。ちょっと題目が

前へさかのぼりますが。

○○委員 劇薬指定という数字は明確にどこかに出ているんですか。

事務局 はい。

○○委員 法律上でこれはということがあるのでしょうか。それとも個別に

判断するんですか。
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事務局 厚生労働省の方の通知の方で示させていただいています。

○○委員 よろしいですか。

ほかにございますか。

よろしいですね。

では、先ほどの分を今追加していただきました。

では、次へどうぞ。

事務局 ありがとうございます。

では、報告事項をさせていただきます。

まず、事前に配付させていただきました資料ナンバー９番でございます。

ノックベイトでございます。バイエル株式会社からの輸入承認申請でござい

ます。

このものは、イミダクロプリドを含む、畜・鶏舎内及び周辺のイエバエ成

虫の駆除を効能・効果とするもので、粉状になっておりまして、それをトレ

ー、何か入れ物にあけまして、それを畜・鶏舎の中に置いておきますと、そ

の成分にハエの誘引剤たるチーズフレーバーですとか、どうもハエは赤い色

に寄っていく習性があるようで、赤い色素が入っておりまして、ハエがそこ

に行きまして、そのものを食べて、イミダクロプリドも一緒に食べるという

ことで、ハエがノックダウンして、死亡するというものでございます。

このものにつきましては、こちらに示しますように、３度動物用一般医薬

品調査会の方で御審議をいただきまして、３回の御審議を経まして本部会に

報告して差し支えないというふうにされたものでございます。

続きまして、事前配付資料ナンバー10番でございます。スナップＴ４でご

ざいます。アイデックス ラボラトリーズ株式会社からの輸入承認事項変更

承認申請でございます。

このものは既に承認されているものでございますが、今回効能又は効果の

ところに「ネコ」を追加したものでございます。つまり、今までは犬の血中

のサイロキシンの測定ということだったのですが、それに猫の血中のサイロ

キシンも測れますということで、事項変更されたものでございます。
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このものにつきましては平成15年４月15日の動物用一般医薬品調査会で御

審議いただき、事前の調査審議を終了し、本部会に報告して差し支えないと

されたものでございます。

以上でございます。

。○○委員 ただいまの報告につきまして何か特段の御意見ございましょうか

よろしいですね。

ありますか。

はい、どうぞ。

○○委員 ナンバー10なんですけれども それの６番の効能・効果 そこ イ、 、 、「

ヌおよびネコ」と片仮名で書いてありますが、これは漢字の方が一般的な使

い方ですね。

事務局 はい、訂正させます。

○○委員 ほかにはいかがでしょうか。

ございませんか。

はい、了承いたしました。

事務局 ありがとうございます。

[報告事項]

（６）動物用医薬品の諮問・承認状況について

○○委員 続きまして （６）ですね。諮問・承認状況について、これも事務、

局から説明をお願いいたします。

事務局 当日配付資料赤のナンバー２をごらんください。

動物用医薬品の諮問、承認状況でございます。前回の部会以降、２月27日

から今日までの間に諮問されたもの、また承認さたものの御報告でございま

す。

まず、諮問状況でございますが、生物学的調査会関係では、まずリニシー

ルドＴＸ４（ゲン）とリニシールドＴＸ４、これは共同開発の豚用のワクチ
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ンでございます。その下のオイルバックスＳＥＴでございますが、これは鶏

用のワクチンでございます。めくりまして、次のページですが、動物用生物

学的製剤基準の一部改正について、これは豚オーエスキー病ワクチンの輸入

承認の申請がありまして、それの新規承認に伴う製剤基準の一部改正でござ

います。

続きまして、水産関係でございますが、ピシバック注３混、これも水産用

のワクチンでございます。

、 、 、 。一般薬関係ですが ダルマジン これは牛 豚用の繁殖用薬でございます

アピバール、これはミツバチ用のダニ駆除剤でございます。めくりまして次

のページです。アドバンティクス、これは犬用のスポットオンの製剤でござ

います。ライフナール、これも同様に犬用のスポットオンの製剤でございま

す。

続きまして、抗菌剤関係でございますが、ロメワン、これは犬の点眼、耳

用の医薬品でございます。

それから、次の動物用抗生物質医薬品基準の一部改正についてにつきまし

ては先ほど御審議していただいた案件でございます。

それから、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と

いうことで、ずうっとそれが続いているわけでございますが、それが先ほど

御審議していただきました水産関係の使用規制の一部改正ということでござ

います。ちょっとページが振ってないので申しわけないのですが、これがず

うっと続きまして、最後に再評価。再評価調査会関係ということで、カルバ

ドックスを含有する動物用医薬品ということで、これも先ほど承認の取り消

しということで御審議いただいたものでございます。

以上が諮問関係でございます。

続きまして、承認状況でございます。

まず生物関係でございますが、ヨーネライザⅡ、これは平成14年11月21日

に本部会に報告させていただきました。

オーエスライザｇⅠ、これは平成15年２月26日に本部会に報告させていた
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だきました。

“京都微研 フィライン－７、これは平成14年11月21日に本部会で御審議い”

ただきました。

続きまして、次のページですが、レスピシュアワン、このものにつきまし

ては平成14年11月21日に本部会に報告させていただきました。

続きまして、抗菌剤関係でございますが、バルネムリンＮＶですが、平成1

4年11月21日に本部会で御審議いただきました。

次のページですが、エコノア１％プレミックスとエコノア10％プレミック

スでございますが、このものも11月21日に御審議していただきました。

経口用ミコラルとミコラル経口液、これにつきましても11月21日に御審議

していただきました。

以上でございます。

○○委員 何かただいまの報告について特段の質問等ございますか。

よろしいですね。

では、次へいきましょう。

今のちょっと確認です。最後の紙。経口用ミコラルとミコラル経口液、日

にちを間違っていませんか。11月29日じゃなくて、括弧の中には12年の９月2

9日になっていますよね。

事務局 品名の下にある括弧はこのものの承認申請日でございます。

○○委員 では、大丈夫ですね。

事務局 ええ、この日に申請されております。

○○委員 ごめんなさい。

５．そ の 他

（１）食品衛生法改正に伴う動物用医薬品の対応について

○○委員 これで報告が終わりまして、あと、その他ということでございま

す。その他に２つあるようです。
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まず１番、食品衛生法改正に伴う動物用医薬品の対応についてということ

で、事務局から説明をいただきます。

事務局 それでは、御説明いたします。きょうお配りいたしました当日配付

資料、赤のナンバー４でございます。食品衛生法改正に伴う動物用医薬品の

対応についてということでございます。

本件につきましては、一昨年のＢＳＥの発生を契機といたしまして、昨年

。４月にＢＳＥ問題に関する調査検討委員会の報告書というのが出ております

これに即しまして、現在食品衛生法の改正が国会に上程されておりますが、

それらを踏まえての動物用医薬品の対応につきまして先生方に御説明をいた

しまして、御了解をいただいた上で、その方向で対応を進めさせていただき

たいというふうに考えております。

まず、食品衛生法の改正についてでございますけれども、現在食品衛生法

におきましては基本的に抗生物質、それから合成抗菌剤というのはゼロ残留

と申しますか、残留してはならないという形に定められております。ただ、

平成７年以降、この抗生物質等の残留について、人の健康への影響について

科学的な評価を行っていこうということで、順次残留基準値が設定されてき

ております。この残留基準値が設定されたものについては、それを超えて含

む食品を流通させてはいけない、製造・販売してはいけないという形になっ

ております。

そこで、この残留基準値が現在のところ26成分設定されているわけでござ

いますが、今般食品衛生法の改正が国会に上程されておりまして、昨年４月

のＢＳＥ問題に関する調査検討委員会の報告書の中に、農薬、飼料添加物等

とともに動物用医薬品につきましてもそれを使用して生産された食品の安全

性対策の見直しというということで、食用動物に使用される動物用医薬品に

ついては食品への残留基準を早急に設定するようにという指摘を受けたとこ

ろでございまして、これを受けまして、現在食品衛生法の改正、残留基準値

を短期に設定していくということで進められているわけでございます。

食品衛生法の改正の内容でございますけれども、基本的には食品に含まれ
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ても健康に影響を及ぼさないような医薬品は除外いたしますが、それ以外の

ものにつきましては、ポジティブリストということで、その対象にする。残

留基準が設定可能なものについては残留基準を設定していく。設定されてい

ないものについては、一律の残留基準を超えてはいけなというような形の体

系に変えていく。現行基本的に無残留、一部評価したものについては残留基

準をクリアという形になっているものをポジティブリスト制に移行するとい

うことでの法改正が現在国会に上程されております。

概要につきましては、５ページをちょっと見ていただきたいと存じます。

。 、 、 、上が現行でございます 基本的にゼロ残留で 有害な物質であるとか 食肉

魚介類については、抗生物質、合成抗菌剤を含有してはいけないということ

になっておりますが、右の方にある丸の残留基準値が設定されたものについ

ては、これを超えてはならないという形になっております。

現在国会で上程されています法律が可決されますと、施行は平成17年を目

途にしておりますが、平成17年からはポジティブリスト制に移行いたしまし

て、下の右の方でございますが、人の健康を損なうおそれがないことが明ら

かな物質については残留基準値は設定不要だということで、これをネガティ

ブリストとして除外いたしまして、それ以外のものについては、可能なもの

については残留基準値を設定していく。それ以外のものにつきましては一律

の残留基準値を設定して、これを超えてはいけないというような形に直して

いくということでの改正案が現在審議されているわけでございます。

これのスケジュールでございますけれども、次の６ページを見ていただき

たいと存じます。食品衛生法が真ん中に書いてございますが、平成17年の７

月を目途にいたしておりますが、食品衛生法の改正がされるということでご

ざいます。その改正にあわせて残留基準値を設定する。食用動物に使用され

る動物用医薬品については、すべからくネガティブリストの対象以外の設定

可能なものについては残留基準を設定するということになっております。現

在厚生労働省では暫定の残留基準値を設定するということで作業を進めてい

るところでございますが、これを公表して、平成17年の７月には施行すると
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いう形になっております。

一方、左の方が使用規制省令とございますが、これは動物用医薬品の使用

の規制に関する省令でございます。使用規制省令では動物用医薬品の使用基

準を定めているわけでございますが、これも今般のＢＳＥの調査検討報告の

中で、いわゆる動物用医薬品の使用承認と食品の中の残留基準値、それから

この残留基準値とそれをクリアするために動物に使用するときの使用基準、

これを連動といいますか、リンクさせるようにということでの考え方が打ち

出されたわけでございまして、現在国会に上程されて、衆議院を通過いたし

ました食の安全に関する一連の整備法案の中での薬事法の改正の中では、動

物用医薬品の承認に当たっては、その残留性に関して厚生労働大臣の意見を

聞くこと。それから、使用基準を定めるに当たっても厚生労働大臣の意見を

聞くことということで整合性を図ることを担保する形での改正が入っている

わけでございます。

こういった考え方を踏まえまして、暫定ＭＲＬが設定されるわけでござい

ますが、これにあわせて使用基準の方を設定していきまして、食品衛生法の

改正が施行されます平成17年には使用基準の方も施行していくという形で進

めてまいりたいというふうに考えているわけでございます。この残留基準値

の設定、従来は年間３成分とか４成分とか、そのくらいのペースで平成７年

から進められてきたわけでございますが、ここで一挙に食用動物に使用され

る動物用医薬品のほとんどについてこれを設定するということになるわけで

ございますので、相当な数になるわけでございます。

一方、右の方につけ加えてございますのが食品安全基本法というのが今般

の国会で成立いたしましたが、それにに基づきまして食品安全委員会が７月

を目途に設立されるわけでございます。これから動物用医薬品の承認等を行

う場合につきましては、この食品安全委員会の食品健康影響評価ということ

でのリスク評価を受けた上で承認という形になっていくわけでございます。

こういったスケジュールにつきましては、戻っていただきまして２ページ

でございます。現在ポジティブリスク制を目指しての法改正が進んでおりま
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すことから、一挙に残留基準値を設定するということが必要になってくるわ

けでございます。ポジティブリスク制の導入に伴います経過措置といたしま

しては、残留基準値が未設定の動物用医薬品――これは「既設定」になって

おりますが 「未設定」の間違いでございます。誤植でございますので、御訂、

正いただければと思います。それから 「動物用医薬品については 」の次に、 、

「の」が入っておりますが、この「の」を消していただきまして、残留基準

値が未設定の動物用医薬品については、国内での使用状況であるとか、ある

いは国際的な規格・基準を踏まえまして、暫定的なＭＲＬを７月までに設定

するということで、現在作業を進められているところでございます。平成17

年の７月にポジティブリスク制に食品衛生法が改正されまして、施行されま

したときにはこれを施行するということで予定しております。

農林水産省といたしましても、食用動物に使用されます既承認の動物用医

薬品の成分、これは約200成分ぐらいというふうに見積もっているところでご

ざいますが、について承認時の添付資料等の既存の残留性に関する資料を整

理いたしまして、厚労省と連携いたしまして残留基準値の早急な設定の方に

対応を進めているところでございます。この暫定的に定められましたＭＲＬ

につきましては、先ほどの図の右の方にございました食品安全委員会のリス

ク評価というのを順次受けて正式な残留基準値というふうな形になっていく

ことになっております。

これに対応しましての対応、すなわち残留基準値が設けられる。これに対

して動物用医薬品の対応についてでございますけれども、現在の状況でござ

いますが、食用動物に使用されます動物用医薬品につきましては、現行の食

品衛生法ではゼロ残留という規制がかかってくるわけでございます。これに

対応いたしまして、残留試験を含む承認申請資料をもとに、本審議会の御意

見を聞きまして、用量・用法、休薬期間というのが設定された上で承認がさ

れているわけでございます。特に昭和55年以降は、調査会、あるいは部会で

の御審議をいただき、了承されました残留試験のガイドラインに従いまして

実施された残留試験をもとに審議会での御意見を承りまして用法・用量、そ
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れから休薬期間を設定いたしております。

残留試験のガイドラインですが、通知の中のもので細こうございますが、1

2ページ以降に参考でつけさせていただいております 「動物用医薬品関係事。

務の取扱いについて」という通知の中で示されております、12ページ、下の

欄でございますが、第４ 「ガイドライン等」の中で 「残留に関する試験」、 、

ということで定めさせていただいているものでございます。試験の方法につ

きましてはこういう形で定めております。これに基づきまして行われました

残留試験をもとに用法・用量、それから休薬期間を設定して承認されており

ます。

また、抗菌性物質製剤につきましては、食品衛生法で明確にゼロ残留とい

う規定があるわけでございます。これにつきましては審議会の意見を承りま

して、使用規制省令の使用基準によりまして、使用者がこれを遵守するとい

う形で用法・用量、それから休薬期間が定められているわけでございます。

食品衛生法で、先ほど現行のところで申しました残留基準値が設定された

成分につきましては、残留基準値との整合性をとるという観点から、次のペ

ージでございますが、残留問題調査会、それから部会等の御意見を承った上

で休薬期間の見直しを行ってきているわけでございます。基本的には既存の

資料、承認時の残留に関する添付資料がございますけれども、これの残留性

に関する資料を検討いたしまして、設定されている休薬期間により残留基準

値を超えないということを確認する。

それから、これがもし資料で判断できない場合でございますけれども、原

則として臨床適用した場合、最も残留期間が長くなると考えられる条件を考

慮いたしまして、対象動物に適用経路で最高適用量を投与いたしまして、分

析をいたしまして、それによりまして既設定の休薬期間により残留をしない

ということを確認する残留性の確認試験を行いまして、休薬期間で残留基準

がクリアできることを確認する。

残留性の確認試験では残留基準値を超えて残留する可能性があるという場

合には、これは先ほど御説明いたしましたガイドラインに沿いました残留試
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験を実施いたしまして、休薬期間を改正していくというような対応をしてき

ているわけでございます。

今後食品衛生法の改正に伴いまして、暫定ＭＲＬが設定されました動物用

医薬品につきましては、審議会の御意見を伺いまして、いわゆる使用基準、

使用規制省令での使用基準を設定していくわけでございますけれども、その

、 、やり方といたしまして ７ページの方に図で示させていただいておりますが

こういった形での作業を進めさせていただきたいと考えております。

暫定のＭＲＬが設定されました場合に、Step１といたしまして、承認時の

残留試験の成績を確認するということでございますが、先ほど申しました残

留試験のガイドラインに従って試験がされておりまして、その試験成績から

暫定ＭＲＬを超えないということが確認されれば、承認されている用法・用

量、休薬期間に基づきまして使用基準を設定する。

それから、それが不適合であった場合ですが、さらに既存の残留性に関す

る資料を検討いたしまして、休薬期間で暫定ＭＲＬを超えないということが

確認できれば、これはその休薬期間なり、用法・用量をもって使用基準を定

める。

残留性がその資料では確認できない場合につきましては、残留性の確認試

験を実施いたしまして、既設定の休薬期間で残留基準がクリアできることを

確認した上で、使用基準に移していくということでございます。

この残留性確認試験で残留しないことが確認できなかった場合には、残留

試験を実施いたしまして、使用禁止期間を設定するという形で進めてまいり

たいというふうに考えているところでございます。

戻っていただきまして、今御説明いたしましたのが３ページの２の対応方

針案でございますが、図で説明させていただいております。

実際に承認されている用量・用法、休薬期間をもとに使用基準を設定して

まいるわけでございますけれども、実際にはどんなものかという例示といた

しまして、９ページから11ページにお示ししてございますが、こういった形

での残留試験のガイドラインに沿ってのデータをもとに残留しないことを確
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認し、使用基準を定めていくということでございます。

それから、あともう一遍３ページに戻って恐縮でございますが、暫定のＭ

ＲＬが国内の使用状況よりも低い値が設定された医薬品につきましては、暫

定ＭＲＬの施行までの間に従来の残留基準値設定に伴う方法と同じやり方、

すなわち既存の資料で確認し、それがだめな場合は残留性確認試験を行い、

それでもだめな場合は残留試験を行うというような形で見直しを行ってまい

りたいと考えております。

具体的には８ページにお示しをしてございます残留性に関する試験でござ

いますが、まず残留性確認試験といたしましては、承認製剤を健康な適用対

象動物に投与いたしまして、臨床適用経路、最高適用量で最長投与期間とい

うことで、休薬期間終了後に採材いたしまして、分析をする。分析もこうい

った分析方法の条件をクリアするもので３検体以上でガイドラインに準じて

行うというような形で残留性確認試験を行う。残留試験が必要になった場合

は同様にガイドラインに準じて行った上で、用法・用量、休薬期間を使用基

準に定めていくという方法で考えております。

よろしく御意見等いただきいと思います。

○○委員 ただいまの説明につきまして御質問、あるいはもし御意見がござ

いましたらどうぞ。

よろしいでしょうか。

では、これは承認とかそういうことではございませんね。

事務局 承認ではございませんが、今後食衛法の改正に伴う暫定ＭＲＬにあ

わせて使用基準の方を設定してく際の手続、やり方として御意見をいただき

まして、それに基づいてやらせていただきたいということでございます。

○○委員 よろしゅうございますね。

それでは、これはとりあえず終了といたします。

（２）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牛乳の休薬期間についての動物用医薬品
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等部会（平成15年２月26日開催）質問事項について

○○委員 もう１つ、最後になりますが、その他の２番ですね。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

乳房注入剤の牛乳の休薬期間について動物用医薬品等部会、これはことしの

２月26日開催でございますが、質問事項があった。これに対して事務局から

の説明でございます。

事務局 それでは、きょうお配りしました資料のナンバー５でございます。

３枚ものでございます。

前回の２月26日の動物用医薬品等部会にこの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牛乳

の休薬期間について御報告いたしましたときに、御質問といいますか、内容

。について御指摘がございました点につきましてお答えいたしたいと存じます

御指摘いただきましたのは、この紙の一番後ろにつけてございます資料の

３の１の１ということで、現在108時間ということで休薬期間が設定されてお

ります標記の製剤につきまして、新しく食品衛生法でのフラジオマイシンに

対する残留基準値が設定されたということで、現在の休薬期間がこの残留基

準値をクリアするものであるかどうかということにつきまして行った実験で

ございます。

結果につきましては、108時間の休薬期間で試験に供しました４頭すべてに

おいて検出限界以下になっている。投与後60時間で残留基準値未満になりま

して、108時間後には定量限界を下回る状況であったわけでございますが、こ

の試験をやったときに参考までにということで、データをもとに統計的な処

理をして、３の１の１の資料で申しますと、上のカラムの下のところでござ

、 、「 、 、 、います 上から３行目の後ろの方 また 投与後12 24及び36時間において

各時点で異常値１例を除いた３例について 、統計処理に従って解析した結果」

というものをお示ししたところ、１例を除外したのはなぜかというような御

質問をいただきました。
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これにつきましては、本試験がそもそも述べました108時間で既設定の休薬

期間で残留基準値をクリアできるかということの試験でございましたが、先

ほど行いました試験につきまして、たまたま３時点での計測データがあると

いうことで、これを用いまして統計的な処理を行って計算してみたときのこ

とでございます。

この４頭の乳汁中の残留濃度を等分散を検討いたしました際に、著しく離

れた１頭を除いて統計処理をいたしましたところ、等分散になったというこ

とで、著しく離れた値の１頭を除外して統計処理を行ったということでござ

います。この統計処理自体が参考として行ったというとで、本試験の直接の

結果になるものではないわけでございますが、除外したときの考え方が不明

確でございました。等分散になっていなかった。著しい離れた１頭を除いて

等分散にして統計処理したということでございます。

それから、質問の２でございます。泌乳中の牛の乳汁中への残留につきま

して、泌乳のステージによって残留期間が変わってくるのではないかという

ような御指摘を受けまして、一体泌乳のどのステージでの牛を使っての実験

であるかというような御質問をいただいたわけでございます。

これにつきまして確認をいたしましたところ、泌乳末期の牛が使用されて

おりました。これは泌乳最盛期でございますと、経済的に価値のある牛でご

ざいますので、なかなか試験に使えないということもございます。そういっ

たこともありまして、泌乳末期の牛が使われております。そういった点から

いきますと、泌乳末期であれば、泌乳量が少なくなりますので、残留期間は

長くなるということで、これもこの値で残留していないということで、十分

残留しないということを確認できるというふうに考えられます。

それから、もう１点御質問いただきました点でございます。当該試験につ

きましては、供試しました牛は４頭でございます。４頭では少ないのではな

いかという御指摘でございますが、このガイドライン等でも統計処理が可能

な頭数ということで、３頭以上あれば統計処理可能ということでございます

ので、必要な最低限の頭数は確保しているということでございます。これは
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最近動物福祉の観点からもかなり動物実験については厳しくなっております

ので、そういった点を踏まえまして使用する動物を可能な限り少なくし、か

つ統計処理も可能であるという条件を満たした頭数ということでやらせてい

ただいたものでございます。

以上でございます。

○○委員 ありがとうございました。

どなたか特段の御質問等ございますか。

よろしいでしょうか。

○○委員 どうしてもわからないんですけれども、当分散をしておいて、異

常値だから外したというのは、何で異常値は外したかということを質問して

いるのに、回答になっていないんですよね。だからこういう統計処理をする

目的は一体何かということが明確になっていないと思います。

例えば大多数のサンプルの中で整理値を求めようとするときには、これは

等分散して、異常値を外して求めるということはあり得るんですね。ですか

ら、何のために統計処理されたのかということをわかっていない。もしわか

っているとするなら、なぜ等分散から外れたものを削除したかということを

聞きたかったと思うんですね。

○○委員 これはそのとき言われたことと同じですね、この回答は。だから

説明になっていないですよね。

事務局 休薬期間を短く設定するとか、そういう意図でやったものではない

ので、確かに御指摘のように統計処理のやり方の除外する根拠が不明確なの

で、資料としても不的確ということで、お許しいただければ、この点、この

資料について削除していただいて、御了承いただければと思うんですが、我

々としてはフラジオマイシンのＭＲＬをきちんと今の休薬期間である108時間

で満たすかどうかをきちんと確認したかったという意図ですので、本筋とは

全く離れますので、不適切ということで削除する方向で検討したいと思いま

す。

○○委員 つい最近議事録が送られてきて、もう１回認識を新たにしたので
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すが、結局余分なことをやったために大変な時間をつぶして議論をして、結

論は108時間が問題ないんだからいいじゃないかという方向で何となく落ちつ

いたんですよね。余分なところは切り取りましょうよということだったと思

います。

ですから、これは先生方、御発言あるかもしれませんが、今後こういう余

分なことをやって、時間つぶしやらんでくれという、そういう意味での業者

への指導もひとつよろしくお願いしたいと思うんですが。

事務局 本日、先ほどの資料の４で御了解いただきましたので、その旨きち

っと指導させていただいて、こういうことのないようにしたいと思います。

○○委員 少しおきゅうを据えてやってください。

事務局 はい、わかりました。

○○委員 よろしいですね。

６．次回日程について

○○委員 それでは、きょうの審議及び報告事項はすべて終わりました。そ

の他の項も終了です。

ほかに事務局、何かありますか。

次回の開催でしょうか。

事務局 次回の開催日でございますが、およそ３カ月ごとということでござ

いますので、８月の下旬ということでございます。それで、ほかの調査会等

との兼ね合いでございますが、今のところ、８月11日に残留問題調査会が一

応のめどになっておりますので、それから２週間以上の間隔をということで

ございますと、８月の最後の週で、これは事務局、勝手でございますが、会

議室確保等の関係で水、木が非常にやすいということで、８月27、あるいは2

8日あたりはいかがかと思いますが、いかがでございましょうか。

○○委員 これはどうでしょうか。

大学関係は夏休みの最中ですけれども。
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この時期海外出張、その他の方もかなり大勢いらっしゃるかもしれません

が、７か８かというよりも第１候補はどちらですか。

事務局 28はいかがでございましょうか。木曜日でございますが。

○○委員 今はっきりした予定のおありの方もいらっしゃるようですけれど

も、とりあえず28にマークしていただきまして、可能な限りひとつ時間調整

をやりくっていただきたいと思います。よろしくどうぞ。

事務局 そうしましたら、８月28日の木曜日の午後２時からということで予

定させていただきたいと存じます。

○○委員 次回は８月28日、木曜日の２時からという予定ということでござ

います。

７．閉 会

○○委員 それでは、これですべて終了いたしました。どうもまた本日も長

きにわたりまして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。

では、これで終了といたします。


