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１．開 会

○○委員 おはようございます。定刻をちょっと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。ご覧のように、きょうは盛りだ

くさんなので、いつものように活発に、そして、できれば効率よく進めてまい

りたいと思います。ひとつよろしくお願い申し上げます。

２．薬事・飼料安全室長あいさつ

○○委員 それでは初めに、衛生管理課長、お忙しいようでして、薬事室長か

らごあいさつをいただきます。

薬事・飼料安全室長 おはようございます。動物用医薬品等部会の委員各位に

おかれましては、早朝から御参集いただき、また、きょう一日拘束するという

ことになってしまいましたことをおわび申し上げたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。

今、お話がございましたように、衛生管理課長がごあいさつする予定でござ

いましたが、あいにくきょうは鳥インフルエンザ対策、あるいは国会対策であ

ちこち飛び回っておりますので、よろしくお伝えしてほしいということでござ

いましたので、代わりましてごあいさつを申し上げる次第でございます。

御承知のとおり、鳥インフルエンザが１月 日に 年ぶりに発生したわけ12 79
でございますが、最初の山口県は、問題を含みながらも防疫対応は比較的円滑

にとったわけでございますが、終息する２月 日を前に、 日に２件目の大19 17
分が発生し、また先週土曜日、 日には３件目ということで京都の方で発生28
が確認されたという状況になっております。特に３件目は 万 羽飼養19 8,000
する採卵鶏ということで、殺処分等の防疫対応も大変現場では苦労されている

と聞いておりますが、相当な数の作業員を導入して今、作業が進められている

ところでございます。

このインフルエンザにつきまして、防疫対応、いろいろ問題が生じておりま

。 、 、す 一つは この委員会にも関係がございますワクチンの使用でございまして

養鶏業者からはワクチンがあるんだからワクチンをぜひ使わしてほしいという

強い要請がございます。これに対しまして私どもは、家きん疾病小委員会の委

員の御意見もお伺いしながら対応しているわけでございますが、基本的には現

段階ではワクチンは使用しないという方針を出しているわけでございます。先

生方には釈迦に説法でございますけれども、現在使用されている不活化ワクチ

ンにつきましては、一定の効果は期待されるものの、感染防御はできないとい



- 2 -

うことで、これを使った場合には野外ウイルスの感染の発見がおくれて結果的

に潜在的に蔓延が広がる、あるいは、ある程度長い期間、鶏の中で野外ウイル

スが存在することによって人から人へうつる新型のウイルスに変異する可能性

も増えるということで、養鶏業者にとっても、公衆衛生の観点からも、現段階

では我が国ではワクチンは使用すべきではないと考えております。

しかしながら、万が一東南アジアのように発生が拡大した場合にはワクチン

使用というのも防疫の選択肢の一つとなるわけでございますので、２月６日に

はメキシコから 万ドーズの不活化ワクチンを輸入し、現在、動物検疫所320
の博多出張所で備蓄をしているという状況でございます。

このワクチンを仮に使用した場合には、当然、使用した鶏に由来する卵ある

いは鶏肉を食用に供していいかどうか問題になってくるわけでございます。こ

れにつきましては昨日、３月１日付けで食品安全委員会に未承認の備蓄ワクチ

ンを使用した場合の鶏卵、鶏肉等の食用としての安全性につきまして食品健康

影響評価を依頼するとともに、あわせて厚生労働省にも御意見をお伺いしてい

るという状況になっております。

また、このように世界的にインフルエンザが発生することになりますと、こ

ういったことが今後とも繰り返されないとは限らないわけでございまして、そ

ういった観点から我が国においても薬事法上、鳥インフルエンザのワクチンに

つきまして承認、許可を与えておいた方がいいのではないかと考えておりまし

て、１月 日付けで業界には承認申請を受け付けますという御連絡をします23
とともに、動物衛生研究所、あるいは大学等の研究機関、ワクチンメーカーと

いった方々の御協力を得ながら、輸入ワクチンばかりでなく、国内の鶏用のワ

クチンも今後開発して参いりたいと考え、現在作業を進めているところでござ

います。

それから、今回の京都につきましては、新聞等で報道されておりますように

防疫上の問題点も露呈したわけでございまして、毎日 羽程度死んでいた1,000
にもかかわらず２月 、 の両日、鶏を兵庫と愛知に出荷されたわけでござ25 26
います。その結果、影響が大きく広がるということになっております。兵庫に

つきましては一部食用にも回っておりますし、レンダリングにも回って、えさ

の原料あるいは肥料の原料という形でも流通しつつあったという状況になって

おります。また、愛知につきましては、食用には回っておらなかったわけです

けれども、ペットフードとして出荷され、幸いに回収されたというような状況

になっておりまして、初期防疫対応を怠ると大変な問題になるということが起

こっております。

こういった問題があるわけでございまして、養鶏業者は大規模化しているが

故に、先ほど申し上げましたようにワクチンを使わせてくれ、あるいは全額補
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10償してくれ、このどちらかだという強い要請がされております。実は本日

時半から、自民党の国会議員が中心になりまして養鶏振興議員連盟というのが

新たに設立されることになっておりまして、政治的な動きも活発になりますと

ともに、自民党や民主党におきましても対策本部が設置される運びになってい

るわけでございます。

いずれにしても、補償がないと生産者も早く家畜保健衛生所に通報するとい

うことがなされない、ためらうということが起こるわけでございますので、恒

久的な補償のあり方といったものにつきましても検討する必要があろうかと考

えております。

鳥インフルエンザに限らず、口蹄疫にしましても、豚コレラにしましても海

外悪性伝染病、これまで撲滅して清浄化を保ってくるということでやってきて

いるわけでございまして、その方針は基本的に変わらないわけでございますけ

れども、人の交流、あるいは物流が国際的になる中では、どうやって海外悪性

伝染病を防疫していくのか、この点も再度チェックする必要があろうかと考え

ている次第でございます。

長くなりましたが、本日はお話がありましたように、新規品目 品目、そ10
れからいろいろな基準の改正、報告事項等大変盛りだくさんでございまして、

。 、５時まで審議をお願いする予定になっております 長時間に及びますけれども

よろしく御審議をお願いいたしましてご挨拶といたします。

○○委員 ありがとうございました。

３．配付資料の確認

、 、 、○○委員 それでは本題に入りまして まず 配付資料の確認でございますが

事務局、お願いします。

事務局 それでは当日配付資料を確認させていただきます。お手元に黒でナン

バーリングしてあるものを御用意させていただいていると思います。まず当日

配付資料一覧という１枚紙がありまして、黒の １が本日の議事次第でござNo
います。委員の出欠表、座席表がついております。 ２は、この後御審議しNo
ていただきます“京都微研 キャトルウィンの追加の資料でございます。続き

”
まして、 ３はビムロンという製品の審議経過表が一部変更になっておりまNo
すので、その差しかえのものでございます。 ４は、同様にプリッドテイゾNo
ー、ユニプリッドの審議経過表の差しかえでございます。続きまして、 ５No
は動物用生物学的製剤基準の一部改正についての説明用の資料でございます。

６－１、６－２は、動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正にNo
ついての資料でございます。それから ７、横長でございますが、動物用医No
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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の間に諮問・

承認された製品の御紹介でございます。後ほど御紹介させていただきます。そ

れから ８でございますが、一番最後に報告させていただく薬事法関係省令No
等の改正についてというものですが、お手元にはございません。後ほど御用意

させていただきます。 ９は次回の日程を決めていただく際に使う５月、６No
月のカレンダーでございます。以上でございます。御確認のほどをよろしくお

願いいたします。

○○委員 先生方、よろしゅうございますか。

４．議 題

［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

〔動物用抗菌性物質製剤調査会関係〕

○○委員 それでは本題に進みます。

まず審議事項ですが、本日、○○先生が御都合により早めに御退席というこ

とで、予定を変更いたしまして、２枚目にございます( ) 動物用医薬品の使用4
の規制に関する省令の一部改正について最初に進めてまいります。

では○○先生、よろしゅうございますか。

（ ） 、○○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 は

法令で定められております使用基準のうち、ジヒドロストレプトマイシン／ス

トレプトマイシンを有効成分とする注射剤について使用禁止期間の見直しを行

うものです。

今回の見直しの経緯ですが、昨年 月にサラフロキサシン、ジヒドロスト11
レプトマイシン／ストレプトマイシン、ダノフロキサシンの３成分につきまし

て食品衛生法に基づく残留基準値の設定の告示が行われ、本年６月１日から施

行されることになりました。これに伴いまして我が国で承認されておりますジ

ヒドロストレプトマイシン／ストレプトマイシン、ダノフロキサシンの２成分

について、現行の使用基準の妥当性について検証し、昨年 月 日、本年２11 12
月 日の２回の動物用医薬品残留問題調査会での審議を経まして所要の見直18
しを行おうとするものです。

これは本日の配付資料の ６でございますが、詳細につきましては事務局No
から御説明いただきたいと思います。

事務局 それでは御説明をいたします。お手元の資料でございますが、当日配

付の ６－１と６－２がございます。６－１に簡単な経緯と改正（案）がつNo
けてありまして、６－２は改正の考え方なり、そのバックデータを整理したも
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のでございます。まず６－１で経緯から御説明させていただきます。

○○座長から御説明がございましたように、食品衛生法で食品の規格基準と

いうのが定められておりまして、畜水産物については抗生物質と合成抗菌剤は

。 、原則としてゼロ残留ということになっているわけでございます それに基づき

農林水産省では薬事法に基づいて動物用医薬品の使用の規制に関する省令とい

うものを定めておりまして、この中で使用基準というのを定めております。各

動物用の抗生物質等の製剤について、対象動物、用法・用量、それから、使用

禁止期間ということで投薬した後一定期間を置かないと出荷できないというよ

うな形で定めているわけでございますが、平成７年以降、食品衛生法の中では

規格基準ということで残留基準値というものが順次設定されております。一定

の評価に基づいて食品中に許容される残留基準を順次設定しておりまして、こ

れまで 成分について設定されております。26
今般、座長から御説明いただきましたように新たに３成分について残留基準

値が設定される予定になっておりまして、サラフロキサシン、それからジヒド

ロストレプトマイシン／ストレプトマイシン、これはあわせて１成分という扱

いでございます。それからダノフロキサシンの３成分でございますが、これが

６月１日から施行されることになりました。サラフロキサシンについては国内

で承認されているものがございませんので、今般、ジヒドロストレプトマイシ

ン／ストレプトマイシンとダノフロキサシンの２成分につきまして、我が国で

承認のあるものについて所要の見直しを行ったものでございます。

なお、使用基準、使用規制に関する省令の改正でございますが、従来は当審

議会で御審議をいただきました後、所要の省令改正の手続を行い公布をいたし

ているものでございますが、昨年７月から薬事法が改正になりまして、厚生労

働省との連携を図るということで、使用基準の見直しについては厚生労働大臣

に意見を聞いた上で改正をすることになっておりますので、本日御審議をいた

だき、御了承いただければ、厚生労働大臣にも意見を聞きまして、それを踏ま

えて所要の改正手続を行うことになっております。

６－１の一番最後をご覧いただきたいと思います。これが食品衛生法に基づ

き、昨年の 月に告示をされ６月１日から施行を予定されております残留基11
準値でございます。サラフロキサシン、ストレプトマイシン／ジヒドロストレ

プトマイシン、ダノフロキサシンの３成分についてＡＤＩが設定されておりま

して、それをもとに残留基準がそれぞれの動物について、肉というのは筋肉部

分でございますが、肝臓、腎臓、脂肪といった主要臓器、あるいは乳について

それぞれ定められているわけでございます。国内に承認がございます２番目と

３番目につきまして今回見直しを行うものでございます。

使用基準がどのような体系になっているかというのは、６－１を１枚めくっ
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ていただいたところが使用基準の例でございます。省令の別表ということで、

別表の１、２がございますが、別表の２は配合剤を主にまとめておりまして、

別表の１は単味剤を中心にまとめております。医薬品名ということで製剤名が

ございます。硫酸ジヒドロストレプトマイシンを有効成分とする注射剤という

、 、 、 、 （ 。） 。ことで 使用対象動物が牛 馬 豚 鶏 産卵鶏を除く となっております

その次に用法・用量がありまして、１日、体重１ 当たりどのぐらいの用量kg
を注射するのか定められております。その次に使用禁止期間というのがござい

ます。食用に供するためにと畜する前何日間、食用に供するために搾乳する前

何時間という形での規定がございます。今般、一番後ろのページにございます

ジヒドロストレプトマイシンについては、牛、豚、鶏について新たに残留基準

が設定されますので、牛についてと畜する前 日間、豚についても 日、鶏90 90
については 日という使用禁止期間を設定いたします。42
もう１枚めくっていただきますと新旧対照表がございますので見ていただけ

ればと思いますが、右が現行、左が改正案でございます。改正案のアンダーラ

インが入っているところが改正部分で、現行ですと牛で 日間のと殺する前30
の休薬期間が 日となっております。豚については 日が 日、鶏につい90 30 90
ては 日とあるのが 日と、一律３倍にさせていただいております。詳細に14 42
ついてはこの後説明いたしますが、今回の改正案を一通り説明をさせていただ

きます。

次をめくっていただきますと、今回、４製剤について使用基準の見直しを御

提案しております。最初に御説明いたしましたのが硫酸ジヒドロストレプトマ

イシンの注射剤でございますが、２番目が硫酸ジヒドロストレプトマイシンと

ベンジルペニシリンプロカインの配合剤の注射剤でございます。商品名でいい

ますとマイシリンと呼ばれて非常によく使われているものでございますが、こ

れにつきましても同様に牛と豚について使用禁止期間を延長しております。

１枚めくっていただきますと新旧対照表がございますが、同様に見ていただ

きまして、牛、豚について、それぞれ のと殺前の使用禁止期間を 日と延28 90
ばさせていただいております。

それから、三つ目でございますが、これも配合剤で、硫酸ジヒドロストレプ

トマイシンと酒石酸キタサマイシンの配合剤の注射剤でございます。鶏につい

てのもので、 日間の休薬期間を設定しております。42
この製剤につきましては、実は既に承認整理されておりますので、該当する

ものはございませんが、従来から使用基準については、承認整理された後も使

。 、用基準から消去することなく残したままにさせていただいております これは

承認整理されても在庫品があって使用されることがございます。そのほか、こ

ういったものを獣医師等が独自の判断で使う場合にも一つの使用の指針となる
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ということがございますので、承認整理後も残しておりますので、これについ

ても所要の改正をすることにさせていただいております。

新旧表が次についておりますが、鶏について、 日だったものを 日とい14 42
う形にしております。

もう１枚めくっていただきまして４でございますが、同じく硫酸ジヒドロス

トレプトマイシンの配合剤ですが、今度はアジピン酸スピラマイシンを有効成

。 、分とする注射剤でございます これについても既に承認整理されておりますが

使用基準としては先ほど御説明いたしました理由で残しております。牛、豚に

ついては 日、鶏については 日という形の使用禁止期間の設定になってお90 42
ります。

１枚めくっていただきましたところが新旧表でございます。ご覧いただきま

すとおり、 日を 日、 日を 日ということでの改正案でございます。30 90 14 42
この改正の考え方でございますが、６－２に簡単に整理をさせていただいて

おりますので、６－２をご覧いただきたいと存じます。

冒頭にございますが、これまで既に 成分、残留基準値が設定されたわけ26
でございます。この中には今回のサラフロキサシンのように国内に承認のない

ものもございますが、国内に承認のあるものにつきましてはその都度、見直し

を行っております。見直しの手順ですが、基本的に承認時の添付資料の中の残

留に関する試験等を検証いたしまして、現在の使用禁止期間で残留基準値をク

リアできることが検証できるものについては現状の使用基準をそのまま使わせ

ていただくことにしております。

２でございますが、そうでない場合、既存の資料で判断することができない

場合、例えば承認時の検出限界よりも低い残留基準が設定されたような場合が

これに該当するかと思いますが、こういった場合については残留確認試験とい

うことで、現在の使用基準に定められております用法・用量で使用禁止期間後

に実際に残留があるかどうか確認してみて、残留基準値を超えていなければ現

行の使用基準をそのまま使わせていただく。もし超えている場合には残留試験

を実施して適切な使用禁止期間を設定するというやり方をやらせていただいて

おります。

、 。今回対象となる製剤につきまして ３のところでざっと整理をしております

①から⑩までございます。ダノフロキサシン関係ですと飲水添加剤と注射剤が

ございます。それから、ストレプトマイシン関係は非常に製剤がたくさんござ

いまして、基本的には注射剤ということで単味のものが③、配合剤になってい

、 、 、 、 。るものが⑥ ⑧ ⑨で これが今 改正について御説明したものでございます

④がストレプトマイシンの飲水添加剤。⑤は、これも配合剤ですが、飼料添加

剤。⑦が子宮内注入の配合剤でございます。⑩は乳房注入剤のペニシリンとの



- 8 -

配合剤でございます。

、 。 、 、現在 乳房注入剤については使用基準の設定がございません これは 現在

乳房注入剤についてはすべて食用の青色１号の色素を添加いたしまして、色素

添加によって物理的に使用後の休薬期間を担保するという形になっております

ので、使用基準は設定しておりませんが、現在、その見直しについて検討して

、 。おりまして 幾つかの乳房注入剤について残留に関する試験を行っております

これを総括いたしまして色素添加の見直し、今はすべて添加を義務づけており

ますが、これを任意にするとともに使用基準を設定するということで現在検討

しておりますので、⑩については、その他の乳房注入剤の色素添加等の扱いと

あわせて使用基準を設定させていただきたいと存じておりますので、今回、見

直しの対象は①から⑨ということになろうかと思います。

見直しの概要について、３枚目の表に整理をさせていただいております。ま

ず既存の資料により確認をする。それができない場合は確認試験によって確認

する。それがだめな場合は残留試験をするという手順を先ほど御説明いたしま

したが、この手順により、ダノフロキサシン関係の２製剤については承認時の

資料により残留基準値を下回ることが確認できましたので、現行の使用基準を

そのまま使わせていただきたいと考えております。○がついているのが該当す

るところでございます。

既存の資料によって確認できなかったものということでストレプトマイシン

関係が出ております。ストレプトマイシン関係はかなり古い時点での承認の製

剤で、十分残留性について確認する資料がございませんでしたので、これにつ

いてはすべて確認試験を実施させていただいております。確認試験の結果でご

ざいますが、飲水添加の単味のもの、ペニシリンとの配合剤での飼料添加剤、

子宮内注入剤については確認試験により現行の使用基準に定められております

使用禁止期間で残留基準値がクリアできるというのが確認できております。そ

れから、乳房注入剤についてもほぼ確認できておりますが、これはさらに検討

させていただきたいということで今回は対象外でございます。

問題がジヒドロストレプトマイシンの注射剤でございます。単味のもの、そ

れから先ほど申しましたペニシリン、キタサマイシン、スピラマイシンとの配

合剤がございます。これにつきましては、確認試験をいたしました結果、これ

は筋肉内注射でございますので、筋肉内注射部位を中心にかなり高い残留が確

認されております。そういったことで、確認試験では現行の休薬期間の妥当性

が確認できませんでしたので残留試験を実施することにしておりますが、実は

まだ本試験が終了しておりません。かなり注射部位については長期に残るとい

う結果が出ておりますので、現在実施中でございますが、６月１日の食品中へ

の残留基準値の導入に合わせてしかるべく対応する必要があるということで、



- 9 -

暫定的に先ほど申しましたような形で使用禁止期間の設定をさせていただきた

いと考えているわけでございます。

実はキタサマイシンとスピラマイシンは当該製剤がございませんので 「×、

・×・○」と書いてございますが、実際は試験に相当するものがございません

、 、ので 基本的には上のデータに基づいて今回使用基準を設定するということで

実際に残留試験の対象になっているのは単味の製剤とペニシリンとの配合剤だ

けでございます。

では確認試験の結果がどのようなものであったか、この資料の後ろから３枚

目に簡単に整理をしております。まずストレプトマイシンの単味の注射剤でご

ざいますが、これは牛、豚、鶏に適用がございます。これらについて３頭ない

しは３羽で試験をしておりまして、用法・用量で可能な最高の投与量を投与い

たしまして、定められている使用禁止期間、休薬期間後にと殺して必要な臓器

を取って分析をした。乳汁については定められた用法・用量に従って投与後、

牛乳についての休薬期間後に搾乳をして調べたというものでございます。牛に

ついては、肝臓で一部、残留基準を超えるものがございましたが、その他は筋

肉の注射部位、これがかなり高い残留をするということになっております。た

だ、かなりこれがばらつきがありまして、平均が書いてありますが、最高と最

低を参考で書いてございます。最低では一応残留基準内におさまっているとい

うことですが、筋肉内の注射部位は、一番下にございますが、残留基準値を上

回る残留があるということでございます。豚についても同様で、肝臓でも若干

残留がございますが、筋肉内の注射部位に相当高い残留があるということでご

ざいます。鶏についても同様でございます。筋肉の注射部位、局所にかなり高

い残留があるということでございます。

１枚めくっていただきすとマイシリン、ストレプトマイシンとペニシリンの

配合剤でございます。休薬期間は 日となっておりまして、牛と豚で適用が28
ございます。単味に比べますとストレプトマイシンの投与量が少し減ってはお

りますが、牛でいきますと肝臓、腎臓にも若干、最高では超えるような値が出

ておりますが、筋肉内の注射部位に相当高い残留がございます。豚につきまし

ても筋肉内の注射部位に相当高い残留が出るという結果になっております。

これをもとに実際に残留試験を実施しているわけでございますが、相当長期

に残留することが予想されましたので、予備試験をまず実施しております。予

備試験の結果がその次のページの別添３でございますが、予備試験ですので、

各採材時点での供試頭数は１頭ということで、ちょっと値にばらつきがござい

まして、下がったり上がったり、短い方が残留が少なかったというような変な

値になっておりますが、一応確認いたしましたところ、牛については注射して

から 、 、 、 、 と 日間隔で採材いたしましたところ、いずれも筋30 44 58 72 86 14
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肉内での残留値が 日目までは残留基準を超えておりまして、残留基準値を72
下回ったのは 日目であったという結果が出ております。86
豚につきましては、同様に 日の休薬期間の後７日間隔で採材いたしまし30

たところ、 日目までは残留基準値を上回る残留が確認されまして、 日過51 30
ぎのところがちょっと低めなんですが、個体が違うということと個体数が少な

いということで若干誤差がございますが、 日目の採材では残留基準値を下58
回るという結果を得ております。

これらの結果をもとに、当面、６月１日に食品衛生法に基づくストレプトマ

イシンの残留基準値が導入されますので、暫定的にこれを超えない使用法につ

いての使用基準を定める必要があると考えているわけでございます。

６－２の４枚目からそれについて説明させていただいております。まず、な

ぜ不完全な形で御提案申し上げるかという経緯でございますが、一番下に③見

直しの日程ということで、次のページに日程が書いてありますが、一番下の６

月１日、ここが食品中の残留基準の施行日でございます。この日に合わせて使

用基準の改正を施行したいと考えております。こういった規制的な基準で公布

即施行というのは難しゅうございまして、一定の周知期間がございます。少な

くとも１カ月前ぐらい、５月１日ぐらいには公布をした上、６月１日に施行し

たいと考えております。

、 、 、それまでの手続といたしますと 一番近い部会が本日 ２日でございまして

その前、２月 日の残留問題調査会で御議論いただき、きょうの部会にお諮18
りしております。省令の改正は必ずパブリックコメントということで一般から

の意見募集をしなければいけないことになっておりますので、これが約１カ月

かかります。それから法令の審査。省令の改正でございますので一定の審査が

必要でございます。さらに、冒頭御説明いたしました、昨年の７月から厚生労

働大臣にも意見を聞くという手続が必要になっておりまして、厚生労働省では

同じ薬事・食品衛生審議会ですが、食品衛生分科会の中に農薬・動物用医薬品

部会というのがございます。こちらの方でも御議論をいただいた上で御承認を

いただくことになろうかと思いますので、そういったもろもろの手続を踏まえ

て５月１日に公布をするということになりますと、このスケジュールで対応さ

せていただかなければいけないのかなと考えております。

１枚めくっていただきまして、その経緯について簡単に説明させていただき

ますと、先ほど後ろの資料を見ていただきましたように、確認試験の結果ジヒ

ドロストレプトマイシンとストレプトマイシンを有効成分とするもののうち、

注射剤については注射部位の筋肉について使用禁止期間後にも残留基準値を超

える残留が確認されております。現在、残留試験を実施しておりますが、今出

ております予備試験の結果については、御説明いたしましたとおり、かなり長
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期に、牛・豚であれば現行の 日の使用禁止期間を超えて残留が確認されて30
おります。それから、データがかなり個体差によるばらつきがありまして、統

計的な処理等、あるいはもう少し個体数を上げてということでの評価が必要に

なるかと考えております。それから、注射部位の残留についての評価ですが、

本格的に評価をいたしますのは今回が初めてですので、正式にこれを決めると

なりますと慎重に対応する必要があろうかと考えております。

しかしながら、先ほど日程のところで御説明いたしましたように、残留基準

値が施行される中で、それを超える可能性がある使用基準をこのまま置いてお

くわけにはいきませんので、暫定的に延長して、残留基準の施行日に合わせて

使用基準を改正いたしまして、残留試験を引き続き行い、その結果を評価した

上でさらに見直すという形にさせていただければと考えております。

なお、残留基準値を超えて、相当高い値も出ておりますが、実際にたくさん

残っておりますのは注射された筋肉の部位でありまして、部所的には少ないと

いうことで、実際に食される可能性はかなり低いということがございます。そ

れから、試験のところで十分御説明いたしませんでしたが、これは最高用量と

いうことで、注射剤については、使用上の注意で週余にわたる投与はしないと

いうことになっているものですから、最高ですと１週間投与できるということ

で、７日間連続という投与をしております。かなり使用条件としては過酷なも

ので、臨床現場でここまで過酷な投与例は少ないかなと考えております。そう

いった点で、一両日中に直さなければいけない必要性はないとは考えておりま

すが、残留基準の施行に合わせて改正をしておいた方がよいのではないかとい

うことでの御提案でございます。

なお、注射部位の取り扱いについては種々議論がございまして、ごく限られ

、 、た部位でございますので これについてはその部位だけの残留基準を適用する

あるいは筋肉の残留基準は適用しないということも考えられるわけですが、食

品衛生を担当しております厚生労働省の部局とも相談いたしましたが、そうい

う取り扱いは難しいのではないかということ、それから、コーデックス等でも

注射部位の取り扱いについて種々議論にはなっておりますが、合意が難しいと

いうことで、現在それについてのガイドライン、あるいは検討は止まっている

状況でございます。そういった状況では、現行におきましては注射部位につい

てもほかの筋肉と同じような形で残留基準を適用せざるを得ないと考えており

ます。

次のページでございますが、そういった点を考慮して、④でございますが、

現在利用できるデータをもとにつくるということで、正規の使用基準というこ

とでは不足ではございますが、暫定的な基準ということで設定をさせていただ

ければと考えております。
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対象となりますのは先ほど御説明いたしました４製剤でございます。うち２

製剤については承認がございませんので形式的な改正になりますが、横並びで

改正をさせていただければと考えております。

その考え方でございますが、基本的には、牛について現在 日の使用禁止30
期間がございますが、先ほどの予備試験のデータでは、今度施行されます残留

基準を下回ったデータが 日目ということで、現行の使用禁止期間と比べま86
すと約３倍でございますので、 日の使用禁止期間に３をかけた 日で設定30 90

。 、 、させていただく 現行の日数×３というのを ちょっと乱暴ではございますが

暫定的な措置ということで、安全を見るということで、豚、鶏についても同様

に、現行の使用禁止期間、豚については 日、鶏については 日でございま30 14
すが、これを３倍したものを適用して暫定の使用基準にさせていただきたいと

考えております。

なお、ジヒドロストレプトマイシンの注射剤がどのぐらい使われているかと

いうことでございますが、注射剤でございますので、平成 年の販売高年報13
等を確認いたしましたところ８割方は牛に使われております。５％程度が馬と

豚で、犬・猫用が ％弱、鶏は１％以下、零点何パーセントという使用量の10
割合でございますので、注射剤として使われているものは牛用が８割というふ

うに御理解をいただければと思います。

以上、使用の規制に関する省令の改正案でございますが、よろしく御審議を

お願いいたします。

○○委員 それでは、ただいまの説明につきまして御意見あるいは御質問がご

ざいましたらどうぞ。この項目は審議事項でございますので、活発な御意見を

いただきたいと思います。

○○委員 先ほどの御説明の中で、馬には５％程度使わているということです

が、今回、馬が省令改正の対象になっていない理由について御説明いただけま

すか。

事務局 馬につきましては、６－１の一番後ろにございますが、残留基準値と

して６月１日に設定されるわけですが、ストレプトマイシン／ジヒドロストレ

プトマイシンについては、牛、羊、豚、鶏という畜種について残留基準が設定

されるということでございますので、今回は見直しの対象を牛、豚、鶏に限定

させていただいております。先生御指摘のように、馬についてもほぼ同様の使

、 、用基準が設定されておりますので 残る可能性は否定できないかと思いますが

今回の改正に合わせたものとしては一応この３畜種を考えております。

なお、現在、厚生労働省の方で、遅くとも平成 年の導入をめどに原則と18
してすべての動物用医薬品について残留基準値を設定するというポジティブリ

スト制について検討がなされておりまして、その案については既に公表されて
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おりますが、それを見直す中で、馬についても設定されます暫定の残留基準値

に合わせて使用基準というものを考えたいとは思っておりますが、今回はとり

あえず残留基準が設定されますものについて検討をさせていただきました。御

議論はあろうかと思いますので、その辺、御意見をいただければと思います。

○○委員 よろしいでしょうか。

ほかにはいかがでしょう。

御意見あるいは御質問ございませんか。

○○委員 残留試験の予備試験のデータをもとに使用禁止期間を延長している

ということでよろしいですか。１頭の結果で日数を決めているということで。

事務局 はい。正式なと申しますか、使用基準を確定するにはデータが足りな

いわけでございますが、確認試験の結果、現行の使用禁止期間では残留する可

能性があることがわかっておりまして、ではどの辺まで行ったら残らないのか

という手持ちのデータとしてはこのデータしかございませんので、これをもと

に当面の安全措置として延長して、少なくとも畜産物中への残留をなくする方

策を考えるべきだという視点に立ちまして、現在あるデータで確認できた点を

暫定的に使用基準として定めさせていただきたいという趣旨でございます。

今やっております残留試験、頭数は当然ガイドラインに沿ってやっておりま

すので多うございますので、その結果を評価した上でさらに見直しをさせてい

ただきたいと考えております。ただ、６月１日には間に合いませんので、とり

あえずの措置ということで考えさせていただいております。

○○委員 それはいつごろ出るんですか。

事務局 おそらく半年ぐらいはかかろうかと思います。

○○委員 よろしいですか。

ほかにはいかがでしょうか。

そうすると、これは正式に数字が出たら法を改正といいますか、数値の書き

かえをやると理解すればよろしいですね。

事務局 はい。データをもとに残留問題調査会で御審議いただきまして、それ

を踏まえて当部会にお諮りして、さらに厚生労働省にも意見聞いた上で見直す

ということになります。

○○委員 先生方、よろしゅうございますか。

それでは、これは承認ということになるんでしょうか。

事務局 ありがとうございます。それでは、この案をもちまして薬事分科会に

報告させていただくともに、厚生労働大臣に意見を聞きまして、所要の省令改

正の手続を進めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

［審議事項］
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（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“京都微研 キャトルウィン－６ 株式会社 微生物化学研究所
”

○○委員 では１番に戻ります。動物用生物学的製剤調査会関係の( ) の①“1
京都微研 キャトルウィン－６につきまして○○委員から御説明をお願いいた

”
します。

○○委員 ただいま部会長から紹介されました“京都微研 キャトルウィン－
”

６につきましては、前回の部会で審議され継続審議となりました。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、事前に配付させていただきました資料、赤の１番を御用意

ください。

表紙をめくっていただきますと審議経過票と書いてあります。そちらをご覧

ください。本剤は株式会社微生物化学研究所より製造承認申請されました“京

都微研 キャトルウィン－６です。本剤につきましては、２ページの中ほどに
”

示しますように前回の本部会で御審議いただき、ここに示します３点から継続

審議となりました。

まず１点目は、使用上の注意に「発情中のもの、交配後間がないもの、分娩

間際のものまたは分娩直後のもの」を追加することということで、そのように

今回追加されております。

２点目は、ＢＶＤ－ＭＤの不活化を放射線で行っているんですが、不活化条

件について照射時間及び放射線量（ジュール等）について規定することという

ことで、それについてもそれぞれ記載してあります。また、照射装置について

は紫外線ランプの波長を記載することということで、これは既に記載してあり

ましたので、記載してありますということになっております。

最後に、急性化膿性膀胱炎が原因で死亡した例について、因果関係が不明と

結論づけるにはデータが少ない（他の臓器については検査されていない）こと

から、調査会資料及び○○で保存されている資料をまとめ直し、科学的論法に

従い説明することということでございました。これにつきましては別添３があ

るんですが、一部差し替わっておりまして、当日配布資料、黒の ２をご覧No
ください。

、 、前回の御審議では 急性化膿性膀胱炎で死亡したと結論づけるのはおかしく

この死亡例がワクチンと関係ないとする根拠が乏しいということでした。例え

ば血液検査のデータはどうだったのかとか、腎臓、膀胱以外の病理組織学的検
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査がどうなっているのかということが御議論になったわけでございます。そこ

で申請者から、あるだけのデータをということで今回提出されたわけですが、

前回提出したものと重複するところもございますが、具体的なデータをまとめ

たものが追加資料の３ページからでございます。

実際に今回新たに追加されたデータは７ページの表６からになります。そち

らをご覧ください。黒のアンダーラインが引いてあるところが今回追加の部分

でございますが、前回に比べまして右側の腎臓の所見が加わっております。剖

検所見は異常がありませんでしたが、病理組織学的検査所見では糸球体壊死、

尿細管壊死、化膿性炎症巣が左側の腎臓と同様に認められております。それか

ら、その他の主な臓器の所見といたしましては、剖検も病理もともに異常なし

ということでございました。これらの具体的な病理組織の写真が次のページか

10ら載っております 強拡大の写真が幾つか 写真６ 写真７ 写真８ 写真。 、 、 、 、

が今回追加になっております。

それから、膀胱とかその他の所見については、表にあるような変化が認めら

れているということでございます。

こういった所見から、この死亡例については尿の停滞により膀胱の感染病巣

から病原菌が上向性に腎臓に達し、両側腎の化膿性病変、さらに菌が腹膜に達

して腹膜炎を起こしたものと判断されております。また、これは子牛であった

、 、ということと 胃内容物により第１胃が膨満していたということで肺を圧迫し

呼吸運動が抑制されて死に至ったと推定されております。

また、死亡例と被験ワクチンの関連性につきましては、これは注射してから

日後の死亡であるということで、死亡の２日前までは一般の状態には異常25
が認められていなかった。また、体温、尿検査、血液検査、血液生化学検査は

ワクチン注射後１週間においては異常が認められなかったということでござい

ます。また、本製剤の 倍量を接種した高用量の投与群もあるんですが、そ10
れについてはこのような例は認められていなかったということでございます。

さらに、この試験をする前に同一のロットのワクチンを使い安全性試験の予備

試験を行っておりますが、その中でも死亡例という異常は認められておりませ

んし、その後の臨床試験においても死亡例は認められていないということでご

ざいます。

以上のことより、本死亡例については本ワクチンの投与により起こったとは

考えがたく、あくまでもワクチンとは無関係な偶発的な細菌感染により死亡し

たと結論づけられております。以上でございます。御審議のほどをよろしくお

願いいたします。

○○委員 それでは、ただいまの説明につきまして御質問、あるいは御意見が

ございましたらお願いいたします。
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説明に対する御質問等はございませんでしょうか。

御承知のとおり、これは前回からの継続審議ということでございまして、今

の説明の子牛の点が特に引っかかったということだと思います。本部会として

は、ただいまの説明のようにこれが本剤と全く無縁のものであるということで

あれば承認を前提にして考えていくことになると思いますので、余り時間はご

ざいませんが、今までの復習を兼ねまして御意見等がございましたら是非御発

言をお願いしたいと思います。

○○委員 前に膀胱炎と言われていた牛の件で、それは実際には腎臓の病変が

非常に強かったことによって死亡しているということでよろしいんですね。

事務局 はい。

○○委員 ただ、それに関する記載についてもやっぱり科学的じゃないことが

多くて、例えば腹水が貯まって圧迫して死亡したと言っているわけですが、腹

水はなぜ貯まったのか、化膿性のものなのか、循環不全によるものなのか、そ

れもあいまいで、はっきりしていないところがあると思うんです。

病理解剖での組織試験しかないものですから、それから言えることだけでと

どめておくということでいいと思うんです。尿毒症で死亡した可能性もあるの

、 、かもしれないと思うんですけれども 片方の腎臓が保たれているということで

その辺もはっきりわかりませんので、なぜ死亡したかについては、はっきり言

えないところがかなりあると思うので、病理組織学的なことから言える科学的

な根拠のみにとどめていただければと思います。

今回の尿路系の感染とワクチンとの関係については恐らくないであろうとい

う判断はいいとは思うんですけれども、それに至る獣医学的な記載について、

かなり問題があることは確かだと思います。

○○委員 ほかにいかがでしょうか。

○○委員 今の症例については、 日までは全然症状がなかった。 日から22 23
突然こういった症状が出たということで、今いろいろ説明がされたわけですけ

れども、例えば別添３の５ページを見ていただきたいんですが、表４の安全性

試験でありますが、第１回注射前、注射後１日、７日と調べた数字が出ている

わけですが、これを見るとほとんど異常がないように見えますが、白血球百分

率というところを見ていただきますと、注射前と注射後１日目を見ますと、分

葉核、桿状核、好酸球、好塩基球、顆粒球とリンパ球との比率というところで

見てみますと、注射後７日で逆転しているんですね。顆粒球が全部合わせても

、リンパ球が 。これは比率ですから。顆粒球とリンパ球が逆転している47 51
ということは体の中で何らかの異変が起きたのではないかという推測もできる

んですが、その辺の考察をどうしているのかお尋ねしたいんですが。

事務局 具体的にそこについては言及されていません。血液学的検査について
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は変化がなかったとレポートの中では結論されていまして、細かい考察はここ

には載っていません。

○○委員 顆粒球とリンパ球のバランスのとれた比率というのが大事だと思う

んですね。これだけバランスが崩れているというのは何か体に異常があったの

かなということですね。例えばリンパ球が増えたということであれば、異型リ

ンパ球が増えればウイルス感染症の疑いも持てるわけです。ですからこの辺の

考察をお尋ねしたいなと思ったわけなんですが。

。 。○○委員 いかがでしょうか ただいまの関連でどなたか御発言ございますか

○○委員 ○○先生から血液のデータで御指摘があったんですけど、正常値の

範囲がこれは間違っていると思うんです。研究所と○○でのデータと書いてあ

ると思うんですけれども、こういったデータは獣医の内科学の教科書にちゃん

と書いてありますので、正常値の範囲についてもしっかり直しておいてほしい

と思います。

○○委員 そうですね。５ページの正常値範囲という括弧に入っている数値は

76怪しいですね 一けた移動しているような リンパ球あるいは分葉核 ７－。 。 。

％なんて考えられないですね。この幅にはめれば、みんな正常に入ってしまい

ますね。

いかがでしょうか。少々座長として独断的なんですが、これはさんざん議論

してまいりました。そしてきょう説明を受けて、すんなり納得でなければ、さ

らに継続審議にする場合どういう宿題を持たせるのか。

これは決して何もできない組織でやった実験ではない。かなりグレードの高

いところでやっているはずなんで、それだけにこのデータが出てくるというの

は、逆に正常な範囲も大丈夫なのかという不安が残るんですね。これは個人的

な発言ですが。ですから、ただいまの説明を聞いて承認とするか、指摘をする

ものはして、さらに継続とするか、その方向で結論づけたいと思います。積極

的な御発言をいただきたいと思います。

毎度申し上げているんですが、不安があったら世の中には出さない、いいも

のは一日も早く出したい、これが、私も申し上げておりますし、先生方も同様

の御気持ちだと信じます。

○○委員 今の件と違うところでもいいですか。

○○委員 はい。

○○委員 紫外線照射なんですが、既に説明があったのかもしれないんですけ

れども、照射の仕方がよくわからないんですね。紫外線照射の場合は、液層の

厚さとか、どうやって照射するかというのが詳細に書かれないと、この記載で

はどういう照射をされたかわからないと思うんです。いかがでしょう。液層の

厚さと、どういう具合に浸透したか、そういうのが必要なんです。
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事務局 これは、いわゆる紫外線照射装置というのがありまして、紫外線ラン

プの周りにチューブが回転していまして、そこをＢＶＤの液が通っていて、そ

れで不活化されるという装置だと聞いているんですが。液体を紫外線の下に置

くとか、さらすということではなくて、紫外線ランプの周りを回転して液が通

っていって、その間に不活化されていくと。

○○委員 いずれにせよその記載が要るんじゃないですか。機械があるからい

いという話じゃないと思うんです。

それから、平方センチメートル当たりの計算になっているので、そういう説

明もよくわからん。一体どれぐらいの照射量をやっているのか、この説明だと

わからない。平方センチメートル当たりを一体どうやって計算したのか。チュ

ーブにすると余計わからなくなる。光というのは片方から来るわけでしょう。

チューブだと、一体何をもって平方センチメートルにしているのか。

事務局 事前にお配りした資料には載っていないんですが、別紙規格として紫

外線照射装置の規格というものがあります。その中には、例えばチューブの口

径は……

○○委員 申請書の別紙規格８に書いてある、それでしょうか。

事務局 すみません。申請書の方にあります。

○○委員 これではわけがわからない。 ページは見ました。これではだめ38
だと思います。

事務局 もっと具体的な中身がわかるような。

○○委員 どうやってウイルスの液を照射しているか、 ページの記載では38
全くわからないし、平方センチメートル当たり幾らというのを一体どうやって

計算したのかわからないです。チューブだとすると平方センチメートルを出せ

。 。 。るはずないから 変なんですよ 肝心のデータが抜けているんじゃないですか

事務局 計算方法までは確認しておりません。

○○委員 どうやって照射するかがはっきりすれば計算方法もちゃんと出るは

ずで、一体どうやって計算したのか、根拠があるのかないのか、よくわからな

い。ここに書いてあるのは線源の話だけなんですよ。正確に言うと、光でしょ

う。厚くなると光が通らない。だから紫外線照射するときは均等にやるわけで

す。かなり薄くしてね。そういうことが書かれてあるべきなんですよ。紫外線

照射の場合は。それが全く書いてないから、よくわからない。

○○委員 これ、質問をした僕も非常に記載がいいかげんなんで出したんです

けれど、トータルのジュール数も書いてなかったし、 の線源を使う253.7 nm
ということについても、実際に紫外線の線量計があるんですけど、その都度、

構成比を出さなければいけないはずなんで、その辺のところをどうするつもり

なのかと聞いたつもりだったんですけれど、実際には回答はなってないんです
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ね。線源についても。スパイラルにして流しているんだろうと思いますけど、

そっちの方の説明は、○○先生がおっしゃったように何もないんですね。

ただ、僕がしょうがないかなと思っていた理由は、トータルのジュール数を

どうやって計算なさったかわかりませんけれども、これを出されましたので、

この値はこの製品を拘束しますから、実際に目的を達しているか達していない

か、違反行為になりますから、そういう意味で黙っていました。

○○委員 ただいまの広い意味での紫外線照射、それから死亡例の子牛の発症

の因果関係、特に血液の性状の変化を含む、 日まで健康で、その後突然異22
常が起きたというのはちょっとおかしいのではないか、そういった御意見だと

思います。以前から出ていることと基本は一つになっております。ここが納得

できない限り先へは進めないと私は判断いたしますので、継続審議としたいと

思うんですが、具体的に要求事項がございましたら、疑念をはっきりしていた

だく、場合によっては事務局に文書で出していただいて、それを事務局でまと

めていただいてメーカー側に要求する。これ以上のものが出てこないのか、も

う少し具体的にならないと具合が悪いんじゃないかと思うんですが。

それとも、ただいまの御意見は御意見として、これで承認してよろしいとい

う御意見はございますでしょうか。

、 、 、○○委員 私のコメントについては 装置を直接 だれかが行って見てくるか

写真でももらえば、どんなことをやっているかわかると思うんです。

事務局 写真は入手できます。

○○委員 それを見て、計算法を向こうからもらって。そうすると大体の見当

はつくと思うんですけどね。

○○委員 それができれば事務局の処置でよろしいというお考えでしょうか。

○○委員 それは事務局の能力によると思うんで。病理の方はまた別のことが

あると思います。

○○委員 いかがでしょうか。

○○委員 先ほどの白血球の百分率は、別添３の５ページの表４は死亡例のみ

の成績を示しているんですけれども、ほかの生存して試験を終わったのも成績

が出ていると思うんですね。それと比較して、この数字がおかしいのか、そこ

は確認しておく必要があると思うんですけれども。

○○委員 そうですね。生存例も同じように調べているのかどうかですね。

それにしましても、右端の括弧に入っている正常値の範囲、これは一体どこ

から引用した数値なのか。正しいと思われるものもありますけれども、これの

根拠ですね。

ほかにはいかがでしょうか。この際、この部分に注文をつけたいというよう

な御意見をいただきたいと思います。
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特にございませんか。

それでは、念のためにもう一度確認します。いろいろ疑念がございますが、

承認でよろしいとおっしゃる方、合図をいただけますか。

一人もいらっしゃいません。ということは、これは継続ということで、ただ

。 。いまのような問題をもう一度確認していただいて それでよろしいでしょうか

、 、 、事務局 それでは 確認させていただきますが 子牛の死亡例につきましては

まず考察のところを、病理組織的な検査しかしておりませんので、その結果を

もとに獣医学的な考え方に基づいて考察をすること。それから、血液学的な検

査とか血液生化学的検査の数値については、生存例の子牛の結果もあるでしょ

うから、それとの比較をすること。それから、正常値についてはどこから引用

してきたのか、間違いならば正確な正常値を記載するようにすることという３

点でよろしいですか。

○○委員 確認だけ。死亡例の病理組織は膀胱と腎臓だけだったですか。ほか

の組織については病理組織学的に検査してない。

事務局 脳とか甲状腺とかやっていますが、異常なしということで。

○○委員 きょう配られた黒の ２の別添 を見ると、表１、子牛の安全No 1-4
性試験とありますね。各臓器で剖検とあって、病理組織の方で腎臓と膀胱は出

てますけど、ほかは検査せずと書いてありますが、そうだったですか。やった

んじゃないですか。

事務局 すみません。これは間違いです。これは前回のデータをそのままつけ

ているんだと思いますが、前回の御指摘を受けて改めて出してきたのが本日配

布させていただいた別添３の７ページの表６です。

すみません。当日配布資料の ２が二つあるようで、辻本先生から御指摘No
がありましたのは、別添１の別添 ページの表１の病理組織学的検査所見の1-4
ところが「検査せず」となっているんですが、これは前回の本部会の御審議の

ときに出していただきまして、膀胱とか腎臓以外の病理学的な所見もあれば出

すようにという御指摘がありましたので、今回改めて別添３の７ページの表６

に示しますように、脳、甲状腺、心臓、肺、肝臓、脾臓、腎臓の剖検及び病理

組織学的検査をやって、その写真を載せてきたというものです。したがいまし

て、膀胱、腎臓以外の病理組織学的検査は実施しております。

○○委員 わかりました。

。 。事務局 申しわけありません 別添３の表６で御判断いただければと思います

○○委員 ほかには。

○○委員 最終的に、どういう問題点が残っているのか、２案出していますけ

れど、記載のところだけ申し上げますと、別添３の１ページの下の方、所見が

認められたところをずっと説明してありますけれども、腹膜炎の記載の因果関
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係は書いてないんですね。腎臓に急性の化膿性腎炎があって、出血性の膀胱炎

が膀胱にあって、これは全部後腹膜ですから、腹腔に炎症が及んだ理由が書い

てないんですね。腹腔に及べばもっと全体的に、で、膨満するほどの腹水があ

るわけですから、全身症状と言うかどうかは別として、かなり重篤なあれの引

き金になるはずなんですけれど、その辺の記載はなくて、臓器所見について表

６のようなまとめ方で、本当に病理解剖の所見がとれているのかどうか、少な

くとも記載とは矛盾しますね。

それから、脾臓の所見はないという記載になっているんですけれど、この写

真の精度ではわからないんですけれど、重量とかなにかちゃんと比較して、本

当に異常がないのかどうか。これだけの炎症があって脾臓に炎症が及ばないと

いうことは考えにくいですから、その辺の矛盾があるということだけ指摘して

おきたいと思います。

○○委員 事務局、よろしいですか。

事務局 はい。

○○委員 それからもう一つ、膀胱障害ということになると、追加のお願いな

んですが、３カ月齢で、雄か雌かによっても発生要因が違いやしないかという

気がするんですが、読み落としだったら申しわけないんだけど、子牛の性別が

わからないんですね。どこかに雌って書いてありましたっけ。

事務局 この試験は雄を用いております。

○○委員 雄の子牛を使っているとすると、膀胱への感染はめったに起きない

だろう。内因性の障害が起きる可能性は強いかなと思うんですね。炎症という

のについても、先ほど御指摘があったように腹水が貯まるということは穏やか

ではありませんので、これですべての臓器に異常なしというのは、肉眼でも相

当の異常があっただろうと思うんですよ。言葉は悪いんですが、本当に全部チ

ェックしたのかなという疑念がわいてくるんですね。ここら辺の確認をしっか

りと、もしマクロの写真でも撮ってあるならそれもぜひ見たいというのが本音

です。

事務局 マクロの写真は、要求したんですが、ないということでした。

○○委員 そうなると、３例追加して１例が全くの疑問ですよね。あとの２例

で何が何でも判断しろと。薬剤の効果はそれである程度の判断はできると思う

んですが、１例が、つまり ％が異常を起こしたのかもしれないということ33
になると、この１例の掘り下げをこれ以上やるのか、あるいは同様の試験を追

加するのか。かえってその方が時間的にも早いんじゃないかなと、個人的には

思うんですが、先生方はいかがでしょうか。そこら辺のところをはっきりさせ

てあげた方がいいかもしれません。これはもう忘れてしまって、いっそ追加試

験をやったらどうですかと、そういう考え方も出てくるんじゃないかと思うん
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ですが、御意見をいただけませんか。

○○委員 一般論なんですけれども、今回の試験で３分の１がおかしい。では

やり直しましょう。次で３分の０だ。それでいいということには私はならない

と思います。

○○委員 ということは、追加しても意味がないということですか。

○○委員 はい。それぐらいのレベルでやるんだったら意味がない。問題は残

ったままだと思います。

○○委員 そうすると、具体的には。例えば。何かほかに方策があるか。この

１例を徹底的に除外できるような納得のいく報告が可能かということだと思い

ますが。

○○委員 私は細かいところの判断ができませんので何とも言えませんが、伺

っていると、説明がまだ足りないように思いますので、最低、そこを求めてか

らの判断でもいいんじゃないかと思いますが。

○○委員 説明を求めると。それからでよろしかろう。そういう御意見をいた

だきました。先生方、いかがでしょう。

○○委員 私は、安全性試験のときに子牛が死んだことはワクチンと関係ない

だろうとは思っているんです。病理を見ても、以前のデータは解釈できなかっ

たんですが、きょうのデータを見れば、尿路系の感染によって腎臓の障害を受

けて尿毒症になったと思うんです。ですけど、そういう説明がされていないと

、 、 、いうことが問題で 前回もそうですけれども 死亡例に対する追求の姿勢とか

、 。それのまとめ方とかが問題であって ワクチンとは直接関係ないと思うんです

試験をしたところの問題であって、ワクチン自体の問題ではないように思うん

です。安全性試験以外のほかの常用量の試験もありますし、臨床試験もありま

すし、そういったところで異常がない。予備試験でも問題がなかったというこ

ともありますから、先ほど御意見がありましたけれども、こういったことが非

常に低い確率で起きるということを調べることは非常に難しいですが、病理の

結果からすればワクチンの安全性とは関係ないことであると思うんです。そこ

を納得できるようにまとめるところが、大分よくなったんですが、まだ欠けて

いるので、書類の整備をもう少ししていただければと思っていて、再度試験を

行うということは要求する必要はないのかなと私は思います。

○○委員 追加試験を要求するという意見は今のところ否定的ですが。

○○委員 追加試験は、要求するとしたら何例ぐらい要求できるんですか。そ

れによると私は思うんです。

○○委員 ○○先生、実際どんなもんでしょうね。

○○委員 私も先ほどの○○委員の意見に全く同感なんですけれども、前回の

この場でもワクチンによる影響はないと発言していますが、そこはこのデータ
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、 、を見ても変わらない立場だと言っておきますけれども 先ほど言われたように

もう少しきちっとした報告があればという、その中だと私は理解しています。

○○委員 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。

異常なものに対するまとめ方がこうずさんだと、逆に、正常だと言われるの

は本当に正常だったのかという疑念が私はございまして、だもんですから先生

方から御意見をいただきたくて流しているんですが。

○○委員 ３例の追加だと、そのことでどのぐらい安全だということについて

確証が持てるかどうか、多分皆さん納得されないだろうと思うんです。例えば

７例になって、全部で 例になって、 分の１の確率でこれだと、そのぐら10 10
いの数字は必要なのかなと思いますけど、現実に可能かどうか私はわかりませ

んので。

○○委員 私も、さっき○○さん、○○先生から話があったように、一番大事

なワクチンとの関係、死亡した例については、もろもろのことを考えるとない

んだろうと思っています。それで、追加試験の話があるわけですが、追加試験

を、何頭かわかりませんけれども、やって、恐らく大丈夫なんだろうと思うん

ですが、そうだとしても１頭の事実は残るわけです。これのワクチンとの因果

関係を説明できなければだめという話になると、とても難しい話ですね。

この報告書を見る限り、死亡例の取りまとめにいいかげんなところがあると

いうのは事実だと思うんですけれども、死んだことにこだわる限り幾らやって

も先へ進まないということで、なかなか難しい話だと思うんですね。だから、

ワクチンと関係ないということが大方の理解が得られるような取りまとめがあ

ればと思うんですけれど。

○○委員 ごもっともだと思います。

動薬検、○○先生、あえて指名します。この問題を解決する方策、お考えが

あったら聞かせてください。

動物医薬品検査所 私、個人的には○○委員の意見に賛成でして、この問題は

何例追加しても残りますので、皆さんが納得いくような形でまとめ直す。デー

タはこれ以上ないと思いますので、まとめ方がもう少しあるんじゃないかなと

いう気がいたしますけれど。

○○委員 要するに、弱毒じゃないウイルスによって起こる病理変化と関係が

あるか、それだけだと思うんです。恐らくないんだと思うんです。それでいい

んだと思うんですけどね。今の件は。

○○委員 事務局、大変貴重な御意見だと思いますが。

事務局 わかりました。

○○委員 では、これ以上時間をかけても結論は難しいと思いますので、今の

御意見、よろしゅうございますか。とにかくこのメンバーを納得させるような
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きちんとしたまとめ方で、もう一回それを要求するということで事務局に預け

たいと思います。

事務局 わかりました。

そうしましたら、この死亡例につきましては、まず尿路系の感染症を起こし

て膀胱炎、腎臓炎を起こして死亡したんだろうと想定されますので、そこをき

ちっと、科学的にわかる形でレポートをまとめ直す。その際に、生存例の血液

学的な所見とか血液生化学的な所見があると思いますので、それも添付して、

比較して、それも考察に加えるように。

それから、正常値につきましては間違いだと思われるので、正しいものを記

載するように。

、 、 、 、それから ○○先生から御意見がありましたように これはＩＢＲ ＢＶＤ

それからパラ３、アデノ、ＢＶＤは不活化ですが、それ以外は弱毒の生ワクチ

ンということになっていますので、通常、強毒だった場合にはこういう病理的

な所見があるだろう。そういうものが見られないということで、ワクチン株が

原因で死亡したのではないだろうという考察をできればするということをもっ

て、今回提出していただいたレポートを再度まとめ直す。

それから、紫外線照射の装置については、紫外線照射装置の写真を提出する

こと。それから照射線量等の計算方法を提示すること。という条件で継続審議

ということでよろしいでしょうか。

○○委員 加えて、できれば子牛の飼育環境。何でこんな事故が、事故だと思

いますけれども、起きるような環境なのか、率直なところを聞かせていただき

たいという願望があります。

事務局 では、それもレポートの中に加えさせるようにします。

、 。○○委員 追加ですが これはチューブの素材とかがかなり影響するんですよ

液量とか。詳細について聞いた方がいいと思います。この計算はどうやって計

算したかわからないですね。数値自体がひょっとしたら危ないかもしれない。

○○委員 ○○先生、例えばこの機械の仕様書のようなものを添付ということ

も含めて。

○○委員 そうですね。チューブの素材を見るとどのぐらい紫外線を通すもの

かわかりますし、液体の中の色素があるなしで随分、吸収されます。いろいろ

な条件があって、こういう数値を出すと、さっき○○先生がおっしゃったよう

に、後で業者にとってひどいことになるかもしれない。計算値がうそだったと

かね。だから業者さんは十分注意して出された方がいいと思います。

○○委員 ただいまの件とは別に、臨床データをいただいて、今回の実験では

正常値の範囲は当研究所の背景データと書いてありますね。現在、臨床的には

余り「正常値」という言葉を使いません 「基準値」という言葉で、しかも３。
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カ月齢の子牛を対象にした基準値なのか、あるいは牛一般のものなのか。子牛

と成牛では全く違いますからね。ですから、この会社に限ったことではなく、

これからの実験にはそういう指導をしていただきたいと思います。そうでない

とこれを読んでも余り意味がないんですよ。そういうことをお願いしておきた

いと思います。

事務局 わかりました。

○○委員 先ほどの、健康なのを一緒に添付するという、それはよろしいです

ね。

事務局 残り２頭の所見があると思いますので、それをつけるようにいたしま

す。

○○委員 以上でよろしいでしょうか。ほかにございますか。

それでは、概ねこんなところで、事務局、よろしくお願いします。

事務局 ありがとうございました。本剤につきましては今の点を含んで資料を

整備するということで継続審議といたします。

［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〕

【新有効成分含有動物用医薬品 （輸入承認）】

②スワイバック ＡＲ コンポ ２ 共立製薬株式会社

○○委員 それでは、次に、やはり継続審議でございます動物用生物学的製剤

調査会関係の( ) の②スワイバック ＡＲ コンポ ２の輸入承認等の可否に1
ついて。これも○○先生から説明をお願いいたします。

○○委員 スワイバック ＡＲ コンポ ２につきましては、前回の部会で審

議され、継続審議となったものです。詳細につきましては事務局から説明があ

ります。

事務局 事前に配付させていただきました赤の ２を御用意ください。No
表紙をめくっていただきますと審議経過票がございますので、そちらをご覧

ください。本剤は、共立製薬株式会社より製造承認申請されましたスワイバッ

。 、 、ク ＡＲ コンポ ２です 本剤については 前回の本部会で御審議いただき

次のページの別紙１に示す資料を整備した上で継続審議とされました。

少し大きめの「部会回答書」というタッグがありますので、そちらをお開き

ください。左側に審議結果、右側に意見又は措置が記載してございます。

まず )ですが、開発の経緯において、ＡＲにおけるパスツレラ・ムルトシ1
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ダの位置づけをわかりやすい文章にまとめること。また、パスツレラ肺炎にお

、 。いての記述が見られますが ＡＲの説明と誤解されないような記載とすること

さらに、パスツレラ・ムルトシダに対する抗原として抽出抗原を選定した理由

について記載することという御指摘でございました。

まず前段の記載の整備につきましては、開発の経緯の整備をするということ

で対応しております。それから、抽出抗原を選定した理由については、必須抗

原としては皮膚壊死毒素でございますが、それ以外の菌体蛋白も有効性に関与

していることから、全菌体を含む死菌がいいのではないかと考えました。しか

し、そうしますと相当量の菌量が必要となり、生産性が落ちてくるということ

もありますので抽出抗原としたという回答になっております。

続きまして )でございますが、パスツレラ・ムルトシダの 株をワクチ2 202
ン株として選定した理由を説明することということでございますが、回答とし

ては、標準株と野外分離株 株より抽出した抗原についてモルモットの皮膚18
壊死斑形成試験を実施しましたところ、 株が最も強い壊死斑が認められた202
ということで、 株が高いＤＮＴ産生性を有していることからワクチン製造202
用株として選定したということでございます。

続きまして )でございます。攻撃用菌液の作成において豚用とマウス用で3
作成方法が異なっているが、なぜか。また、培養時間が 時間である妥当性18
を説明することということでございます。

豚用の攻撃試験には大量の攻撃菌液を要するということが一つございます。

一方、マウスの攻撃試験は菌量が少量で済むため、マウスは継代による変異が

少ない寒天培地による培養方法を選択したということでございます。結果的に

それぞれの培地でつくった菌液の毒性はほぼ同等であり、培地の違いによる毒

性の変化はないと判断しているということです。また、 時間の妥当性につ18
きましては、次の２ページの表に示しますように、菌の増殖は 時間までほ18
ぼ同じ菌量で推移していましたが、皮膚壊死毒素については 時間が最大で18
あったということで 時間培養を妥当であると判断したということでござい18
ます。

最後に )でございますが、パスツレラ・ムルトシダの抽出抗原の蛋白解析4
と免疫学的同定について、本試験の目的とバンドとして得られた蛋白質と有効

抗原の関係について説明すること。また、トキソイド化された皮膚壊死毒素

（ ～ Ｄ）が有効成分であると思われるが、この皮膚壊死毒素と有効140 160k
成分の関係について説明することということでございます。

まず精製抗原につきましては、精製抗原と本ワクチンの免疫豚血清を用いた

ウエスタンブロッティングにおきまして ＫＤ と ＫＤ の蛋白バンドが60 a 37 a
認められております。それにより、本ワクチンにおいてはこの二つの蛋白バン
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ドも有効抗原の一つと考えてワクチンの成分として活用するというふうに判断

したものでございます。

また、別添－４にウエスタンブロットの図が載っておりますが、皮膚壊死毒

素（ ～ Ｄ）と有効成分との関係については、皮膚壊死毒素活性を持140 160k
つ ＫＤ の蛋白バンドを精製し、それと抽出抗原の家兎免疫血清を用い140 a
たウエスタンブロッティングでこの蛋白バンドの発色が認められたという形に

なっていまして、本製剤中に含有されるトキソイド化された皮膚壊死毒素もワ

。 。クチンとしての有効成分であることが確認されております 以上でございます

御審議のほどをよろしくお願いいたします。

○○委員 ただいまの説明につきまして御意見あるいは御質問がございました

らお願いいたします。

○○委員 私から質問したことに一応答えていただいているんですけれども、

基本的に、もともと誤解があると判断します。ワクチンは有効であるというこ

とで、それは世に出ても構わないと思いますが、新しいワクチンという形で出

そうということが、後で気がついたかどうか知りませんけれども、主成分は皮

膚壊死毒素のトキソイドであるということを認めているわけですね。また、有

効性を判断する豚の試験におけるＡＲ病変の抑制ということで判断しているわ

けですね。ところが新しい有効成分が別にあるんだと強調されているんで誤解

を招いていると思うんです。

攻撃試験においても、実際に使われている 時間培養菌というのは別の有18
効抗原と想像されているような付着とかに関係する蛋白ではなくて、結局皮膚

壊死毒素の産生性が一番高い培養時間で集められた菌で攻撃試験もされている

ということで、何を見ているかというと、皮膚壊死毒素によるＡＲ病変がワク

チンで抑制されるかというところを見ておられるんで、付着とか、その辺は見

ていないわけです。そういうところで、もっと素直に取り組まれればよかった

のかなと思います。

ほかに有効抗原があるというなら、実際に感染防御にかかわるところを押さ

、 、 、えるべきで そういうところが押さえられていれば 確かにＡＲ病変の抑制と

さらに初期の感染ステージの鼻粘膜への付着を抑制するんだというところもき

ちっと言えると思うんですね。その辺は早とちりみたいなところがあったので

はないかなと思います。

最初の開発の経緯のところの文章は、まあまあ直されていると思います。以

上です。

○○委員 ○○先生、そうすると先生としては、満足とはいかないけれども、

大体納得のいく回答がきたとお考えですか。

○○委員 きちっと理解されていないかと思いますけれども、ワクチンの有効
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性は保たれて、それは示されていますので、仕方がないかなと思います。

○○委員 ほかには、御意見あるいは御質問等ございましょうか。

前回もワクチンとしては概ねよかろうという方向だったように記憶しており

ますが、特に御発言ございませんか。

それでは、これで承認ということでよろしゅうございますか。

特に異論はないようです。では承認といたします。

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

薬品ということで６年とさせていただきます。

［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〕

【新有効成分含有動物用医薬品 （製造承認）】

③“京都微研 ポールセーバーＩＢ 株式会社 微生物化学研究所
”

○○委員 それでは、続きまして③、動物用生物学的製剤調査会関係で“京都

微研 のポールセーバーＩＢの製造承認の可否について。これも○○先生から
”

説明をお願いします。

○○委員 “京都微研 ポールセーバーＩＢは、株式会社会微生物化学研究所
”

から製造承認申請された鶏伝染性気管支炎ウイルスＧＮ株を有効成分とする鶏

用の生ワクチンであります。本製剤は平成 年１月 日に開催された動物用16 29
生物学的製剤調査会において事前の審議を終了し、本部会に上程されるもので

す。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赤の３番を御用意くださ

い。

「申請書」というタッグがありますので、そちらをお開きください。本剤は

株式会社微生物化学研究所より製造承認申請された“京都微研 ポールセーバ
”

ーＩＢでございます。次のページに成分・分量が記載されておりますが、本剤

は鶏伝染性気管支炎ウイルスＧＮ株を主剤とする生ワクチンで、４ページの下

から用法・用量が記載されていますが、乾燥ワクチンを添付の溶解用液または

精製水で溶解し、１羽分を点眼、点鼻、あるいは散霧接種する。または飲水で

投与するというものでございます。効能・効果は鶏伝染性気管支炎の予防とい

うことでございます。

ＩＢの生ワクチンはこれまで幾つか承認されておりますが、ＧＮ株は既承認
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のワクチン株と抗原性が異なることから、新有効成分含有動物用医薬品という

ことで御審議を願います。

それでは本剤の概要について御説明いたします 「概要書」とあるタッグを。

お開きください。まず起源又は開発の経緯ですが、ＩＢは血清型の多様性や病

性の複雑さからワクチンによる予防が困難な感染症として問題になっておりま

す。そうしたことから、野外の腎炎症例より分離し、既知の株や既存のワクチ

ン株とは血清学的に一致しない岐阜株というものを弱毒化した生ワクチンの開

発を試みたということでございます。

続きまして概要 ページをお開きください。製造用株とワクチン及び既知-12
の株との抗原性の比較ということでございますが、表 にＧＮ株と他のＩＢ2-4
ウイルス株の交差中和試験成績を示しておりますが、抗ＧＮ株血清はすべての

株に中和指数 以上を示し、また他の株の抗血清も多くがＧＮ株と反応し、2.0
このＧＮ株は血清学的に独立した株とは考えられましたが、部分的な交差は幅

広く認められたということでございます。

続きまして概要 ページをお開きください。安全性に関する試験ですが、-37
ガイドラインに従い１日齢のＳＰＦ鶏にワクチンを散霧投与して、 日間飼28

、 、 。 、 、育し 臨床観察 各種検査を実施いたしました その結果 表７に示しますが

臨床観察においては各群とも開口呼吸や鼻汁排泄等の強い症状は認められませ

んでした。また、病理組織学的検査におきましても各群に著変を示す個体は認

められませんでした。血液学的検査においては、すべての項目で群間の有意差

は認められませんでした。血液生化学的検査についても異常と判断されるもの

はございませんでした。以上の成績より、ワクチンの鶏に対する安全性が確認

されております。

続きまして概要 ページをお開きください。製造用株のＩＢウイルス各血-41
清型に対する防御効果ということでございます。４日齢のＳＰＦ鶏を免疫群と

21 8-2非免疫群に分け 免疫群にＧＮ株を点眼接種し 日目に 次のページの表、 、 、

に示す三つの株で攻撃をいたしました。攻撃時の中和抗体価及び攻撃後の臨床

、 。観察 気管線毛運動の観察及び主要臓器からのウイルス回収を試みております

その結果、ホモ株である岐阜株で攻撃した群では中和抗体価は で、呼吸3.13
器症状を完全に抑え、気管線毛運動も障害されず、ウイルスも４臓器しか回収

されませんでした。一方、Ｍ 株やＳＴ－ 株で攻撃した群は十分な抗体産41 43
生を認めず発症を許しましたが、その程度は非免疫鶏と比較すると明らかに軽

減されており、その有効性が確認されたところでございます。

続きまして概要 ページをお開きください。臨床試験でございます。ブロ-46
イラー２農場及びレイヤー１農場で実施しております。ブロイラーはワクチン

を初生で散霧投与、あるいは 日齢で飲水投与しております。レイヤーは１14
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日齢で飲水投与しております。これら各群につきまして、表 に示した要12-1
領で試験を実施しております。その結果及び評価につきましては表 、表12-2
、表 にそれぞれ示してございますが、まず有効性については、いず12-3 12-4

れの症例においてもＩＢの明確な発生が認められなかったので抗体応答により

確認しましたが、各試験群が対照群より有意に、有効抗体価以上に上昇してい

、 。 、 、まして 被験薬の有効性が確認されております また 安全性に関しましては

被験薬に起因する異常は認められなかったことから、被験薬の安全性も確認さ

れております。

一番最初に戻りまして、審議経過票をご覧ください。本剤につきましては、

７の欄に書いてありますように、平成 年１月 日に開催された動物用生物16 29
学的製剤調査会において事前の調査審議を終了いたしまして、本部会に上程し

て差し支えないとされております。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用

医薬品ということで６年とさせていただきます。御審議のほどをよろしくお願

いいたします。

○○委員 それでは、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 一つは、ＧＮ株というものの抗原性が少しほかのものと異なるとい

う話なんですが、一般に日本で流行っている株の中での抗原の頻度というのは

どうなっているんでしょうね。要するにワクチンで出てきた株が多いのか少な

いのか、その辺を聞きたいのと、もう一つは、別の株でチャレンジするとウイ

ルスを回収しているんだけど、たしかコロナは、リアソートメントはしないけ

、 、ど 組換えが結構起こるウイルスじゃなかったかなという記憶があるんですが

回収したウイルスの遺伝学的なところは調べていますかね。ある程度有効だと

いうのはいいんですが、共感染になって出てきたウイルスが変なウイルスだと

かえって面倒なところがありますけれども、その辺はどんな検討をしているの

か。

事務局 まず、１点目の日本での流行株の状況ですが、詳細に調べているとこ

ろはありませんで、少なくとも今回のＧＮ株というのは親株を岐阜株としてお

りまして、日本で腎炎を起こしている鶏から分離したものということで、既承

認のワクチン株とは抗原性が若干異なることから、そういった株が日本で流行

していることを受けて、そういった株のワクチンを開発しておく必要があるだ

ろうということで今回開発したというものです。

それから、チャレンジ試験において回収されたウイルスの遺伝学的な調査で

すが、それは実施しておりません。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 これはコロナをやっている専門家の先生方の意見を聞いた方がいい
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んですが。

○○委員 どなたか御発言いただけますか。

○○委員 僕も細かくは覚えてないんですけれども、チャレンジした後、回収

されたウイルスについては、チャレンジした方なのかワクチンなのか調べてい

たんじゃなかったっけ。

○○委員 事務局、今わかりますか。

○○委員 ○○先生の質問と意味が違うかもしれませんけど、鶏とか発育鶏卵

で継代しても性状は変わらないということは、どこまで確認しているのか、遺

伝的なところまで見ているのかどうか知りませんが、そういうことはやってい

ますね。

○○委員 ほかに御発言ございますか。

○○委員 申請書の４ページに用法・用量がありますが、用法は点眼以外にい

ろいろな方法が記載されていますけれども、有効性の試験とか、チャレンジを

やるときにはほとんど点眼でやっているんですけれども、ほかの投与の仕方を

しても同等の効果があるという根拠が見えないんですけど。

例えば飲水による投与というのもありますね。それが点眼と同等の有効性が

あるのかどうか、よくわからないんですけど。

事務局 まず、臨床試験の中ではブロイラーについては散霧投与と飲水投与と

をして、それぞれ安全性と有効性が確認されております。また、レイヤーの試

験では飲水投与で有効性が確認されていますので、散霧投与、飲水投与につい

ても安全性、有効性は担保されていると考えています。

○○委員 よろしいですか。

関連があるかどうかわかりませんが、頭の方の２ページ目ですね、適用上の

注意の飲水投与上の注意として、井戸水、清水。要は、いわゆる天然水を使え

、 、 、という意味だと思いますが 日本中 天然水にはいろいろな種類がありまして

現実問題として実行可能なのか、全く問題なく、ほかのものも含めて行われて

いるのか、それとも、実際には水道水でわっとやってしまってということなの

か。

大きいところはとんでもない数の鶏がいるようで、天然水で溶いて一斉に飲

ませるということになったら大変なことだと思うんですね。この辺はどうなん

です。実行可能なんでしょうか。それとも、これは言葉上の問題だけなんでし

ょうか。

事務局 数はどれぐらいかわかりませんが、田舎の方に行きますと井戸水を直

接引っ張ってきているような養鶏場もあるようでして、そうでなくて水道水を

使っているところは、ハイポを使って事前に処理をするという形になるかと思

いますが。
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○○委員 現実に指導は徹底していると見ていいですか。

○○委員 塩素を中和するのは常識という形で養鶏農家は飲水の場合はやって

おられると私は理解しています。

○○委員 そうですか。すみません。余分な心配でした。

○○委員 先ほどのは概要の ページに書いてあって、回収したのはＫＵ株29
で、チャレンジ株の方は回収されている。そういうことはやっている。ＰＣＲ

でどこかの領域でやったんだと思うんですが。

事務局 概要の ページにあります干渉作用を見ている試験では、菌を回収29
したものについて制限酵素を確認して、ＧＮはとれていなくてＫＵがとれてい

ることを確認しています。私が先ほど説明しました表 のチャレンジ試験の8-2
方ではやっていないということです。

○○委員 やってもらう方がいいかもしれないですね。

○○委員 その件に関して、概要の ページなんですけれども、製造用株の24
ウイルスの体内分布ということで、実際にワクチン株を接種して各臓器、器官

から回収されるという、この中では 日でほぼ消失する話になっています。14
今回のチャレンジ試験は 日目にチャレンジしていますので、実際に二つの28
ワクチン株と攻撃株が混ざり合うことは理論的にはほとんどないような気もし

ますけれど。

○○委員 私が言ったのはそういうことじゃなくて、流行っているときにやれ

ば当然起こるから。

○○委員 そういうおそれがあるという説は学会発表もされているので、可能

性は否定できないと思います。

○○委員 多分、干渉試験というのがそれに近い実験だと思います。

○○委員 今の件は、とりあえずよろしいですか。

ほかには。どなたか御意見等ございますか。

特に御発言がない。

これは承認をするかしないか断を取りたいと思いますが、特に積極的に継続

といった問題提起はなかったように思いますが、承認ということでよろしゅう

ございますか。

皆さんの反応、承認のようです。それでは承認といたします。

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

薬品ということで６年とさせていただきます。

○○委員 それでは、ここで暫時休憩といたします。午後の部は１時 分か15
ら始めたいと思います。約 分休憩いたします。45

〔暫時休憩〕
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○○委員 それでは再開いたします。

［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）】

④オイルバックスＳＥＴ 財団法人化学及血清療法研究所

○○委員 続きまして④、これも動物用生物学的製剤調査会の関係でございま

すが、オイルバックスＳＥＴの製造承認の可否について。○○先生から御説明

をお願いいたします。

○○委員 本品は、財団法人化学及血清療法研究所から製造承認申請されたサ

ルモネラ・エンテリティディス及びサルモネラ・ティフィムリウムを有効成分

とする鶏用の不活化ワクチンであります。本製剤は平成 年１月 日に開催16 29
された動物用生物学的製剤調査会において事前の審議を終了し、本部会に上程

されるものです。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赤の ４を御用意くだNo
さい。

「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。）

本製剤は財団法人化学及血清療法研究所から製造承認申請されましたオイルバ

ックスＳＥＴでございます。本製剤はサルモネラ・エンテリティディスのＥ－

株とＥ－ 株、それからサルモネラ・ティフィムリウムのＴ－ 株を926 136 023
主剤とする鶏用の不活化ワクチンで、鶏の腸管におけるサルモネラ・エンテリ

ティディス及びサルモネラ・ティフィムリウムの定着軽減を効能・効果とする

ものです。

鶏のサルモネラ・エンテリティディスに対する不活化ワクチンは既に幾つか

承認されており、また、サルモネラ・ティフィムリウムを成分とするものとし

ては牛用のワクチンとして既に承認されているものがございます。したがいま

して、これらの成分は既に承認されているということでございますが、これら

を混合する鶏のワクチンというものはございませんので、新動物用配合剤とし

て御審議を願います。

それでは本剤の概要について御説明させていただきます 「資料概要」とあ。

るタッグをお開きください。まず起源又は開発の経緯ですが、近年、サルモネ

ラ・エンテリティディスの汚染卵による食中毒が増加しております。そうした

中で各国ともＳＥ対策を実施しているわけですが、ＳＥに対する食中毒対策は
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非常に難しいのが現状でございます。最近、英国やドイツといった国では採卵

鶏へのワクチン接種が法律で義務化されていることもありまして、ワクチンに

よる予防対策が期待されているという現状でございます。

また、近年、サルモネラ・ティフィムリウムによる食中毒も多数報告され、

公衆衛生上問題になっているという背景もございます。そこで今回、ＳＥが二

株、ＳＴが入った鶏用のオイルワクチンというものを開発するに至ったという

ことです。なお、今回の製品に使われていますオイルアジュバントは既承認の

８製剤、化血研のオイルバックスシリーズというのがありまして、これらに使

われているものと同じものが使われております。

続きまして概の ページをお開きください。 混合ワクチンの検討とい11 2.6
うことで、まずサルモネラ・エンテリティディスに対する混合ワクチンの検討

を行っております。ＳＥの単味ワクチン、それからＳＥを二株含んだ混合のワ

クチンについて免疫４週後にＳＥの強毒株で攻撃し、５日後に脾臓、肝臓及び

盲腸から菌回収を行っております。その結果、表概の に示しますように、2.6
単味ワクチンと混合ワクチンを比較すると盲腸においては混合ワクチンの方か

ら有意に少ない菌が回収されております。したがいまして混合ワクチンの方が

より高い定着抑制効果を示したというものでございます。

その下、サルモネラ・ティフィムリウムに対する混合ワクチンの検討でござ

いますが、ＳＥ二株とＳＴの混合ワクチン、それからＳＴの単味ワクチンにつ

いて比較をしております。その結果を表概の に示してありますが、混合ワ2.7
クチンは単味ワクチンと同等の有効性を示したという結果になっております。

続きまして概の ページをお願いします。安全性に関する試験でございま15
0.5 mL 1.5 mLすが 試作のワクチンを臨床用量 ですが それとその３倍量、 、 、 、

を５週齢の鶏の頸部皮下に投与しました。その結果を表概の に示しており7.1
ますが、投与後４週目までの一般状態、体重及び臨床検査値に試作ワクチンに

よる影響というものは見られませんでした。また、投与後４週目の剖検では、

、 、投与部位に黄色顆粒状物が認められましたが 投与部位の変化は徐々に軽減し

投与後 週目から観察されなくなったということでございます。また、投与44
後 週目に３倍量の投与群で１羽死亡例が認められております。病理検査の47
結果、脂肪肝出血症候群に類似した所見が見られておりますが、ワクチンの影

響とは認められず、偶発的な死亡と判断されております。

続きまして概の ページをお開きください。抗体価と定着抑制効果の関係19
でございますが、ひな白痢の凝集抗体価とサルモネラ・エンテリティディス定

着抑制効果との関係を調べました。ＳＥＴワクチンを注射して、攻撃時のＳＥ

に対する抗体価、それから攻撃後の回収菌量の関係を検討しました。その結果

を表に示しますが、ワクチン群の方では対照群と比較して有意に少ない菌が回
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収されており、そのときの凝集抗体価は幾何平均値で 倍ということで、91.9
この程度の抗体価を保有していれば菌数を減少させることができることがわか

りました。

概の ページですが、免疫の持続期間の検討を行っています。ワクチン注20
射 カ月後まで十分高い抗体価を維持することがわかっております。12

、 。その下には 攻撃試験でも約１年間免疫が持続することがわかっております

続きまして概の ページをお開きください。臨床試験でございます。鹿児22
島県の採卵鶏の２施設において臨床試験を実施しております。表概 に試12.1
験の区分を示しております。安全性については、いずれの観察項目とも異常値

は認められず、良好な成績でございました。次に有効性につきましては、試作

ワクチンの皮下投与方法では投与後の抗体応答、持続性及び攻撃試験において

いずれも有効性が確認されております。以上の結果から、試作ワクチンは野外

においても安全であり、有効であることが確認されております。

16 29表紙の審議経過票にお戻りください 本剤につきましては 平成 年１月。 、

日の動物用生物学的製剤調査会で事前の調査審議をしていただき、本部会に上

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

なっております。御審議のほどをよろしくお願いいたします。

○○委員 ただいまの説明につきまして御質問あるいは御意見がございました

らお願いいたします。

○○委員 細かいことで恐縮ですけれども、概要の ページですが、混合ワ11
クチンの検討について御説明いただきましたけれども、この中で２点ほど教え

てください。一つは、この表を見ますとｔ検定をしたということで、それぞれ

有意水準が書かれておりますけれども、本文中に「盲腸においては混合ワクチ

ンの方から有意に少ない菌が回収された（Ｐ＝ 」と表記されておりま0.038 ）

すが、ｔ検定を行って、有意水準がＰ＝ というこの表記の仕方はどうい0.038
う意味なのか。

もう一つは、ｔ検定を用いて、それぞれの処置群の有意差検定を対照群との

間で比較した記載ですけれども、先ほどの説明のなかで混合ワクチンの方が単

独ワクチンに比べて盲腸で有意差があったということですが、この表を見る限

り単独ワクチンと混合ワクチンの間の有意差の検定をしておりません。何故、

両処置群の間で有意差ががあったといえるか、御説明いただけますか。

事務局 まず、Ｐ＝ の表現ですが、単味のワクチンと混合のワクチンを0.038
比較した場合、混合ワクチンの方が回収された菌が少なくて、その数に有意差

があったということでございます。確かに「少ない菌が回収された」ではわか

りづらいかと思います。

○○委員 両処置間における有意差の検証はどのようにされておりますか。ｔ
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検定を用いて対照群との間で比較したとしか書かれていないんですよ。単独ワ

クチンと混合ワクチンの群間での比較検定をしたとは書かれていないわけで

す。今の説明ですと、何を根拠にそうおっしゃっておられるのかということな

んですが。

事務局 表概の では単味のワクチンと混合ワクチンとのｔ検定というのは2.6
示していないんですね。あくまでも対照群との比較ということで、その中で単

味のワクチンについては、盲腸のところを見ると、混合ワクチンの方が菌が少

なかったということで、単味のワクチンと混合ワクチンとの間でも有意に差が

あるという表現になっているのではないかと思いますが。

○○委員 そういう解釈は非常に困るんですよ。

事務局 オリジナルのデータでも単味のワクチンと混合ワクチンとのｔ検定は

していないです。

○○委員 言葉としては一応納得するとして、先生、よろしいですか。ひょっ

とすると 「有意」という言葉を使っていること自体がミスプリントじゃない、

かなという感じもしないでもない。

事務局 「有意に」というのはオーバートークかと思います。

○○委員 いわゆる統計用語を一般の文章の中にひょっと入れるから間違いが

起こるわけですね。

○○委員 でもｔは書いてあるから計算したんですね。

○○委員 それを裏づける資料は今はないんですね。

事務局 単味のワクチンと混合ワクチンとを比較してｔ検定したというものは

ないです。

○○委員 あくまでも文章だけの問題ですね。

事務局 はい。

○○委員 ○○先生、いかがいたしますか。

○○委員 論理的に説明をいただかないと。

○○委員 つまり、それができないのであればこの文章がおかしい。

○○委員 承認ということはこれ全体を了解したことになりますね。混合ワク

チンの検討については評価できないということだと思います。

○○委員 事務局、よろしいですか。

事務局 はい。

○○委員 今の○○先生の御質問とも関連すると思うんですけど、こういうふ

うに二つのエンテリティディスの株を混ぜている意味というか、それに疑問を

感じるんですけど。混合ワクチンの検討のところのデータもそうですね。恐ら

く二つと一つで有意差はないんじゃないかと思われるんですけれども。

それで、これは二つのエンテリティディス、ティフィムリウムもそうですけ
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ど、ヒト由来株を使われているわけですけれども、まず、ひなや鶏から採れる

同様の血清型の株と、ヒトから採れるものというのは遺伝学的にも抗原性から

も同じと考えていいかどうかということと、ファージ型がエンテリティディス

の二株は違うんですけれども、それは抗原性が違うということを反映している

のかどうか。つまり防御抗原も若干違いがあるのかどうか。それなら混ぜる意

味があるかと思うんですけれども。

それから、二つの株が入っているということを検定で証明するのか、できる

のかということですね。その辺をまず教えていただきたいと思います。

ついでですけど、先ほどの混合ワクチンのときに攻撃に使っているＳＥの株

は、ファージ型はわかっていますか。

事務局 まず、今回の製造用株でありますヒト由来の株と、鶏といいますか、

ひなとか、そういったところからとれる株との血清学的な比較というのは、行

っていないようです。

それから、一般論的にファージ型と効果にかかわる血清型というものの違い

はないと聞いております。

それから、二株入っていることを自家試験上チェックしているかということ

ですが、この規格及び検査方法ではそれぞれ二株入っているということはチェ

ックしていません。エンテリティディスの力価試験ということで一つでやって

おります。

それから、最後は攻撃試験の。

○○委員 ええ。攻撃用株ですね。

事務局 ティフィムリウムの方の攻撃株ですか。

○○委員 ＳＥです。エンテリティディス。概要の ページの表 という11 2.6
のはＳＥのＨＹ－１株というのを攻撃に使っていますね。これはファージ型は

わかっていますか。

事務局 すみません。ファージ型は載っていません。わかりません。

○○委員 ファージ型が違えば免疫原性、防御抗原といいますか、そういうも

のが違うかどうかはわからないということですね。ですから、ほかにも既承認

の、外国でも混ぜたものがあるようですけれども、先ほどのデータ、有意差が

ないようなデータでなくて、それなりの意義を示してもらいたいような気がし

ますけれど。

事務局 申請者から資料の中でステートメントはないんですが、サルモネラ・

エンテリティディスのワクチンが一番最初に承認になったときの製品がファー

ジ型が三つ入っているものが承認になっていまして、その際の御審議のときに

は、何で三つ入っているんだという話があったんですが、結果として三つ入っ

ている方がよく効くんだということで三つ入っている。輸入物ですので、経験
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的な話でそういうふうに製剤化されたということで、ファージが違っていても

血清学的に意味があるわけではないんですが、ファージ型が三つ入っているこ

とで結果としてよく効くんだと、そういう御回答をいただいています。恐らく

これもそれと同じような形で、ファージ型が違うものが入っている方が結果と

してよく効くんじゃないかという形での製剤設計になっているかと思います。

○○委員 でも、実際に、先ほどの○○先生の御質問にもあったように、混ぜ

ている意義というのは明確ではないですね。血清型が違うものを混ぜる。それ

はわかりますけれども。

事務局 混ぜた場合と混ぜなかった場合の有意差が、調べていませんので、混

ぜる意義というものは明確にはなっていないと思います。

○○委員 それで二株入っていると証明ができないのであれば。それはそれで

いいんですか。

事務局 先ほど紹介しました、一番最初に承認になっていますサルモネラのワ

クチンはファージ型が３株入ってるんですが、規格及び検査方法としては３株

入っているということは証明していない形になっています。

○○委員 ○○先生、今の回答でよろしいですか。

○○委員 納得はしてないですけれども。

○○委員 それで、どのように指摘されますか。

○○委員 検出、識別する必要はないんでしょうか。ファージは使えないです

よね。死んでいる菌ですからね。常に製造者に確認してもらう。それはできる

だろうと思うんですけれども、検定する側としてはわからないのでは、どうな

んでしょうか。

○○委員 ただいまの御発言、検定のときにこれがわかるかという意味があり

ますが、これはどちらだろう。

動物医薬品検査所 今まで御承認いただいた幾つかの製剤、例えば猫用混合生

、 、製剤等のものですが それについても抗原性が極めて近似であるということで

最終小分製品における品質確保の中では一つの抗原タイプについて確認すると

いうことにとどめております。

それともう一つ、検定申請の場合には必ず製造に係わる規格検査の部分が提

出されます。その中に製造者として責任を持った、含有している部分の成分的

、 、 、なものについての表記がございますので それをもって 性善説になりますが

確認をしているというのが現状だと思っております。

○○委員 ○○先生、今の回答でよろしいでしょうか。

○○委員 これまで承認されていた経緯があるということですけれど、いつま

でもこういうスタイルでどうかなという気がするもんですから。

ほかのことでよろしいですか。
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○○委員 どうぞ。

、 、 、○○委員 概要の５ですけど 製造用株の選出に関する試験 鶏での病原性で

菌の接種ルートなりが書いてないので、全体的にそうなんですけど、経口投与

で感染させたのか、その辺を確認したいんですけれど。

事務局 の鶏での病原性試験につきましては、カニューレを用いて経口2.1.1
接種しております。

○○委員 何週齢の鶏ですか。

事務局 孵化後 時間以内のヒナを用いています。24
○○委員 よろしいですか。

○○先生、先ほどの御発言に関して、どのように事務局に注文をつけましょ

うか。

○○委員 私の先ほどの質問に対して答えをいただきましたけれども、意見と

しましては適切な統計手法を用いていただきたいということ、それから適切な

評価を行っていただきたい。

具体的に、適切な統計手法というのは、これはｔ検定を行っております。ｔ

検定を行う場合は正規分布している２つの群間の平均値の差の検定です。比較

する２群はいずれも正規分布をしているということが前提になるわけです。正

規分布が確認されているかどうかということで用いる統計手法が全く違ってく

ると思います。

それから、水準数（対照群、単味ワクチン群、混合ワクチン群の３つの平均

値）が三つありますので、ｔ検定を行いますと５％の有意水準がもっと高くな

ります。このような場合は通常、多重比較検定などが行われますので、そうい

った意味での適切な統計手法を全体にわたってもう一度御検討いただきたいと

いうのが私の意見です。

○○委員 事務局、いいですか。

事務局 はい。わかりました。

○○委員 ということは、そのデータを改めて示すということになりますね。

○○委員 調査会で十分議論されていると思いますので、回答をいただければ

私は結構です。

○○委員 よろしいですか、事務局。

事務局 はい。わかりました。

○○委員 先生、いいですか。

○○委員 ＳＥは白痢の凝集抗体ということですけど、ＳＴの場合には白痢の

抗原を使うことができないというか、ＳＥと区別するためにＥＬＩＳＡを使っ

たということですか。

概要の あたりですね。力価試験設定に関する試験。12
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動物医薬品検査所 ＥＬＩＳＡでサルモネラ・ティフィムリウムの方の力価を

測ろうと思ったんですが、最終的には、概要の に書いてございますが、サ19
ルモネラ・ティフィムリウムのＥＬＩＳＡというのはＳＴの定着抑制効果との

間にはっきりした関係を見出すことができなかったということで、力価試験等

における評価方法としては適当ではないということになっております。

○○委員 それは概要の でわかるんですけど、ＥＬＩＳＡを使われた理由19
はＳＥとの区別ですか。

チャレンジに切りかえられたわけですね。それはわかるんですけど。

いいです。結局使えなかった。結果的には問題ないんですけれども。

○○委員 では、一応調べていただいてということでよろしいですか。

○○委員 はい。

○○委員 それでは、ほかには御発言ございませんか。

いろいろあるかもしれませんが、私ちょっと気になるのがございまして、表

紙のすぐ後ろの１ページです。２段目に使用者に対する注意とございますが、

、 。( ) の① 間違って注射してしまったら中身を吸い出せと書いてあるんですね2
獣医師が自分でやって自分で吸うのは構いませんけど、そうでないとこれは大

変な問題が起きるはずでして、これは不適切な表現だと思いますがいかがでし

ょうか。( ) の誤って人に注射した場合には云々というところの①、直ちにオ2
イルワクチンを吸引器具で吸い出す。これは現場ではまず不可能。獣医師がが

よほど器用なら自分でできますけれども、そうでなければ無理だと思う。医師

法違反にもひっかかるかもしれません。

、 、最近はこの手の表現が大分減ってきておりますけれども これは削除するか

しかるべき医者にかかるか。

事務局 以前も同様の御指摘をいただいたかと思いまして、そのときにもたし

か削除して、医師にかかることといった表記にしたかと思うんですが、それと

合わせた形で整理するということでよろしいですか。

○○委員 この手の表現が過去にはいろいろあったと思うんですが、時代に合

った表現といいますか、そのように見ていただいた方がよろしいかと思います

ので、お願いします。

○○委員 今、使用上の注意ということで出たので、直した方がいいと思われ

る文言がありますので検討していただきたいんですが、使用上の注意の一般的

な注意の( ) の１行目 「従って」とありますが、接続詞の場合はひらがなを5 、

使うのが一般的でありますので、これはひらがなにした方がいいと思います。

また、同じ( ) の３行目に「鶏のサルモネラ症」とありますが、これは正し5
く書くべきだと思うので 「サルモネラ感染症」という書き方の方がよろしい、

のではないかと思います。
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それから、下の制限事項のところでありますが、( ) の「・」のところ、元2
気・食欲の一番右に「病気」とありますが、これは「疾病」の方がよろしいの

ではないかと思うし、その次の行も「病気」となっておりますが、これは「疾

病」と直した方がいいと思いますので、御検討のほどをお願いします。

事務局 はい。今の点については修正するように指導いたします。

○○委員 概要の ページ、表 ですけれども、脚注の凝集抗体陽性羽数23 12.3
とありますけど、陽性というのは何羽以上を言っているんですか。ＳＥの場合

ですけれども。 倍ですか。100
。 、 、事務局 すみません オリジナルの方を探したんですが 載っていないようで

わかりません。

○○委員 どうしましょうね。今のは概の の図の下ですけど、これの説明23
は の上から十何行目あたりに書いてあって、数値その他、条件などは表現22
されていないということですね。

○○委員 抗体価で示してもらえないですかね。

○○委員 ここに上がる前の資料は当然ありますね。

事務局 今それを調べているんですけれども、オリジナルのデータにも何倍を

もって陽性というのは明記されていない。

○○委員 何倍あるいは抗体価。幅も何も出ていない。

○○委員 ○○先生がおっしゃってくださったですけど、それならば抗体価を

示された方がいいのかなと思います。一応 倍以上あればいいというデータ90
はありますけど、何倍以上を陽性とするという記述はどこにもないようで。整

合性をとって示していただいた方がいいと思います。

○○委員 ○○先生、これは確認をしてもらうということでよろしいですか。

○○委員 はい。

○○委員 事務局、いいでしょうか 「陽性」と表現した部分を、具体的なデ。

ータを確認していただくと。

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。

ほかに御意見ございませんか。

そうしますと、幾つかの疑問が残りましたので、特に御発言の先生にもう一

回伺いますが、これはデータを示してもらわないといけませんね。

皆さんが納得というわけにいきませんので、それでは、資料を出してもらっ

て、継続にしますか。その方が無難だと思います。

事務局 わかりました。

そうしましたら、まず○○先生から御指摘がございました概要の ページ11
の有意差の件でございますが、ｔ検定をするなら、正規分布するのか、あと、
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分散とかそういったことも検討して適切な統計処理をするように、回答をきち

っと整備するということですね。

○○委員 このページにかかわらず、全体に対して見直しをお願いしたい。こ

れでいいかどうかということを含めて。

事務局） わかりました。

もう一点は、○○先生から御指摘がありました概の の凝集抗体陽性とい23
うものについて、何をもって陽性としているか明確にすることということでよ

ろしいですね。

○○委員 この際と言っては何ですが、ほかに何か御意見ございますか。

○○委員 ＳＥ株が二つ入っているとか、その辺の意義。それからヒト由来株

といいますか、食中毒由来株を使われていることの有利性とか、その辺は経緯

で書かれていたかどうか。

○○委員 そこら辺を含めてきちっと確認をしていただくと。

事務局 わかりました。開発の経緯の中に、二株を使っている意義と、ヒト由

来の株を使った意義ですね。そこも明記させるようにいたします。

○○委員 それでは、この件は継続審議ということで一応終わります。

事務局 ありがとうございました。本件につきましては、ただいま申し上げま

した点を整備するということで継続審議とさせていただきます。

［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 【新効能動物用医薬品 （輸入承認）】 】

⑤リニシールド ＴＸ４ ノバルティス アニマルヘルス株式会社

リニシールド ＴＸ４（ゲン） 株式会社ゲン・コーポレーション

○○委員 続きまして、やはり生物学的製剤調査会関係でございまして、⑤リ

ニシールド ＴＸ４、リニシールド ＴＸ４（ゲン）の輸入承認等の可否につ

いて。これも○○先生から御説明をお願いします。

○○委員 本剤は、ノバルティス アニマルヘルス株式会社及び株式会社ゲン

・コーポレーションから輸入承認申請されたボルデテラ・ブロンキセプチカ、

パスツレラ・ムルトシダ及び豚丹毒菌を有効成分とする豚用の不活化ワクチン

であります。本製剤は平成 年１月 日に開催された動物用生物学的製剤調16 29
査会において事前の審議を終了し、本部会に上程されるものです。詳細につき

ましては事務局から説明があります。
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事務局 それでは、事前に配付させていただきました赤の５番を御用意くださ

い。

黄色の「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。本製剤はノバルティス アニマルヘルス株式会社及び株式会社ゲン・コ

ーポレーションから共同申請されましたリニシールド ＴＸ４及びリニシール

ド ＴＸ４（ゲン）でございます。本製剤は、申請書の１ページに示しますよ

、 、 、うに ボルデテラ・ブロンキセプチカを二株 パスツレラ・ムルトシダを二株

それから豚丹毒菌一株を主剤とする豚用の不活化ワクチンで、妊娠豚の豚丹毒

予防並びにその産子の萎縮性鼻炎、パスツレラ性肺炎及び豚丹毒の予防を効能

・効果とするものです。ボルデテラやパスツレラ、豚丹毒のワクチンは既に承

認されておりますが、これらの菌体をすべて含む製剤はございませんので、新

動物用配合剤ということで御審議を願います。

それでは本剤の概要について御説明いたします 「概要書」とありますタッ。

グを開いていただきまして、概要の２ページをお開きください。最近、萎縮性

鼻炎の豚からパスツレラ・ムルトシダのＤ型だけではなくてＡ型の菌も多く分

離されているという背景がございます。このことから、このワクチンは両血清

型、Ｄ型とＡ型のパスツレラ・ムルトシダが製造用株として使用されていると

いうことでございます。一方、豚丹毒については生ワクチンが使われておりま

すが、血清抗体のばらつきが大きいという欠点がございまして、その点、不活

化ワクチンはばらつきが少なく、安定して抗体価を上げることができる。こう

した背景がありまして、今回ボルデテラ・ブロンキセプチカとパスツレラ・ム

ルトシダの二株、Ｄ型とＡ型、それから豚丹毒の不活化を含む混合のワクチン

を開発したという背景がございます。

概要の ページをお願いします。 として製造用株の生化学的及び血11 2-2-1-2
清学的性状を調べたものですが、概要の ページの表 ①に示しますよ12 2-2-1-2
うに、製造用株のＧＬ とＧＬ はパスツレラ・ムルトシダの基準株と各検16 37
査項目が一致しパスツレラ・ムルトシダであると考えられました。また、次の

ページの表 ②でございますが、ＧＬ 株はＤ型、ＧＬ はＡ型であ2-2-1-2 16 37
ることがわかっております。同様に豚丹毒菌のＧＬ についても調べました20
ところ、概要の ページに示しますように、ＧＬ 株は で血14 20 E.rhusiopathiae
清型が２型であるとなっております。

続きまして概要の ページをお開き下さい。安全性に関する試験でござい38
ますが、妊娠豚にワクチンを３回投与して母豚及び胎子に対する安全性を検討

しております。まずワクチン投与後の一般状態を表 に示してありますが、7-1
一部は体温の軽度な上昇が見られました。それから、５倍量の投与群では１頭

に流産が認められました。しかしそれ以外には目立った変化は認められており
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ません。

次のページには、注射部位の臨床所見を表 に示しておりますが、注射部7-2
位の臨床所見におきましては、注射後１週間の間に熱感とか硬結といったもの

が認められております。表 では血液検査の所見が記載されていますが、白7-3
血球数の注射後の増加が認められております。表 は常用量群における剖検7-4
及び病理組織検査所見でございますが、肉芽腫様の病変が認められております

が、経過とともに縮小する傾向にありました。概要の ページの表 には40 7-5
新生子豚の出生から離乳時の所見、表 には平均体重及び増体量について記7-6
載されていますが、ワクチン投与による影響は認められておりません。以上の

結果から、５倍量の投与群に１頭流産が認められていますが、それ以外には著

しい変化はなく、本ワクチンは安全であると結論付けられております。

続きまして概要の ページをお開きください。 としてワクチン注射母43 8-1-2
豚由来の新生豚における萎縮性鼻炎に対する移行抗体の効果試験ということ

で、ワクチンを妊娠豚に注射し、その母豚由来の新生豚を用いて生後５日目に

ボルデテラとパスツレラのＤ型を複合感染させてワクチンの有効性を検討して

おります。そうしましたところ、この豚由来の新生豚はボルデテラ、パスツレ

ラのＤ型に対する防御能を有していることが確認されております。

続きまして概要の ページをお願いします。臨床試験に関する資料でござ58
いますが、愛知県下の２農場で、投与群は 頭、対照群は 頭、計 頭に60 20 80
て臨床試験を実施しております。まずワクチン投与群である妊娠豚 頭の臨60

12-1床観察結果は異常は認められませんでした。また、分娩観察の結果を表

に示しておりますが、試験群間の有意差というものは認められていません。ま

た、有効性につきましても、母豚の血清抗体価、初乳の抗体価、子豚の血清抗

体価、菌分離成績、それから鼻甲介の病変スコアといったものを調べておりま

すが、いずれにおきましても有効性が確認されております。

一番最初の審議経過票にお戻りください。本剤は、平成 年１月 日の動16 29
物用生物学的製剤調査会において事前の調査審議を終了し、本部会に上程して

差し支えない。なお、再審査期間は６年ということでございました。以上でご

ざいます。御審議のほどをよろしくお願いいたします。

○○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をどうぞ。

○○委員 先ほどと同じ質問なんですけど、まず、ボルデテラの株が二つ用い

られていますけれども、何か意味があるのか根拠を教えていただきたいと思い

ます。

事務局 すみません。わかりません。

○○委員 両方ＤＮＴを出すわけですね。まあ、疑問です。

それから、豚丹毒菌のブラシ様の発育というのが出てくるんですけれども、
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歯ブラシ様ではございませんので、ぜひ「試験管ブラシ様」と教科書どおり書

いていただきたいと思います。

それから、申請書の ページ、Ａ型莢膜抗体価測定試験というやつですけ10
ど、これにはＥＬＩＳＡを使われているんですけれども、Ａ型抗原の抽出とい

うのは加熱処理で行われているんですけれども、多糖体が含まれているという

ことを確認されていますけど、ここには恐らく莢膜多糖体である

、それから細胞壁内ＬＰＳ、両方が主たる成分として入っているpolysaccharide
と思うんですけれども、Ａ型の抗体を検出するためにはＬＰＳは邪魔になると

思うんです。つまりＬＰＳも反応しているとなると、Ｄ型でＬＰＳのタイプが

同じであればそれも反応してくる可能性があります。莢膜の血清型を特異的に

、 、検出したいんだろうと思うんですけれども 例えば異なるＤ型の菌の抗体でも

ＬＰＳのタイプが同じであれば反応してくる可能性がある。その辺の特異性の

チェックがちゃんとなされているのかどうか教えていただきたいと思います。

。 、事務局 すみません そこら辺のチェックをしているデータはありませんので

今はお答えできません。

○○委員 これはメーカー側に確認。

事務局 そうですね。メーカー側に確認しないとわかりません。

○○委員 ５倍量接種豚で１頭流産ということですけれども、原因はわかって

いるんですか。

○○委員 概要の ページですね。38
事務局 流産の原因については、オリジナルを読み上げますと 「流産の原因、

は不明であるが、母豚の食欲排絶や体温上昇等の一般状態の変化が関与してい

るものと思われた」と考察では書いてあります。

動物医薬品検査所 あわせまして、ヒアリング指摘事項の９ページに添付資料

７、安全性に関する資料というのがございまして、流産が起こったので直ちに

その原因を追求するために剖検を実施しましたけれど、病理学的な異常は確認

されず、その原因については不明ですという回答しか来ておりません。

○○委員 よろしいですか。

ほかにはいかがでしょうか。

○○委員 概要の ページですが、豚丹毒菌で攻撃した成績ですけれども、52
中身じゃなくて、ＬＤ を求めて考えられたと推定をされていますけど、豚50
丹毒菌の強毒株というのはＬＤ は求められません。つまり 個打っても50 100
１億打っても結果は同じになりますので、こういう考え方は間違っていると思

います。マキシマムの とかで攻撃されるのは結構だと思いますけれど。107
それから、攻撃時の抗体価とあるんですけど、豚丹毒抗体を測るのにどうい

う方法でやられたのか記載がないもんですから、それを教えていただきたいと
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思います。後の方に凝集抗体価となっているんですね。生菌凝集ですか、それ

ともラテックスですか、死菌凝集ですか。

○○委員 事務局、今わかりそうですか。

事務局 生菌発育凝集で調べています。生菌発育凝集抗体価を出している。

○○委員 よろしいですか。

ほかにはいかがですか。

○○委員 前から３枚目の使用上の注意でお願いしたいんですが、真ん中より

下のところに対象動物に対する注意というのがありまして、１の( ) に本剤は1
妊娠豚以外には使用しないことと書いてあるんですが、( ) の「・」の３番目3
「 、 」 。 、に 交配後間がないもの 分娩間際のもの とあるんですね こうありますと

健康状態さえよければ交配後間がないものや分娩間際のものは注射を打っても

よろしいということになるんですね。これは妊娠豚以外には使っちゃいけない

というのにこれがあるのはおかしいので、この文言は削除しないと整合性がな

いですね。

事務局 削除するようにいたします。

○○委員 今のは注意喚起じゃありませんか。この時期には気をつけて打ちな

さいよという慎重投与ですね。

○○委員 ただ、妊娠豚に打ちなさいという製剤なんですね。ですから交配後

間がないものは……。そうか。構わないんですかね。

○○委員 分娩間際のものも妊娠中ですね。これは注意しながら慎重投与とい

う意味合いだと思いますが、取っちゃうと、逆に、打たれる心配が出てくるん

じゃありませんか。

○○委員 そうかもしれませんね。取り下げます。

事務局 では、この表記は活かすということでよろしいですか。

○○委員 それでよろしいんじゃないでしょうか。

○○委員 概要の ページの表 ①、これは表中の抗体価の種類はＰｍ47 8-1-5
トキシンでなくＰｍＡじゃないんですか。次の②の表もＰｍトキシンでなくて

ＰｍＡではないですか。

私の誤解かもしれません。

表題はＢｂトキシン及びＰｍＡに対する抗体価と出ていますので。

事務局 タイトルと表中の表記が合わないということですね。タイトルはＰｍ

Ａとなっているけれども、表中はＰｍトキシンとなっている。ここは確認して

そろえるようにいたします。

○○委員 それから、概要の 、表 ですけど、母豚血清の抗体価を測定62 12-5
している表で、採材時点が７日齢、 日齢、出荷時というのはちょっと変で21
はないかな。子豚のまま、そのまま使っているので、これでいいのかどうか、
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検討していただければ。

多分、子が生まれて、その後の経過だろうと思うんですけれども。このまま

でいいならいいですけど、適当な表現があれば。

○○委員 事務局、いいですか。

事務局 内容的には間違ってはいないと思うんですが、子豚がその日齢のとき

の親豚の血清という理解だと思うんですけど。採材時点の下に（子豚の日齢）

とか入れればよろしいですか。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 はい。

○○委員 かなり指摘が出てまいりましたけど、ほかに。

○○委員 概要の ページに注射部位の臨床所見が出ているんですが、常用39
量、５倍量ともにほとんどが反応が出ているということで、こういう結果が出

ているということは、使用上の注意、あるいはどこかに明記しておかないと、

３分の３とか３分の２とかいうのは ～ ％の確率で、打った豚すべてが60 100
みんなこういう状況になっていくんだろうと推測されますので。その辺いかが

でしょうか。

○○委員 事務局、いいですか。

事務局 使用上の注意の対象動物に対する注意のところに副反応という項目が

ありますので、そこに注射部位の一過性の熱感、腫脹及び硬結が認められるこ

とがあるという文言を入れさせていただきます。

○○委員 先ほどの件でありますけれども、言葉が足りなかったんですが、分

娩間際のものとか交配後間もないものについてこういった製剤を使って、豚丹

毒の予防にはなるんですけれども、果たして産子の萎縮性鼻炎とかパスツレラ

性の肺炎というものがきちんと予防できるのかどうか。そういったデータがあ

るのかどうか。

○○委員 妊娠中のどの時期に打てば予防効果が上がるのか。

○○委員 間際に打って本当に予防ができるのかという。

○○委員 常識的には無理ですね。分娩間際では。

○○委員 ２回目であればいいですけど、１回目ということになってもね。き

ちんとした使い方ができるような説明があってもよろしいのではないかと思う

んですね。

○○委員 そうですね。これには特に１回目、２回目という注意書きは入って

おりませんね。

事務局 ここに明記されています用法・用量どおりに使うと、交配後とか分娩

間際には実際は使わないということになりますね。

○○委員 そろそろ独断で結論づけますが、これだけ多くの指摘がございまし
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たので、これも書類を整備した上で継続審議の方が得心が速いと思います。

ついでにと言っては言い過ぎかもしれませんが、使用上の注意も、言葉の整

合性といいますか、本剤の目的に合った表現になっているかどうか、再度チェ

ックさせた方がよろしいんじゃないでしょうか。より的確な表現ということで

見直していただくと。

まだ注文がございますか。

○○委員 くどいようですけど、○○先生から流産が３頭のうち１頭あったと

、 、いうことに対して 体温が上がって一般状態が悪化して流産したということで

その原因は不明であるというお答えがあったんですが、これは非常に気になる

、 、 、ことで 注意事項に書くのか あるいはそうでないということを証明するのか

その辺のところを。

○○委員 これも、事のついでにもう少しデータを要求できるものならしてい

ただけますか。

事務局 わかりました。

○○委員 副反応といいますか、それは一つはエンドトキシンも影響があるか

。 、 、と思うんですね そういう意味で 同じタイプの菌を二つ混ぜるという意義は

効果が混ぜた方が高いのかもしれませんけれども、毒素というものに対する抗

体産生を目指しているわけですから、もう少し工夫をして、副反応を減らす努

力をもっとすべきだと思います。

○○委員 ただいまの御発言はどのように織り込みますか。そもそも製剤の根

幹にかかわる希望ですから。文章上の問題ではないと思いますのでね。附帯の

意見としておきますか。

いずれにしましても、これは事務局に預けます。ここでは継続審議というこ

とにいたしたいと思います。

事務局 ありがとうございました。

そうしましたらちょっと整理させていただきますが、まず、ボルデテラが二

株入っている理由を明確にすること。それから豚丹毒菌につきまして 「ブラ、

シ様」という表現を 「試験管ブラシ様」と訂正すること。それから、流産が、

あった症例についてさらに詳細なデータを追加して、このものについて安全な

のかどうかということを……。

。 。○○委員 無縁であるかどうかの証明ですね 先ほどの例と同じだと思います

事務局 ワクチンとの因果関係の有無を明確にすること。それから、使用上の

注意におきまして副反応の項目に、注射による一過性の疼痛とか熱感があると

いう注意喚起を行うこと。それから、パスツレラ・ムルトシダの力価試験の中

でＥＬＩＳＡが使われているんですが、ＥＬＩＳＡ抗原の特異性についてはち

ゃんとチェックしているのか明確にすること。あとは、豚丹毒の効果に関する
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攻撃菌量の試験の中で豚丹毒についてＬＤ が × とかいう表現があ50 2.0 105
、 、 、るんですが 豚丹毒菌について 豚ではＬＤ を求めることはできないので50

適切な表現に直すこと。以上だと思いますが、漏れはございませんか。

○○委員 御発言の先生方、今ので漏れがありますか。

○○委員 用法・用量と使用上の注意との説明が全然整合性がないので、それ

をきちんとしていただきたい。

事務局 わかりました。用法・用量に合う形で使用上の注意を整備すること。

特に交配間際の話ですね。

、 、○○委員 パスツレラのＥＬＩＳＡについては 毒素の方はよろしいですから

Ａ型莢膜抗体価測定法の特異性を明らかにしてください。

事務局 はい。

○○委員 いいですか。

事務局 はい。あと、一部表の中で誤記といいますか、ＰｍＡなのかＰｍトキ

シンなのか、あと、子豚の日齢が書いてあるところは子豚の日齢というのがわ

かるような形で整備させます。

以上を条件ということで、継続審議ということでよろしゅうございますか。

○○委員 はい。そのように扱ってください。

それでは、まだ山ほど残っておりますので次へ参りましょう。

［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 （製造承認）】

⑥ビムロン バイオベット株式会社

○○委員 今度は動物用一般医薬品調査会関係でございます。⑥ビムロンの製

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 ビムロンはバイオベット株式会社から承認申請されたインターフェ

ロン アルファを有効成分とする牛用の経口投与剤であります。平成 年１16
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了し、動20
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 年２月 日には動物用医薬品残留問題調査会で審議され、休薬期間に関16 18
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と

いうことになりました。詳細については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赤の６番を御用意ください。
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「 」 、 。ブルーの 申請書 というタッグがありますので そちらをお開きください

本剤はバイオベット株式会社から製造承認申請されましたビムロンでございま

す。本剤はインターフェロン アルファを有効成分とする散剤で、１カ月齢未

満の牛に、体重１ 当たり 国際単位という微量を経口投与し、ロタウイkg 0.5
ルス感染症による軽度下痢の発症日数の短縮、症状改善、増体量低減を改善す

るものでございます。動物用医薬品としてインターフェロン アルファを有効

成分とする製剤はこれが初めてでありますので、新有効成分含有動物用医薬品

ということで御審議を願いたいと存じます。

インターフェロンにつきましては、生体内の免疫関連細胞で働き、その免疫

増強作用を有することが知られ、ヒト用の医薬品で注射剤として承認されてい

ますが、本剤のように微量を経口投与するという意味では初めてであり、非常

にユニークなものでございます。また、インターフェロンの薬理作用は非特異

的でありますが、本剤は子牛のロタウイルスを効力と見る指標といたしました

、 「 」 。ことから 効能・効果に ロタウイルス と表記されているわけでございます

こういった点につきましても御留意の上、御審議願いたいと存じます。

それでは本剤の概要について御説明いたします 「概要」とあるタッグをお。

開きください。１ページに起源又は開発の経緯に関する資料がございますが、

本剤の有効成分でありますインターフェロン アルファは培養細胞法により製

造されるヒトインターフェロン アルファであり、既に医療用医薬品として承

認されております。本剤はインターフェロン アルファを生物活性を保持した

まま低濃度で散剤化したもので、これを動物の口腔内に投与するというもので

ございます。本剤はバイオベット株式会社と林原生物科学研究所が共同で開発

したというものでございます。

４ページをお願いします。本剤の開発の経緯でございますが、インターフェ

ロン アルファにつきましては、第１に微量口腔内投与による効果が報告され

たということが１点であります。それから、第２として製剤化技術開発がなさ

れた。つまりアメ粉を用いてインターフェロンを低濃度で安定化する技術が確

立したということです。これらによりヒトのインターフェロン アルファを動

物用医薬品として開発できないかとなったということでございます。

７ページをご覧ください。対象疾患選定の理由といたしましては、インター

フェロン アルファの微量口腔内投与が子牛の下痢や呼吸器感染症などに有効

であるという報告がありまして、まず子牛の下痢というものを選定したという

ことです。下痢には細菌性のものやウイルス性のものなどいろいろあるんです

が、この臨床試験の中ではロタウイルスが確認された子牛について試験をいた

しましたので、こうしたことからロタウイルスによる下痢を対象疾患としたと

いうことでございます。
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実際の試験データでございますが、基礎試験は既にヒト用の製剤で御審議さ

れておりますので、 ページの対象動物の安全性についてから御説明いたし46
ます。安全性に関する資料ですが、牛に本剤を 、または 、常20IU/kg 200IU/kg
用量の 倍及び 倍に当たりますが、これを５日間連続して経口投与した40 400
ということですが、その結果、特に異常は認められず、本剤の安全性が確認さ

れております。

続きまして ページをお願いします。牛における薬理試験成績ですが、ま54
ず牛の免疫機能に及ぼす影響ということで、本剤は免疫機能を活性化させると

いうことですので、血中のマクロファージ貪食能及び末梢血白血球のサイトカ

インｍＲＮＡの発現を調べております。

まず、表 にマクロファージ貪食能の測定結果を示しておりますが、投与8-1
群のマクロファージ貪食数は、投与開始後３～６日において投与前の値よりも

有意に増加しました。また、投与群のマクロファージ貪食数は、投与開始後３

～５日において対照群の値に比較して有意に高かったということです。マクロ

ファージの貪食率につきましては、いずれの時点におきましても群間において

有意差は認められておりません。

8-2また、末梢血白血球のサイトカインｍＲＮＡの発現を測定した結果を表

に示してありますが、投与群の２例で投与開始後３及び４日にＩＬ の顕著-2
な増大を認め、また、同時点の１例でＩＬ の顕著な増大が認められており-4
ます。

ページですが、以上のことから、本剤投与により血中マクロファージの56
活性を増強することが示され、また、ＩＬ 及びＩＬ の遺伝子の発現に影-2 -4
響を及ぼす可能性が示唆されたという結論になっております。

続きまして ページをお開きください。臨床試験に関する資料でございま75
す。ロタウイルスが確認された子牛を対象として、国内の３農場において臨床

試験を実施いたしました。まず安全性につきましては、 ページの下の⑥安79
全性というところから書いてありますが、本剤を投与した 頭中 頭が試152 12
験開始後に予後不良と診断され、効果判定から除外されていますが、いずれも

細菌感染によるもので、本剤に起因するものではないと推察されております。

したがいまして本剤の投与による異常というものは観察されず、臨床応用にお

ける安全性には問題ないと結論付けられています。

また、有効性につきましては ページの表 にまとめてありますが、82 11-11
調査会でも御議論になったんですが、この試験牛がちゃんと初乳を与えられて

いたのかどうかとか、免疫状態がどうだったのか、審議の時点ではっきりして

いなかったことから追加の試験を改めて行うということで、それで評価をした

ということになっています。 ページの下に追加試験の結果が示してありま83
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すが、生後 時間以内にきちっと初乳を給与した１カ月齢未満の子牛 頭を12 30
用いて追加試験を実施しております。

その臨床症状のスコアの推移を ページの表 に示してあります。２84 11-13
日目より有意なスコアの低下が認められています。また、平均の総合臨床スコ

ア合計、平均の下痢発現日数、有効率及び増体量の成績を表 に示してあ11-14
ります。総合臨床スコア合計は有意に低くなり、下痢の発現日数も有意に少な

かったというものです。また、試験期間中の増体量では対照群を上回る増体を

示したということでございます。以上のことから、臨床試験において下痢発症

日数の短縮、症状の改善、下痢スコアの低減ですが、それから増体量低減の改

善といったものが認められたということでございます。

。 、続きまして ページをご覧ください 残留性に関する資料でございますが86
この製剤については動物医薬品検査所に対する事前相談がありまして、その中

で、予定されている投与量では残留濃度での検出ができないとする根拠資料及

び当該成分が残留した食肉等を人が摂取しても人体に影響がないとする資料を

添付するのであれば残留試験は必要ないと回答をしている次第でございます。

本剤は、御説明しましたように 国際単位を牛に経口的に投与するというも0.5
ので、その有効成分が残留してそれが人に対して影響するということは考えら

れませんので、残留試験は実施しておりません。したがいまして休薬期間も設

定されておりません。

当日配布資料で、黒の ３の審議経過票をお願いします。本剤につきましNo
、 、 、ては 調査会における事前の調査審議を４回していただき 今年の１月 日20

使用上の注意に、本剤は初乳を給与した牛に対して投与することを記載するこ

と。これを条件に事前の調査審議を終了し本部会に上程して差し支えないとさ

。 、 、れたものです また ２月 日には残留問題調査会で御審議をしていただき18
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。

また、本剤の毒劇薬の指定の可否につきましては、本剤はインターフェロン

製剤であり、牛に対してかなり微量、体重１ 当たり 国際単位を経口投kg 0.5
与するというもので、その安全性は高いものと考えられる。したがいまして本

剤は毒劇薬には指定しないということを御提案させていただきます。以上でご

ざいます。御審議のほどをよろしくお願いいたします。

○○委員 それでは、ただいまの説明につきまして御質問あるいは御意見をい

ただきます。

御発言ございませんか。

経口投与と書いてあるんですが、具体的にどのように経口投与するのかが見

えてこないんですね。

事務局 実際にこの試験、臨床試験も含めまして、代用乳に溶かして強制的に
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経口投与しているということで、実際に使われる場でもそういう形で使うこと

を想定しています。

○○委員 ○○先生、ちょっと伺いたいんですけど、微量ですよね。代用乳と

いうのは ％ぐらいまではきれいに飲みますか。90
○○委員 はい。心配ないと思いますが。

○○委員 乳首を使うんですか。

○○委員 そうです。

○○委員 それでは、こぼすことは滅多にないですね。

ほかに御発言。

○○委員 これは治療薬ということですね。効能がロタウイルスという限定が

あって、なおかつ軽度の下痢ということで、なかなか適用を決めるのが難しい

ような気がするんですね。ロタウイルスの下痢であって、なおかつ軽度という

ことになってしまうと、なかなか難しいかなと思うんですけど。

もう一点、最近のことはわからないんですが、インターフェロン アルファ

については昔からホストバリアみたいなことが言われていて、種特異性がある

ということなんだけれども、調査会等ではヒトのインターフェロンが牛で効果

があるということについては特に議論はなかったんでしょうか。

事務局 調査会では、有効性については当初、クリアカットなデータが臨床試

験も含めて出ておりませんで、はっきり有効性がわかるデータをということで

４回御審議していただいた経緯があります。最終的には追加のデータをもちま

して効能・効果に記載してあります効果があるだろうということで御審議が得

られたと理解していますが。特段ホストバリアということは御議論はなかった

かと思います。

○○委員 今の○○先生の御質問で、ヒトのインターフェロンを少量経口投与

して免疫機能がちゃんと変化して病気の治療になるかというのが最大の焦点で

して、それに関して申請者は、微量をマウスに経口投与したことによってどう

免疫機能が変わるということを出してきました。ただ、それと今回の牛での治

療の有効性とのギャップが余りにも大きいので４回もやってきているんです

が、最終的に、確実にコントロールした臨床試験で効くのであれば認めようと

いう姿勢で調査会はきていまして、先ほど説明があったようなデータが出てい

ましたので、そういったことで調査会では有効性があると判断しています。

もう一つ、その裏づけとなる免疫学的な検討については、若干のデータはあ

りますけれども、不足であることはわかっていますけれども、これ以上望めな

いということもありましてそこで終了しています。

○○委員 僕も、すごい使い方というか、珍しいなと思ったのが第一印象なん

、 、ですけど 牛みたいに胃袋を四つ持っているものに組換え蛋白を入れたときに
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マウスとかラットで得られたデータをそのまま外挿していいのかどうかという

のが第１点です。

それから、 ページで見るところのサイトカインのがぽつんぽつんと上が55
ったり下がったりしているんだけど、これが投与したインターフェロン アル

ファによる影響であるということをどういうふうに理解できたのか、その二つ

が私にはよくわからないんです。

○○委員 今のはどなたが返答するんでしょうか。

○○委員 前半の部分だけ。

ルーメンがあるからということでこの効果がどうなっているのかなというこ

とでありますが、分娩後の子牛の状態を見ますと、生まれた当初は、先生方御

存じのように、一番大きいのは第四胃でありまして、ほかは、前胃の機能はほ

とんどないということなんですね。親牛と全く同じ機能を持つようになるには

生後 週かかっちゃうんですね。 日ですか。20 140
どういった点で親牛と同じような機能を持つかというと、まずＶＦＡが親牛

、 。と同じような産生量を持てるようになる時期 それから細菌数がどのぐらいか

、 、通常 親牛ですとパーミリリッター当たり１０ から１０ 個あるわけですが１０ １１

親牛並みになるのは生後 週ぐらいなんです。ＶＦＡが親牛並みに産生でき13
るのは生後８週ということでありますから、これは生後１カ月以内の牛を対象

にしているということでありますから、胃袋の方では全く単胃動物と同じよう

な考えでよろしいかと思うんです。

その後のことについては、先生、ひとつお願いします。

○○委員 もしそうだとすれば、例えば生まれたときのマウスと大人のマウス

とどのぐらい違うのか。体内分布を含めてですね。マクロモレキュールまで吸

収できるという意味でここを解しているのかね。

○○委員 先ほどは胃袋のお話をしたわけなんですが、投与してどこで作用す

るかというと口腔内で作用するということでありますから、胃袋がどうでこう

でということではなくて、口腔内でということであれば成牛も子牛も同じよう

な考え方でよろしいのではないかと思うんです。実験動物についてもそのよう

なことでよろしいのではないかなと思うんですが。

○○委員 ○○先生がおっしゃった後半の、マウスが牛に外挿できるかという

ことと、サイトカインの変化がインターフェロンの影響によるものかどうか。

いずれも納得しているわけではなくて、疑問だらけということはあります。た

だ、メカニズムがすべてわからなければ承認できないかという議論があって、

それについては、わからない部分があっても承認することがあってもいいとい

う判断だったと思います。

○○委員 ロタウイルスの確認はどういうふうに解釈をしたんでしょうか。
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事務局 これは、実際にロタウイルスを確認してから投与するというものでは

ありませんで、農場としてロタウイルスがあるだろうということをもって、軽

度の下痢を起こした牛がありましたら、その牛を獣医さんなりが見て、これは

ロタウイルスによる下痢だろうと判断した段階でこの薬を投与するという形で

使われるというものです。

○○委員 フィーリングですね。

○○委員 でも、資料を見せていただくと、○○先生からも御説明がありまし

たけれども、仕組みはよくわからないけれども、口の粘膜に作用して非特異的

な抵抗力を高めることを期待するという書き方になっていますよね。そうする

と、今回ロタウイルスを取り上げていますけれども、ほかの原因に対しても効

果があることは十分期待されるわけですよね。

事務局 それにつきましては、それ以外の下痢の原因につきましても今後検討

して、データが集まったら効能追加という形で事項変更をしたいと申請者は申

しております。

○○委員 その場合でも、下痢の原因一つずつに対してこういう試験をすると

いうことなんですか。

事務局 基本的にはそうです。

○○委員 この申請書を読んでいると、免疫に効いているのか、本当にインタ

ーフェロン アルファ、ダブルストランドのウイルスを抑えるという効能で効

いているのか説明していないんですね。要は効くから、何でもいいから効いた

ものについて申請を出して通すんだということになるわけですけれども、そう

いうことでよろしいんですか。

事務局 基本的には、メカニズムがきちっと解明されなくても、試験データと

して所要の効能・効果が認められればそれは医薬品として重要性があるだろう

と判断して認められると理解しています。

○○委員 主題は下痢ですね。あくまでも。

事務局 今は下痢をターゲットにしています。

○○委員 牛の免疫機構についてはよくわからないんですけど、その辺のとこ

ろの関係は調査会で長い議論があったんですか。サイトカインの量が上下して

いますよね。サイトカインの上下と、牛の免疫機構がどういう状態のものがど

うだというのがあって、それでこう効いているだろうと、そういう推測は全く

出てこなかったんですか。

○○委員 それは１回目の調査会からずっと要求して、その後３回やっていま

すけれども、３回の間に我々が得られたデータでは今回の下痢に対する臨床的

な効果は説明できないと思っています。

○○委員 以上のような、調査会の○○先生からの、ある意味ではきわめつき
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の御説明をいただきました。それでなおかつこれを承認するか、継続にするか

という判断を下さなければなりませんが、いかがいたしましょうか。

まず、継続審議と積極的に考えられる先生方、そのポイントを絞り込んで御

発言いただきたいと思いますが、ございましょうか。

本当はこういう聞き方をしてはいけないんですね。ですが、これはポイント

が非常に難しいので、とりあえず世の中に出してみて世間の評価を受けてから

可否について判断する方がいいのかなというような気もいたしますが、いかが

でしょうか。承認ということでよろしいでしょうか。

これも余り積極的な御発言はなさそうなんですが、宙に浮かしておくわけに

はまいりませんので、どちらかで。

ではもう一回申し上げます。承認ということにしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

○○委員 私たちはずっと納得してなくて１年間やってたんですけれども、き

ょう初めて説明を受けられて納得されることが理解できない。

○○委員 納得してません。だけど、これ以上やったってむだでしょう。

○○委員 ええ。これ以上出てこないということを我々は悟って承認した。も

う一つは、安全性についてほとんど問題がないということがあったもんですか

ら、その点については安心できる。有効性についての評価とメカニズムについ

てはずっとひっかかっていまして、ただ、全員一致で確実に承認という形でな

くても、１年間やってきた限りでそういう方向で持っていくべきであろうとい

う皆様の意見で調査会では承認という形になっていますので、部会の方でどの

ように判断されるかということはまた別かと思います。

○○委員 こういう例は過去に全くない、初めての例ということなんですね。

そこを確認したかったんですけど。全くメカニズムがわからないで、効くこと

が確かであり、安全性は確かだろうから、それなら承認するかという最初の例

と考えてよろしいんですか。

事務局 過去に、きっちりメカニズムがわからずに承認されたもの、例えば漢

方薬ですとそういった例があるんですが、これは４回も御議論していただいた

、 。という経緯があるように わからない範囲が多いというのは事実かと思います

ただ、はっきりわからなければ承認できないということではありませんで、安

全性・有効性が確認できれば御承認していただいて結構と考えています。

○○委員 ○○先生、よろしいですか。

何やらもやっとしておりますけれども、私も過去の生薬を思い出すような雰

囲気でこれを理解しておりました。

○○委員 ただいまのお話のように、４回やってもなかなか納得できないとい

う面があるわけですね。メカニズムの面では確かに不明な点が多い。それでは
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臨床効果はどうかと見てみますと、下痢日数の短縮とか、症状の改善というこ

とにもかなり効果が見られておりますし、確かに下痢に効いたかどうかという

のは増体量が大きな目安になるんですね。この製剤については増体量が対照群

と比べると有意に高いという状態でありますから、下痢については確かに効果

があったと見てもよろしいということになったわけですが、それでは副作用の

面ではどうか。

せっかく下痢に対していい成績が出たとしても、誤って用いることによって

どうなるかということですが、投与量が人体薬と比べると 万分の１という10
大変微量なものなんですね。 ということで人体薬の 万分の１ぐら0.5IU/kg 10
いであるし、また、常用量の 倍投与しても副作用がなかったという成績400
も出ておりますので、万が一間違って投与しても安全性については問題がない

と思われるということで、いろいろ紛糾したわけですけれども、効果の面でよ

ろしいので認めようというような経緯があったわけなんです。

○○委員 よろしいでしょうか。同じことを２度繰り返しても何ですが、一応

承事務局 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

医薬品ということで６年とさせていただきます。また、毒劇薬には指定しない

こととさせていただきます。

○○委員 それでは、唐突でございますが、 分足らず、あの時計で 分過10 10
ぎぐらいまで、暫時休憩いたします。

〔暫時休憩〕

○吉田部会長 それでは再開いたします。

［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〕

【新投与経路動物用医薬品 （輸入承認）】

⑦リマダイル注射液 ファイザー製薬株式会社

○○委員 続きまして、同じく一般薬の⑦リマダイル注射液の輸入承認等につ

いてでございます。○○先生から説明をお願いします。

○○委員 リマダイル注射液はファイザー製薬株式会社から承認申請されたカ

ルプロフェンを有効成分とする犬用の注射剤であります。平成 年１月 日16 20
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



- 58 -

務局から説明をお願いします。

事務局 それでは、事前に配付させていただきました赤の７番を御用意くださ

い。

幾つかのタッグが重なっていてわかりづらいんですが 「申請書」というタ、

ッグが中ほどにありますので、そちらをお開きください。本剤はファイザー製

薬株式会社から輸入承認申請されましたリマダイル注射液でございます。本剤

はカルプロフェンを主剤とする犬用の注射剤ですが、これまでカルプロフェン

を主剤とする製剤として、同社からリマダイル錠とかリマダイルチュアブルと

いったものが運動器疾患に伴う炎症及び疼痛の緩和を効能・効果として販売さ

れていますが、本剤は新たに整形外科及び軟部組織疾患に関わる手術における

術中・術後の疼痛の緩和を効能・効果とする注射剤として承認申請されたもの

でございます。したがいまして新投与経路動物用医薬品として御審議いただき

ます。

それでは本剤の概要について御説明いたします 「概要」とあるタッグをお。

開きください。１ページに起源又は開発の経緯に関する資料がございますが、

２ページに( ) 開発の意義とあります。外科手術を施す前には疼痛管理手技と2
して先制的鎮痛とバランス鎮痛という概念があるわけでございますが、カルプ

ロフェンについては先制的鎮痛ということでその有効性が報告されておりま

す。また、麻酔前投与薬としては経口投与剤よりも注射剤の方がいいわけであ

りまして、本剤、リマダイル注射液の開発が進んだということでございます。

カルプロフェンは、先ほど御説明しましたように成分としては既に承認され

ているものでございますので、ここではこれを犬に注射することについての安

全性、有効性について御説明いたします。

ページをお開きください。中ほどに )リマダイル注射液の犬における安44 3
全性試験がございます。ビーグル犬にリマダイル注射液の常用量、３倍量を１

日１回、３日間連続皮下投与して諸検査を行いました。その結果を ページ46
の表二 に示しますが、試験期間中、まず死亡例は一つもございませんでし-7
た。投与部位は、常用量で投与後８時間まで腫脹があり、３倍量では 時間24
腫脹がありました。しかしいずれも一過性であり、すぐに消失したということ

です。体重とか血液の諸検査では３倍量にクレアチニンキナーゼの一過性の上

昇がありましたが、あとは何もなかったということでございます。それから、

剖検により投与部位には皮下織に赤色部がありましたが、いずれも問題とする

ものではありませんでした。以上のことから、安全性には問題がないというこ

とになっております。

続きまして ページをお開きください。 )イヌに皮下あるいは経口投与時56 3
の生物学的同等性を調べておりますが、リマダイル注射液とリマダイル錠のそ
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れぞれについて単回投与後の 、ＡＵＣ及び定常状態でのＡＵＣの幾何平Cmax
均を求めております。その結果を表ヘ に示してありますが、リマダイル注-3
射液とリマダイル錠は同じ用量を投与した場合、定常状態では同様な安全性と

有効性を示すものと考えられました。

続きまして ページをお開きください。臨床試験に関する資料でございま59
す。まず国内における臨床試験につきましては、表ト に示す計８カ所の動-2
物病院で 頭の犬を供試して試験を実施しております。108
次のページの表ト に試験設計を示してありますが、生理食塩液とリマダ-3

、 、 、イル注射液を術前約２時間に１回皮下に投与し 術前及び術後４時間 ８時間

時間で痛みの評価を行っております。痛みの評価は 、24 Visual Analog Scale
ＶＡＳスコアを採用して行っております。

実際の成績ですが、 ページになります。 )有効性に関する成績というこ62 1
とですが、表ト に各評価時点でのＶＡＳスコアを示しておりますが、リマ-5
ダイル注射液群のＶＡＳスコアは術後すべての評価時点において生理食塩液群

のＶＡＳスコアよりも有意に低かったということです。したがいましてリマダ

イル注射液は術後に関連する痛みの緩和について、術前２時間に投与したとき

有効であったとされております。

次に、安全性に関する試験が ページの中ほどにありますが、まず注射部63
位の観察につきましては、注射部位での異常は観察されておりません。また、

有害事象の観察におきましては、表ト に示しておりますが、被験薬との関-6
連が疑われる有害事象は観察されず、また被験薬との関連が不明とされた嘔吐

についても発生頭数は生理食塩液群と同じということで、リマダイル注射液の

安全性が確認されております。

続きまして、 ページの下からは海外における野外臨床試験の成績が書い65
てあります。子宮卵巣摘出術、十字靱帯修復術、耳外科手術、これらの手術に

関連する痛みの緩和ということでリマダイル注射液の有効性及び安全性が検討

されております。実際に日本と同じ用法で投与した症例について同様にＶＡＳ

スコアで評価し、また、安全性については有害事象を評価したという形になっ

ています。

実際の成績でございますが、 ページからになります。まず )の有効性に67 1
関する成績ですが、表ト 、 、 におきまして術後 時間までのＶＡＳス-9 10 11 24
コアを示しております。リマダイル注射液投与群の平均スコアは術後のどの評

価時点においても生理食塩液に比べて有意に低かったという形になっていま

す。

ページの中ほどから安全性に関する成績がありますが、これら三つの手69
術の試験におきまして重篤な有害事象とか治験薬に関連した死亡例といったも
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のは認められておりません。

それでは、最初の審議経過票にお戻りください。本剤につきましては、これ

まで一般薬調査会で３回御審議をいただき、こちらに示してあるような御指摘

を受けて、それに対し資料整備をし、最終的に１月 日の一般薬の調査会で20
事前の調査審議を終了し本部会に上程して差し支えない。なお、再審査期間は

６年間ということになっております。

また、毒劇薬の指定の可否に関しましては、本剤の主成分でありますカルプ

ロフェンは既に承認されているリマダイル錠とかリマダイルチュアブルといっ

たものと同じ成分で、これらの製品は劇薬に指定されております。本剤もそれ

らと同じカルプロフェンを含有し、しかも注射剤である。それから２倍以上の

反復投与試験では、散発的ではありますが嘔吐や粘液、あるいは血液の混じっ

た便が認められていることから、本剤については劇薬指定をするということを

御提案させていただきます。以上でございます。御審議のほどをよろしくお願

いいたします。

○○委員 ただいまの説明につきまして御質問あるいは御意見を伺います。

○○委員 私、ＶＡＳスコアって全然わからないんですけれども、教えていた

だきたいのは、国内の臨床試験、 ページと、外国での臨床成績、 ページ63 67
に出ているんですが、スコアが大分違うんですけど、これはどういうことなん

でしょう。

事務局 ＶＡＳスコアというのは、ビジュアル・アナログということで、人の

目によって評価をしているものですので、だれが見てどう評価をするかという

ことで数値が違ってくるんだと思います。それが外国と日本での試験の数値の

違いとしてあらわれているんじゃないかなと思いますが。

○○委員 ただいまの説明でよろしいでしょうか。

○○委員 私は違いについて説明はできないですけれども、そこについては調

査会でディスカッションしていないので、説明を求めることはできるかと思い

ます。

○○委員 今の点については、メーカー側に差を説明させるということでよろ

しいですか。

事務局 はい。わかりました。

○○委員 ほかに、いかがでしょうか。

○○委員 ページの表ニ 、安全性試験成績の中の一番下の病理組織学的46 -7
検査：投与部位ということで、当然のことながら対照群はすべて０ですが、常

用量、３倍量群ともに皮下織に浮腫、充出血が見られていますね。皮膚の病変

については何ら異常がないという評価だったんですが、この辺の整合性という

のは、よくわからないんですが、説明していただけますか。
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事務局 これは、投与部位を剖検した際にそこの部分に赤色部が残っていたと

いうことで、注射薬としては当然の反応だろうということだと理解しているん

ですけれども。

○○委員 そうすると肉眼的な皮膚の所見は何も出てこないで、皮下だけにこ

ういう病理学的な変化が起こっているという解釈ですか。

事務局 表面の皮膚につきましては、もちろん観察はしているんですが、いわ

ゆる潰瘍とかケロイドとかいう話はありませんので、皮膚表面については病変

はないと解釈しています。ただ皮下織に、剖検した際に赤色部がありまして、

軽度な浮腫とかも見られたとレポートには書いてあります。

○○委員 読み落としだったら申しわけないんですけど、剖検したのは何時間

後、何日後と言うべきですか。

いずれも３日後なんでしょうかね。

事務局 最終投与７日後に剖検しています。

○○委員 そうすると、かなりしつこいですね。

私はよく思うんですが、なれた小動物の臨床の先生だったら上手な注射を打

ちますから、まずこういう所見は出てこないだろう。失礼ながら、臨床試験は

いいんですが、基礎試験のところでおやりになる先生はどのぐらいの技術を持

っているのかな。あるいは獣医師ではない、これ以上言いにくいんですけれど

も、気楽な注射を打っているのかなと常々感ずるんですが。

事務局 臨床試験は当然、手術の前に１回しか投与していませんが、この試験

は３回、３日間連続投与していますので、その分、注射部位にはダメージはあ

るかと思いますが。

○○委員 いや、普通じゃないですよね。きちっと打てば。

、 。○○委員 ３回接種していますけど その都度部位を変えたと書いてあります

申し上げたいことは、リマダイルを注射すると皮下織に一過性の出血や腫脹

や浮腫が起こるのであれば、それで、この数値を見ると発症率がかなり高いん

ですね。９分の１ぐらいだったら固体差でいいんでしょうけど、９分の９とか

９分の７ですから、もしそうであるなら使用上の注意のところに、先ほどの薬

と同じように何か注意書きが必要ではないかなという感じがします。それだけ

です。

事務局 はい。わかりました。

○○委員 使用上の注意に「一過性の腫脹が認められたため……」とあるんで

すね。

○○委員 使用上の注意には明記されているようですが、そうすると実験で皮

膚に変化がなかったというのはちょっとおかしいですね。

、 、○○委員 先ほどの事務局の説明にありましたけど 肉眼的には皮膚に異常は
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ある程度時間が経つとないんですね。ただ、病理解剖したときに皮膚をあける

とそういった病変が見える。組織学的にも見えるということで、病変はあるん

ですね。それも調査会で議論になりまして、それがなぜかということについて

、 、はいろいろ言ってはいて これを見ると概要にまとめてあると書いてあるけど

いまひとつよくわからなかったんですが、事務局、わかりますか。

審議経過票の１ページ目の⑥というのは今のことだと思うんですよ。原因に

ついて再調査を行い、その結果を概要書に追加記載した。そこがどこかわかり

ますか。

事務局 概要の ページの下に、今回の投与部位における熱感とか腫脹の原42
因についてのコメントが載っております。結論から申しますと、溶解剤として

用いられているグリココール酸、レシチン、こういったものによって熱感とか

腫脹が生じていると書いてあります。

○○委員 ○○先生、いずれも一過性とは表現されておりますけれども、注意

にあるとはいえ、皮下の充出血まで書いてありますからね。単なる腫脹ばかり

、 。 、でなく それも含む表現が必要かなと 充出血のための腫脹かもしれませんし

わかりませんけれども。

○○委員 副作用の部分で 「犬における安全性試験において、注射局所に一、

過性の腫脹が認められたため、投与の際には十分注意する 。これだと何に注」

意しなさいという意味なのかわかりませんね。そういう反応が起こるので投与

後は十分観察、注意をして、必要であれば何か処置をとるとか、そういう注意

が必要だという意味だと思うんですね。ですから注意書きの文言を改めていた

だいた方が、利用者にとってはいいかな。

リマダイルを注射すると一過性の皮下の腫脹が起こるということが前提にな

っていますね。先ほどレシチンの問題がありましたので。そういったことを使

用獣医師にわかりやすく伝えられる注意書きが必要なのかなと思いますけど。

事務局 わかりました。そうしましたら今のところは 「犬における安全性試、

験において、注射局所に一過性の腫脹が認められたため、投与後は観察等を行

い、十分注意をすること 」と。。

○○委員 「注射部位の」ですね。

事務局 「注射部位の観察等を行い、十分注意をすること 」という表現に訂。

正させていただきます。

○○委員 つけ足しになりますけど、犬の場合は特に、皮下が違和な感じがし

ますと、壁でこすったり、自分でかじったり、いろいろな反応が出て、二次障

害のもとになる可能性があるわけです。ですからその管理というのは非常に重

要なわけです。

○○委員 先ほど、どういう状態の外科で使って効果があったというスコアが
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ありましたね。その中で、ほとんどが整形あるいは繁殖系のオペレーションで

術後の痛みを取るために使うと。繁殖系の外科というのは入院を長期にするよ

うなことはありませんから、すぐ飼い主のもとに帰しますね。その段階でリマ

ダイルを注射した部分に痛みあるいは腫脹があったきに、施術した獣医師が承

知して飼い主に説明するのとしないのではすごく違ってくるんですよ。そうい

う問題もありますので、注意書きについてはそういうふうにしていただけると

ありがたいなと思います。

事務局 わかりました。

○○委員 ほかにはいかがでしょうか。

○○委員 使用上の注意のところの相互作用の( ) ですが、本剤は他の非ステ2
ロイド系抗炎症剤と書いてありますけれども、この「他」は要らないんじゃな

いですか。後ろの方はあってもいいと思いますけれども。

事務局 そうですね。これは誤記でございます。すいません。

○○委員 もう一点伺っていいですか。

○○委員 どうぞ。

○○委員 使用上の注意の上から３番目、( ）の本剤は要指示医薬品であるの3
で獣医師の処方せん・指示により使用すること。この注意書きはだれを対象に

書いているわけですか。と申しますのは、これは注射剤ですから、獣医師以外

に施術できないと私は思っているんですが、私が間違っているのか。

○○委員 そのことで、あえて私の立場から発言したいんですが、前にも説明

申し上げましたけれども、いわゆる要指示薬が存在するのは動物薬の世界だけ

なんですね。ヒトの方では処方薬と言いましたか、ということで 「要指示」、

という表現は獣医師を対象にした特別な枠なんです。ですから、まずこの薬は

要指示薬である、獣医師が扱わなければならないんだということを前面に出し

て、それで獣医師に注意喚起するような文面に整理していくべきではないかと

常々考えていまして、これは膨大な数になると思いますけれども、中川先生が

たまたま発言されましたので、便乗いたしますけれども、要指示薬の書き方の

フォーマットを早急に見直していただく。

動物薬だけに存在する表現ですから、これが活字として出た場合に、第三者

でも理解できるような表現でなければならないと思うんです。でないと今のよ

うな、皮肉とも誤解とも言いがたいような発言が出ざるを得ないんじゃないか

と思いますので。

これは時間のかかることだと思いますけれども、全般を一度見直していただ

いて、筋の通った表現にしていただくということで事務局に宿題を出したいん

ですが、先生方、いかがでしょうか。

事務局 検討させていただきます。
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○○委員 ほかに、いかがでしょうか。

薬剤そのものに対する御発言はないようですが、承認ということでよろしゅ

うございますか。

特に異議はないようです。では承認といたします。

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、再審査期間は新投与経路動物用医薬品

ということで６年とさせていただきます。また、劇薬に指定することにさせて

いただきます。

［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 （輸入承認）】

⑧ズブリン 、同 、同 、同 ナガセ医薬品株式会社30 50 100 200

○○委員 それでは次へ参ります。同じく一般医薬品関係でございまして、⑧

のズブリン 、同 、同 、同 の輸入承認等の可否について。これも30 50 100 200
○○先生から説明をお願いします。

○○委員 ズブリンはナガセ医薬品株式会社から承認申請されたテポキサリン

を有効成分とする犬用の経口投与剤です。平成 年１月 日の動物用一般医16 20
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。詳細については事務局から説明を

お願いします。

事務局 事前に配付させていただきました赤の８番を御用意ください。

「申請書」というタッグがありますので、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から輸入承認申請されましたズブリン 、同 、同30 50
、同 でございます。本剤はテポキサリンを主剤とする犬の運動器疾患100 200

に伴う炎症及び疼痛の緩和を効能・効果とするもので、動物用医薬品としては

初めての成分でございます。したがいまして新有効成分含有動物用医薬品とし

て御審議を願います。

それでは本剤の概要について御説明いたします 「概要」というタッグをお。

開きください。１ページ目、起源及び開発の経緯でございますが、そもそもテ

ポキサリンはヒト用の消炎鎮痛薬として開発が進められてきました。しかしシ

クロオキシゲナーゼ（ＣＯＸ） の発見により、ヒト用のＮＳＡＩＤ開発の-2
流れが変わり、テポキサリンの開発は中止になっていたということでございま
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す。ところがテポキサリンが極めて強いＣＯＸ阻害剤であること、それから、

犬を用いた長期毒性試験によって毒性が認められなかったことから、テポキサ

リンを動物用経口剤として開発するに至ったというものでございます。

ページをお開きください。本剤の物理的・化学的性質でございますが、10
テポキサリンは白色の粉末で、クロロホルムに溶けやすく、エタノールまたは

アセトンにやや溶けにくく、水にほとんど溶けないという性状のものでござい

ます。

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ございま32
、 。すが テポキサリンの急性毒性をマウス及びラットを用いて検討いたしました

試験方法を表Ⅳ 、試験結果を表Ⅳ に示しておりますが、マウス、ラットを-1 -2
用いた経口投与試験におきましてはＬＤ はそれぞれ 以上というこ５０ 400mg/kg
とでした。また、静脈内投与におきましては、マウスにおいては算出できず、

ラットにおきましては 以上ということでございました。120mg/kg
次に ページをお願いします。亜急性毒性及び慢性毒性に関する試験です35

15mg/kg/が テポキサリンのラット４週間の経口投与による無毒性量は 雄では、 、

日、雌では無作用量が求められなかったという結果でございます。

次に ページをお開きください。慢性毒性でございますが、テポキサリン49
をラットに 週間強制経口投与してその慢性毒性というものを検討いたしま26
した。その結果、無毒性量は雌雄それぞれ５ 日と判断されました。mg/kg/

。 。続きまして 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90
10mg 50mg 150 mg犬における４週間の安全性試験ですが、テポキサリンの 、 、

を１日１回、４週間連続強制経口投与いたしましたが、異常所見は全く認めら

れず、 日が無影響量と判断されたというものでございます。300 mg/kg/
続きまして ページをお願いします。犬における１年間の安全性試験を行95

っています。この試験の中では 日、臨床投与量の 倍量に相当いた100mg/kg/ 10
しますが、この投与量で雌の２匹で胃幽門部粘膜に病巣が認められ、病理組織

学的検査では、雌の３匹に胃幽門部粘膜の潰瘍、上皮びらん及び出血病巣が確

認されております。

続きまして ページをお願いします。用量設定試験でございますが、ア106
メリカの５カ所の動物病院におきまして犬にテポキサリンを５ 、 、mg 7.5 mg

を１日１回、７日間連続経口投与し、その有効性と安全性を検討して10mg/kg
おります。その結果、テポキサリンの は５ 、 よりも優れた10mg/kg mg 7.5 mg
有効性を示し、安全性においても投与量に依存した有害事象というものは認め

られず、安全性にも問題がないと考えられ、 が臨床適用量として適当10mg/kg
であると判断されております。

次に ページをお願いします。吸収、分布、代謝及び排泄に関する試験114
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といたしまして、まず血中濃度を調べております。その結果、次のページの図

Ⅹ に示しますように、テポキサリンの平均血漿中濃度は約２～３時間で最-1-1
高値に達した後、半減期約２時間で消失しております。

続きまして ページをお願いします。臨床試験でございます。国内の９120
カ所及び海外の カ所におきまして急性または慢性の運動器疾患または筋骨16
格疾患と診断された犬を対象に７日間の反復投与による臨床試験を行いまし

た。有効性の評価は、 ページの表に示しますような形で有効率を算出して121
おります。また、安全性の評価は、治験の担当者による身体検査とか臨床検査

成績といったものを評価項目として安全性を評価しております。

その結果、まず有効性につきましては、国内の臨床試験では 症例が有効53
性の評価の対象とされ、有効率は ％でございました。また、治験担当者71.7

88.5 92.3及び被験動物の所有者 飼い主さんによる総合評価では それぞれ ％、 、 、

100％が有効または著効と判断されております。また、海外の臨床試験では

症例が有効性の評価の対象とされましたが、統計的に有意な改善というものが

認められております。また、治験担当者、飼い主さんによる総合評価におきま

しても、それぞれ ％、 ％が有効または著効と判断されております。83.8 78.6
次に安全性につきましては、国内の臨床試験では 例のうち副作用として54

報告されたのは２例だけでございました。また、海外での臨床試験につきまし

ては 例中８例に副作用が報告されております。以上の結果から、本剤は犬107
の運動器疾患における疼痛及び炎症の緩和には有効であり、安全性もあると判

断されております。

15 10最初の審議経過票にお戻りください。本剤につきましては、平成 年の

月 日と 年の１月 日の２回、動物用一般医薬品調査会で御審議してい21 16 20
ただき、１月 日の御審議によって事前の調査審議を終了し、本部会に上程20
して差し支えない。なお、再審査期間は新投与経路動物用医薬品ということで

６年というふうになりました。

なお、毒劇薬の指定の可否につきましては、毒劇薬の指定の一つの指標とし

て、原則として動物に薬用量の 倍以下を長期連続投与した場合、機能また10
は組織に障害を認めるものは劇薬として指定しますという指標があります。先

100 mg/kg/ほど御紹介いたしましたように 対象動物を用いた安全試験の中で、 、

日を投与した群に胃の幽門部粘膜の潰瘍とか上皮のびらん、出血病巣が認めら

れています。このため、本剤はこの指標に該当すると考えられ、劇薬指定と提

案させていただきます。以上でございます。御審議のほどをよろしくお願いい

たします。

○○委員 ただいまの説明につきまして、御意見、御質問をいただきたいと思

います。
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御発言ございませんか。

御発言がないということは、完璧な資料である。承認で差し支えないという

判断でよろしゅうございますね。

それでは承認といたします。

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、このも

のは人体薬も含めまして全く新しい製品でございますので、薬事分科会に上程

させていただきます。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品という

ことで６年としまして、劇薬に指定することとさせていただきます。

［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 （製造承認）】

⑨エースワーカー錠 、同１、同２、同８ 三共株式会社0.5

○○委員 では、同じく一般医薬品関係でございます。⑨のエースワーカー錠

、同１、同２、同８の製造承認等の可否について。これも○○先生から説0.5
明をお願いいたします。

○○委員 エースワーカー錠は三共株式会社から承認申請された塩酸テモカプ

リルを有効成分とする犬用の経口投与剤であります。平成 年１月 日の動16 20
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。詳細については事務局

からお願いします。

事務局 事前に配付させていただきました赤の ９を御用意ください。No
上にタッグがついておりまして 「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。本製剤は三共株式会社から製造承認申請されま

したエースワーカー錠 、同１、同２、同８でございます。本剤は塩酸テモ0.5
カプリルを主剤とする犬の僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全の改善を効能・効

果とするもので、動物用医薬品としては初めての成分ですので、新有効成分含

有動物用医薬品として御審議を願います。

それでは本剤の概要について御説明いたします 「概要」というタッグをお。

開きください。Ⅰ ページをお開きください。開発の経緯でございますが、-1
テモカプリルはヒト用医薬品のＡＣＥ阻害剤として開発され、さらに胆汁排泄

型のＡＣＥ阻害剤であることから、腎機能が低下した高血圧症患者においても

使用しやすいと考えられ、ヒト用の降圧剤として開発が進み、 年に人体1994
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用の医薬品エースコール錠として販売されております。動物用医薬品といたし

ましては、ＡＣＥ阻害剤というものが犬の僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全に

使用されている背景がありましたことから、塩酸テモカプリルについても同様

の効果が期待できるだろうということで犬の僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全

を対象として開発されたものでございます。このように、本剤の成分は既にヒ

ト用として承認されておりますので、ここでは犬に対する安全性及び有効性に

ついて御紹介させていただきます。

-1 -1Ⅶ 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。表Ⅶ

に示しましたように、ビーグル犬を使い、本剤の常用の最高量の を0.2mg/kg
基準量として、その２倍量と５倍量を設定して１日１回、 日間連続経口投28
与いたしました。観察及び測定項目としては、一般状態と体重、血液学的、血

液生化学的及び尿検査を実施しております。

その結果を次のⅦ ページに示しますが、まず一般状態につきましては、-2
被験物質の投与によると思われる異常は認められませんでした。体重は、雌雄

、 。 、ともにいずれの時点においても 群間で有意差は認められませんでした また

試験期間中に異常と思われるものもありませんでした。

また、血液学的、血液生化学的及び尿検査につきましては、まず血液学的検

査では、表Ⅶ 及びⅦ にその結果を示してありますが、その所見に被験物-3 -4
質に起因するような変動は認められていません。血液生化学的検査の結果を表

Ⅶ 、表Ⅶ に示してありますが、ここにおきましても本剤に起因する変動は-5 -6
見られておりません。Ⅶ ページには、表はないんですが、尿検査の所見に-7
おいて被験物質に起因する変動はなかったという記載がございます。以上を踏

まえて、本試験では犬に対して本剤が臨床応用上安全性には問題はないと結論

されております。

続きましてⅧ ページをお開きください。僧帽弁閉鎖不全による慢性心不-9
全罹患犬での用量確認試験でございます。僧帽弁閉鎖不全によって心不全に至

った犬に対し、塩酸テモカプリルを経口投与し有効性を評価するとともに、臨

床症状の改善程度から臨床的に使用する投与量を検討しております。具体的に

は次のページの表Ⅷ に示しますように行い、体重、健康状態、臨床スコア-10
を観察しています。

その結果をⅧ ページの表Ⅷ 、表Ⅷ に示してありますが、まず有効-15 -16 -17
性につきましては、 と が有効率 ％ということでござい0.1mg/kg 0.2mg/kg 100
ました。また、安全性の評価につきましては、試験期間中に発生した有害事象

を表Ⅷ に示してありますが、どれも明らかな因果関係があるものはありま-17
せんでした。以上のことから、臨床用量としては ～ が適当0.1mg/kg 0.2mg/kg
となっております。
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続きましてⅩⅠ ページをお開きください。臨床試験でございます。本製-1
剤を僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全の犬を対象に１日１回、連続 回経口28
投与し、有効性と安全性を評価しています。

その結果をまとめたのがⅩⅠ ページでございます。まず全症例における-20
有効性・安全性の考察ということで、まず有効率に基づく有効性の評価を行っ

た結果を表ⅩⅠ に示していますが、本剤の投与群では著効が 例、有効-16 34
が 例、不変が 例ということで、有効率は ％でございました。対照薬33 14 89
のフォルテコールを投与した群の有効率は ％ということで、両剤の有効82.4
率に有意差はなく、効果が同等であったとなっています。次に安全性の評価を

ⅩⅠ ページの下から記載してありますが、本剤の安全性につきましては、-21
本剤の影響と思われる変動は見られなかったということでございます。

次のⅩⅠ ページに臨床スコアの固体別改善率による有効性の評価が示し-22
てありますが、各症例ごとの改善率の算出及び臨床スコア別の平均改善率の評

価は、表ⅩⅠ に示しますように各臨床スコアの改善率及びトータルスコア-17
の改善率いずれにおきましても、本剤及びフォルテコールの投与間で統計学的

な有意差というものは認められませんでした。

また、ⅩⅠ ページの下、( ) ですが、腎機能が低下している症例におけ-23 3
る安全性について考察していますが、次のページの表ⅩⅠ のＡ、Ｂ、Ｃ群-19
の症例における血液生化学的な検査値について統計学的解析を行った結果を表

ⅩⅠ に示してありますが、いずれも有意差なし、または正常値範囲内の変-21
化にとどまったということでございます。さらに、有害事象につきましては、

本剤投与群の１例に下痢が認められましたが、因果関係はないとしており、結

果を総合的に判断いたしますと、腎機能低下症例においても本剤の安全性が確

認されているということでございます。

最初に戻りまして、審議経過票をお開きください。本剤につきましては、平

成 年の 月 日、 年の１月 日の２回にわたり一般薬の調査会で御15 10 21 16 20
、 、 。審議していただき 事前の調査審議を終了し 本部会に上程して差し支えない

なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年とするとい

うふうにされたものでございます。

また、毒劇薬の指定の可否につきましては、この主成分であります塩酸テモ

カプリルは既にヒト用の医薬品として承認されており、厚生労働省の方では毒

劇薬には指定されておりません。また、今回添付された毒性試験データを見て

、 、も ラットでの経口投与でＬＤ は雌雄ともに 以上ということで５０ 5,000mg/kg
劇薬の指標である をはるかに上回っております。したがいまして本300 mg/kg
剤については毒劇薬に指定しないということを御提案させていただきます。以

上でございます。御審議のほどをよろしくお願いします。
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○○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をいただきたい

と思います。

○○委員 事務局に取り扱いについてお尋ねしたいんですけれども、審議経過

票のところで、別紙、使用上の注意の一般的注意の( ) で、本剤は、獣医師の3
適切な指導の上で使用することということで、先ほどの要指示の表現とは違っ

た表現になっているんですけれども、これについて最終的には要指示に指定す

るのかどうか、確認させていただきたいんですけど。

というのは、ほかの製剤、既承認の類薬については、概要のⅠ ページか-4
らずっと、今回の申請品を含めてあるんですけれども、いずれも本剤は要指示

医薬品であるので云々という形で「要指示」という取り扱いになっているんで

すけれども、横並びとして処置されるのかどうか確認させてください。

事務局 本剤につきましては要指示とさせていただきます。したがいまして、

使用上の注意のところは要指示用の書き方に改めさせていただきます。

○○委員 わかりました。

もう一つなんですけれども、申請書の体裁のことで申しわけないんですけれ

ども、私の思い違いかもしれないんですけれども、承認申請書の記の２の製造

しようとする品名で、エースワーカー錠 、あとそれぞれの数字がついてい0.5
ますけれども、その次に（一般的名称 塩酸テモカプリル）と書いてあるんで

すけれども、製剤であれば一般的名称はつかないと私は理解しているんですけ

れども、確認していただいて、必要でないなら削除していただきたいなと思い

ます。

事務局 確認いたしまして、不要ならば削除します。

○○委員 つけられると、ほかのものもつけなければいけないということもあ

りますので、よろしくお願いします。

○○委員 ほかには、いかがでございましょうか。

先ほどの話ですけれども、これは経口薬ですね。当然、診断を受けた犬が、

飼い主が薬を持たされて、飼い主の手から与えられると読めるわけですね。だ

から先ほどの御発言の獣医師の指示というのは非常に重要なことなわけです

ね。

ほかにございませんか。

それでは、これも承認ということで決定いたします。

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

薬品ということで６年とさせていただきます。また、毒劇薬には指定しないこ

ととさせていただきます。
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［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〕

【新動物用配合剤 （輸入承認）】

⑩プリッド テイゾー 帝国臓器製薬株式会社

ユニプリッド 株式会社組合貿易

○○委員 それでは次へ参ります。同じく一般医薬でございまして、⑩のプリ

ッド テイゾー、ユニプリッドの輸入承認の可否ということで、これも○○先

生に説明をお願いします。

○○委員 プリッド テイゾー及びユニプリッドは帝国臓器製薬株式会社及び

株式会社組合貿易から承認申請されたプロゲステロンと安息香酸エストラジオ

ールを有効成分とする膣内挿入剤であります。平成 年１月 日の動物用一16 20
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 年２月 日に16 18
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ということになりました

詳細については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赤の 番を御用意ください。10
赤枠のタッグで「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。本製剤は帝国臓器製薬株式会社及び株式会社組合貿易からそれ

ぞれ輸入承認申請されましたプリッド テイゾー及びユニプリッドでございま

す。本剤は、プロゲステロンと安息香酸エストラジオールを主剤とし、本剤、

つまりスパイラルストリップというものを牛の膣内に挿入し、牛の発情周期の

同調を効能・効果とするものです。類似の製品としてイージーブリードという

プロゲステロンを主剤とするものがありますが、安息香酸エストラジオールと

の合剤は初めてですので、新動物用配合剤として御審議を願います。

それでは本剤の概要について御説明いたします 「申請添付資料概要書」と。

いうタッグがありますので、そちらをお開きください。１：３ページをお開き

ください。起源又は発見の経緯でございますが、牛の発情周期の同調に関する

方法としては、徐放性のプロゲステロンまたはその類縁体、こういった製剤を

膣内または皮下に投与するという方法と、もう一つはプロスタグランディン

Ｆ を用いる方法とに大別されているところでございますが、徐放性のプロゲ２α

ステロンの製剤については、今回申請されましたプリッドという製品と、

という二つの製品が諸外国で使用されているようでございEAZI-BREED CIDR
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ます。日本においては というものがイージーブリードとEAZI-BREED CIDR
いう販売名で既に発売されておりますが、今回、帝国臓器さんと組合貿易さん

がＰＲＩＤを共同開発して承認申請に至ったということでございます。

１： ページをお願いします。本剤の外観図でございますが、上のような14
スパイラルストリップを膣内に挿入して留置するというものでございまして、

この表面にシリコンエラストマーとプロゲステロンの混合物が塗ってございま

す。それから、③のところにカプセルがあるんですが、このカプセルの中に安

息香酸エストラジオールが入っています。今回の製品のプロゲステロンと安息

香酸エストラジオール、これは両方とも日本薬局方の収載品ということでござ

いますので、ここでは製剤の安全性、有効性について御説明させていただきま

す。

７：３ページをお願いします。安全性に関する資料でございますが、性成熟

に達した ～ カ月齢の雌のホルスタイン 頭を用い、この製剤を膣内に14 15 24
日間、または 日間投与いたしました。投与量は臨床用量、その３倍量、12 24

それからプラセボというふうに設定いたしまして、投与期間中、それから投与

後７日間観察を行ったというものです。

その結果を７：５から７：７ページまでに示してありますが、まず一般状態

の変化としては、対照群を含むほとんどの症例において白濁粘液の外陰部から

の漏出が観察されております。また、臨床３倍量の投与群におきましてはグロ

ブリン量の増加、それからＡ／Ｇ比の低下が認められました。また、物理的な

影響として膣内の出血とか赤色点の散在が認められましたが、いずれも軽度あ

るいは一過性のものでございました。以上の結果から、この投与処置そのもの

によると考える若干の変化は認められましたが、安全性上は何ら問題はないと

考えられたということでございます。

また、本剤にはシリコンエラストマーの基剤としてオクタン酸スズが含まれ

ておりますが、その安全性についても検討しております。 日間膣内に留置12
した 試験で血液中にも組織中にも対照群を超えるスズ濃度は測定されin vivo
ておりませんでした。したがいまして組織中にはオクタン酸スズは移行しない

ということで、生体への影響はないと考えられております。

続きまして８： ページをお願いします。本剤、ＰＲＩＤと先発品の28
の比較試験でございます。試験方法としては、泌乳中のフEAZI-BREED CIDR

リージアンの乳牛 頭を、 頭にはＰＲＩＤを 日間投与、 頭にはＣＩ129 47 12 38
ＤＲを９日間投与、 頭にＣＩＤＲを 日間投与いたしました。その結果、44 12
本剤投与群では多くの個体が投与終了後５日以内に発情を発現いたしました。

また、発情行動は本剤投与群では投与終了後ほぼ 時間に観察されました。24
一方、ＣＩＤＲ投与群では 時間または 時間よりも前に発情が観察された32 36
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ものがなかったということでございます。なお、受胎率についてはこれら三つ

に有意差は認められなかったということでございます。

、 、したがいまして 本剤を用いた発情周期のコントロールを最大限にするには

ＰＲＩＤのようにプロゲステロンだけではなくて、安息香酸エストラジオール

が入っているもの、こういった併用薬といいますか、合剤の方がいいと結論付

けられております。

続きまして ：３ページをお願いいたします。 ：３ページには臨床試験12 12
が載っております。国内の５機関におきまして、本剤投与群 頭、ＣＩＤ121
Ｒ投与群 頭、プロスタグランディン投与群 頭を評価の対象といたしまし63 27
た。評価の判定基準は ：５ページの表に示すとおりです。12
まず有効性につきましては発情発現状況から判定いたしました。 ： ペ12 15

ージの表 をご覧ください。有効率は本剤投与群が ％、ＣＩＤＲ投与12-14 86.8
群が ％、プロスタグランディンが ％であり、有意差は認められませ84.1 92.6
んでした。

続きまして安全性でございますが、安全性については副作用の発現状況から

判定しております。 ： ページの表 をご覧ください。安全率につき12 16 12-16
ましては、本剤投与群で ％、ＣＩＤＲ投与群では ％、プロスタグラ95.9 100
ンディンでは ％ということでした。本剤投与群に副作用として軽度の膣100
炎が５例発現いたしましたが、全身症状に影響を与えるものではなく、一般臨

床検査とか血液・生化学的検査においても異常を示す所見というものは認めら

れませんでした。

また、有用性ということで有効性及び安全性を総合して判定しております。

それを ： ページの表 に示してありますが、有用率については本剤12 17 12-17
投与群では ％、ＣＩＤＲ投与群では ％、プロスタグランディンでは83.5 84.1

％であり、有効性、安全性及び有用性という点で３群間には有意差は認め92.1
られず、本剤が既承認製剤であるＣＩＤＲ、プロスタグランディンとほぼ同等

の有用性を示したというふうに結論されております。

：３ページをお開きください。残留性に関する試験でございます。本剤投13
与後の血中及び乳汁中のプロゲステロンの濃度、エストラジオールの濃度を測

定しておりますが、いずれにおいても発情周期における生理的な濃度範囲を超

えないというものでございました。したがいまして本剤投与によって休薬期間

を設定する必要はないという形になっております。

最後に、当日配布資料の黒の ４に本剤の審議経過票がございます。本剤No
につきましては、一般医薬の調査会におきまして 月 日と１月 日の２10 21 20
回御審議をいただき、事前の調査審議を終了し、本部会に上程して差し支えな

いとされております。また、残留問題調査会におきましては２月 日に、本18
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票の表に示しますような条件事項を付した形で事前の調査審議を終了し、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。なお、本剤の毒劇薬の

指定の可否に関しましては、本剤の主成分でございますプロゲステロンと安息

香酸エストラジオールは日本薬局方に収載されており、それぞれ毒劇薬には指

。 、 、定を受けておりません また 本成分はそもそも牛の生体内に存在する物質で

そのものの毒性を示すデータというものもございません。また、添付資料から

も副作用等の問題もございませんし、類似製品であるイージーブリードも毒劇

薬には指定されておりません。したがいまして、本剤につきましても毒劇薬に

は指定しないということを御提案させていただきます。以上でございます。御

審議のほどをよろしくお願いいたします。

○○委員 それでは、ただいまの説明につきまして御質問あるいは御意見をい

ただきます。

○○委員 概要の１： ですか、類似薬剤の比較表、それから注意書きの方12
にも、膣内に 日間留置後、外陰部から露出しているひもを引いて膣より本12
剤を引き抜くのが薬剤を取り除く方法なんですが、その後に、外陰部からひも

が露出していない場合は、直腸検査により本剤を確認し、手で引き抜くとなっ

ていますが、直腸検査で薬剤が入っているのを確認できるんですか。

直検をしながら膣から手を入れて抜けということですか。それだったら膣か

ら手を入れるだけで探せると思うんですが、その辺が、どういう意味なのか僕

には理解できないので教えてください。

薬事・飼料安全室長 直腸検査を行って、当然子宮頸管の手前に装置されてい

るわけですから、多分しごきながら出してくるんだろうと思います。直腸壁を

介してですね。

○○委員 直接膣には手を入れるなと、そういう意味ですね。わかりました。

ありがとうございました。

○○委員 よろしいですか。

ほかにはいかがでしょうか。

これも完璧な資料で、何も御発言がない。

よろしいですね。それ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。また、毒劇薬には指定しないこととさせてい

ただきます。

［審議事項］

（２）動物用生物学的製剤基準の一部改正について
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〔動物用生物学的製剤調査会関係〕

○○委員 では、( ) 動物用生物学的製剤基準の一部改正について。事務局か2
ら説明をお願いします。

事務局 事前に配布させていただきました赤の 番と、当日配布資料の黒の11
５番を御用意ください。動物用生物学的製剤基準の一部改正ということでござ

いますが、生物学的製剤につきましては、通常、新薬ですと６年再審査期間が

42つきまして ６年後 再審査を受けるわけですが 再審査終了後 薬事法の第、 、 、 、

条第１項に基づき、生物学的製剤基準というものが作成されることになってお

ります。今般、赤の の表紙にあります の①から⑨の９製剤の再審査が終11 2.
わりましたので、これらの製剤基準を設定するものでございます。

具体的な中身が以下に載っているんですが、時間もかかりますし、細かい説

明をしてもあれかと思いますので、黒の ５をご覧いただきたいんですが、No
こちらは設定してある項目だけがピックアップしてあります。基本的には製剤

の定義、製法、試験方法、それから貯法及び有効期間の四つが規定されており

ます。試験方法の中には製造方法の各段階における試験方法が記載してあるん

ですが、一番最後に小分製品の試験、最終製品での試験というものが規定され

、 、 、 、ておりまして 例えば( ) の牛の混合ワクチンですと 特性試験 真空度試験1
含湿度試験、無菌試験、マイコプラズマ否定試験、迷入ウイルス否定試験、ウ

イルス含有量試験、異常毒性否定試験、安全試験、力価試験というものが設定

されております。すべては読み上げませんが、それぞれ小分製品について、そ

れに適した試験方法が設定されております。また、黒の太字になっている部分

は国家検定で実施します検定の試験項目でもございます。

以上、簡単でございますが、９製剤の製剤基準の設定ということでの製剤基

準の一部改正案でございます。御審議のほどをよろしくお願いいたします。

○○委員 それでは、ただいまの説明につきましてどなたか御意見ございまし

ょうか。

○○委員 改正点というのはそれぞれ異なるんですか。

事務局 今あるものを改正するというわけではなくて、これが新しく加わると

いうことです。製剤基準全体としては一部改正ということになりますが、中身

としては、それぞれの製剤基準が新しく加わると御理解願います。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 はい。

○○委員 ほかには。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ございますね。
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事務局 ありがとうございました。本案につきましては原案どおり薬事分科会

に報告させていただきます。

［審議事項］

（３）動物用生物由来原料基準の一部改正について

〔動物用生物学的製剤調査会及び動物用一般医薬品調査会関係〕

○○委員 それでは、続きまして( ) 動物用生物由来原料基準の一部改正とい3
うことで、これも事務局からお願いいたします。

事務局 事前に配布させていただきました赤の 番と、今お手元にお配りし12
ました１枚紙を御用意ください。動物用生物由来原料基準の一部改正案につい

てということですが、動物用の医薬品に生物由来の原料が用いられているもの

があるわけですが、そういった原料については動物用生物由来原料製剤基準の

レギュレーションを満たしているということが規定されているわけでございま

す。その中で、反芻動物由来物質の原料基準というものがございます。反芻動

物に由来するものはこういうものであってくださいよという基準があるんです

、 。が その中身を簡単に示したものが今お手元にお配りしました表でございます

御説明いたしますと、反芻動物由来物質が、いわゆるＢＳＥのリスクごとに

リスクⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳと臓器ごとに区分されてありまして、縦にＢＳＥの高発

生国、高発生国以外の発生国及びＥＵの域内国、それからその他の国、これは

非発生国です。この三つでこれらの臓器が、要するに使えるか使えないかとい

うのがこの表のあらわしているものでございます。

今回、食品安全委員会から牛の脊柱の取り扱いということで、牛の脊柱につ

いては特定危険部位に相当する対応を講ずることが適当という評価結果を受け

まして、農林水産省もそれなりの対応をしなければならないということで、動

物用医薬品の原料においても牛の脊柱が使われておりますので、それについて

の規制を改正するというものでございます。基本的には牛の脊柱は、動物用の

医薬品として発生国由来または高発生国由来のものは既に使ってはいけないと

されていますが、ゼラチンの原料だけには発生国のものも使っていいとなって

います。食品安全委員会の評価結果を受けまして、今般、ゼラチンの原料とし

ても発生国由来のものは使えないようにしましょうということで、この表の○

のところを×にするという改正を行うというものでございます。

改正案文については、説明すると長くなりますので省略させていただきます

が、趣旨としてはそういう内容でございます。御審議のほどをよろしくお願い

いたします。

○○委員 ただいまの説明につきまして御質問あるいは御意見ございませんで
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しょうか。

よりわかりやすく、例えばこの表で、現在話題になっているカナダとかアメ

リカはどの枠に入るんですか。

事務局 カナダは真ん中の高発生国以外の発生国に入ります。したがいまして

脊柱は使えませんし、改正後はゼラチンの原料としても使えません。米国につ

きましては発生して間がないんですけれども、正式に発生国として規定はして

いませんが、事務局の通知として米国原産の反芻動物由来物質はリスクⅣのも

の以外を除いて、リスクⅠ、Ⅱ、Ⅲのものは使わないようにという指導をさせ

ていただいています。結論的にはアメリカのものもカナダのものも真ん中の枠

に入っているということです。

○○委員 日本もこの枠に入るわけ。

事務局 日本も真ん中です。

○○委員 そうすると原料はほとんどありませんね。逆に、今後の対応をどう

考えておられるのか。×をつけるのはわけないですけれども、例えば原材料が

不足したらどうなりますか。

事務局 ゼラチンにつきましては多くをアメリカの牛の骨に由来しております

ので、今すぐ全部使ってはいけないという形になりますと、多分欠品すると思

います。それは人体用の医薬品も同じ現状でして、特にカプセル剤には米国の

ゼラチンをたくさん使っているようでございます。ただ、リスクがあるもので

すから、そのまま放置しておくわけにはいかないので、一定の猶予期間を設け

て代替品に変えてもらって、アメリカのゼラチンは一定の猶予期間以後は一切

使わないというふうな措置を考えています。

代替品につきましては、オーストラリア、ニュージーランド産のものを使っ

ていただくか、豚由来のゼラチン、または、牛でも皮はリスクⅣですので、米

国産でもカナダ産でも使えますので、皮由来のゼラチンで代替していただくと

いうことになるかと思います。

○○委員 つまり、原料として輸入する。

事務局 そうですね。

、 。○○委員 私一人で聞いてて申しわけありませんが よろしゅうございますか

それでは、これも承認ですね。ありがとうございました。

事務局 ありがとうございました。本案につきましては原案どおり薬事分科会

に報告させていただきます。

［報告事項］

（５）動物用医薬品の製造承認（事項変更承認）の可否について

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕
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【測定項目又は原理が新しいもの （製造承認）】

①フレライザＢＳＥ 富士レビオ株式会社

○○委員 それでは、これで審議事項が一通り終わりまして、次に報告事項に

入ります。動物用生物学的製剤調査会関係、( ) の①フレライザＢＳＥ。これ5
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赤の 番を御用意ください。13
本製剤は富士レビオ株式会社から製造承認申請されましたフレライザＢＳＥ

でございます。本製剤は抗牛プリオン蛋白質モノクローナル抗体を主剤とした

牛の延髄における異常プリオン蛋白を検出する対外診断薬でございます。

既に御案内のとおり、ＢＳＥのＥＬＩＳＡキッドとしてはバイオラッドのプ

ラテリアＢＳＥ、アボット社のダイナボットエンファＢＳＥテストが承認され

ております。今般承認申請されましたフレライザＢＳＥは、その基本的な測定

原理はプラテリアＢＳＥに近いものですが、プラテリアＢＳＥが抗ヒトプリオ

ン蛋白モノクローナル抗体を主剤とし、抗原抗体反応が２ステップであるのに

対し、フレライザＢＳＥは抗牛プリオン蛋白モノクローナル抗体を主剤とし、

抗原抗体反応が１ステップであることから、測定原理が新しい体外診断薬とし

て動物用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。以上でございます。

○○委員 報告でございますので、何か特段の御質問でもございましたらお願

いします。

よろしいでしょうか。

ありがとうございました。

［報告事項］

（５）動物用医薬品の製造承認（事項変更承認）の可否について

〔水産用医薬品調査会関係〕

【新効能動物用医薬品 （製造承認事項変更承認）】

②マリンサワーＳＰ３０ 株式会社片山化学工業研究所

○○委員 では、続きまして水産用医薬品調査会関係でございまして、マリン

サワーＳＰ３０。これについて事務局からお願いします。

事務局 それでは、魚類安全室から、マリンサワーＳＰ３０の製造承認事項変

更承認申請について説明いたします。資料は事前に配付いたしました資料の

をご覧ください。No.14
販売名はマリンサワーＳＰ３０。申請者は株式会社片山化学工業研究所。成
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分及び分量は、本品１ は、過酸化水素 及び日局精製水 を含むkg 0.66kg 0.34kg
とされております。

６番の効能・効果をご覧ください。今回の事項変更ですが、当初はスズキ目

魚類の外部寄生虫につきましてはベネデニア・セリオレだけが承認されており

ましたが、スズキ目魚類の外部寄生虫としてビバギナ・タイを追加しておりま

す。ビバギナ・タイといいますのはタイのえらにつくえら虫でございます。

用法・用量に戻りますが、ビバギナ・タイの用法・用量が一番下に追加され

。 、 。ております 現場海水１ に対し 本剤１ の割合で混和し薬浴液とするm kg３

薬浴する魚は、薬浴液１ 当たり魚体総重量 以下とする。薬浴液中でm 100 kg３

３分間魚を薬浴する。処置魚は速やかに現場海水中に戻すということで、薬液

、 。濃度 薬浴時間はベネデニア・セリオレの用法及び用量と変わっておりません

７番の水産用医薬品調査会の審議結果ですが、平成 年１月 日に行われ16 29
まして、審議結果は、本剤については資料を整備した上で、承認の可否に関す

る所定の審議を終了したものとして動物用医薬品等部会に報告することになり

ました。

なお、本医薬品につきましては新効能動物用医薬品で、対象動物の変更はな

いことから、軽微な変更とされ、動物用医薬品等部会への報告事項とされまし

た。以上です。

○○委員 ありがとうございました。特段の御質問はございませんか。

私ちょっと気になるんですけど、薬浴が終わった液体はどこへ捨てるんです

か。

事務局 薬浴後、その成分がなくなったことを確認して、これは、色つきのキ

ットで、養殖業者が使ってわかるようなキットがあります。それで過酸化水素

の成分がなくなったことを確認して海に放すという形で使っております。

○○委員 わかりました。

よろしゅうございますか。

ありがとうございました。

［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アミトラズ

○○委員 それでは、次に再評価についてですね。事務局、お願いします。

事務局 再評価関係でございますが、事前にお配りしております資料、赤の

をご覧いただきたいと存じます。No.15
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再評価関係につきましては、今回は１成分でございます。平成 年度の臨15
時の再評価スクリーニングで対象となったもので、アミトラズでございます。

アミトラズにつきまして、生殖毒性、発がん性及び催奇形性が認められたとい

う文献報告が１件ございましたので、これについて再評価調査会で事前の調査

審議をしていただきましたところ、再評価指定はしないが、今後とも関連情報

の収集に務めるということにさせていただいております。

本成分につきましては国内で承認があるのが１製剤のみで、殺ダニ剤でござ

いますが、ノミ取り首輪としての製剤が１品目承認があるだけでございます。

ここに記述がございます徐放剤というのはノミ取り首輪でございますが、徐放

剤で、非常に放出量が少ないということでございます。それから、海外では発

がん性の可能性を示唆しているところもございますが、ＦＡＯ／ＷＨＯのジョ

イントミーティングの では発がん性のリスクは低いと評価しPestcide Residues
ておりますことから、再評価指定はいたしませんで、今後とも関連情報の収集

に努めるということにさせていただいております。以上でございます。

○○委員 ありがとうございました。

特段の御質問等、ございますか。

よろしいですか。

［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〕

①ＮＤ・ＩＢ生ワクチン「ＮＰ」 日本ファマシー株式会社

②“京都微研 ニワトリ５種混合オイルワクチン－Ｃ 微生物研究所
”

株式会社

③イミトサイド 共立製薬株式会社

○○委員 それでは次に参りましょう。

事務局 次に再審査関係でございます。４品目ございますが、まず水産以外

の３品目について御説明をさせていただきます。資料は事前にお配りしました

赤の でございます。動物用医薬品の再審査についてということで、再評No.16
価調査会関係の３品目でございます。ニワトリのワクチンが２品目と、犬用の

フィラリアの薬が１品目の計３品目でございます。

１枚めくっていただきまして、再審査品目の概要表がございますので、これ

で御説明いたします。

最初の品目がＮＤ・ＩＢ生ワクチン「ＮＰ」で、ニューカッスル病と鶏伝染

性気管支炎の混合生ワクチンでございます。この製剤につきまして有効性、安

全性について再審査をいたしました結果、一番下でございますが、資料の整備
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を条件として、有効性及び安全性に関する評価に基づき有用性が認められるも

のとして、部会に報告をさせていただいております。

有用性につきましては、鶏について、抗体判定ではございますが、有効性に

ついて調べたところ、承認時と同等以上の有効性が認められております。

ただ、用法・用量には投与経路として飲水、点眼、点鼻、噴霧という四つの

投与がございましたが、点鼻、点眼については実績がございません。実際の投

与は飲水または噴霧によって行っているということでございますので、メーカ

ーの方も用法・用量から点眼、点鼻については削除するという方向での書類の

整備をすることになっております。文献的な、特に問題となる有効性について

の報告はございません。

18 22安全性につきましても、ここにお示しいたしましたとおり、 施設で約

万羽に対する抽出率 ％での関係では、問題となるような副作用等はござ0.07
いませんでした。また、文献でも報告が特にございませんでしたので、そうい

った結果にさせていただいております。

次が同じく鶏のワクチンでございますが “京都微研 のニワトリ５種混合、
”

。 、 、のオイルワクチン－Ｃでございます ニューカッスル病 鶏の伝染性気管支炎

伝染性コリーザのＡ・Ｃ型、マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症の混合の

油性アジュバント加の不活化ワクチンでございます。これにつきましても同様

に、有効性、安全性に関する評価に基づき有用性が認められるということで部

会に報告をさせていただいております。有効性につきましても抗体価での判定

で承認時と同等以上の有効率が認められております。また、文献的な報告でも

有効性に関して問題となる報告はございません。

安全性につきましても、 施設、 万羽についての結果でございますが、18 191
副作用としてごくわずかなものがございましたが、ほぼ安全性については問題

ない。また、文献的にも問題ないという報告がございましたので、このような

報告にさせていただいております。

それから、三つ目のイミトサイドでございますが、犬の心臓、肺に寄生しま

す犬の糸状虫の駆除剤でございます。有効性につきましては、実は承認時のは

剖検による有効性の確認でございますが、臨床に実際に応用しますと剖検をす

るわけにいきませんので、犬の糸状虫の成虫の抗体検査をもって判定しており

ます。その関係で、症状が改善しますと来診しないということ、あるいは獣医

師が抗体検査をしないということがあったりしまして、判定不能というのが出

ておりますが、検査をしたものにつきましては有効性が高いということで、承

認時とほぼ同等の有効性が認められております。また、文献的に問題となる報

告はございませんでした。

安全性についてでございますが、 施設の 頭の結果でございます。副20 1,087
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作用としては、糸状虫を駆虫するということで、ある程度リスクのある薬でご

ざいます。そういった点で若干副作用の例は出ております。そういった中で、

使用上の注意にない副作用が幾つか出ておりますので、現行、使用上の注意で

示されている副作用に読み込めない下痢、流涎等については使用上の注意に記

載をするということでの書類の整備をすることになっております。文献的には

問題となるような研究報告はなかったということで、使用上の注意の記載等、

使用上の注意の整備を条件として、有効性、安全性に関する評価に基づきまし

て有用性があるということで部会の方に報告をさせていただいております。以

上でございます。

○○委員 ありがとうございました。

ただいまの報告に御質問等ございますか。

よろしいですか。

［報告事項］

（７）動物用医薬品の再審査について

〔水産用医薬品調査会関係〕

④水産用ベネサール 協和発酵工業株式会社

ハダクリーン バイエルメディカル株式会社

○○委員 それでは、続いて水産医薬関係ですね。事務局、お願いします。

事務局 水産用ベネサール及びハダクリーン、一緒に説明いたします。事前配

付資料の をご覧ください。No.17
水産用ベネサールですが、これはプラジクアンテルを有効成分とする飼料添

加剤でございます。効能・効果は、スズキ目魚類の体表に寄生するハダムシ

（ ) の駆除を目的として使われます。水産用医薬品調査会でGenedenia seriolae
平成 年１月 日に再審査が行われました。その結果、有効性、安全性とも16 29
に問題ないということで、所定の審議が終了したということで動物用医薬品等

部会に報告することとなりました。

有効性については、投薬前後の駆虫率を調べたところ問題ないということで

ございます。それから、安全性についても調べた 症例、 万 匹の中20 28 2,052
で副作用も認められず、問題性が認められませんでした。文献的にも問題のあ

る症例は見つかりませんでした。以上です。

○○委員 ありがとうございました。御質問等ございますか。

よろしいですか。

［報告事項］
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（８）動物用医薬品の諮問・承認状況について

○○委員 それでは、さらに次に参ります。( ) 諮問・承認状況について。事8
務局、お願いいたします。

事務局 当日配付資料、黒の７番、横長のものを御用意ください。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の間に諮問され

たものを御紹介させていただきます。

まず一般薬関係でございますが、リマダイル注射液、これは先ほど御審議し

。 、 、 、 、ていただいたものでございます それからエースワーカー錠 １ ２ ８0.5
これも先ほど御審議していただいたものでございます。２ページですが、抗菌

剤関係でございます。動物用タリビット錠 、 、 、それから動物用タ15 50 100
リビット粒 ％、第一ファインケミカル株式会社からの承認申請でございま10
す。後ほど御審議していただくかと存じます。よろしくお願いいたします。

３ページには、生物学的製剤関係といたしまして動物用生物学的製剤基準の

一部改正について。これも先ほど御審議していただいたものでございます。４

ページに動物用生物由来原料基準の一部改正について。これも先ほどのゼラチ

ンの話でございます。以上でございます。

承認状況につきましては、この３カ月間で部会で御審議、報告で承認されて

いるものがありません。食品安全委員会の意見を聞かないと承認できないとい

う状況があるもので、そこがまだうまく働いていかないものですから、承認さ

れたものがございませんでした。以上でございます。

○○委員 そちらへ全部プールされちゃっているんですか。

事務局 プールといいますか、食品安全委員会の回答がないと承認できないと

いうシステムになりましたので、まだうまく働いていないので、どうしても時

間がかかってしまうということで。

○○委員 一生懸命頑張っても、そこで詰まっちゃうんですね。しっかりねじ

を巻いてください。我々も一生懸命頑張っているんですから。

よろしゅうございますか。御質問等。

[その他]

（９）薬事法関係省令等の改正について

○○委員 それでは、( ) 薬事法関係省令等の改正について。これも事務局か9
らお願いいたします。

事務局 現在、改正薬事法に係ります平成 年の施行事項につきまして作業17
をやっております。本日は改正薬事法に係ります作業の流れと、平成 年度17
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の施行事項につきまして先生方に御報告申し上げたいと思います。

８の資料をご覧いただけますでしょうか。改正薬事法の概要でございまNo
す。資料に沿って順に説明させていただきます。

まず背景及び必要性でございますが、薬事法は、医薬品、医薬部外品、医療

用具等の品質、有効性及び安全性確保の観点から、企業が行う製造・販売等に

関して必要な規制を行う法律であります。国際的な整合性、科学技術の発展、

企業活動の多様化等、社会経済情勢の変化を踏まえ、逐次適切な見直しが必要

で、行ってきているところであります。

今回の改正の主なポイントとしましては、医療用具に係る安全対策の抜本的

な見直し。これは、医薬品以上に多様な技術・素材が用いられております医療

用具の特性に対応した見直しでございます 「バイオ・ゲノムの世紀」に対応。

した安全確保対策の充実。これは、生物由来の原材料を用いた医薬品等、いわ

ゆる生物由来製品につきまして、その安全確保に向けての法的な整備を行うと

いうものでございます。あと、市販後安全対策の充実と、承認・許可制度の見

直し。これは、企業の安全対策の責任を明確化し、国際整合性、ＩＣＨ、ＶＩ

ＣＨ、もしくは海外のＦＤＡやＥＵの承認状況を踏まえた医薬品の承認・許可

制度の見直しというものでございます。

改正に係るスケジュールといたしましては、平成 年の７月 日に「薬事14 31
法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律」として公布され

15ました。この法律は第１条と第２条からなっておりまして、第１条が平成

年７月 日施行の事項であります。これは、後ほど説明いたしますが、生物30
由来製品の安全確保対策の充実、獣医師からの副作用報告制度、そして獣医師

17・獣医療機関が行う臨床研究 このような内容になっております あと 平成、 。 、

年４月１日施行の事項がありまして、これが現在作業をしている事項になりま

すが、医療機器のクラス分類と安全対策の見直し、市販後安全対策の充実と承

認・許可制度の見直し、その他の事項となっております。

この間に、昨年の 月 日付けで「薬事法及び採血及び供血あっせん業取12 19
締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が公布

されておりまして、これも平成 年４月１日施行となっております。こちら17
では主に製造販売業と製造業に関する諸規定が決められております。１ページ

めくっていただきまして、製造販売業の許可の有効期間、医療機器の製造販売

業の許可の特例、外国製造業者の認定の有効期間、そして製造管理又は品質管

理の方法の基準を適用する医薬品等の範囲というような内容になっておりま

す。

それでは資料に沿って順に説明させていただきます。もう１枚めくっていた

だきまして別紙１をご覧ください。これは改正薬事法に係ります平成 年７15
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月 日施行事項でございます。30
先ほど説明申し上げましたとおり、大きな事項としては三つございまして、

まず一つ目が生物由来製品の安全確保対策の充実。これに関しましてはどうい

う状況だったかと申しますと、生物に由来するものを原材料として製造される

医薬品を「生物由来製品」として位置づけ、その製造から市販後までの各段階

における安全性確保を図る必要性がある。それに基づいて、施行後は、こちら

の調査会または部会でも何度も御審議いただきましたが、生物由来製品と特定

生物由来製品を告示で指定し、生物由来製品の原料の基準等も制定いたしまし

た。あと、生物由来製品に関する法的整備ということで薬事法を整備させてい

ただきました。

二つ目の事項といたしまして、獣医師からの副作用報告制度でございます。

それまでは薬事法において副作用の報告義務があるのは製造業者、輸入販売業

者のみでございましたが、この施行に伴い、獣医師等についても副作用の発生

を知ったときにはそれを報告しなければならないと規定されております。

三つ目といたしまして、獣医師・獣医療機関が行う臨床研究。これまでも獣

医療機関が主体となって行った臨床研究というのがございましたが、ＧＣＰ等

の信頼性の問題がありまして承認申請データとして使用できなかった。これが

施行後は、そのような研究についてもＧＣＰの中で法的整備を行って、現行の

治験と同様の取り扱いとして、製薬企業が未承認の薬物や機械器具等を提供す

ることを可能にしたということでございます。

１ページめくっていただきまして、これからが平成 年度の施行事項でご17
ざいます。別紙２は医療機器のクラス分類と安全対策の見直しとなっておりま

す。左半分が現行の規定で、右半分が施行後の規定となっております。

まず名称が、現行は医療用具ですが、これが施行後は「医療機器」と変わり

ます。

また、クラス分類ですが、下に図がございますが、現行では医療用具の分類

として大臣承認が必要なものとそうでないものと二つに大きく分かれておりま

して、販売規制は人用では届出になっております。動物用でも届出の規定には

なっているんですが、届出品目を指定しないということで、動物用については

販売規制はないという形になっております。これを使用に基づく危険度で、リ

スクの高い方から高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器の三つに分

類いたします。

高度管理医療機器は何か問題があった場合には命にかかわる危険があるよう

な医療機器で、これは、販売規制については都道府県知事の販売業の許可が必

要であり、承認は大臣承認になっております。

管理医療機器は高度管理医療機器よりはリスクが低いものということで、そ
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の中で二つに分かれておりまして、基準を定めて指定する医療機器については

第三者認証機関であります登録認証機関が基準に基づき認証することも認めて

いる。残りのものは大臣承認でございます。これについては販売規制は届出と

なっております。

あと、ほとんどリスクがないという一般医療機器、従来の類別許可品目・基

準適合品に当たりますが、これは従来どおりの取り扱いであるということでご

ざいます。

動物用医薬品につきましては基本的に人体薬と同じような仕組みにしており

ますが、網をかけておりますところ、高度管理医療機器につきましては当面な

いと考えております。その下の登録認証機関の認証でございますが、登録認証

機関についても動物用につては設定しないというように考えております。これ

が医療機器の安全対策の見直しでございます。

もう１枚めくっていただきまして別紙３でございます。市販後安全対策の充

実と承認・許可制度の見直し。上から参りますが、現在は製造（輸入販売）業

の許可・製造（輸入）の承認となっておりまして、みずから保有する製造所を

前提としており、製造所において製造し、出荷する。要するにちゃんとその医

薬品を製造できるかどうかというところに主眼を置いて許可しております。こ

れが施行後には製造販売業という新たな概念ができまして、製造販売業の許可

・製造販売承認となっております。これは製造所の保有は前提としないで、製

造販売、出荷する行為を分離して市販後安全対策を重視すると、そのような仕

組みになっております。また、製造業は同じ名前の製造業として残りまして、

これは製造のみに特化すると、そのような形になっております。

イメージとしては、下に図がありますが、現在は製造（輸入販売）業者があ

りまして、前提として最初に製造（輸入）承認があって、製造（輸入）承認に

ついて製造業（輸入販売業）の許可を出す。それによって一つ品目をふやすご

とに品目の追加許可が必要という形になっております。新しい制度は製造販売

業の許可が前提となっておりまして、これに基づいて製造販売承認を出してい

く。製造所については必ずしも保有する必要はなくて、製造については全部の

委託が可能であるという形になっております。これが市販後安全対策の充実と

承認・許可制度の見直しということでございます。

もう一枚めくっていただきまして、別紙４で製造販売業及び製造業の許可関

係の諸規定。これは昨年の 月の政令事項でございますが、製造販売業につ12
きましては、許可の主体が人体薬は都道府県（事務所の所在地）となっており

、 。 。ますが 動物薬では国が行うことにしております 許可の更新については５年

また、製造販売業の許可ですが、種類ごとに出しておりまして、医療機器に

ついては先ほど御説明しましたように高度管理医療機器、管理医療機器、一般
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医療機器のそれぞれについて第一種から第三種まで出す。特例といたしまして

第一種医療機器、高度管理医療機器の許可を受けた者は第二種と第三種を受け

たものとみなすという特例がございます。

あと、製造販売業につきましては、( ) の総括製造販売責任者の設置が義務4
。 、 （ ）、づけられております 許可要件としては 製造販売後安全管理基準 ＧＶＰ

製造販売品質保証基準（ＧＱＰ）という許可要件が課されまして、ＧＶＰにつ

いては安全管理責任者の設置、ＧＱＰについては品質保証責任者の設置が義務

づけられております。総括製造販売責任者とあわせて製造販売三役と言われて

おりまして、その三役と製造業における各責任者の兼務については現在検討し

ているところでございます。

２番の製造業の許可でございますが、製造業の許可は品目ごとの許可から製

品の区分ごとの許可へ移行いたします。これは、２枚めくっていただきまして

、 、別紙４－１をご覧になっていただきたいんですが 許可の区分といたしまして

例えば医薬品ですと人体薬は放射線医薬品、生物学的製剤等、無菌、一般、包

装・表示・保管という形になっております。医薬品、体外診断用医薬品、医薬

部外品、化粧品、医療機器等について、必ず一般と包装・表示・保管の二つは

ある。高度な技術が必要なものについては、それに上乗せで許可の区分をつく

っているという形になっております。一番下に外国製造医薬品等（認定）とあ

りますが、今までは輸入医薬品等について、海外の製造する施設については特

に認定等は行っていなかったんですが、今後は海外の製造施設についても認定

を行うという形になっております。

厚労省は製造業の区分に応じて、高度なものについては国が許可を行って、

そうでないものは都道府県におろすという形になっておりますが、農林水産省

では基本的にはすべて国で行うという形にしたいと考えております。

２ページ戻っていただきまして、許可の更新は５年。あと、人的な要件です

が、医薬品については医薬品製造管理者、医薬部外品や医療機器については責

任技術者、生物由来製品については生物由来製品製造管理者と、これは現在と

変わらない規定となっております。

１枚めくっていただきまして、許可要件とありますが、製造業の許可につき

ましては許可区分ごとの構造設備基準（ＧＭＰハード）が課せられます。

また、( ) として製造販売承認要件としてのＧＭＰ調査。これはＧＭＰが適6
用されます医薬品、医療機器については製造承認申請時と製造承認事項変更承

認申請時、承認取得後５年を超えない期間ごとに、承認品目ごとに書面または

。 、実地のＧＭＰ調査を受けなければならない 製造販売承認要件でございますが

実際に調査を行うのは製造所と、多少紛らわしい形になっておりますが、この

ような調査を行うことになっております。今までですと品目ごとに品目追加の
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許可を行ったわけですが、それがなくなることもありまして、それを担保する

意味でＧＭＰ調査を行うという形になっております。

３番として外国製造業（認定 。外国製造業については許可とならずに認定）

となっておりますのは、海外の製造所でありますので日本国が許可するわけに

はいかず、それで「認定」という言葉を使っております。これについては基本

的には製造業の許可の区分に応じた製品区分ごとの認定としております。認定

の更新につきましても５年という形になっております。許可要件につきまして

は、国内製造施設と同様に適用されることになっております。

３枚めくっていただきまして、別紙５をご覧いただけますでしょうか。平成

年度の施行事項のその他の事項が書いてございます。三つほどございまし17
て、一つは軽微な承認事項変更承認申請の見直し。現在ですと、承認事項の変

更については、その軽重にかかわらず、すべて申請が必要という形になってお

りますが、施行後は軽微な変更については届出で差し支えないことになるとい

うことでございます。そこに軽微な変更の範囲の例示が書いてございます。

二つ目といたしまして原薬等登録原簿（マスターファイル）制度。現行では

原薬につきましても製剤と同様に承認を取得する必要があったわけですが、改

正薬事法では、原薬は製造販売は行わないこともありまして、製造販売承認は

必要なくなるということであります。同時に、ＧＭＰが承認要件となりますの

で、承認申請書には製造工程のより詳細な記載が求められることもあり、原薬

の製造業者と製剤の製造販売業者が異なる場合、原薬の製造工程に係る情報を

開示しなければならないということで原薬製造業者の抵抗が大きく、製造販売

業者が原薬に係る情報を入手できなくなる可能性が想定される。これがありま

して、現在ＦＤＡ等でも行われておりますが、原薬等の業者が原薬の情報につ

いてマスターファイルに登録して、我々審査当局だけがその情報を利用できる

と、そのようなシステムでございます。これによって一つの原薬について複数

の製造販売業者が利用する場合も、マスターファイルに登録しているという一

文があれば審査当局としてはマスターファイルを見て審査できる。それによっ

て審査の迅速化を図ることができるということでございます。

基本的に人用医薬品の原薬と、人用と動物用に共通する原薬につきましては

厚労省が管理しますが、もちろん農林水産省も随時閲覧可能とするという取り

扱いにするように検討しております。動物専用の原薬等につきましては農林水

産省がマスターファイルを管理・運営するという形にしたいと考えておりま

す。

最後に要指示医薬品制度から処方せん医薬品制度への移行。これは主に人用

医薬品の問題なんですが、人用医薬品におきましては要指示医薬品以外の医療

用医薬品というのがあり、処方せんなしに一般の方が入手できる医薬品があり
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ます。これについては販売しないように指導はしているそうですが、法的な規

制が十分ではなくて、保健衛生上好ましくない。こういう状況がありまして、

人用医薬品においては薬局での調剤用医薬品を除く医療用医薬品をすべて処方

せん医薬品として、処方せんなしでは販売できないような形にしたということ

です。ただ、動物用医薬品につきましては現在でも要指示医薬品は一般販売業

者から購入する形態が一般的であり、現状において人用医薬品のような問題は

ないということもありまして、動物用医薬品においては要指示医薬品制度を存

続させることにしております。

かなり手短に説明いたしましたが、以上が平成 年度の施行事項等でござ17
います。

○○委員 ありがとうございました。

何か御質問等ございますか。

よろしいでしょうか。

これで報告事項は全部終了ですね。

５．次回日程について

○○委員 あとは、その他ということですが、何かありますか。

次回の開催予定でしょうか。

事務局 次回の日程でございますが、お手元に５月、６月のカレンダーが入っ

ているかと思います。調査会関係でございますが、一番遅い調査会が残留調査

会で、５月 日に入っておりまして、それから２週間ほどお時間をいただけ19
ればと考えております。分科会は６月下旬ということになりますので、できれ

ば水・木が会議室の確保上適当でございますので、６月３日あたりを予定させ

、 、 。ていただければいかがかと思うんですが 先生方 あるいは部会長の御都合等

○○委員 今はどうかわかりませんので、とりあえず６月３日。確実にこの日

は困るとおっしゃる先生がお出でになるかどうか。

特別なことがなければ今度は午後からですか。

事務局 本日は案件が多うございましたので。基本的には午後からということ

で考えさせていただきたいと思います 。。

○○委員 では先生方、恐れ入りますが６月３日、木曜日、とりあえず予定に

入れていただくということでよろしゅうございますね。

それでは６月３日を予定といたします。

６．閉 会

○○委員 本日は朝から、まさしく長時間にわたりまして御審議いただきまし
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た。まことにお疲れさまでございました。では、これで閉会といたします。


