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１．開 会

○○委員 ちょっと定刻を過ぎましたけれども、まだお見えでない先生もいらっしゃい

ますが、今日は盛りだくさんでございますので、始めさせていただきます。

２．衛生管理課長挨拶

○○委員 では、まず衛生管理課長から御挨拶をお願いいたします。

衛生管理課長 先生方、おはようございます。

本日は、大変朝早くからお忙しい中御出席いただきましてありがとうございます。そ

して、朝の交通機関の混雑の中、大変膨大な重たい資料をお持たせいたしましたことを

心よりおわび申し上げます。御協力に感謝申し上げます。ありがとうございます。

農林水産省に「消費者の視点を第一に」をモットーといたします消費・安全局が設置

されまして、産業振興部局であります生産局畜産部から私どもの課が移ってまいりまし

てから１年と２カ月が経ったわけでございます。この間、本当にいろいろなことがござ

いました。振り返って申し上げる時間はないのですけれども、先生方にはいろいろな場

面で助けていただいたり、大変御心配をおかけしたりしてまいりました。

現在のところ、日本中の獣医師の先生方、あるいは多くの方々、特に家畜保健衛生所

の獣医師の多大な努力によりまして大きな火は消しとめることができていると考えてお

りますが、今、まだ気にかかっている問題が幾つかある中で、ワクチンに関する問題で

２つ気にかかっていることがございます。

１つは、鳥インフルエンザのワクチンに関してでございますが、ちょうど薬事・飼料

安全室長、本日はその関係で養鶏業者との意見交換に行ってもらっておりまして、今日

は失礼させていただくわけですけれども、生産者の方々、養鶏業者の方々はワクチンを

打ちたいという非常に強い希望を持っていらっしゃいます。やはり野鳥が関与している

ということで、幾ら水際で検疫をしても、空から来るものをどうやって防ぐのだという

御懸念がかなりあるということで、ワクチンを使いたいという要望が非常に強いわけで

す。

このワクチンは、御承知のとおり、発症は防げますけれども、感染は防御できないと

いう、いわゆる無症状キャリア鶏をつくるおそれがあるという、そういう性格のワクチ

ンでございますので、それを確実に見つけるためには本当に膨大なエネルギーを使って

モニタリングを続けるということが必要になってしまいますので、今は使うべきではな

いという、マニュアルを今度防疫指針というものに格上げする最終段階に入ってきてお

、 、 。りますけれど その中でも通常の発生状況であれば 摘発淘汰を原則としてやっていく

それがどうしてもできないような場合に限ってワクチンを使う事態も考えるという、そ

ういう考え方でおりますので、ワクチンもいざというときは使うということを前提に準

、 。備しておくということで 薬事法に基づく承認を受けていただく準備も進めております

このことにつきましても今日最後にちょっと御紹介させていただく予定ですけれども、
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今の状況では少なくとも予防的にワクチンを打っておくというようなことはしないとい

う考え方でやりたいと思っております。

それから、もう１つ、豚コレラにつきましては、平成８年以降撲滅対策をずっと進め

てまいりました。平成５年以降、我が国は豚コレラの発生はなかったわけなので、ずっ

とやってまいりました。そして、現在95％以上の農家が既にワクチンを打たないで豚コ

レラの防疫に成功しているわけですけれども、先般３月に未承認ワクチンを不適切に使

、 、ったということを発端にした疑い例といいますか 野外発生ではないわけですけれども

未承認ワクチンの接種による疑い例が出たということで、それに引き続きまして３例さ

らに疑い例が確認されております。これは未承認ワクチンを、あるいはもう少し広く使

っているのか、それとも未承認ワクチンに起因したウイルスが何らかの悪さをしている

のか、そこがまだ十分にわかっていない部分が残っておりますが、現在周辺の地域は徹

底的な清浄性の確認を、モニタリングの豚の頭数も増やして徹底してやってもらってお

ります。それは急ぐのですけれども、いずれにしてもワクチンの不正流通というのは徹

底的に解明しなければいけないと思っておりまして、今情報提供を求めたり、警察や税

関の力も借りて解明に努めているところです。

インフルエンザにつきましても、海外から養鶏家に対してワクチンの使用を呼びかけ

るようなメールが流れていたり、予断を許さない状況になっております。これは本当に

徹底して厳格な対応をしなければ、たとえ生産者の方、あるいは獣医さんであっても不

正なことがわかれば徹底した対応をせざるを得ないと考えております。

同時に、獣医さんに対しましては、非常に重要な役割を担っておられますので、高い

倫理観、責任感を持った獣医師の養成ということにも獣医大学の先生方にどうか御尽力

いただきたいとお願いしたいと思います。

いろいろ申し上げたいことがたくさんあるのですけれども、時間の関係がございます

が、とにかく畜水産物の安全、安心を確保するために、食品安全委員会の意見も聴かな

、 、ければいけない 厚生労働省にも聴かなければいけないというようなことになりまして

医薬品の開発者にとっては非常に負担が重くなっている面がございます。一方で、消費

者は安心、安全ならいくら高くてもいいと言っているわけではなくて、やっぱり安い方

がいいということを言っております。

ですから、輸入畜産物との関係でコストダウンというものは引き続き求められている

わけでございまして、そういった中で業界の開発意欲が低下してくるという、そういう

ことを私どもは懸念しているところがございます。必要な医薬品を、生産現場で早く使

えるようにするということも大切です。それを適切に、慎重に使うということ。そのこ

とを徹底させるということも強く求められていると考えております。

このような状況も念頭に置いていただきまして、今日、本当に長時間に及ぶ御審議を

いただくことになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

私の御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○○委員 ありがとうございました。

３．配付資料の確認
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○○委員 それでは、早速始めさせていただきますが、まず配付資料の確認ということ

で、これは事務局からお願いいたします。

事務局 お手元に黒でナンバリングさせていただいております資料を御用意させていた

だいております。

最初に当日配付資料一覧というものがありまして、その下に№１で、本日の議事次第

と委員の出欠表と座席表がついてございます。

№２は、この後御説明させていただきます動物用抗菌性物質医薬品基準の一部改正に

ついての資料でございます。

№３は、これもこの後御報告させていただきます前回の部会から本日までの諮問・承

認状況の一覧表でございます。

№４、これは、今冒頭、衛生管理課長の方からお話がありました鳥インフルエンザ不

活化ワクチンの承認についてということで、これも後ほど事務局で御説明させていただ

きます。

№５につきましては、ぶりで承認されているワクチンについてぶり属魚類への事項変

更する場合の対応についてということで、後ほど御説明させていただきます。

№６が医療機器クラス分類の告示についてですが、まだ配付させていただいておりま

せん。後ほどお手元に御用意させていただきます。№６は欠番になってございます。

№７は、次回の日程を決める際のカレンダーでございます。

№６が欠番になっていますので、№１から№７まで６点でございます。御確認のほど

よろしくお願いいたします。

○○委員 先生方、よろしいでしょうか。

欠落はないようです。

４．議 題

［審議事項]

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

再審査期間の指定について

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕

【新動物用配合剤 （輸入承認）】

①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 それでは、早速議事に移ります。

まず最初に、継続審議事項から始めます。

動物用生物学的製剤調査会関係の（１）の①リニシールド ＴＸ４、リニシールド

ＴＸ４（ゲン 、これの輸入承認ということでございます。）

今日は生物学的製剤調査会の○○先生が御欠席でございまして、○○先生から説明を

お願いいたします。

○○委員 ただいま○○委員から御紹介されましたリニシールド ＴＸ４及びリニシー

ルド ＴＸ４（ゲン）は、前々回及び前回の部会で審議され、力価試験の妥当性等によ
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り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、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資料番号赤の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るタグがありますので、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

ションから輸入承認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、既に本部会で２回御審議いただきまして、前回の御審議で、４枚めくって

いただきすと、別紙（２）というのが出てきますが、そちらにございますように①から

⑤までの指摘事項により継続審議になったものでございます。そのうち、③から⑤は使

用上の注意の記載の整備ということですので、本日実質的に御審議いただきますのは①

から②の指摘事項になるかと存じます。

それらに対しまして、申請者が回答を作成してまいりましたので、今度は医薬品等特

別部会指摘事項回答書（２）というタグをお開きください。

まず、指摘事項①でございますが、四角で囲ってあるところですが、パスツレラ・ム

ルトシダの莢膜抗原を用いたＥＬＩＳＡについて、その特異性を確認することというこ

とでございます。

申請者は、この指摘の趣旨を、間接赤血球凝集反応とＥＬＩＳＡの相関性を検討する

というふうに解しまして、製造用株に対する抗血清を鶏とモルモットで作製し、比較検

討いたしました。

まず、別添１というタグがありますので、そちらをお開きいただきますと、その最初

のページの一番最後の３行に示しますように、まずこの当該製造用株の菌体抗原、Ｏ抗

原の型別はいずれも３型でございました。

次に、別添２のタグをお開きください。鶏で作製いたしました抗血清を用いた間接赤

血球凝集反応を行いましたところ、３枚目の表２－１に示しますように、ＧＬ37株はＧ

Ｌ37株の抗血清、それからＧＬ16株はＧＬ16株の抗血清とのみ反応し、互いにクロスい

たしませんでした。しかし、次のページの表２－３に示しますように、ＥＬＩＳＡでは

一部クロスすることが確認されました。

、 、また モルモットで作製しました抗血清を用いた比較試験を別添３の方に示しますが

これにつきましても先ほどの鶏の血清と同様の結果でございました。

以上のことから、このＥＬＩＳＡは弱いながらも交差反応が見られ、間接赤血球凝集

反応ほどの特異性は見られませんでしたが、Ａ型莢膜抗体を測定する試験法としては妥

当であるものというふうに考えられました。

続きまして、先ほどの医薬品等特別部会指摘事項回答書（２）のタグに戻っていただ

きまして、今度は２枚目をお開きください。

②の指摘事項になります。②の指摘事項ですが、ボルデテラ・ブロンキセプチカが２

株含有されている意義について、抗原性の違い等を示す資料等により説明することとい

うことでございます。

まず、本剤は、1980年代に米国で開発されておりまして、その段階におきましては製
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造用株の抗原性については検討されておらず、単に２株入っていた方が、より抗原域が

確保されると考えられて、そのような製剤設計になったものでございます。

我が国への輸入承認申請に際しましては、申請者が実施した試験では、２株ともＤＮ

Ｔ産生株であることから、製造用株としては問題ないというふうに判断したようです。

そこで、今回の御指摘を受けまして、その２株の違いを見つけようと、付着因子であ

ります赤血球凝集素について検討しましたところ、次のページの上段の表に示しますよ

うに、ＧＬ28株とＧＬ29株の赤血球凝集素は異なっていることが確認されました。これ

らのことから、２つの製造用株は抗原性状が異なることが示されたというものでござい

ます。

以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○○委員 ただいまの説明につきまして御質問あるいは御意見等ございましたらどうぞ

お願いします。

○○先生、どうぞ。

○○委員 私からの指摘が主だったと思うんですけれども、間接赤血球凝集反応ほど特

異性は高くないけれども、かなりの大きな差があるということが示されているわけです

、 。けれども このような成績が常に力価試験で再現されていくならばいいかなと思います

ただ、気になったのは、それぞれの免疫血清の免疫原として抽出抗原を使っておられ

るということで、おそらく菌体で免疫した場合でも同じような結果になるだろうとは思

うんですけれど、そこがちょっと心配でした。

ボルデテラが２株入っている理由ですけれども、これも一応、由来血球によって違う

というようなことが示されておりますので、その努力を買いたいと思います。ただ、豚

血球も加えて欲しかったなという気がしておりますけれど、そういうところで、古い開

発のワクチンですので、また輸入ということで仕方ない部分もあろうかと思います。

私のコメントは以上です。

○○委員 ありがとうございました。

他に御意見あるいは御質問等ございますか。

このものは２回足踏みをしているわけですが、○○先生から承認でもよかろうという

意味の御発言と受けとめましたが、よろしゅうございますね、○○先生。

他にいかがですか。

特に御意見ないようです。それでは、これは承認ということで事務局お願いします。

事務局 ありがとうございました。

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。

［審議事項]

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

再審査期間の指定について

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕

【新効能動物用医薬品 （輸入承認事項変更承認）】

②インゲルバックＰＲＲＳ生ワクチン 財団法人 化学及血清療法研究所
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○○委員 それでは、続きまして、新規審議品目ということでございまして、動物用生

物学的製剤調査会関係の（１）の②インゲルバックＰＲＲＳ生ワクチンの輸入承認事項

変更承認ということでございまして、これは○○先生から御説明をお願いいたします。

○○委員 ただいま○○委員から御紹介されましたインゲルバックＰＲＲＳ生ワクチン

ですけれども、平成９年７月16日に承認されたもので、今回は効能追加ということで申

請が出されたものです。

本製剤は、平成16年７月14日に開催された動物用生物学的製剤調査会において事前の

審議を終了して本部会に上程されるもので、詳細につきましては事務局から説明があり

ます。よろしくお願いします。

事務局 それでは、事前に配付させていただきました資料番号赤の２番を御用意くださ

い。申請書（写）とあります灰色のタグがありますので、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輸入承認事項変更承認申請されまし

。 、 、たインゲルバックＰＲＲＳ生ワクチンでございます 本剤は 既に平成９年に承認され

、 、販売されているものですが 今般本剤を繁殖用雌豚にも使用できるように用法及び用量

効能又は効果を変更するということでございます。

添付資料というタグがあります２枚前をご覧になっていただきたいのですが、横長の

新旧対照表が付いてございます。表の左側が今回の申請内容で、右側が現在の承認内容

でございます。

、 、 、まず ６番の効能又は効果のところですが アンダーラインが引いてありますように

「及び繁殖用雌豚の繁殖成績の改善 、これが追加されてございます。それに合わせまし」

て、用法及び用量も、アンダーラインが引いてないんですけれども 「繁殖用雌豚に対し、

てはその２mLを交配３～４週間前に筋肉内に接種する」という文章が加えられておりま

す。つまり、これによりまして、本剤を繁殖用雌豚の筋肉内に接種することで、繁殖用

雌豚におけるＰＲＲＳによる繁殖障害を予防し、繁殖成績を改善するという効能を追加

するというものでございます。

それでは、本申請の概要につきまして御説明させていただきます。資料概要というタ

グの概－１ページをお開きください。

豚の繁殖・呼吸障害症候群は、繁殖母豚における繁殖障害、育成子豚及び肥育豚にお

ける呼吸器病を特徴とするもので、それに対しまして、化血研は、ドイツのBoehringer

Ingelheim Vetmedicaが開発しました本ワクチンについて、子豚の生産阻害の軽減と

いう効能で輸入承認を取得しました。

しかし、本ワクチンは、子豚の移行抗体のばらつきにより、接種時期が一律に設定で

きないですとか、ウイルスが動いている農場では３週齢での接種では間に合わない。そ

れから、母豚での繁殖障害が再発している。こういった問題点がありまして、これらを

解決するために、母豚にもこのワクチンを接種することが必要だということで、適用拡

大を開発したということでございます。

概－４ページをお開きください。７番の安全性に関する資料ということですが、ガイ

ドラインに従いまして、本ワクチンの常用量及び100倍量を繁殖雌豚に２回筋肉内接種し

ましたところ、明らかな毒性の誘起は認められず、生殖器にも影響せず、その安全性が
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確認されました。

続きまして、８番の薬理に関する資料ですが、８－１、ＰＲＲＳ生ワクチン接種母豚

、 、のアメリカタイプ またはヨーロッパタイプ強毒株感染に対する防御効果ということで

次の概－５ページから概－７ページまでにまとめてありますが、交配３～４週間前にワ

クチンを接種しまして、その後交配させ、妊娠後期にアメリカタイプのＰＲＲＳウイル

スまたはヨーロッパタイプのウイルスで攻撃いたしました。

まず、概－６ページに表１がございますが、この表１ではアメリカタイプで攻撃した

結果を示しています。上段のワクチン接種／攻撃群と、中段のワクチン非接種／攻撃群

を比較いたしますと、ワクチンを接種した方が正常産子数が増加し、虚弱子数と白子数

の割合が減少しております。

次に、表－２はヨーロッパタイプで攻撃した結果ですが、上段のワクチン接種／攻撃

群と下段のワクチン非接種／攻撃群を比較しますと、同様にワクチン接種した方が正常

産子数が増加し、虚弱子数、白子数の割合が減少しております。

また、表－３は、白子からのウイルス分離成績を示したものでございます。上段のワ

クチン接種群ではヨーロッパタイプで攻撃したものによる白子１頭からウイルスが分離

されたのみでしたが、中段のワクチン非接種／攻撃群からではそれぞれのタイプの攻撃

による白子７頭のうち、それぞれ５頭からウイルスが分離されてございます。

以上のことから、本ワクチンを交配前に接種することで妊娠後期におけるＰＲＲＳの

攻撃を防御することが確認され、本ワクチンの有効性が示されました。

続きまして、概－10ページをお開きください。臨床試験でございます。鹿児島県及び

広島県のＰＲＲＳ陽性農場におきまして計229頭を対象に実施いたしました。

、 、 、その試験成績ですが まず安全性につきましては ワクチン接種後14日間の臨床観察

接種局所の観察及び繁殖成績において異常は認められず、安全であることが確認されて

ございます。

次に有効性ですが、今回の観察期間中、ＰＲＲＳの急性発症、つまり集団的な早・流

産等の異常産、こういったものは観察されませんでしたので、分娩成績から評価いたし

。 。 、 、ました 概－13ページの表６をご覧ください Ａ農場 Ｂ農場それぞれを見てみますと

Ａ農場の方は対照群の方が右から２列目の生存産子率が高くなってございます。これは

死産子を伴う母豚数が多かったことに起因するというふうに考察されています。Ｂ農場

の方の生存産子数は試験群の方が有意に高い結果でございました。それから、表の一番

右の列ですが、母豚１頭当たりの平均生存産子数ですが、Ａ農場、Ｂ農場それぞれにお

きましては有意差はありませんでしたが、総合しますと、試験群が10.31頭、対照群が9.

49頭で有意差があったということでございます。

以上の成績から本ワクチンは繁殖成績を改善するワクチンとして安全で、かつ有効で

あると判断されました。

そして、最初のページの表紙に戻っていただきたいのですけれども、審議経過票が付

いてございます。そちらをご覧ください。

この申請は、平成12年７月に提出されたものでございますが、まず平成13年７月26日

に生物調査会で御審議されました。その結果、審議経過票の７番の欄の上のところにな

りますが、このワクチンはＰＲＲＳの陰性農場で使用した際に、アメリカでの例ですけ
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れども、分娩率が10％減少したという例がありまして、基本的にはこのワクチンはＰＲ

ＲＳの陽性農場のみで使うということになっていますが、それにつきまして、このワク

チンウイルスは接種時点で母豚に抗体があってもウイルスは増えるワクチンなのか、そ

ういう御意見がございました。そうしたことから、審議結果にありますように、ＰＲＲ

Ｓ抗体陽性の母豚においてもワクチンウイルスが確実に増殖している、ワクチンがテイ

クしているということを証明する科学的な資料を添付することで継続審議となったもの

でございます。

それに対します回答としまして、２枚めくっていただきますと、回答書というものが

ございます。

まず、試験の１といたしまして、実際は２ページ目にまとめてあるのですけれども、

ＳＰＦ豚にＰＲＲＳウイルスの強毒株を接種しまして、その24週間後に本ワクチンを接

種いたしまして、リンパ球の幼若化反応が起こるかどうかを調べました。その結果を図

１に示してありますが、ＰＲＲＳ陽性豚におけるリンパ球の幼若化反応は、４週目には

非接種対照群と比較しまして、60％の増加が確認されております。

次に、試験２といたしまして、野外感染歴のある未経産豚に本ワクチンを接種しまし

て、血中及び肺から経日的にウイルス遺伝子を検出しました。

４ページの表３に示しますように、網のかかったところでウイルスの遺伝子が検出さ

れ、宿主の標的細胞においてワクチンウイルスが増殖したものと考えられました。

この結果は、本ワクチンが陽性豚においてもテイクすることを裏付けるものと考えら

れました。

また、５ページ目にはＰＲＲＳ陽性農場における本ワクチンの母豚への有効性を示し

た文献または学会報告等が示してあります。

以上の回答につきまして、再度生物調査会で御審議いただき、また、表紙に戻ってい

ただきたいのですが、７の欄の今度は下の欄になりますが、本剤の繁殖用雌豚に対する

有効性について調査を行うこと、これを条件といたしまして本部会に上程して差し支え

ないものとされたものでございます。

なお、この条件の報告につきましては、生物調査会で御検討いただき、何か問題があ

れば本部会にも報告させていただくということでよろしいかと考えてございます。

以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○○委員 ただいまの説明につきまして御意見、あるいは御質問等ございましたらどう

ぞ。

どうぞ、○○先生。

○○委員 回答の４ページの血清中からのＰＲＲＳウイルス特異遺伝子の検出という表

ですけれども、３頭だけで検出されたという成績ですけれども、これでワクチンがテイ

クされているという証拠としてはよろしいのでしょうか。ちょっとお聞きしたいんです

けれど。

○○委員 事務局、いいですか。

事務局 その点は生物の調査会でも御議論がございまして、おそらくこの20頭の抗体レ

ベルというものをチェックしておりませんので、多分抗体の高いものと低いものがこの

中に混ざっているのだろうと思います。これは調べてないので何とも言えないんですけ
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れども、おそらく抗体レベルの低かったこの３頭がテイクするといいますか、ウイルス

が増えて、こういった形で遺伝子が検出されたのではなかろうかということで、もう少

し例を増やせば実際抗体がある、ないと比較してみれば、ある程度の抗体レベル以下な

らばワクチンがテイクして、母豚群全体としての抗体レベルを維持するワクチンとして

使えるのではないかということで今回そういう条件を付した形で、承認しましょうとい

う形になったというふうに理解しております。

○○委員 よろしいですか。

どうぞ、○○先生。

○○委員 今の話はそういうことがあるのだろうと思います。野外の豚を使っているの

で、免疫の程度というのは様々であって、免疫が強ければ当然テイクしない可能性があ

るのだろうと思うんです。

、 、 、 、ただ そもそも論であれですが 確認ですけれども このワクチンは母豚に接種して

生まれた子豚を守るというのではなくて、繁殖を守るという目的ですね。

事務局 そうです。

○○委員 そうすると、そもそも論で恐縮なんですが、このウイルスの性質を見ると、

胎子感染を起こして、ウイルス血症を起こすということなんですけれども、そういうも

のを例えば使用制限で妊娠している豚に使わないという制限事項を設けるにしても、ウ

イルス血症を起こして、胎子感染を起こすようなものをワクチンとしてどうかというこ

とがちょっと気になりました。

それから、追加試験で免疫を持っている豚でもテイクするかという話で、ウイルスの

検出と細胞性免疫のチェックをしているわけですが、細胞性免疫の試験の内容を見ます

と、ＰＲＲＳの免疫との関連ではほとんど意味をなさない試験になっていますよね。と

いうのは、リンパ球をとってきて、コンカナバリンＡに対する反応性を見ているわけで

あって、ＰＲＲＳウイルスに対する細胞性免疫を見ているわけではないですね。ですか

ら、これはそのときの豚のリンパ球がコンカナバリンＡにどれだけ反応したかというの

を示すだけであって、ＰＲＲＳに対する細胞性免疫を全然反映しているものとは違いま

すよね。大事なのはリンパ球の幼若化反応で調べるのであれば、ウイルス抗原にリンパ

球がどう反応したかを調べないと全く意味がないデータですね。先ほど60％上昇したと

言いますけれども、これはＰＲＲＳウイルスに対する細胞性免疫との関係では全然意味

のないことだというふうに思います。

それともう１つ、データそのものを見て、コンカナバリンＡを使いますと、条件によ

るんですけれども、普通はカウントは10万とかいくのがあれなんですけれど、5000とか7

000というのはよっぽど免疫不全の豚でないと出ないような気がして、ちょっと気になり

ました。

それから、このカウントなんですけれども、この程度のカウントであれば、せいぜい

５分か10分測定すれば十分有意なカウント数になっているんですけれど、６時間測定し

たというのもちょっと私、意味をわかりかねました。６時間もなぜ測定したのか。通常

考えられないことだと思います。

○○委員 ただいまの御意見、関連の御発言、どなたかございませんか。

○○委員 申請書なので、用語を統一してほしいということで、審議経過票の５番のと
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ころ、用法及び用量を見ていただきますと 「繁殖用雌豚」という言葉を使っています。、

効能又は効果も「繁殖用雌豚」と使っていますけれども、使用上の注意のところで、審

議経過票の２ページ目なんですけれども、中ほどで、対象動物に対する注意というとこ

ろの１の（１）のところで、最後に「妊娠中の繁殖雌豚 「繁殖雄豚」ということで、用」

法及び用量は「繁殖用」という言葉を使っていますので 「用」を入れた方が適切かと思、

います。

事務局 はい、そのように指示いたします。

○○委員 ○○先生、先ほどの御発言で、このものの承認をするのか、それとも継続か

というところで議論を進める必要があると思うんですが、もう少し具体的に、どちらか

の判断で、先生のお考えございますか。

○○委員 調査会で出た指摘に対するあれででしょうか。

ですから、例えばこのワクチンは汚染養豚場でしか使わないということですから、様

々な免疫の程度の豚がいるんだと思うんですね。ですから、先ほどお話ししたように、

免疫の強い豚では当然効果ないだろうし、それから感染から時間が経って多少免疫が落

ちているような豚だったら効果があるだろうということは予想されるわけですね。その

境がどの程度かということを指摘したのがこの調査会の指摘だと思うんです。これを見

ますと、抗体調査ではなかなかそういう判断が難しいので、細胞性免疫とウイルス分離

で評価したということで、ウイルス分離の方はあれで結構ですけれども、細胞性免疫に

ついては先ほどお話ししたように全く意味をなさない試験の内容になっているものです

から、この成績から60％上昇したからテイクしたという話にはならないので……。

○○委員 そのあたりをもう１つ裏打ちのデータが欲しいということでしょうか。

○○委員 よくわからないのですが、前提になっている抗体では評価できないというの

は事実なんですかね、僕ちょっとわからないんですけれど。

○○委員 調査会で細胞性免疫については、このデータで有意差があるのかというのは

大分問題になりました。実際に細胞性免疫を測定して、有効性を調べるのにはこのデー

タでは足らないだろうという話になったのですが、では、どうしてそれを調べるのかと

いう実際論になると、現実的には無理だろう。今○○先生がおっしゃったように、ウイ

ルスに対するので、このワクチンの効果をそこで測定できるのかというと、それも難し

いのではないかというのが結論だったように思います。

したがって、母豚の中でウイルスが増えるかどうかの方の議論が主になりました。そ

れについてはこれで増えるというのを実際に現しているのかどうか、つまり20頭分の３

、頭でそれで本当に有効にワクチンが機能しているのかというので問題になったのですが

実際上はワクチンの安全性については問題ないだろう。豚の抗体についても千差万別。

その有効性をきちんと出すためにはかなりの豚の頭数を使わなければいけないだろう。

実際にそれは不可能という輸入者の回答だったものですから、では、実際に野外では、

今、子豚に使っているわけですから、それを母豚に使って、有効性をきちんと検証でき

るようなデータを再審査期間中に積み重ねなさいというので、今回は承認を可としても

いいだろうというのが調査会の意見でした。

、 、 。○○委員 つまり 市場に出して 一定期間の間にデータを蓄積するということですね

○○委員 母豚に対してはそういうデータの蓄積でもいいのではないかというのが調査
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会の意見でした。

○○委員 私も例えばウイルス抗原に対する反応性で評価できるかは、例えば通常の豚

に感染させると、ウイルス抗原に反応するリンパ球が出てきて、そのチェックは簡単に

できます。こういう状況で評価できるかどうかはやってみないとわからないので、私、

あれですけれども、ただ、その評価の１つとして細胞性免疫を考えるのであれば、全然

最初から意味のないコンカナバリンＡなんか使わなくて、何でウイルス抗原を使わなか

ったのかなというのが疑問です。コンＡを使っても何の意味もない。労力だけ使ったと

いうことですので、そこがちょっと気になったということです。

あとはウイルスの検出の結果等については○○委員の言ったとおりで私は結構だと思

います。

くどいようですけれども、細胞性免疫の評価が試験として意味をなす形になっていな

いということです。だから、これをやるならウイルス抗原でどうしてやらなかったのか

なと。結果はわかりません、やってみないと。

○○委員 何か関連の御意見ございますか。

○○委員 私も○○先生を支持します。

やれることなので、ウイルス抗原を使うべきだと。また、ＣＴＬのような特異的なも

のを考えるならば、これはちょっと難しい。こういう濃度系が成り立たないですから。

だけど、リンパ球の幼若反応を見るだけならば可能ではないかと思います。

○○委員 ということは、市場に出すということに待ったをかけますか。

○○委員 議論がよくわからないのですが、調査会の指摘した事項は適切でなかったと

いうことですか。それとも適切であったけれども、それに対する回答がなかったという

ことですか。すなわち、不可能なことを求めた指摘事項であったのか。

○○委員 事務局の判断を先に聞きたいと思います。

事務局 これは時間がかなり前後しておりまして、３年前に生物調査会で御審議してい

ただいたときには、陽性の農場でしか使わないので、当然そこにいる母豚は抗体を持っ

ている。抗体を持っている豚に生ワクチンを打ってちゃんとテイクするんですかねと。

そういう疑問がありまして、そこをきっちり示すデータを出しなさいということで、具

、 。体的にこういう試験をしなさいとか こういうやり方でという指示はなかったようです

そこについてはかなりこういう生ワクチンについて抗体陽性の農場できっちりワクチン

をテイクする方法というのはどう科学的に示せばいいんですかねと、かなり申請者の方

も苦労されたようで、それで今回苦肉の策みたない話なんですけれども、リンパ球の幼

若化の試験、それとＰＣＲを使って遺伝子の断片を検出する方法を出してきたというも

のです。

○○委員 これは動薬検か何かには相談があったのでしょうか。

○○委員 メーカーの方から調査会の後にどういうふうに試験したらいいかということ

で相談を受けたのですけれども、結果的にメーカーの方で、回答に書いてあるんですけ

れども、文献検索して、こういう試験ができるということで、じゃ、やってみてくださ

いという、そういう立場での相談を受けたということで、積極的にこちらから指示した

とか、そういう状況ではありません。

○○委員 細胞性免疫ではなくて、増えたかどうかという話ですけれど、抗体も見てい
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ないですよね。もちろん抗体の高いのはテイクしなかったのだろうと、ウイルスが増え

ていなかったのだろうという考察ですけれども、抗体も測っておくべきですよね。抗体

が接種時と上がっていれば、それで増えたという証拠になると思うんで、そういうデー

タもないというのはちょっと寂しいといいますかね。

○○委員 ４ページのテイクした３例以外、いや、３例を含む20例ですか、これは結局

抗体はチェックしていなかったということなんですか。

事務局 はい。

○○委員 ここら辺にある意味では基本的な大きな落ち度があったかなと思いますけれ

どね。

○○委員 これはやっぱり医薬品として申請されていると思うんです。このレベルで医

薬品にしていいんですかというのを私は感じるんです。ちょっと立場が違うので……。

データとして出てきたときに、このぐらいのもので医薬品にするとか、これ、商売です

ので、売るんですよね。本当に効くんですか、これだけのデータで。やっぱりもっとデ

ータが要るのではないですか。

具体的なところでやっていて、汚染されたところでやっているデータで、３農場やっ

ていますよね。そのうちの１農場、まとめてしまえば有意かもしれないですけれど、こ

、ういうレベルで今まで認めた例があるのかどうかというのを私は知りたかったのですが

動物薬だとこのレベルなんですか。

○○委員 大変厳しい御指摘ですが、○○先生、何か。

○○委員 おそらくこのウイルスの性質からして、抗体価をきちんと出すというのはか

なり難しいんだろうと思います。

もう１つは、効くか、効かないかわからないというのは非常に難しい考え方ですね。

少なくとも生物学的製剤の場合には有効性というのを確実に検出するためには野外流行

というのが必要になってきますので、野外流行のない時点では、少なくとも抗体上昇と

か、チャレンジみたいなことでしかわからないわけですね。実際に出てくるデータも抗

体が有意にかなり上がるものであればいいですけれども、抗体の上昇のパーセントがか

なり少ないものについては有効性を見るというのは非常に難しくなります。

それをどうしろと言われると、おそらく僕自身には考え方はないですから、そんなも

のはだめと言われるのでしたらそういう判断になると思うんですけれども、少なくとも

生物学的製剤調査会はそれでも安全性があって、有効であるならば、有効性が確実に証

明されなくても、有効だろうと考えられるのならば承認してもいいのではないという考

えだろうと僕は思っていますけれども。

○○委員 このワクチンは効能追加という形で申請されているんですね。既に子豚用に

使うということであるんですけれども、前提として既に外国の方で、概要書の２ページ

にも書いてあるんですけれども、概要書の２ページの１の２のところに、諸外国で子豚

用の後に母豚免疫の必要性の検討の結果、アメリカ、カナダ、ドイツ、韓国など、既に

外国で繁殖用の豚にも使うような形で承認されて、実際に外国でも使われている。そう

いう背景もあって国内での母豚用の開発をしたという、そういうことで、実際には既に

国内でＰＲＲＳがかなり蔓延しているような状況での臨床試験を含めた開発試験になっ

たということで、結果的にはクリアなデータは資料の中ではなかったかもしれませんけ
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、 。れども 方向性としては有効な方向はあるというふうに結論づけて申請がなされている

そういうふうに私は理解しております。それが調査会での審議の結果、こちらに上がっ

てきた。私はそういう形で、必ずしもクリアでなくても、既に野外で使われたもの、養

豚用には使われていて、安全性も確保されている。そこの中でもう１つ効能追加という

のを、調査会でもその後の評価を受けるということでもう少し様子を見ましょうという

形にもなっていますので、今の段階でストップをかけるというのはちょっと行き過ぎか

なという気がします。

○○委員 つまり、子豚では既に使われている。母親の方にも拡大して、子豚の抗体を

何とか少し上げようと。それが目的だということなんですね。その不足分は今後一定期

間で資料を集積していって、その効果を見る。要点はそこで調査会の方は落ちついたと

いうことなんですね。

○○委員 最初確認したのはそういうことではなくて、ＰＲＲＳという病気は２つあり

まして、１つは、子豚が呼吸器病を起こすんです。それから、妊娠している豚が感染す

ると異常産を起こす。その２つの病気があって、この事項変更は、移行抗体を高めて、

子豚の肺炎を守るのではなくて、異常産を防止するための追加ということですから、子

豚と目的が違うわけですね。子豚に使う場合と。

事務局 子豚は子豚で承認を取っていますので。

○○委員 そういうことですね。だから、子豚が健康に育つかどうかではなくて、異常

産を抑えられるかどうかというところですよね。

事務局 はい。

○○委員 それで、今○○委員から話があったように、この評価は本当に僕も難しいん

だと思います。どうやっていいかわからないところもあるし。それで、調査会で承認後

、 、に使われた農場での成績を取りまとめるようにという条件がついていますけれども 僕

ちょっと仕組みのことはわからなのですが、例えば承認されて１年後、２年後に成績を

まとめて、効果があれば結構なんだけれども、なかった場合は、例えば承認は取り消し

とか、そういうことは可能なんですか。

事務局 それは可能です。

○○委員 わかりました。

○○委員 このものは既に７カ国で母豚用に使われていますよね。そこでのデータとい

うのは全然ないんですか。それで有効だということについてのデータは。そういうデー

タでも出ていればある程度、先ほど言ったようにデータを再評価するという前提で認め

るというのはあるんでしょうけれど、安全だから明確に有効であるかどうかというのは

わからないけれども、どちらかといえば有効かもしれないけれども、一応通してみまし

ょうかというスタンスですね、ここの話ですと。

諸外国のデータは出てないので、それがわからないのですが。

○○委員 事務局、何かデータありますか。

事務局 恐らくそれが回答書の５ページに羅列してあります文献とか学会報告が外国で

の実績になるかと思います。

○○委員 ここで具体的なデータが出ていれば、確かに使っていれば効くんだなという

ことがわかりますから、先ほどのスタンスでいいんだと思うんですけれど、折角日本が
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後発で承認する方向にいこうとしているのに、そのデータが出てきていないというのは

何か悲しいのですが……。もっと具体的なデータが出てきていいのではないかと思いま

す。

、 。事務局 当然論文とか学会発表がされていますので 具体的なデータはあると思います

○○委員 事務局にちょっとお尋ねしたいのですが、そこら辺のところをもっと具体的

に整理した確認というのは可能ですよね。

事務局 それは可能です。

○○委員 今の○○先生の御発言だと、外国のそういう裏打ちになるようなデータがあ

れば納得できるのではないかという、そういう点ですね。

○○委員 そうです。

○○委員 これはメーカー側にまずは１回問い合わせる必要があると思いますがね。メ

ーカーといいますか、ディーラーといいますか……。

事務局 申請者の方に要求する形になると思います。

○○委員 そうすると、見た目のｎがふえた形になりますね。これは結局ｎが大きくな

いとデータがわからないということですね、最後のところは。だから、なるべくいろん

なデータをたくさん見せていただいてという形になるのだと思います。

○○委員 結局母豚へ拡大するという承認事項の変更ですから、このもの自体は子豚用

としては生きているわけですね。

事務局 はい。

○○委員 ですから、母豚に使用するということの拡大をするためには、今一つ資料が

、足りないのではないかという御指摘の方が御発言の中では多いように思いますけれども

○○先生、どうぞ。

○○委員 そのときにどういうデータを要求するんですかね。

○○委員 例えば具体的に母豚の部分で、母豚にこれを与えたときに、どのぐらい、最

後、参考の生存率というんですか……。

○○委員 抗体が上がったことを……。

○○委員 上がるかとか、そういうデータではないかと私は思います。一番きくのはそ

、 。 、 。 。こなんですね この目的として そういうことですか これは それはおかしいですか

いや、私は……。

、○○委員 野外でそれをやっているかどうかというのはよくわからないんですけれども

そういうデータを……。

○○委員 諸外国は再評価していないんですか。

○○委員 いや、再評価をしているかもしれません。それはやっている……。

○○委員 多分こういうのは普通は再評価になるんだろうと。普通の医薬品の感覚でい

きますと、そうなるのだと思ったので、多分そういうデータをとられているのだろうと

思ったんですけれども。

そうすると、どの国もみんな本当に効くかどうかということに、要するに最後のとこ

ろはそこですよね。メカニズムはどうか、そう考えられますけれども。効いているとい

うことがなかったら、多分皆さんお金払わないですよね。

○○委員 流行があって、ワクチンを打ってないものと打ったもので流産比率に差があ
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るか、そういうことになるんだろうと思うんですけれども、そういうきれいなデータが

外国にあるかどうかというのは僕はよくわからないんですが、それを要求するというこ

とですね、この調査会としては。

○○委員 再評価をするというのはそういう再評価をするということではないですか。

この後、もしも今の話で再評価を条件にこれを認めるという形になったとしても、日本

でそういうデータが出た場合にそれを出しなさいということですよね。

○○委員 そうです。

○○委員 それと同じ。だから、そういうことを多分諸外国でも当然やっているのでは

ないかなと私は思うんですが。

○○委員 ５ページに書いてあることじゃないんですか。

事務局 ５ページに書いてあることはそうです。つまり、５ページに、これはサマリー

というか、本当の２、３行しか書いてないから、生データがないんですけれども、こう

いった報告の中で外国において繁殖障害の予防、例えば３）などですと、生存産子数の

上昇が認められたという報告になっていますし、１番と２番はＰＲＲＳの陽性農場で使

って、ＰＲＲＳ陰性の豚が作出されたというような形になっています。これらは外国で

の有効性を示す証拠といいますか、バックデータにはなると思います。

、 。○○委員 ということは 時間をかけてもこれ以上のものは余り期待はできないですね

事務局 はい。

○○委員 さて、いかがいたしましょうか。

先ほどのように、多々難はあるとしても、まずは市場に出して、日本のシステムによ

る再評価ということで資料を収集するということで、現実的にはこれしかないのかなと

思いますけれども、御発言のあった先生方、もう１回確認しますが、やはりこの会の性

質上、そっくりお返しするか、つまり継続審議といっても課題がはっきりしなければ継

続のしようがありません。逆にもしゴーといった場合に、少々問題ありとしても、それ

が一定期間の中である程度担保できる可能性があるとすれば、これは安全性に問題がな

い限り、これは時間を要して資料を集めることは可能であるというふうに判断できると

思うんですが、いかがでしょうか。積極的に継続とおっしゃる先生、いらっしゃいまし

ょうか。

○○委員 ４ページから６ページまでのところは多分外国のデータだという話ですね。

ここで出ている部分というのは、非常に権威の高いものと考えてよろしいんですか。プ

ロシーディングですかね。最初は雑誌ですけれど。この部分のデータについては、もう

既に調査会で十分見られて、ここのところは十分満足させるデータであると皆さん判断

されているのいでしょうか。

○○委員 調査会ではこれについては問題にならなかったです。特に委員の中で言及し

た人はいませんでしたし、暗黙の了解でこういうのは有効なんだろうというふうにとら

えたんだと思います。

○○委員 いかがですか。関連してどなたか御発言ございませんか。

、 、○○委員 ＩＰＶＳのプロシーディングスはフルペーパー扱い リファレンスとしても

アメリカの例えば微生物学会のジャーナルにリファーできる文献として認められている

と思っております。
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○○委員 ○○先生、何か。あえて振りますが。

○○委員 大変難しい話なんですけれども、これが流行しますと、ものすごい損害なん

ですね。ところが、この臨床試験のときにはこの流行時ではないということであります

から、この産子数を見ても差がない。総合で若干差がありますよといっても、差がない

ということはそもそも安全だということなんですね。有効だということはまた別にして

ですね。安全だということだと思うんです。

それから、概要書の６ページにありますが、アメリカタイプとヨーロッパタイプ、い

ずれにしても攻撃して、それで見た成績を見ると、確かに接種群は非常にいい成績が出

ているということなんですね。ですから、安全性、それからやったことについては成績

はかなりいいものが出ているということなんですね。たまたま臨床試験の期間中にはそ

の流行がなかったから、その結果は出ていないということなんですね。

ですから、出た場合の損害ということを考えたら、安全性であって、試験の仕方は若

干いろいろと疑問があるといっても攻撃試験でこれだけの成績が出ているということで

あれば、これは一応認めてやって、あとは再審査というものがあるわけですから、そこ

でチェックできるわけですから。

そういったことから考えると、いろいろと問題は多いとしながらも、私はこれはこれ

で見て、あとは再審査ということでチェックする期間があるわけですから、私はこれを

認めても現場にとっては大変いいことだと思っております。

○○委員 現場に一番明るい先生からの御発言で、これはそれなりの価値あることだと

思いますが、いかがでしょうか。

問題は再審査までの間に、何をどうチェックするかという項目がもし先生方から御発

言があればそれを挙げていただいて、積極的に継続という意味がないとすれば、承認と

いう方向で進めたいと思いますが、少々乱暴でしょうか。

衛生管理課長 本当に貴重な御意見をいただいております。○○委員からの御意見も踏

まえまして、調査会にも御相談しながら再審査の間にできるだけ的確なデータがとれる

ように、これは責任を持って指導させていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

○○委員 幸か不幸か、現在日本の国内で流行地帯がない。ですから、これが幸か不幸

かというよりも、やはり幸なわけですから、また必要なデータ、もし先生方からぜひと

いう項目の御発言があればいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしいですか。

それでは、いろいろ問題はありそうですけれども、承認ということにいたします。そ

れで、あとの項目について調査会の方の御意見も含めながら事務局の方でどの項目をチ

ェックしていくかといったようなことを具体的にまとめていただければと思います。

事務局 ありがとうございました。

本剤につきましては、今御審議していただきましたように、有効性に関して調査会と

事務局の方でチェックする項目を精査いたしまして、それを後日動物用生物学的製剤調

査会及び再審査の中で評価するということを条件に承認を可として薬事分科会に報告さ

せていただきます。

なお、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年とさせていただきます。
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○○委員 調査会と相談されて再審査までにどういうことを重点的に調べなさいという

ことがわかれば、一応この部会で報告していただけますか。

○○委員 それはよろしいですね。

事務局 再審査の結果の部会報告は当然させていただきます。――項目ですね。わかり

ました。御報告させていただきます。

○○委員 これはそれこそ文書でも配っていただければいいわけですから。

事務局 文書で御報告させていただきます。

○○委員 ぜひよろしくお願いします。

［審議事項]

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

再審査期間の指定について

〔動物用一般医薬品調査会関係・動物用抗菌性物質製剤調査会関係〕

【新有効成分含有動物用医薬品 （製造承認）】

⑤ケトコナゾール（輸入承認） 第一ファインケミカル株式会社

動物用タリビットＬ３（製造承認） 大洋薬品工業株式会社

○○委員 さて、次にと申し上げたいのですが、次は３番目、一般薬なんですが、○○

先生が見えていない。どうしましょう。

事務局 ○○先生は御用がおありのようで、午後からお見えになるという御連絡があり

ましたので、よろしければ一般薬関係を後に回しまして、抗生物質を先にしていただけ

ればと思います。

○○委員 そうしますと、○○先生の一般薬が２つございますね。それでは、３と４を

飛ばしまして、№５ですか。動物用抗菌性物質製剤調査会、⑤の動物用タリビットＬ３

の製造承認等及びこの成分の原体であるケトコナゾールの輸入承認申請の可否というこ

とで、これは座長の○○先生が御欠席でございますので、○○先生から御説明をお願い

いたします。

○○委員 それでは、代わりに御説明いたします。

資料№５でございます。動物用タリビットＬ３について。

大洋薬品工業株式会社の動物用タリビットＬ３は、オフロキサシン、ケトコナゾール

及びトリアムシノロンアセトニドの３成分を主剤とする外用剤で、適応症は犬の細菌性

及び真菌性外耳炎です。

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

ついて添付資料を整備した上で、調査会における承認の可否に関する事前の調査会審議

を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差し支えないという審議結果になったもので

あります。

なお、本剤は、毒・劇薬に該当しないものとし、再審査期間は新有効成分含有動物用

医薬品、新動物用配合剤ということで、６年間としています。

本件につきましては、本剤の有効成分の１つであるケトコナゾールが動物用としては

新成分であることから、その原体についても動物用一般医薬品調査会において事前の調
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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されていますので、そ

の点も含め、詳細は事務局より説明をお願いいたします。

事務局 それでは、御説明させていただきます。資料は№５－１と５－２とございます

が、５－１の方がケトコナゾールの資料でございます。まず製剤の方、５－２の方を先

に説明させていただきまして、その後で５－１について説明させていただければと思い

ます。まず資料№５－２の方をご覧いただきたいと思います。

製造承認の申請がございました動物用タリビットＬ３でございますが、ただいま○○

先生の方から御説明がありましたように、大洋薬品工業からの申請で、主剤が３つござ

います。オフロキサシン、ケトコナゾール、トリアムシノロンアセトニドということで

ございまして、ケトコナゾールにつきましては動物用として新成分ということでござい

ます。

用法及び用量でございますけれども、一番最初の審議経過票でざっと説明させていた

だきます。１日１回患部に３～５滴を滴下するということで、７日適用いたしまして、

７日目の時点で投与開始より臨床症状が改善されており、かつ、発赤等の炎症反応が残

存し、継続的投与が必要と判断された場合に、最長投与開始から14日間を上限とすると

いう投与期間が設定されているわけでございます。

効能又は効果につきましては、犬の細菌性及び真菌性の外耳炎ということでございま

して、有効菌種は、スタフィロコッカス属、コリネバクテリウム属、ストレプトコッカ

ス属、シュードモナス属、プロテウス ミラビリス、マラセチア パチデルマチス、そ

れから皮膚糸状菌を有効菌種といたしております。

本製剤につきましては、平成14年３月に申請がされてございますけれども、動物用抗

菌性物質製剤調査会におきましては、平成15年10月16日に審議がございました。この中

で、本剤は、主剤といたしましてオフロキサシン、ニューキノロン剤が含有されてござ

います。ニューキノロン剤につきましては耐性菌の問題等ございます。基本的には週余

を超える投与は抗菌剤についてはしないという一応原則がございますが、本製剤につき

ましては皮膚、外耳の感染症ということで、長期の投与が必要だということでございま

す。14日間という投与期間の妥当性について資料整備するという宿題が出たわけでござ

いますが、その点を整備いたしまして、本年７月28日の抗菌性物質製剤調査会において

審議されまして、承認を可ということで本部会に上程させていただいたものでございま

す。

本製剤の概要につきましてこの資料の概要のところで若干触れさせていただければと

思います。水色のタグの概要のところをお開きいただきますと目次がございまして、１

ページからでございます。

開発の経緯でございますが、まず犬の外耳炎でございますが、これは犬の疾患の中で

も多発する疾患であるということ。

それから、既存の薬があるわけでございますけれども、既存の薬と比べまして今回抗

真菌剤としては動物用で初めてのケトコナゾールが入っている。それから、抗菌剤につ

きましてもニューキノロン剤が入っているということ。

それから、剤型につきましては、本剤はローション剤でございまして、従来軟膏剤は

あるわけでございますが、ローション剤ということで今までの製剤と違った形での有効
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性があるということでございます。

同種同効薬が６ページに表にしてございますで、ご覧いただければと思います。横の

表になっておりまして、同種同効品ということで６品目が出ております。ビクタスＳ

ＭＴクリーム、ドルバロン、ヒビクス軟膏ということでございますが、この３つにつき

ましては、今回申請がございましたタリビットＬ３と同様に抗菌剤と抗真菌剤と抗炎症

剤ということで３製剤の配合になっております。ビクタスは、実はこの次の審議項目に

なっておりますけれども、オルビフロキサシンと硝酸ミコナゾールとトリアムシノロン

。 。 、アセトニドという配合になってございます これはクリーム剤でございます それから

ドルバロン、ヒビクス軟膏でございますけれども、これは抗菌剤といたしましてはフラ

、 、ジオマイシンとチオストレプトンが入っておりまして 抗真菌剤としてはナイスタチン

抗炎症剤は同じトリアムシノロンアセトニドでございます。いずれも軟膏剤でございま

す。この３種の配合剤につきましてはいずれも軟膏剤ということで、タリビットＬ３は

液状、ローション剤ということで剤型が違うということでございます。

右の方の３つにつきましては、剤型として液剤なんでございますが、配合が２つ、動

、 。物用ゲルネＦとテピエローションは抗菌剤と抗炎症剤で 抗真菌剤が入っておりません

、 、それから 一番右のミミーナというのは抗真菌剤だけの配合ということでございまして

こういった形でこの３製剤配合の液剤というのはこの製剤が初めてという形になってご

ざいます。

抗菌活性等につきましては、１枚めくっていただきますと、８ページのところに資料

が載せてございます。ここに同種同効品で並べました製剤の主要なオフロキサシン、オ

ルビフロキサシン、フラジオマイシン、チオストレプトンについて、あるいは抗菌剤に

ついてのケトコナゾール、ミコナゾール等につきましての抗菌活性の方を書いてござい

Staphylocますが、今回配合しておりますのが、オフロキサシンと、表６でいきますと、

と のところで一番上のところになるものでございます。それから、表occus Pseudomonas

Mal７ですと、これは抗真菌剤でございますが、ケトコナゾールが一番上にございます。

に対する抗菌活性でございます。従来使われている製剤の配合のassezia pachydermatis

成分よりも抗菌活性についてはすぐれているという資料となっております。

それから、１枚めくっていただきますと、10ページでございますが、外耳炎治療にお

けるローション剤の優位性ということで記載がございます。

既存の３成分配合のものについてはいずれも軟膏剤でございます。これを外耳炎の治

療に投与します場合には、綿棒等で塗布するという形になってございます。その際には

耳垢を耳道の奥に押し込んでしまう、あるいは耳道を傷つけるというようなことから、

これが外耳炎の悪化の原因ともされているわけでございますので、ローション剤であれ

ばそういった綿棒を使っての投与ということではないわけですので、そういった点での

優位性があるということになってございます。

続きまして、本剤についての平成15年10月16日の調査会での御指摘でございますけれ

ども、戻っていただきまして、一番上から３枚めくっていただきましたところに調査会

時指摘事項回答ということで整理がございますので、そちらの方でちょっと御説明させ

ていただければと思います。

御指摘がありました点の一番大きなところは投与期間の問題でございまして、週余に
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わたる投薬、14日ということで今回の製剤は設定されておりますが、それの妥当性とい

うことでございます。

まず、１点目は、外耳炎の感染症ということでございますが、要するに14日間投与が

どれだけ有効なのか。７日目で投与をとめて、その後、さらに例えば１週間なり２週間

なりの経過を観察した場合に、どの程度14日間の投与との差があるかということになろ

うかと思います。外耳炎の感染症でございますので、抗菌剤を中止した後も自然治癒と

申しますか、そういった期間で14日間で薬効が出るのか、それとも14日間ずっと連続的

に抗菌剤を投与することで薬効が出るのかという点が明らかでなかったわけでございま

すので、その辺を明らかにした上でこの14日間という最長の投与期間の妥当性を示すと

いうような形になってございます。

ここで実験動物として一元的に管理されました外耳炎を発症した犬を用いまして試験

をしておりまして、本剤と対照薬を７日間投与いたしまして、その後、改善の状況を見

たということでございます。

、 、 、表２にございますが ７日間投与いたしまして 症状の改善さたれものは除きまして

症状で無効であったものにつきましての改善の状況というのを見ているわけでございま

す。

本剤につきましては60症例で見ておりますが、７日目で有効であったものが44例でご

ざいまして、それを除きました16例が無効だったわけでございますけれども、有効であ

った44例につきましては、投与をやめた後、１週間、すなわち最初の投与から見れば14

日目でございますが、それからさらに７日――21日目ということになりましょうか、こ

れについて見ましても、いずれも症状の再発だとか悪化というのはなくて、症状が改善

した状態であったわけでございます。

さらに、７日目で無効であった例、これは16症例になるわけでございますけれども、

それについて経過を見ますと、14日目で見まして、16症例のうち５症例については改善

がございましたが、11症例については改善がなかったということでございます。

それから、対照薬につきましては20症例で見ているわけでございますけれども、７日

目で有効であったものが７例ございまして、無効であったものが13例。無効であった13

例につきましてさらに１週間、当初から見れば14日目でございますけれども、そこで改

、 。善があったものが４症例 それから改善しなかったものが９例ということでございます

そういった形で14日間の投与ということについて症状の改善ということについて有効

性があるということでございます。

それからあと、臨床試験での成績ということでございます。下の方でございますが、

臨床試験で本剤７日間の投与で無効であった症例につきまして投薬を継続して、14日間

の投与で77％の症例が有効になったということでございます。こういった点で14日間で

の投与での効果があるという形のデータの整理になってございます。

、 、 、それから もう１点 これは同様に御指摘のあった点でのものでございますけれども

折り込みの紙で３枚めくっていただきましたところに追記という形で御指摘がございま

した。折り込みの４ページでございます。

実はこのニューキノロン剤でございますが、これは耐性菌の発現を抑制するという観

点がございます。二次選択薬としての使用ということで一般的注意事項にも記載がござ
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。 。 、います 一次選択薬が無効の場合に限り使用ということでございます そうなりますと

二次選択薬として使用した場合の有効性があるのかということについての考察が必要で

。 、あるというような御指摘がございました それにつきましては右にございますけれども

初発例、再発例について検証をするという形になってございますが、初発例でも、再発

例でもいずれも有意差がないということでございます。それから、このタリビットＬ３

につきましては対照薬よりも高い有効率があったということでございます。そういった

、 、 、点を比べますと 再発例でも十分きくということでございますので 二次選択薬として

これは間接的な説明になりますが、有効性があるというふうに判断されるということに

なろうかと思います。

調査会で大きな御指摘がありました点につきましてはそういった点でございます。

あとは本剤の主たる有効性等につきましては、先ほどの14日までの妥当性等につきま

しては薬理試験のところにも若干整理してございます。概要の方で申しますと、54ペー

ジでございますが、54ページのところでは７日間の投与で症状の改善が認められなかっ

た症例のうち、投与開始後７日目で改善された症例は本剤の投与例、あるいは対照薬投

与例とも30％で、残り70％は改善が認められなかったということでございます。これに

ついては投与後14日でも症状の改善はなかったということでございます。

それから、本剤につきましては、臨床試験での成績、先ほど御指摘の点とも比較させ

ていただきましたけれども、臨床試験につきましては60ページに記載させていただいて

ございます。臨床試験につきましては、対照薬というのは実はこの後、事項変更で御審

議いただきますビクタスＳ ＭＴクリームでございます。これと同効薬ということで比

較検討いたしまして、細菌及び真菌が関与している外耳炎の治療効果というものを見て

いるわけでございます。

先ほどちょっと御説明いたしました治験薬の比較、対照薬でございますが、61ページ

に書いてございます。本剤は、オフロキサシンとケトコナゾールとトリアムシノロンア

セトニドということでございますが、ビクタスＳ ＭＴクリームは、オルビフロキサシ

ンとミコナゾール、それからトリアムシノロンアセトニドということで、ニューキノロ

ン剤ということで抗菌剤の方は極めて似たものでございまして、あとは抗真菌剤が若干

違うということでございます。ただ、ビクタスＳ ＭＴクリームでございますが、これ

は使用については８日以上の投与はしないことということで、週余にわたる投与はしな

、 。い形になっておりますので 投与期間についての比較が若干違うという点がございます

下に投与方法についての記載がございますけれども、本タリビットＬ３につきまして

は、患部に滴下、塗布で、最大14日、対照薬の方については７日間ということになって

ございます。

、 、２枚めくっていただきますと 有効性の評価ということで記載がございますけれども

64ページでございます。111症例につきまして、被験薬の方が72、対照薬39ということで

試験をさせていただいております。治療期間７日以内では有効率が被験薬で50％、対照

薬で40％でございまして、同等以上の有効性があるということでございます。

それから、14日につきまして、これは残念ながら対照薬の方が使用上の注意で７日以

、 、内の投与になっておりますので 今回の対照薬の比較がないわけでございますけれども

14日以内でございますと、87％という形での有効率が得られているわけでございます。
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さらに、先ほどちょっと触れさせていただきました65ページの方ですが、初発、再発

でいずれも有意差がないということで、これは二次選択薬としても有効性があるという

結果になってございます。

以上、本剤の調査会での御指摘事項等を中心に御説明させていただきました。

○○委員 それでは、ただいまの説明につきまして御意見を。

事務局 続きまして、ケトコナゾールのことに追加で説明を。

○○委員 一緒にしますか。どうぞ。

事務局 簡単にケトコナゾールについて御説明させていただきます。

資料№５－１でございますが、本剤は第一ファインケミカル株式会社から輸入承認申

請されましたケトコナゾールでございます。

ただいま御説明いたしました動物用タリビットＬ３の製剤原料でございます。

ケトコナゾールは、ベルギーにありますヤンセンファーマシューティカ株式会社が合

成しましたイミダゾール系の抗真菌剤で、国内におきましては既に人用の皮膚真菌症の

治療薬として販売されてございます。動物用としては、フランス及びアメリカで犬、猫

用の皮膚真菌症の治療薬として使用されてございます。

なお、一般薬の調査会におきましては、本剤の毒・劇薬の指定につきまして御審議を

していただきました。

まず、このケトコナゾールは既に人体用の医薬品として厚生労働省の方では劇薬に指

定されてございます。今般添付されています急性毒性試験でございますけれども、協和

発酵が行いました「基礎と臨床」という雑誌に掲載されているものと本剤を開発したヤ

ンセン社の社内試験の２つがございます。

まず「基礎と臨床」のデータなんですけれども、この概要には添付されていないので

、「 」 、すが 基礎と臨床 のデータではラットを用いました経口投与のＬＤ は雄で607mg／kg50

雌で374mg／kgとなってございました。それぞれ劇薬指定の指標――劇薬指定の指標は30

0mgなんですけれども、それを上回っていたのですが、ヤンセン社のデータは概要の12ペ

ージにありますが、表１のところですが、上から４つ目にラット というのがありまし２）

て、そこでは雄では287mg／kg、雌では166mg／kgということで、300mgの指標を下回って

おります。事務局の方といたしましては、同一の製剤で厚生労働省は劇薬指定、農水は

劇薬指定しないというのはおかしい話でもございますし、またこのヤンセン社のデータ

からは劇薬指定することが妥当というふうに考えまして、劇薬指定を提案させていただ

きます。

調査会におきましても10月21日に本原薬について御審議をいただきまして、承認を可

とすることとさせていただいているところでございます。劇薬指定についても劇薬指定

ということで、調査会の了承を得ているところでございます。

以上でございます。

○○委員 それでは、ただいまの説明につきまして御意見、あるいは御質問、どうぞ。

○○委員 資料５－２の方ですけれども、概要書の73から用法及び用量等の設定理由に

ついてデータが示されております。それから、先ほど説明いただきました調査会時指摘

事項回答ということで、Ａ３になっている中の１のところでも、７日間投与終了後無効

例で、その後、連続投与して、データが出ておりますけれども、この数字が大分違うん
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ですけれども、これは同じと見てよろしいですかね。

○○委員 事務局。

○○委員 済みません。不適切な質問でした。結構です。

１つお尋ねしたいことは、別の件ですけれども、基本的に投与期間を７日としており

ますけれども、この７日間とした設定の根拠はあるんですか。

事務局 まず１点、今まで抗菌剤につきましては基本的には週余にわたる投与はしない

という原則で、投与期間を設定する場合には今まで７日ということで設定させていただ

いております。

ただ、今般、この前にも皮膚感染症の治療薬がありまして、それからこの外耳炎の治

療薬でございますが、どうしても疾病の性格上、なかなか短期の投与では症状の改善が

得られないということがございましたので、当初申請者の方から14日という投与期間の

、 、 、申請があったわけでございますが その辺 調査会等でも御議論させていただきまして

基本的には７日で見る。そこで獣医師の判断によりまして、さらに追加投与が必要であ

、 。 、 、るという判断があれば 最長14日までは認めてもいいのではないかと ただ その場合

7日から14日にすることによって、本当に効果があるのかいうことをちょっとデータ的に

整理をするということが必要であろうということでございます。

今般この用法及び用量のところにございますけれども、7日目で獣医師が診察いたしま

して、まず臨床症状の改善があると。すなわち改善していなければ抗菌剤はきいていな

いということでございますので、そこは追加投与というのは適切ではないかと。さらに

まだ発赤炎症が残存ということで、症状があるということ、この２つの条件に14日間と

いう設定をさせていただいたということでございます。

○○委員 その場合、例えば74ページのデータを見てみますと、６日と７日、累積有効

率は50％ですよね。週余にわたらないというのが原則だから７日にしたというふうに理

解してよろしいわけですか。６日でなくて。

事務局 ７日というのは今までの原則では最長のところでございます。また、対照薬が

従来の形でございますので、７日という期間での最長投与期間でございますが、それと

の比較でもございます。

○○委員 もう１点は、有効でなかったものがあるわけですけれども、それをさらに１

週間連続投与すると、約３分の１に改善が認められる。そういう使い方も重要であると

いうふうに理解していいわけですか。

事務局 追加投与で症状が改善すればそういった期間を認めることは適切ではないかと

考えております。

○○委員 きかないものも、さらに７日間投与すると、そのうちのきかなかったものも

３分の１ぐらいは改善されると。

事務局 はい。

○○委員 ３分の１でも改善されるということは極めていい使い方であるというふうに

理解していいということでしょうか。

事務局 皮膚等の疾患につきましてはどうしても長期にかかるということでございます

ので、７日で有効性がなかったもので、さらに１週間投与すれば改善率が上がるという

ことであれば、それで有効ではないかと考えております。
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○○委員 それから、対照薬と被験薬との比較の中で、スコアに多少差があるんですけ

れども、この程度の差はしようがないと見てよろしいですか。すなわち、対照薬のスコ

アは高くて、この被験薬のスコアは低かったということですけれども、この程度のこと

はやむを得ないと。

事務局 開始時点ということでございますね。

○○委員 はい。

事務局 若干の差はございますが、この程度の差であれば大きな影響はなかったのでは

ないかと考えておりますが、もしその点何か御指摘があれば……。

○○委員 よろしいですか。

他にはいかがでしょうか。

○○委員 対照されている薬品を含めて、まずこの製剤が申請されたときに、有効菌の

種類、この薬剤、混合剤の有効な様々な真菌、この場合ですと真菌とか、あるいは酵母

菌、あるいは細菌、そういうものが明記されているわけですね。しかし、その薬剤の有

効性の評価は獣医師の主観によるものですよね。スコアで見ていますからね。

ですから、この外耳炎に使用する目的で開発された薬だとすれば、その外耳炎がどう

いう原因によって起こっている外耳炎であるかが明確でない限り、この薬が有効である

ということの証明には基本的には僕はならないだろうと考えています。臨床家の立場で

ね。

なぜこういう薬が市場に出回るかといいますと、はっきりした原因がわからない感染

症を伴う外耳炎に獣医師が苦慮しているという現状がありまして、起因菌を分析するこ

とで、その起因菌によって外耳炎が起こっている場合と、そうでなく、背景に例えば免

疫的なものが関与しているとか、脂漏性という体質的なものが関与しているとか、そう

いう原因があって、その二次感染としてこういう症状が起こってくる場合と２通りある

。 、 、 、わけですね そうすると それを細かく分析して きちっとした対応をする薬を選択し

治療する獣医師がほとんどいないんです、はっきり言いまして。そうすると、こういう

薬が出回ることは非常に利便性があるんです。したがって、その評価もスコアでやって

いるのですが、薬事申請として私はあんまり好ましくない。こういうやり方の評価で薬

の効能を決めていくこと自体はね。

それから、もう１点は、そういう状況ですから、獣医師が７日間きちっと毎日点耳投

与をして治療をしていくという可能性は非常に少ないです。どういう形でこの薬が利用

、 。 、されるかと申しますと おおむね――おおむねですよ 飼い主さんに投与法を説明して

渡して、７日間治療させるという方法が一般的ではないかと考えます。

そうなりますと、ここに書かれている注意とか評価とかというのはある意味飼い主任

せになって、獣医師責任をきちっと担保しながら治療しているとは思いにくい。そうい

う点を考慮すると、こういう混合剤、あるいはそういう目的で使用される可能性のある

薬品については、やはりここの効能又は効果に書かれているようなものがきちっと病状

の中に明確にあって、それが効果としてこの薬は効くんであるというような形の獣医師

の主観による評価、スコア評価ではないものを求めていくべきだと考えます。

これは意見です。

事務局 大変貴重な意見をいただきましてありがとうございます。
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○○委員 他にいかがでしょうか。

○○委員 審議経過票の１枚めくったところに一般的な注意ということで （１）から、

（６）まで書いてありますが、これは書く順序というのは決められているんですか。

事務局 申請者に申請の指針ということで示したものがございまして、その中で一応順

番が決まっております。ただ、この１番にあります要指示につきましては、後ろの方だ

ったのですが、部会等の御指摘もありましたので、一番前に持ってくるように今指導し

ておりますが、そのほかは従来から示しているひな形に沿った形になってございます。

○○委員 皆さん方の合意があれば変更できるということですね、順番は。

事務局 はい、さようでございます。

○○委員 例えば（５）で 「本剤は第一次選択薬が無効の症例に限り使用すること」と、

いう、非常に大事なことがあるのですが、これが後ろの方にきているというのは、ちょ

っと適当ではないなと思うんですが、その点、お諮りしたいのですが……。

○○委員 いかがですか。要指示薬であるということ、これを１番にぜひというのは私

の提言なのですが、毎度申し上げております。それで、いわゆる一次選択薬が無効の場

合という、これは私も先生に同意見なのですが、特にここでなければならんという理由

はない。むしろもっと積極的に、これは要指示薬ですから、獣医師にこれを示すという

ことになりますね。基本的には。ですから、獣医師が２、３行読んでやめてしまわない

、 。ように やはりこれは前の方へ持ってきた方が合理的ではないかという気がいたします

私も同意見です。先生方、いかがでしょうか。

特に御異論がなければぜひこれは、せめて２番目に持ってきてもらう。

おそらく同様の薬剤、今もたくさんありますし、これからも延々と出てくるかもしれ

ませんが……。要は一次選択薬が無効な場合に使うんですよという、これは大事な要点

だと思いますね。

事務局 それでは、要指示の次に、こういった二次選択薬につきましては、一次選択薬

が無効な場合にという注意書きを２番目に持ってくるということで、今後指導したいと

思います。

○○委員 先ほど○○先生から御意見があったように、実際には獣医師が飼い主に任せ

てしまうという部分があるわけですが、最終責任はその指示した獣医師がすべて負わな

ければならないわけですね。そこのところの責任のあり方というものを獣医師にもっと

積極的に進めておく必要があるのではないと思うんですね。先生方、これは特に御異論

ございませんね。

他にいかがでしょうか。

○○委員 ７日間の臨床試験の結果、有効率が50％ですよね。対照薬に使っている方で

は40％ですね。この間では有意差がないと。その50％、半分きいたというもの、どうい

う根拠できいたとするのかですね。その辺とのころを調査会でどういう判断をされたの

か。特に○○先生のような御発言をいただきますと、適切に使うということは重要なこ

とであって、そういう使われ方がされていないというような状況の中で本当にこれはき

きますよと言っていいのか。しかも、６日使った時点でも50％、７日使っても50％。で

は、何で７日使わなければいけないのかというような問題がある。きかないのが半分あ

ったと。そのきかない半分のうちのわずか３分の１しかきかないのに14日間も続けて使
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いなさいよと。しかもよくわからないけれども、使った方が３分の１は治りますよとい

うような判断でいいのかですね。その辺のところ、何か議論されたのでしょうか。

○○委員 ○○先生。私もメンバーなので。

○○委員 その辺のデータはないんですが。

事務局 御指摘の点は、○○先生からも御指摘がありましたように、多分獣医師が処方

した場合に、毎日みずから滴下して観察するということはまずないだろうと。そうなり

ますと、状況を診るのに毎日来診していただくかというと、それも多分不可能に近いの

ではないかと。そうなれば、ある一定期間後、投与していただいて、そこで区切って、

そこで獣医師が判断した上で、さらに追加投与するかしないかということが必要になる

のではないか。

そうなりますと、今まで抗菌剤として最長１週間の投与というのがございますので、

１週間の投与で一たん切って、そこで必ず来診していただいて、獣医師の方の判断で次

の14日までの投与を決めていただこうということで、できれば一番短い期間で有効にな

った時点で投薬をとめるというのが最も望ましいかと思われますけれども、そういった

点を考慮すると、１週間というのが１つ区切りになろうかということで１週間投与した

ところで獣医師の判断で次の投与を決めるというような御議論をいただいたと記憶して

おります。

○○委員 さて、答えになったかどうか。

○○委員 調査会でそれで有効性があると判断された根拠ですね。それをお伺いしたか

ったのですが。

○○委員 私がしゃべっていいのかどうかわかりませんけれど、私もこの調査会のメン

バーの１人ですから、両方の立場を加味しながら判断しまして、まず、確かにおっしゃ

るとおり、臨床試験が幅広く大勢の獣医師が参加すればするほど、データにはばらつき

を感じます。つまり、やはり実験を遂行する上での技術の差といいますか、あるいはそ

の背景にある畜主、飼い主とのコミュニケーションの問題も加味されると思います。で

すから、かなりのばらつきを感じさせる。その中のデータを統計、その他によって表現

してくるわけですね。ですから、個々の問題については文字どおり問題がありそうだな

というものはございます。

もう１つは、毎回おそらく微生物がらみでは話題になると思うんですが、こういう皮

膚病、あるいは特にいわゆる外耳炎のような場合ですね、果たして本当にその起因菌な

のか、たまたまそこに存在した常在菌なのかということでいつも議論が分かれるという

、 。 、 、よりも 行き詰まるところなんですね 本当に起因菌であるならば 起因菌をたたいて

それがゼロになった時点で、あとはほっといても快方へ向かうはずなんですね。ですか

ら、薬剤を使う必要はないはず。

ところが、そこに今度は菌交代症とでもいいますか、別のものが存在するとなれば、

それもたたかなければならないという問題も起きてくるでしょうし、そこら辺は１例ず

つクリアに表現されているものは残念ながら１つもない。それから、それほどの時間と

、 。手をかけて１例ずつをチェックしているという いわゆる臨床データは望むべくもない

これが現状だと思うんですね。ですから、勢いいわゆる獣医師の目から見た改善の表現

ですかね、発赤であるとか、腫脹であるとか、そういうものを長年の経験を踏まえて、
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それで判断したその結果を尊重せざるを得ないというのが一般的な見方のようです。

○○委員 座長の前段の話はなかったことに私はします。というのは、私たちはこのデ

ータをＧＣＰに基づいて出されたデータとして評価しているわけですので、ＧＣＰに基

づいてないよということを前提に議論するのは避けたい。だから、座長の最初の話は聞

かなかったことにさせていただきます。

○○委員 今の御議論の趣旨も含まれますけれども、一般的な注意事項の中にいわゆる

起因菌のオフロキサシンに対する感受性を確認して、適応症の治療に必要な最低限の期

間、慎重な投与を行い、15日以上の投与は行わないというきちっとした明確な指示をし

ていますね。それでいて臨床評価の中ではこういうことを一切やっていない。つまり、

使用者に厳しく使用法を制限しながら、臨床効果、効能の検定にはこういうことは一切

やっていなわけでしょう。やっていないですよね。すごく矛盾があるんです。こういう

ところに。だから、○○先生がおっしゃられることはその辺に僕はあるんだと思うんで

す。

でも、今まで既に混合剤が幾つも承認されているんですよね。ビクタスにしても何に

しても。それもそういう状況の中で承認されてきちゃって、これだけを厳しくそういう

ことを論理として新たなデータを出せとか、そういうことはなかなか言いにくい状況は

よくわかっているんです、私は。わかっていて申し上げているんですけれど、そういう

矛盾点があります。

もう１点、取り扱い上の注意の中で 「容器の先端が直接耳に触れないように注意する、

こと」と書いてあるのですが、なぜ触れてはいけないのかという理由がないですね。そ

れが１点。

それから、３番目の使用済みの容器等――これは劇薬指定になるんですか。

事務局 製剤としては劇薬指定にはなりません。成分のケトコナゾールは劇薬でござい

ますが、製剤としてはなりません。

○○委員 「適切に処分する」というのは前々から言われているように、これは医療廃

棄物としてきちっと獣医師が回収して処理しなければいけない性質のものではないかと

思いますので、その辺もちょっと気になります。

○○委員 さて、他にいかがでしょうか。

○○委員 同効剤というんですか、それの方が７日の使用期限で、これが14日でデータ

を出して、14日で改善された。それが３分の１ほど改善された。でも、こちらの方、同

じことをしたらやはりそのぐらい改善するのではないんですか。同じものについてそれ

だけ差をつけるという理由が僕はよくわからないのですが……。

○○委員 おっしゃるとおりですね。これは申請の段階での何か条件ですね。

事務局 従来から、先ほど申しましたように、抗菌剤は１週間以内の使用ということで

承認してまいりましたが、厳密に、例えば同効剤で今比較しています、この後審議がご

ざいますが、ビクタスＳ ＭＴクリームですと、用法及び用量のところには特に使用期

間は決めておりませんが、使用上の注意のところで縛ってございます。基本的にはこう

いう形で従来やってきたわけでございます。仮にこの対照薬の方が、14日まで使えるも

のが出てきたのだから、うちもそういう用法及び用量にしたいということであれば、デ

ータを示して事項変更の申請なりしていただければ同じように議論をして最長14日とか
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いうことの用法及び用量を決めるということは可能と考えております。

○○委員 よろしいですか。

私が言うのもなんですけれども、おそらく先生おっしゃるような結果が得られるかも

しれませんね。ただ、薬物がこういう性質のものですから、世の中に耐性菌をできるだ

けつくるまいという努力にもかかわらず、どうしても、特に動物薬も耳の疾患というの

は○○先生から説明いただけばいいのですが、非常にしつこい。しかも難しい面がもう

１つあるのですが、家庭の中に、今は居間の中に耳を病んだものがたくさん存在するわ

けですね。ですから、何とか早く治したいという問題もあるわけです。それでいて薬剤

を長く使っていいかという別の意味合いもあるのですが、とにかくそういう問題があり

ますね。耳の疾患はしつこいんです。皮膚の表面のものと比べると２倍、３倍の治療期

間を要するというのはざらにあります。しかも先ほど申し上げたように、複数の細菌が

そこに存在するということもあるわけですね。ですから、どうしてもこういう薬剤は今

後延々と出てくるだろうと思います、おそらく。

、 、 。○○委員 そのときに ほかの製剤が これが認められたために14日で申請が出てくる

それがどんどん広まって、ほとんどが14日になる。今度はそうしたときに次の製剤が21

日の申請を出してくる。そういうことにならないでしょうか。

○○委員 これは抑えなければいけないでしょうね。やはり原則７日でね。

○○委員 抗菌剤耐性菌の問題があるから７日という縛りをかけているのであれば、そ

れを効果があるから、しかも３分の１程度が改善されるからということで延ばしていく

という現状はいいことでしょうか。

事務局 まさに御指摘いただきました点、抗菌調査会の方で議論がございまして、今ま

で７日で限定してきたのを14日まで延ばすことについてはどうかという議論がございま

して、一応調査会の中ではどういうものについては14日まで認めようということで内部

で意思統一はいたしております。基本的にいわゆる伴侶動物用だけだと。いわゆる食用

動物用は従来の１週間であると。伴侶動物用であっても、例えば14日にすることによっ

て効果が明らかに認められるとか、そういういろんな条件を付した上であれば14日を最

大の投与期間とする。その場合、必ず７日目で１回診て、獣医師の判断によって、次の

７日を決めるというようなルールを抗菌調査会の中では検討しております。

したがいまして、仮に21日という申請が出てきたら、基本的にはまたそこで議論する

ことになろうかと思いますが、現状ではそういった形で今のこの製剤の７日目で一たん

停止で、14日最大という、しかも伴侶動物に限るという範囲で議論させていただく予定

でございます。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 意見です。

７日間の臨床試験の結果としては50％の有効率ですから、なぜこれで有効であるかと

いう判断をしたのかということを明確にしてほしいというのが１つです。根拠ですね。5

0％がなぜで有効であるかということの根拠を示してほしい。

それから、さらに14日間の投与をする臨床例、３分の１で効果があって、３分の２で

効果が見られない。効果のあったというエビデンス、理由ですね。効果がなかったもの

はどういうものが理由になって効果がなかったかということが明確になって初めて適切
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に使えるだろう。それを明らかにしてほしい。効果のあったものとなかったものについ

て、その原因、それを明らかにすることによって、それは可能だろうと思います。ただ

やみくもにこのような形での使われ方は何となく抵抗を感じます。

○○委員 ただいまの御意見にはいかがでしょうか。賛同といいますか、同意見の方…

…。本質論は同意見の方が多いのではないかと思いますけれども……。

それは、先生、調査会に戻してもう１回整理し直すという意味でしょうか。それとも

そのところを資料として……。

○○委員 いや、処置はわかりませんが、私の意見を申し上げただけですので、後は座

長にお任せいたします。

事務局 ちょっとつけ加えさせていただきます。７日目で50％ということで有効かどう

かという御指摘でございますが、７日目で１つ切りましたのは、例えば７日目で判断し

て、50％が有効であれば、その50％の有効なものは７日間で投与を中止するということ

になりますので、そこで切りませんと、最長14日というような切り方をしてしまうと、5

0％既に効果が出ているものについてもさらに投与されてしまう可能性がありますので、

そこは50％でも７日目で診て、そこできいていればそこで投与が中止できるということ

で、より適切な投薬ができるのではないかということで、50％でも７日というところで

一たん切っているということでございます。

○○委員 今の説明、よろしいですか。つまり、半分の症例は７日で切って、以後使用

していない。そういう意味合いになりますが。

○○委員 考え方の違いだと思います。

○○委員 それはどういう……。７日使って、２分の１の症例は治ったと。だから、こ

こでこの薬剤の使用は中止しているわけですね。だから、治療の対象外になるわけです

ね。残った２分の１についてさらに１週間追加したところが、そのうちの３分の１が改

善されたという意味合いの数字の問題ですが……。

○○委員 そうしますと、臨床試験の目的が違ってくると思うんですよ。いつの時点で

有効であるか、ないかということをあらかじめ決めておいて評価しなればいけない。７

日間使うことと、14日間使うこととどちらがいいかという使い方をしないといけない。

臨床試験というのは私はそうだと思います。7日使ってみて、効いたものは効いた、さら

に７日使ってみて、有効率が上がったから、さらにもう１週間使えば、今の○○先生の

話ではないですけれど、85％か87％になる可能性があるわけですね。そういう臨床試験

のやり方はないと思っているんです、私は。

○○委員 私が答えていいのかどうかわかりませんが……。

○○委員 ７日使うべきか、14日使うべきかという議論は……。

○○委員 いや、ごもっともです。ただ、一般論として、先生、外耳炎に限らず、ある

特定の病気、これを治療開始して、３日で治ったら治療をやめますね。５日かかって治

った。やめますよね。

、 。○○委員 そうすると この薬は14日間使うべきですよということでなければいけない

○○委員 ちょっとそこのところ、私、理解できませんが……。

○○委員 治療を開始して、有効性の判断をするときに、１カ月後ですよ、１週間後で

すよということをあらかじめ決めておいて臨床試験すべきだと思っております。と、私
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は思っているんですがね。

○○委員 これは先生と私とやりとりしていたのではまずいですね。

今のような御意見、○○先生、どういうふうにお考えですか。

○○委員 もう先ほどお話ししたことに尽きると僕は思うんですよ。そもそも今までの

こういう混合剤の承認の仕方がそういうスタイルできているから、多分この申請も前に

先発開発された医薬品の申請に必要だったデータをそろえて申請しているのだと僕は思

うんですよ。ですから、正直言うと、僕の個人的意見としては、とにかく起因菌をきち

っと、その外耳炎は何と何と何が原因で起こっている可能性があって、起因菌はこれと

。 、 、これとこれだと これに対してこの新しい薬を使ってみたところ 何日間で抑制があり

臨床症状としてはこういう結果になったというデータをこれから出してこない限り、評

価は難しい。つまり獣医師の主観での評価と、薬の内容との整合性というのは非常に難

しい。そういうことです。

それは○○先生が言われたように、外耳炎というのは様々な病態がありますから、二

次的に細菌がふえてひどくなったものを抗菌剤で抑えて、その抗菌剤が効いた段階で炎

症はある程度治まりますが、外耳炎が治ったことにはなりませんよね。だから、それも

含めて効いているか効いていないかの話になっているから、そこは僕は試験の仕方、臨

床試験の仕方自体をもっと根本的に、だれが見ても納得のいくような実験をやっていた

だかないと、今後はまずいと私は思います。

○○委員 先ほどおっしゃったように、ＧＣＰそのものの基本が、私個人的にもおかし

いなと思っているのですが、言葉の上では、文字の上では、間違いないんですが、それ

が100％本当に守られているかどうかという、その辺になると、私個人的にも疑念を持つ

ものがあります。

○○委員 言葉が足りなかったかもしれませんが、臨床試験は比較試験なんですね。で

すから、どの時点で、何と比較するかということをあらかじめ明確にしておくことが必

。 。 、要なんですね その上での臨床試験だと思います 今まで先生がおっしゃられたことは

例えば原因別に明確にして、治療効果があるか、ないかという、原因別の、層別をまず

して臨床試験をするとか、あるいは重症度によって層別をして、臨床試験をする。そう

いうこともされた上での評価でないと評価できないというふうに思うんですね。

○○委員 実際にはそうですね。

○○委員 それが臨床試験だと私は思っていますから。

○○委員 やはり一見同じ病気でも、例えば犬の場合ですと、犬種によっても、環境に

よっても、まさに100例あれば100例の症状が出てくるんですよね。一律ではないわけで

すね。それを１つでくくって臨床試験をやるということの難しさ。これは普通の実験と

は基本的に違うと思うんですね。ですから、そこのところでどこまでクリアに答えが出

てくるかということを望みながら、どこまでが、はっきり言えば妥協の範囲なのかとい

うところで皆さん苦慮しているのだろうと思うんですね。これは犬に限らず、牛であっ

ても、猫であってもみんな同じだと思います。ですから、ＧＣＰ本来のあり方はどこま

でが厳正であって、どこまでは妥協の範囲かという、やはりそのあたりのところが、こ

れはおそらく動物ばかりではない、人が対象であっても同じではないかなという気がい

たしますが、今後折に触れ、これは事務局でこういうものを考える何かチャンスをつく
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って、いろんな意見を集約していって、いいものでまとめていっていただけるとありが

たいと思うんですがね。こういう分科会、あるいは調査会でそれを議論した、そのいい

ものを、エキスを集めて、１つのパターンができ上がればありがたいと思います。いわ

ゆる抗菌剤に限らない。一般薬でも同じことが言えるのではないかと思いますね。

こちらに脱線しますと――いや、脱線とは言えませんが、これでいきますと、今日１

日かかっても皆さん切りがなくなりますので、さて、この薬剤、どうしましょうか。１

回本題に戻します。この薬剤、何らかの条件をつけて、もう１回継続審議をするのか、

あるいは過去のいろいろな例を勘案すると、こればかりを攻め上げるわけにはいかんと

いうことで、はっきり言えば妥協の部分をまさに妥協してしまって承認をするのか、そ

のどちらかに決しなければなりませんが……。

、 、○○委員 私は臨床試験の中で対照薬を置くという 非投与群を置く場合もありますし

既存の承認されたものと同種同効であれば――同効というか、効能の話が主体になるか

、 、 、 。もしれませんが そこでの対照薬との比較で 同等以上であれば 今まで承認してきた

そういう形で私は理解してきているのですけれども、この場合も被験薬が50％、対照薬

はそれよりも少し低かった。そういう形でいけば、この製剤を否定することはできない

という、そういう立場です。

○○委員 今の御発言に対して質問よろしいですか。

対照薬は承認時の時点の有効率は40％で有効であると認めていたのでしょうか。

○○委員 そこはわからないですけれども、あと、現実には再審査の中で承認段階と再

審査の段階で有効率に差があるかないか、そこがまた評価されてくると思います。

○○委員 これは非常に難治性のものだから、もし40％でも使わないよりも使った方が

いいと。それだけ有効性があるということが統計学的に立証されていたので、有効性が

。 。あるとして使われてきたと その同程度の有効性があるというのがよくわかっていない

○○委員 立場として、何を対照とするかで、対象疾病が難治性のものであれば、少し

でも効くという、対照薬の開発当時は非投与群だと思うんですが、それよりは効くとい

うことであれば承認されてきたというふうに私は考えています。

○○委員 その対照薬は承認時はもっと有効性が高かったけれども、使われてきている

間にだんだん有効性が下がってきたと。だから、新しい薬を開発しなければいけないと

いうことで開発されたとすると、同じ程度の有効性であると、それは有効であるとは言

いがたいと思うんですがね。

事務局 ちょっと私の説明がよろしくなかったかもしれません。臨床試験での有効性に

、 、 。ついてですが 60症例ございまして 要するに７日目の時点で30症例は有効であったと

それが50％だったと。それで、無効であったものをさらにもう１週間投与したら、23症

例について有効になった。ですから、トータルで60症例中、53症例が有効であったとい

うのが結果でございます。

○○先生が御指摘の７日目で50％というのですが、要するに７日目で、例えば80なり

の有効性あるのであれば、これは14日という投与期間を設定する必要がなくて、７日で

おそらくよろしいのだと思います。多分申請者は７日では十分な効果が出ないので、14

日というものを設定してきた。ただ、私ども抗菌調査会の方では基本的には７日だった

ので、14日を認めるべきどうかというところで、じゃ、７日で一たん切って、７日で効
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くものはそこでやめさせて、効かないものについてさらに14日投与して、結果が同じで

あれば、後の７日の投与はむだですが、７日投与することによって、さらに30分の23が

有効であったということであれば、効かないものについての次の７日の投与は有効であ

るという結論で、最長14日、７日目でかなりのものが抜けるのだから、そこで１回確認

というような設定をさせていただいたということでございます。

○○委員 先生、よろしいですか。

○○委員 そういう考え方があることは認めます。ただ、同意はしかねますので、結構

です。

○○委員 それでは……。

、 。○○委員 次のビクタスＳ ＭＴの方を見れば 58ページは85％ぐらいの有効率ですね

僕は、犬、猫の診断をしたこともないし、わからないのですけれど、こちらの方では35

％ですよね、ビクタスＳ ＭＴの有効率は。それに対して60何％だからいいということ

で有意差があると。臨床の方は50、40。こちらの同じ薬でやった場合に、こちらの獣医

さんのこの知見によれば85％ぐらいというようことですから、実際にデータそのものを

どう見るかということが、○○先生が言われたような難しい状況になっているので、現

時点では対照をとって、同じ人が見てということでやるしかないのかなと思います。

ただ、非常に不思議ですよね、普通の人が見ると。こっちは85％もよく効くのに、同

じ薬なのに35％しか効いていないんだと。

○○委員 ですから、獣医師が主観で判断するスコアのつけ方自体にやっぱり科学性が

ないんです。僕に言わせると。そういう評価でしか評価できないのかもしれないし、逆

に言うと、市場としては、その程度の反応があれば、商品価値があるかないか、つまり

獣医師が買うか買わないかという問題ですよね。

ですから、正直言うと、もうちょっと科学的データに基づいた効能又は効果について

の知見というのは何かきちっとした明確なものをつくって、こういう形でやってみてく

ださいというようなものをつくっていかないと、痒みがなくなったから効いた、赤みが

なくなったから効いた、化膿がなくなって、においが消えたから効いている。これは獣

医師の五感に頼っているものですからね。だから、ある先生は、ああ、効いていると、

いや、まだだよ。これがスコアに――今○○先生の言われたそういうデータになってき

てしまうわけですから。

○○委員 一見数値が並ぶと科学的のように見えて、実はこんな危ういものはないと。

○○委員 自分のを通すときは85％、こっちを通すときは35％になっちゃうから、同じ

薬で……。それが同時に出きちゃうからよく見えちゃう。

○○委員 いろいろありますし、ある意味では今後の宿題の部分もあるわけですが、で

は、この製剤につきましてはいかがいたしましょうか。もう結審しましょう。承認でよ

ろしいでしょうか。

○○委員 これは再審査はつかないんですか。

事務局 再審査が６年つきますので、御指摘、例えば臨床データ等はなかなか申請時で

はそろわないものもございますので、かつ、ニューキノロン剤ですので耐性菌のデータ

等もそろえることになっておりますので、再審査の期間中に御指摘いただいたようなも

のもそろえて再審査をするという形にさせていただければと思います。
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○○委員 よろしいですか。

多々問題はございましたけれども、先ほどのと同じように一応世に出して、それで再

評価という期間中に問題点をもしあれば拾い出す。そういうことにしたいと思います。

ありがとうございました。

○○委員 先ほど○○委員からも使用上の注意のことを言われたのですけれども、使用

済みの空容器は適切に処分することを、医療廃棄物としてという、そういう発言だった

と思うのです。ちょっと昨日、私、調べてみたんです、法律を。そうしたら、医療廃棄

、物という言葉は平成３年10月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正された時点で

定義の中から消えているんです。でも、意味合いは医療機関における医療行為等に伴っ

て発生する廃棄物という、非常に私たちになじみやすい言葉なので、それを今後も使う

のか、別の適切な法律に基づく言葉にかえる方がいいのか、ちょっとその辺、私も整理

がつかないので、事務局の方で検討していただけたらと思います。

○○委員 医療廃棄物という文字がない……。

○○委員 定義がなくなったんです。

事務局 定義はないのですが、一般的にわかりやすいということで、例えばそこに産業

廃棄物として処理するなどと書きますと、また分科会等へいったときにあらぬ誤解を招

きますので、そこはあえて医療廃棄物という、定義はございませんが、皆様方多分御認

識いただけるということで、とりあえず使っているのですが、もし問題があれば御議論

いただければと思います。

○○委員 そうですね。

それともう１つは、要指示薬ですから、これは獣医師が責任を持って処理しなければ

ならないものですよね。たとえ飼い主に持たせたとしては、最後の容器は回収する。こ

れが当然義務づけられるわけですし、ですから、そういう意味では言葉が適切であるか

ないかの問題もありましょうけれども、そのくくりだけは残しておかなければいけない

と思いますね。

では、この件は長い時間かかりましたけれども、一応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す。

そういたしますと、御指摘いただきました使用上の注意等、必要な書類の整備をいた

しまして、承認を可ということで薬事分科会の方に報告をさせていただきます。

なお、再審査期間につきましては、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年と

いうことにさせていただきます。これはタリビットＬ３の方でございます。

ケトコナゾールの方につきましては、これは先ほど御説明いたしましたように、劇毒

の方に指定になりますので劇・毒薬ということの指定ということでございます。タリビ

ットＬ３につきましては、１mL中に10mgしか含んでおりませんので、これについては劇

・毒指定にしないということで分科会の方へ報告させていただきます。ありがとうござ

いました。

○○委員 事務局、どうしますか。12時過ぎてしまった。

事務局 お昼でよろしいかと思います。

○○委員 とりあえずあの時計で１時まで休憩ということにしましょう。

事務局 お昼を御用意させていただいておりますので……。
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［審議事項]

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

再審査期間の指定について

〔動物用抗菌性物質製剤調査会〕

【新効能動物用医薬品 （製造承認事項変更承認）】

⑥ビクタスＳ ＭＴクリーム 大日本製薬株式会社

○○委員 それでは、引き続きまして、抗菌性物質製剤関係で⑥のビクタスＳ ＭＴク

リーム、これの製造承認事項変更でございます。

○○先生から説明をお願いいたします。

○○委員 それでは、資料№６ですけれども、東興薬品工業株式会社のビクタスＳ Ｍ

Ｔクリームは、オルビフロキサシン、硝酸ミコナゾール及びトリアムシノロンアセトニ

ドを主剤とする外用剤です。

本剤の有効菌種は、本剤感性のスタフィロコッカス属、ストレプトコッカス属、マラ

セチア、皮膚糸状菌等であり、適応症は犬及び猫の細菌性及び真菌性外耳炎、細菌性・

真菌性皮膚感染症です。

本申請は、猫における効能を追加する事項変更承認申請です。

本件につきましては、動物用抗菌性物質製剤調査会における審議により、申請書の整

備を条件に、動物用抗菌性物質製剤調査会における承認の可否に関する事前の調査会審

議を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差し支えないという審議結果になったもの

であります。

なお、再審査期間は、新効能動物用医薬品ということで２年間としております。

本件の詳細につきましては事務局より説明願います。

事務局 それでは、御説明いたします。赤の№６、ビクタスＳ ＭＴクリームでござい

ます。

本件につきましては、○○委員の方から御説明がありましたように、午前中御審議い

ただきました製剤と非常によく似た形でございますけれども、オルビフロキサシン、硝

酸ミコナゾール、トリアムシノロンアセトニドを有効成分といたします外用剤でござい

ます。

本件につきましては、既に犬で承認がございまして、これに猫に関する効能又は効果

を追加するという申請でございます。

新旧の概要について申請書という緑のタグがございますが、そちらを見ていただけれ

ばと思います。申請書のタグを開いてから２枚めくっていただきますと、新旧の対照表

がございます。左が現行のものでございますが、犬の細菌性及び真菌性の外耳炎、それ

から皮膚感染症を効能といたしておりまして、有効菌種がスタフィロコッカス属、スト

、 、 、 、レプトコッカス属 シュードモナス属 大腸菌 それからマラセチア パチデルマチス

皮膚糸状菌となってございます。それに今度猫の効能又は効果を追加するということで

ございますので、猫の細菌性及び真菌性の外耳炎、それから皮膚感染症。それから、有

効菌種といたしまして、スタフィロコッカス属、シュードモナス属、大腸菌、マラセチ
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ア パチデルマチス、皮膚糸状菌ということでございます。

冒頭の審議経過票に戻っていただければと存じます。審議の経過等につきまして若干

御説明させていただきたいと存じます。

本製剤につきましては、東興薬品工業から製造承認事項変更の承認申請がなされたも

のでございますが、平成12年２月に申請がございまして――申しわけございません。ち

ょっと誤植がございます。審議経票の７のところでございますが 「動物用抗生物質製剤、

」 、「 」 。 、調査会 になっていますが 動物用抗菌性物質製剤調査会 の間違いでございます で

平成14年１月16日に御審議をいただきまして――申しわけございません。この中でも誤

記がございます。２）の２行目が 「動物用抗菌物質」になっていますが 「動物用抗菌、 、

性物質」でございます。落ちております。申しわけございません。で、御審議をいただ

きまして、その結果を踏まえまして、平成14年８月21日に当動物用医薬品等部会に上程

させていただきましたが、幾つか御指摘をいただきまして、それを受けまして、次のペ

ージでございますけれども、９のところでございますが、平成16年４月28日に抗菌性物

質調査会の方に差し戻しになりまして、こちらも「抗生物質調査会」になっております

が、間違いでございます 「動物用抗菌性物質製剤調査会」でございます。の方で再度審。

議をいたしまして、16年４月28日の審議を踏まえて、再度部会の方に上程させていただ

いたものでございます。

平成14年８月21日に部会の方で御指摘をいただきました点を中心に御説明させていた

だきたいと存じますが、その内容につきましては、別紙の２のところをめくっていただ

ければと思います。別紙の２でございますが、まず大きく２点ございます。

、 。まず第１点目でございますが 本剤の安全性についての事項ということでございます

これは外用剤でございますので、猫が塗布部をなめた場合に、猫が経口的にこの薬剤を

摂取した場合の安全性についてで科学的に説明をするということについて御指摘をいた

だいております。

それから、もう１点、臨床試験についての事項ということでございますが、本製剤、

これは犬と同様でございますけれども、細菌性・真菌性の皮膚感染症と外耳炎を効能又

は効果といたしておりますが、このとき提出されました臨床試験につきましては、外耳

炎と皮膚感染症と両方合わせた形で症例数が60症例になっていたわけでございますけれ

ども、外耳炎と皮膚感染症についてはかなり病態が違うんだということでございますの

で、別々に有効性、安全性を評価する必要がある。そうなりますと、症例数が少なくな

りますので、少ない場合には少なくても評価できるというような科学的な根拠を示すよ

うにという御指摘をいただいております。

それから、その関連といいますか、同じ条項ですが、次のページ、めくっていただい

た裏側でございますが、重症例に対する有効性について注意書きが必要であるという御

指摘をいただいたものでございます。

、 。猫がなめた場合の安全性の検証につきましては 別紙３の方に整理をしてございます

横長の表になってございますが、まず基本的に猫についての毒性試験という形のものは

ないわけでございますけれども、その中でこの製剤の３主剤のそれぞれについての毒性

試験、オルビフロキサシンの急性毒性試験、亜急性・慢性毒性試験の結果、次のページ

になりますが、硝酸ミコナゾールでの急性毒性試験、亜急性・慢性毒性試験の結果、そ
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れからトリアムシノロンアセトニドについての急性毒性試験の結果、それからラットに

ついてですが、製剤としての急性毒性、ＬＤ のデータがございます。こういったものを50

総合的に勘案して、考察をしております。

３ページ目になりますが、基本的には例えばオルビフロキサシンでございますと、猫

の体重３kgということで、塗布量100％摂取ということで、無毒性量に達することを考察

しますと、15ｇというふうな非常に大きな量になりまして、実際１回の塗布でこういう

量が塗られることはないというようなこと。

それから、ミコナゾールにつきましても、無毒性量と１日の処方量、本製剤につきま

しては１週間の投与ということになっております。そういう期間を勘案しますと、副作

用が出るような量に達することはないであろうと。

それから、トリアムシノロンアセトニドにつきましては、ラットの皮下でのＬＤ 等、50

あるいはさきにございました製剤としての毒性試験なども勘案いたしまして、１回の処

方で大量の製剤が処方されません。こういった量を全量摂取したとしても副作用が生じ

ないという説明になってございます。

さらに、臨床試験におきまして、これは特になめることを防止する対策を講じない形

で60症例やっているわけでございますけれども、それで副作用は１件も報告されていな

、 、いということでございますので 用法及び用量を厳守して使用するということであれば

一時に大量の製剤が体内に摂取される可能性は少ないということから猫が経口的に摂取

した場合も問題がないというふうに一応整理をさせていただいてございます。

それから、４ページ目の一番下のところでございますが、臨床試験につきましては、

重症例での有効性というのが確認されていないということでございますので、一般的注

意のところに「本剤は、重症例において有効性が低いため使用を避けること」という形

での注意を書くということになってございます。

これが猫に対する経口摂取に対する安全性についての御指摘についての御回答という

ことでございます。

それから、もう１点の御指摘でございますが、臨床試験について外耳炎と皮膚感染症

に分けて考察するということになっておりまして、これは概要の38ページからが臨床試

験でございます。38ページからが皮膚の感染症についてでございます。それから、43ペ

ージからが外耳炎についてということで、それぞれ分けて検証させていただいておりま

して、取りまとめが48ページになります。

48ページに全体を取りまとめてございますが、皮膚感染症につきましては、60症例で4

3症例、すなわち71.7％有効であったという結果になってございます。それから、外耳炎

につきましては、68症例で検証いたしまして、51症例、75％で有効であったという結論

になってございます。両症例につきましても副作用等の報告はされていないということ

でございます。

本製剤につきましては、御審議いただきしましたのが既に２年以上前でございますの

で、先ほどの製剤のところで同種同効品ということで、若干簡単には御説明させていた

だいておりますが、概要のところで製剤の概要について触れさせていただければと思い

ます。

概要の緑のタグをめくっていただきまして、長い目次がございますが、目次を５枚め
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くっていただきますと、開発の経緯ということで載ってございます。

犬の方の製剤でございますが、平成10年４月に犬の細菌性・真菌性の皮膚炎と外耳炎

の治療薬ということで承認さてれおります。皮膚炎、外耳炎というのはかなり猫につい

ても来院する患畜の10％程度ということで、かなり症例の多いものでございます。さら

に、猫に承認を得ている外用剤といたしましては、先ほどタリビットＬ３のところでも

御説明いたしましたような形で、同種同効のものがそれほどございません。ドルバロン

とヒビクスということで２種類ございますけれども、選択肢としては余りないというこ

とでございます。こういった経緯で犬の製剤について猫に対しての効能又は効果を追加

するという事項変更の承認申請でございまして、御指摘をいただきました点について資

料整備をして、再度上程させていただくというものでございます。

○○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どう

ぞ。

○○委員 １点だけ。先ほど御説明いただきました別紙２のところですね。１ページ目

の裏になりますか、２ページ目になりますでしょうか。使用上の注意事項に６として次

の言葉を加えるということになっておりますが 「本剤は症状が重篤な症例では、充分な、

効果が得られない場合がある 」という記述の仕方ですけれども、外耳炎で重症度の場合。

には有効率が30％ですが、30％のときの表現の仕方としては 「充分な効果が得られない、

場合がある」という表現でよろしいんでしょうか。

事務局 別紙２が当初回答があったものですが、最終的には別紙３の方で整理をされて

ございますので、別紙３の４ページの一番下 「本剤は、重症例においては有効性が低い、

ため使用を避けること」という記述で、こちらの使用上の注意では最終的にはそういう

文言にさせていただいております。

○○委員 ありがとうございました。

○○委員 他に御発言ございませんか。

○○委員 安全性のことについてお尋ねしたいのですけれども、対応として毒性試験を

やっている。それから、128例についての調査でも安全であるというようなことでありま

すけれども、この成分でありますトリアムシノロンアセトニドですね。これについては

もう既に生殖毒性があるというような文献が出ているわけなんですね。要するに妊娠中

の胎子に影響がありますよと。催奇性があります。それから、体重の増加抑制であると

か、発育の抑制であるとか、いろいろと毒性があるわけなんですね。そういったものが

合剤として使われているのに、そういったものについての安全性について何ら使用上の

注意等にも記載がないんですけれども、これはこれでよろしいんですか。

事務局 基本的には犬の製剤でこういう形で承認されていたもので、多分猫の製剤を追

加するときに犬と猫ではやはり感受性等に差があるのではないかということで、より厳

密な毒性の評価するようにという宿題が出たものと思われます。御指摘のように、そう

いう点、十分な記載がないのは事実でございます。

○○委員 猫の追加ということで、それで安全性ということで求められたと思うんです

けれどもね。猫でも犬でも安全性にはちょっと疑問があると思うんですね。やはりこう

いったことが既に報告されているわけなんですから、使用上の注意に何らかの注意喚起

ということで書いておくべきだと思うんですが。
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事務局 そうしましたら、その辺、具体的にどういう点を使用上の注意が必要かという

ことにつきまして検討させていただきまして、それを整備した上で最終的に取り扱わせ

ていただくということではいかがでしょうか。あるいは記載内容については御相談をさ

せていただいた方がよろしいでしょうか。

○○委員 御相談も何も文献がもう既に出ているんですからね。

事務局 書きぶりと申しますか……。

○○委員 それを参考にしていただければですね。

○○委員 事務局、何かあれですね。例えば犬の既に製剤がありますね。それで事故か

何かの報告というのはあるんですか。

事務局 今のところ把握したものはございません。おそらく先生御指摘のようにほかの

製剤にもこれは入っておりますので、それを全部まとめて再評価ということで取り扱う

ことになろうかと思います。

○○委員 そうすると、今回は見送りということなんですか、こういった場合。もう既

にそういうことがわかっていてですね。

事務局 使用上の注意はとりあえず整備をさせていただきまして、全体、ほかの製剤も

含めて、本製剤も含めてになりますが、再評価ということで詳細にやった上で、必要が

あればさらに追加、あるいは修正ということで取り扱わせていただければと思います。

○○委員 わかりました。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 はい。ですから、何らかの形で使用上の注意ですね。注意喚起ということで

処置していただければ私はそれでいいと思います。

○○委員 例えばそういう報告があるといったようなものを入れますか。

○○委員 ですから、そういったことだから安全性が確認されていないとか、要するに

そういうことがあるんですよということでわかるような文言であればどんなものでもい

いと思うんです、それは事務局に一任で。

○○委員 では、これはお任せということでよろしいですか。

それと、先ほど○○先生が前例で挙げたように、一次選択薬云々という一般的注意、

これはやはり前へ繰り出していただく。２番目ですか。やはり同質の薬剤ですから、同

じような表現がいいかと思います。

他には御発言ございませんか。

特にないようですね。

それでは、承認でよろしゅうございますね。

事務局 ありがとうございます。

そういたしましたら、今御指摘を受けました使用上の注意に記載をする、あるいは整

備をするということで、承認を可として、薬事分科会の方に報告させていただきたいと

存じます。

なお、再審査期間につきましては、新効能動物用医薬品で２年間ということ、それか

ら劇・毒薬には指定しないというにさせていただきます。

ありがとうございました。
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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

〔動物用抗菌性物質製剤調査会〕

【新有効成分含有動物用医薬品 （輸入承認）】

⑦リレキシペット錠75、同300、同600 株式会社ビルバックジャパン

（２）動物用抗菌性物質医薬品基準の一部改正について

〔動物用抗菌性物質製剤調査会〕

○○委員 それでは、続きまして、同じく抗菌性物質製剤調査会関係で⑦のリレキシペ

ット錠75、同300、同600、これ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 では、御説明いたします。

株式会社ビルバックジャパンのリレキシペット錠75、同300、同600は、動物用として

は新有効成分であるセファレキシンを主剤とする錠剤であります。

本剤の有効菌種は、本剤感性のブドウ球菌であり、適応症は、細菌性皮膚感染症であ

ります。

本件につきましては、動物用抗菌性物質製剤調査会における審議により、申請書の整

備を条件に動物用抗菌性物質製剤調査会における承認の可否に関する事前の調査会審議

を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差し支えないという審議結果になったもので

あります。

なお、本剤は、毒・劇薬に該当しないものとし、再審査期間は、新有効成分含有動物

用医薬品ということで、６年間としております。

本件の詳細につきましては事務局より説明をお願いします。

事務局 それでは、お手元の赤の№７の方で説明をさせていただきたいと存じます。

あと、まことに勝手ではございますけれども、実は当日配付で資料№２に動物用の抗

生物質医薬品基準の改正というのがございます。後ほど御審議いただこうかと思ったの

でございますが、この製剤の承認に伴います基準の改正でございますので、あわせて御

審議いただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、まず資料の７の方で説明をさせていただきます。

まず、審議経過票で御説明させていただきます。

リレキシペット75、300、600、これは容量違いの３製剤でございますけれども、輸入

承認申請でございます。

、 、ビルバックジャパンより申請されたものでございまして 成分でございますけれども

、 、 ）、セファレキシン これは第一世代のセフェムでございますが これを１錠中に75mg(力価

あるいは300mg、600mgを含む錠剤でございます。

用法及び用量でございますけれども、１回当たり体重１kg当たりセファレキシンとし

て15mg力価を１日２回７日間経口投与するということになっております。１日２回の間

隔は最低10時間とされてございます。

効能又は効果でございますが、犬の細菌性の皮膚感染症でございまして、有効菌種と
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いたしましては、本剤感受性のブドウ球菌ということでございます。

本製剤につきましては、平成11年８月に承認申請がなされてございますけれども、動

物用抗菌性物質製剤調査会の方で平成12年11月30日に審議をされでございます。その際

に臨床試験につきまして御指摘がございまして、それを踏まえて資料整備して、今年の

４月28日の抗菌性物質製剤調査会で御審議いただきまして、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。

まず、製剤の概要につきまして簡単に御説明させていただきます。概要のタグがござ

いますけれども、製剤が３つあったあとの概要のところでございます。リレキシペット

錠の75、300、600製剤がございます。

目次をめくっていただきますと、起源又は開発の経緯ということでございます。

本剤は、第一世代のセファロスポリン系でございますセファレキシンを主剤としてご

ざいます。

実は小動物用のセフェム系の製剤といたしましては、動物用としては初めてございま

す。産業動物用でございますと、第一世代のセフェム、セファゾリンでありますとかに

ついての注射剤とか乳房注入剤、あるいは第三世代のセフェムでございますセフチオフ

ル等につきましては注射剤などが既にございますけれども、犬、猫用の製剤といたしま

してはセフェムとしては初めてということでございます。既に前に御審議いただきまし

たように、ニューキノロン剤等いろいろ使われているわけでございますが、セフェムと

しては初めてということでございます。

皮膚感染症につきましては、来院数のうち、特に感染症ということでかなりのウエー

トを占めているということでございますので、そういったものに対する製剤ということ

で、必要性があるということでございますし、また、セフェムとしては初めてというこ

とでございます。

１枚めくっていただきました２ページでございますが、セファレキシンでございます

が、実はかなり人体用では非常に古くから使われている薬でございまして、人体用とし

ては1970年に既に日抗基の方に収載されまして、既に30年以上使用されております。ブ

ドウ球菌等への有効菌種といたしまして、呼吸器系・泌尿器系・皮膚感染症など多岐に

わたって使われております。また、経口的な投与ができますので、カプセル剤とか錠剤

ということで、小児向けのものとしても非常によく使われているものでございます。

さらに、実態上と申しますか、３ページでございますが、本剤開発の意義のところに

ございますけれども、実際上、小動物用のセフェム系の動物用の医薬品としての承認が

ございませんが、小動物用臨床の場ではかなり実は人体用のセファレキシンが使用され

てきたという実態があるということでございますので、人体用のものを使うよりも、動

物用として承認され、有効性、安全性なり、用法及び用量なり、正しく評価されたもの

を使用することがより適切であるというふうに考えられるわけでございます。

同種同効薬につきまして、その次の１枚めくっていただきました５ページ目のところ

に表で整理してございます。同種同効ということでございまして、４つほど挙げてござ

います。錠剤といいますか、経口剤といたしましては左２つでございますが、リンコシ

ン錠100、バチリオン粒50％ということで、リンコシン錠の方はリンコマイシンを有効成

分としておりまして、犬の細菌性皮膚感染症、バチリオン粒の方はアモキシシリンを有
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、 、 。効成分といたしておりまして 犬 猫の細菌性皮膚感染症ということになっております

右の２つはいずれもエリスロマイシン注射剤でございますが、エリスロマイシンを有効

成分といたしまして、ブドウ球菌によります化膿性の皮膚炎等について効能があるとい

う形になってございます。

あと、平成12年11月30日の調査会での御審議のときに御指摘をいただきました点でご

、 。ざいますが 調査会回答書という緑色のタグのところに整理させていただいております

――申しわけございません。既に概要の方に整備してございますので、概要の方でご覧

いただければと思います。

38ページからになりますが、実は臨床試験のところで御指摘をいただきました点がご

ざいまして、基本的には対照薬を置いて、パラメータによる評価を行った試験成績によ

り臨床試験に関する資料を整備することというようなことで御指摘をいただいたもので

ございます。それによりまして38ページ以降、臨床試験のところの資料が整備されてい

るわけでございますが、被験薬はセファレキシンでございますが、対照薬としてはアモ

キシシリンを含有する製剤、実際にはこれはバチリオンになるかと思いますけれども、

これを対照薬として試験を行ってございます。

１枚めくっていただきまして、41ページでございますが、治療方法といたしまして、

ここで実は既に記号になってしまってちょっとわかりにくうございますけれども、646.0

2群というのがセファレキシンの方の投与群、999.10群というのが対照薬でございますア

モキシシリンの製剤を投与した群でございます。セファレキシンの方は15mg／kgで１日

２回、最大７日間の経口投与、アモキシシリンの製剤が20mg／kgの用量で１日２回、最

大５日。これは実は製剤の方の承認がマキシマム５日間投与ということになっておりま

すので、そういった形で設計されてございます。

、 、 、有効性の評価項目でございますけれども 皮膚感染症の主徴でございます発赤 膿疱

丘疹、それから掻痒、この４つについてその程度なり範囲、あるいは密度といった形で

の評価をしてございまして、数値化法ということで数値化いたしまして、総臨床評価値

ということで評価をしているということでございます。

それから、２枚めくっていただきまして、44ページでございますが、対象動物として

は68症例につきましてやったわけでございます。１症例データの欠落がございましたの

で、最終的に解析をいたしましたのは67症例ということでございます。セファレキシン

の方が35、それからアモキシシリンの方が32、合わせて67ということでございます。こ

れにつきまして解析をさせていただいたということでございます。

１枚めくっていただきまして、有効性の評価、46ページでございます。これは中間時

と最終時ということでの評価になってございますけれども、中間時点で見ますと、改善

率、有効率の間で有意差が見られませんでしたけれども、最終時におきましては総臨床

評価値は有意に低くなっておりまして、改善率は有意に高いという結論となってござい

ます。

。以上のような形で御指摘を踏まえて臨床試験の再整理をしたということでございます

以上でございます。

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

いします。
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。事務局 差し支えなければ動抗基の方も説明させていただいてよろしゅうございますか

○○委員 それでは、そっちにいきますか。

事務局 そうしましたら、当日配付で黒の№２でございます。

。 、動物用抗生物質医薬品基準ということでございます いわゆる動抗基でございますが

薬事法に基づきまして抗生物質につきましては動物用抗生物質医薬品基準というのが定

められております。承認されましたものについては基本的にこちらに収載をさせていた

だくという形になってございます。

今回先ほど御説明いたしましたように、セファレキシンにつきましては、動物用医薬

品として初めての成分でございますので、これについて動抗基の方の各医薬品の条がご

ざいますが、これはアイウエオ順に並んでございますので、セファピリンの後ろにセフ

ァレキシン類ということで加えさせていただければと考えております。基本的にはその

物質についてのご覧いただきますような形での記載、それから製剤についての、今回は

錠剤でございますので、セファレキシン錠につきまして記載をして、その後、試験方法

等記載するという様式になってございます。基本的に従来収載されているものと同じ形

での収載ということでございます。

、 、これにつきましては 既に動物用抗菌性物質製剤調査会の先生方に御了承いただいて

部会に上程して差し支えないとされたものでございます。

以上でございます。

○○委員 御発言ございませんか。

○○委員 文言なんですが、使用上の注意、３枚目ですか、別紙（３ 、ここの一般的注）

意で１番はいいんですが、２、３、４、これの順番は４番を２番目に持ってきて 「本剤、

は効能又は効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること 。。」

そして、３番目が「本剤は定められた用法及び用量を遵守すること。なお、用法及び

」、 、「 」 、用量に定められた期間以内の投与であっても この後 それを反復する というのは

「それを」という形容詞は要らないと思うんです 「期間以内の投与であっても反復投与。

することは避けること 」でいいのではないかと思います。。

そして、次、３番目に 「本剤の使用にあたっては、適応症の治療上必要な最小限の期、

間の投与に止めること 」という文言を順番としてはそういう順番の方がいいのではない。

か。

訂正前の３番の「本剤の使用にあたっては、適応症の治療上必要な 、４番目に「適応」

症」という文言が出てきますので、ここでは「適応症」は重複するので必要ないと思い

。 、「 、 」、 、ます したがいまして 本剤の使用にあたっては 治療上必要な この後なんですが

「最小限」と「期間」の間に「の」が２つ重なるので、日本語としては余り好ましくな

。 、「 、 。」い ですから 本剤の使用にあたっては 治療上必要な最小期間の投与に止めること

というふうにされたらいかがかと思います。

○○委員 よろしいでしょうか。特に御異論ございませんね。

順番、いいですね （２）が３になり、３が４になり、４が２に上がる。順番ですね。。

事務局 はい、そのように整備したいと思います。

○○委員 他に御発言ありませんか。

○○委員 今の少し前で、一番基本となる「効能又は効果」のところなんですけれども
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……。

○○委員 何ページですか。

○○委員 いろんなところに出てくるのですが、申請書というのはないんですよね。

事務局 申請書はございます。３つ製剤があるものですから、それぞれになっておりま

すので、リレキシペット錠75とか300とかそれぞれ申請書になっております。

○○委員 わかりました。

、 、私が見ているのはリレキシペット錠600の青いタグの１枚目の裏側ですけれども ６番

効能又は効果ですが 「有効菌種：本剤感性のブドウ球菌」となっていますけれども、言、

葉がこれまでの慣習があるのかもしれないですが 「感性」という言葉は、つまり獣医学、

上、適当な言葉なのかどうかというのがちょっと私、疑問で、つまり一般的には「本剤

に対して感受性を示すブドウ球菌」というふうに我々は普通言うんですけれども、いか

がなんでしょうか。これまでの経緯もちょっと関係するのかと思いますが。

○○委員 一番最初に再評価ですね。局長通知に基づく再評価、昭和50年代から60年代

にかけてやったときの効能又は効果のあらわし方として 「本剤感性の」という、そうい、

うことで結果公表しています それ以後 感性の というのが通常かと思いますが 感。 、「 」 、「

」 、 、受性の という言葉で承認されているのもあるので きのう私も調べたのですけれども

混在しているんです。この際、きちっとするんなら今後「感受性」にするという話でも

私はいいと思うのです。確かに「感性」という言葉よりも「感受性」というのが私もな

じみのある言葉なんですけれど。

○○委員 過去の記録では「感性」が……。

○○委員 当初は「感性」という言葉で統一されてきたんですけれども、その後 「感受、

性」という言葉でも承認されてきていることは確かなんです。

○○委員 特にそれは守らなければならんという制約はないわけですね。

○○委員 再評価をやったときに公表して、今後これに合わせてくださいというような

指導はしてきたのですけれども、やはりその時代、時代できちっとした用語が変化すれ

ば当然それに合わせていくという、その考えは私たちも間違いないと思っています。時

代に合わせて必要なことがあれば修正すべきだと思います。

○○委員 そうですね 「感受性」の方がなじみがよさそうに思いますが、よろしゅうご。

ざいますね。

では、事務局、いいですか 「感受性」で。。

事務局 そうしましたら 「感受性」ということで、ほかも……。、

○○委員 600だけではなくて、300にも同じように表現されていますね。75にも。

事務局 そのように整備いたします。

○○委員 よろしくお願いします。

他にございませんね。

それでは、これは承認ということでよろしゅうございますね。

事務局 ありがとうございました。

そういたしましたら、本剤につきましては、御指摘いただきました点の使用上の注意

等の書類整備を条件といたしまして、薬事分科会に報告させていただきます。

なお、再審査期間につきましては、新有効成分含有動物用医薬品ということで、６年
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間とさせていただきまして、劇・毒薬には指定しないことといたします。ありがとうご

ざいました。

○○委員 そうしますと、今の黒の№２ということは、後に出てくるはずの（２）の部

分が今一緒に終わったということですね。

事務局 はい、そうでございます。

○○委員 では、スケジュールが（２）も一緒に終えたということでございます。

事務局 御確認を申し上げるのを忘れました。

そうしましたら、動物用抗菌性物質医薬品基準の一部改正につきましては本案で御了

承いただいたということで、そのような改正手続をさせていただきたいと思います。

［審議事項]

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

再審査期間の指定について

〔動物用一般医薬品調査会関係〕

【新有効成分含有動物用医薬品 （製造承認）】

③エトキサゾール 大日本インキ化学工業株式会社

ダニレス ヤシマ産業株式会社

○○委員 それでは、ここまで終わりまして、もとに戻れるわけですね。

それでは、一般薬の方へ戻りましょう。③ですね。一般薬。エトキサゾール、ダニレ

ス、これの製造承認等の可否について、○○先生から御説明をお願いします。

○○委員 遅くなって申しわけありません。

エトキサゾールは、大日本インキ化学工業株式会社から承認申請されたダニレスの製

造用原体であり、ダニレスは、ヤシマ産業株式会社から承認申請された牛用の皮膚滴下

剤であります。

平成16年７月20日の動物用一般医薬品調査会で審議され、８月17日に動物用残留問題

調査会で審議され、動物用医薬品等部会に上程して差し支えないこととなりました。

詳細については事務局からよろしくお願いします。

事務局 それでは、資料番号赤の３番を御用意ください。下から３つ目にダニレス製造

承認申請書というタグがございましたので、そちらをお開きください。

本製剤は、大日本インキ化学工業株式会社及びヤシマ産業株式会社から製造承認申請

されましたエトキサゾールとダニレスでございます。エトキサゾールはダニレスの製剤

原料でございますので、ダニレスの申請書をもとに御説明させていただきます。

ダニレスは、エトキサゾールを主剤とする牛用のスポットオン製剤で、次のページに

用法及び用量がございますが、体重10kg当たり、本品１mLを牛の背中線に沿って、頸部

から尾根部までの皮膚に滴下投与するというもので、効能又は効果は、放牧牛に寄生す

るマダニの脱皮阻害及びマダニ卵の孵化阻害というものでございます。

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グをお開きく

ださい。目次が４枚ほどございまして、水色の紙があった次が起源または開発の経緯に

なります。
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本剤の主剤でございますエトキサゾールは、既にハダニ類に対する農薬として登録さ

れているもので、その効果に着目し、現在依然として放牧地で問題となっているマダニ

の防除剤としてその開発が検討されました。

したがいまして、本剤は、動物用医薬品としては初めての成分になりますので、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ます。

次に、６ページから物理化学的性質に関する資料が載ってございますが、これにつき

ましては農薬として登録する際に収集された基礎データでございますので、ここでは説

明は省略させていただきます。

少し飛びまして、116ページをお開きください。安全性試験成績に関する資料でござい

ます。

ガイドラインに従いまして１群３頭を用いて、常用量、10倍量、それから生理食塩液

の対照群をそれぞれ設定いたしまして、１日１回、３日間連続投与いたしまして、最終

投与後７日まで、計10日間観察いたしました。その結果を117ページの表－１に示します

が、すべての項目で異常なしということで、本剤の牛に対する安全性が認められており

ます。

次に、119ページをお開きください。本剤の脱皮阻止効果を調べました試験ですが、飽

血しました幼ダニ及び若ダニを本剤が入ったシャーレに入れまして、処理後、生死の判

定と脱皮数を観察いたしました。その結果、表－３及び、次のページの表－４に示しま

すように、0.1μg／㎝の薬用量でも100％の脱皮阻止が認められてございます。2

次に、127ページをお開きください。ダニレスの有効性に関する資料でございますが、

まず試験１といたしまして、１％及び0.2％の濃度に調整しました本剤を牛に投与し、吸

血し、飽血落下した成ダニを回収して、その成ダニが産卵した卵をまたさらに回収して

孵化状況を観察、孵化率を調べました。

その結果を128ページの表１に示しますが、対照、つまり０％の濃度のものの平均孵化

、 、 。 、 、率は 一番右下になりますが 77.4％でした しかし １％濃度のものにつきましては

牛の胸部、腹部、臀部ともにそこから回収しました成ダニともに平均孵化率は０％とい

うことで、本剤による孵化阻止効果が認められてございます。

次に、156ページをお開きください。ダニレスの牛における血中移行確認試験でござい

ますが、このダニレスの用法及び用量に従い、３頭の牛に投与した後、経時的に血中に

おける本剤の主成分でございますエトキサゾールを検出しましたところ、表－１に示し

ますように、３頭ともいずれの時点でもエトキサゾールは検出されず、本剤は皮膚から

吸収されないことが確認されました。

次のページ、157ページですが、臨床試験の成績でございます。臨床試験は、マダニの

、 。分布状況を考えまして 北海道と茨城県と沖縄県の３カ所の放牧地で実施いたしました

まず北海道の放牧地におきましては、158ページの図－１に示しますように、成ダニが

産卵した卵の孵化率、それから幼ダニ、若ダニの脱皮率を調べましたところ、点線で示

します本剤の処理群におきまして、孵化阻害、脱皮阻害が認められ、対照区との有意差

が確認されてございます。また、安全性につきましては、皮膚の異常ですとか、健康状

態の異常、こういったもの、また、副作用というものは認められてございません。

次に、茨城県の放牧場におきましては、160ページの図－２に示しますように、本試験



- 46 -

では対照区が設定できなくて、統計処理ができなかったのですが、薬剤処理後、１日及

び１週間後では孵化率及び若ダニの脱皮率は０％となり、効果が認められているという

ことです。また、安全性につきましても先ほどと同様に問題はありませんでした。

最後に、沖縄県の放牧地におきましては、162ページの図－３に示しますように、孵化

阻害、それから脱皮阻害が認められ、対照区との有意差がありました。安全性につきま

しても先ほどと同様に問題なかったということでございます。

以上の結果から、臨床試験におきましては、本剤の有効性及び安全性が確認されまし

た。

最後に、164ページの残留試験でございますが、本剤を牛に投与し、経時的に乳汁と血

漿を採取しまして、ガスクロにより分析しましたところ、165ページの表－３に示します

ように、全試料におきまして検出限界以下ということで、本剤は皮膚から吸収されにく

い物質であるということが示唆されました。

、 、表紙に審議経過票があるんですけれども 残留問題調査会の部分が抜けていますので

今差しかえをお配りいたします。

本剤は、これまでに一般医薬品調査会の方で３回御審議していただいております。本

剤は、その効能又は効果にもありますように、マダニの脱皮阻害・孵化阻害ということ

で、直接ダニを殺すものではございません。つまり、本剤を使い続けることによって、

牧野におけるマダニのポピュレーションを下げるというものをねらった製剤でございま

す。しかしながら、実際に本剤を使って牧野のマダニのポピュレーションが下がったこ

とを示すデータというものはありません。そういった点を明らかにするべきではないか

ということで、一般薬の調査会では一時継続審議になりました。

しかし、実際に実験をすることによって、そうした牧野でのマダニのポピュレーショ

ンを調べるということは容易ではなく、仮に試験をやったとしても、何年もかかってし

まいますし、期待される結果が得られるかどうかというものもわかりません。そういっ

たことから既存のデータを見る限りにおいは本剤がうたっています効能又は効果は認め

られるだろうということで、平成16年７月20日の一般薬の調査会におきまして本部会に

上程して差し支えないとされ、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年とされたものでございます。

また、８月18日の残留問題調査会におきましては、今お配りしました審議経過票の２

枚目の下の欄に示しますような条件事項を持って休薬期間を設定しないということにさ

れました。

その条件に対しましては、今お配りました６ページ目から申請者からの回答書が提出

されており、残留問題調査会の各委員の了承を得ているところでございます。

なお、本剤の毒・劇薬の指定につきましては、本剤の主成分がありますエトキサゾー

ルはそもそも農薬として開発されたものでありまして、人用の医薬品としても承認され

てありませんので、厚生労働省の方でも毒・劇薬には指定されておりません。

本剤のラットを用いました急性経口毒性試験では、概要の66ページに表－１というの

があるのですが、そちらの表に示しますように、ラットを用いたＬＤ の値は、雄、雌と50

も5000mg／kgを上回っておりまして、劇薬の指標であります300mgをはるかに上回ってお

ります。
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また、安全性試験におきましても特に有害事象は認められておりません。

したがいまして、本剤は毒劇薬には指定を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、御質問をどうぞ。

○○委員 今配っていただいた経過票の４ページのその他の注意の（２）のところであ

りますが 「使用済みの空容器及び薬液は、子供が弄ばないように」ということで 「子、 、

供」という言葉が使われておりますけれども、これは「小児」が正しい使い方ではない

かと思います。例えば親にとって息子や娘はいつまでたっても子供なんですね。非常に

あいまいな言葉でありまして、小さな子供であるとか幼児は「小児」が正しい使い方だ

と思います。

事務局 はい、訂正させていただきます。

○○委員 いかがですか。

他に御発言ございませんか。

特にないようです。それでは、承認ということでよろしゅうございますね。

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年とさせていただき

毒・劇薬には指定しないという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（事項変更承認）の可否、毒・劇薬等の指定及び

再審査期間の指定について

〔動物用一般医薬品調査会関係〕

【新投与経路動物用医薬品 （輸入承認）】

④アトピカ10mgカプセル、同25mgカプセル、同50mgカプセル、同100mgカプセル

ノバルティス アニマルヘルス株式会社

○○委員 では、続きまして、同じく動物用一般医薬品調査会関係で④でございます。

アトピカ10mgカプセル、同25、同50、同100、これの輸入承認の可否について、○○先生

から説明をお願いいたします。

○○委員 アトピカ10mgカプセル、同25mgカプセル、同50mgカプセル及び同100mgカプセ

ルは、ノバルティス アニマルヘルス株式会社から承認申請されたシクロスポリンを有

効成分とする犬用の経口投与剤であります。

平成16年７月20日の動物用一般医薬品調査会で審議され、事前の調査審議を終了し、

動物用医薬品等部会に上程して差し支えないこととなりました。

詳細については事務局から説明があります。

、 、 、事務局 事前に配付させていただきました資料４－１ ４－２ ４－３がございますが

４－３の方に申請書がございますので、そちらの方を御用意ください。

本製剤は、ノバルティス アニマルヘルス株式会社から輸入承認申請されましたアト
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ピカ10mgカプセル、同25mg、50mg、100mgでございます。

本製剤は、シクロスポリンを主剤とする犬用のカプセル剤で、次のページに用法及び

用量がございますが、１日１回、体重１kg当たりシクロスポリン５mgを基準量として、

下記の量を４週間連続経口投与するということでございます。

効能又は効果は、難治性のアトピー性皮膚炎における症状の緩和というものでござい

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グを開いてい

ただきまして、目次がありますので、その後、薄緑色の紙があります。その後が起源又

は開発の経緯になります。

本剤の有効成分でございますシクロスポリンは、1970年代の研究で発見されまして、1

983年に人用の医薬品として製剤化されました。その後、スイスのノバルティス アニマ

ルヘルス社におきまして、犬のアトピー性皮膚炎の治療薬として開発され、Ⅰ－５ペー

ジの上段になりますが、2001年に、まず他国に先行いたしましてニュージーランドで承

認され、続いてスイス、フランス、オーストリア、そしてアメリカで承認が得られてご

ざいます。

なお、我が国における動物用医薬品としてのシクロスポリンにつきましては、既にナ

ガセ医薬品株式会社のオプティミューン眼軟膏というものが承認されています。したが

いまして、成分としては新しいものではなく、このシクロスポリンをカプセル剤として

経口投与するというところが新しいことから、新投与経路動物用医薬品として御審議を

願います。

したがいまして、成分としてのシクロスポリンについての説明は省略させていただき

ます。

少し飛びますが、Ⅶ－１ページをお開きください。安全性試験でございます。３つの

安全性試験を実施しておりますが、今回申請を行うマイクロエマルジョンカプセル製剤

を用いました安全性試験は３番目のⅦ－６ページからに記載されています90日間経口投

与試験というところになります。そちらを御説明いたします。

本試験は、表Ⅶ－５に示しますように、対照群１群と投与群６群を設定し、第２、第

４､第６群には推奨最大投与量の１倍、３倍、５倍量を90日間連続投与いたしました。第

３、第５、第７群には、投与開始後30日目と60日目に用量を減らす漸減設計として90日

間連続投与いたしました。

その結果をⅦ－８ページ以降の表に示しますが、まず表Ⅶ－６、横長の表でございま

すが、生存率、臨床観察、身体検査、体重の所見がまとめられています。生存率はすべ

て100％で、臨床観察の結果は、耳介の発赤や腫れ、それから肉球の胼胝様病変、それか

ら身体の隆起物、歯肉の増殖、こういったものが認められてございます。また、身体検

査では角質の増殖や、いぼ状の病変が認められ、体重の変化は雌雄とも増加傾向を示し

たということで、その幅に変動は認められませんでした。

次のページの表Ⅶ－７では、摂餌量の変化を調べていますが、統計学的な変化が認め

られた区間を示してございますが、第６群が最も用量が多く、90日間そのものを続けて

投与したという群については、摂餌量の減少が認められています。

それから、表Ⅶ－９でございますが、次の次のページになりますが、血液学的検査結
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果を示してございます。本剤の投与に起因する変化というものは認められてございませ

ん。

それから、Ⅶ－16ページからは表Ⅶ－10ということで、臨床生化学的検査結果を示し

、 、 、てございますが 本剤の投与に関連すると思われる変化としまして 総タンパクの増加

グロブリンの増加、アルブミンの減少、それからカルシウムの減少が認められてござい

ます。

その他の検査項目としまして、尿検査ですとか、心電図、血圧、眼科学的検査を実施

しておりますが、これらにつきましては異常は認められておりません。

また、剖検所見におきましても特記すべき変化というものは認められていないという

ものでございます。

、 、 、以上によりまして 本剤投与により 用量依存的な各種影響が認められておりますが

これらは軽微、または一過性のものであり、副作用についても軽度なものでございまし

た。また、そういったことから本剤は投与量５倍量まで耐容性が示唆されたというもの

でございます。

次に、Ⅷ－３ページをお開きください。Ⅷ－３ページに用量設定試験がございます。

プラセボ群と2.5mg／kg群と５mg／kg群の３群を用意しまして、臨床効果をＣＡＤＥＳ

Ｉスコアというもので調べまして、投与開始10日目、21日目、それから42日目でそれぞ

れ判定いたしました。

次のページの図Ⅷ－１に平均ＣＡＤＥＳＩスコアの推移を示してございます。５mg／k

g群では2.5mgの群よりもすぐれた効果が認められ、すべての判定時点でプラセボ群と比

べまして有意な改善が認められてございます。

一方、その下にあります表Ⅷ－１では、胃腸関連の有害事象というものが認められて

いるのですけれども、最も頻繁に観察されましたのは嘔吐ということで、それぞれの群

で認められていますが、いずれの場合におきましても試験を中止する必要のあるもので

はございませんでした。また、５mg／kg投与、ＨＤと書いてあるところがそうなんです

けれども、ＨＤ群では、下痢ですとか、水様便、軟便が頻繁に観察されましたが、いず

れも軽度かつ一過性のものだということでした。

以上の結果から、５mg／kgでは消化管症状等の副作用があるものの、十分な効果が得

られ、それを今回の製剤の治療用量というふうに設定いたしました。

最後に、ⅩⅡ－1ページをお開きください。臨床試験でございます。

国内の15機関におきまして、アトピー性皮膚炎と診断されました犬を対象に、81頭に

本剤を、15頭に対照薬でございますドックハイドを投与いたしました。ドックハイドは

我が国で承認されている犬のアレルギー性疾患に対する経口的治療薬でございます。81

頭と15頭で設定いたしまして、有効性の評価は先ほど御紹介いたしましたＣＡＤＥＳＩ

スコア、それから痒みのスコア、脱毛状態のスコア及び獣医師、飼い主による主観的な

評価というもので行いました。

また、安全性の評価につきましては、獣医師による身体検査、飼い主からの問診です

とか臨床検査、こういったものから安全性を評価いたしました。

まず有効性の評価結果につきましては、本剤投与の77症例、それから対照薬投与の15

、 、症例において評価いたしましたが ⅩⅡ－６ページに表ⅩⅡ－４というのがありますが
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この表ⅩⅡ－４に示しますように、開始後６週における平均ＣＡＤＥＳＩスコアの改善

率は、本剤投与群では68.2％、対照群では44.2％ということで、本剤投与群の方が有意

に高く、次のページの図ⅩⅡ－１ではこのＣＡＤＥＳＩスコアの改善率の推移を示して

おりますが、本剤投与群は対照群よりも高い改善率が認められてございます。

また、次のⅩⅡ－８ページにおきましては、図ⅩⅡ－２、今度は痒みスコアの改善の

、 、 、 、分布を示しているものがありますが ご覧になってわかりますように ２回目 ３回目

４回目というラインごとによくなっているというのがわかります。

脱毛状態のスコアは、同じページの図ⅩⅡ－３にその改善率の推移というものを示し

ていますが、群間で有意差はございませんでした。

また、獣医師及び飼い主による主観的な評価というものでは、本剤の方が有意にすぐ

れているという結果でございました。

次に、安全性の評価結果につきましては、試験期間中に観察されました有害事象の発

現頻度を表ⅩⅡ－８にまとめてありますが、16）の次の行の本文中は、中ほど 「24例」、

の次が「30.9％」になっているのですけれど、これは表の方の「29.6％」の誤りですの

で、御訂正をお願いします。つまり、この表の方をご覧いただきたいのですけれども、

表ⅩⅡ－８にありますように、本剤の投与群では29.8％が何らかの有害事象があり、対

照群の方は46.7％ということでございました。

また、この有害事象のうち最も多かったのは胃腸障害でございまして、その割合も、

本剤投与群で65.4％、対照群では71.4％ということでございました。

以上の結果から、本剤は、対照薬ドッグハイドと比較いたしまして、有効性に優れ、

かつ、同程度の有害事象の発生率ということから、安全性についても問題がないという

ふうに考えられました。

審議経過票がこの４－３にはついてありませんで、４－１の方の表紙についています

ので、そちらの審議経過票をご覧ください。

本剤は、この審議経過票の７の欄に示しますように、これまで一般薬調査会におきま

して３回御審議をいただいております。主に使用上の注意の記載の整備をさせていただ

きまして、本部会に上程して差し支えないとされました。

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年ということでございま

す。

なお、本剤の毒・劇薬の指定につきましては、本剤の主成分でありますシクロスポリ

ンは既に人用の医薬品として承認されておりまして、厚生労働省の方では毒・劇薬に指

定されております。劇薬の１つの指標といたしまして、薬用量の従来以下で動物に組織

障害を認めるという指標がございます。この添付資料の先ほど御紹介しました安全性の

試験におきまして、本剤の10倍量以下、例えば15mgの中用量群ですとか、45mgの高用量

群、こういったところで単核球細胞浸潤と急性胆管炎、それから心膜の多発性嚢疱性結

節、こういった組織障害が認められてございます。したがいまして、本剤につきまして

も劇薬指定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。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○○委員 それでは、御発言をどうぞ。

特に御発言ございませんでしょうか。ということは、もう完璧な資料で、これ以上言
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うことなしと。

それでは、承認でよろしゅうございますね。そのように扱いましょう。

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、劇薬に指定するとい

うこととさせていただきます。

○○委員 それでは、一般薬２つ続けて終わりました。

［審議事項]

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

再審査期間の指定について

〔水産用医薬品調査会関係〕

【新有効成分含有動物用医薬品 （製造承認）】

⑧Ｍバックイニエ 松研薬品工業株式会社

○○委員 この次は水産関係の医薬品ということでございます。

⑧ですね。Ｍバックイニエ、これの製造承認の可否についてでございます。

○○委員から御説明をお願いいたします。

○○委員 Ｍバックイニエは、松研薬品工業株式会社から製造承認申請されたストレプ

トコッカス・イニエＦ２Ｋ株不活化菌液を主剤としたワクチンであり、効能又は効果は

ヒラメのβ溶血性レンサ球菌症の予防であります。

本製剤は、平成16年７月６日の水産用医薬品調査会で審議され、本日上程されるもの

です。

詳細につきましては事務局から説明があります。よろしくお願いします。

事務局 それでは、事務局から説明いたします。

まず、審議経過票をご覧ください。

Ｍバックイニエですが、申請者は松研薬品工業株式会社。

成分及び分量は、１バイアル500mL中、不活化ストレプトコッカス・イニエＦ２Ｋ株を

含有している注射剤です。

用法及び用量ですが、ヒラメ約30ｇから300ｇの腹腔内に連続注射器を用いて0.1mLを

１回注射するものです。

効能又は効果ですけれども、ヒラメのβ溶血性レンサ球菌症の予防です

水産用医薬品調査会での審議結果ですが、使用上の注意について整備することで事前

の調査審議を終了しております。

ここにちょっと書き忘れているのですが、再審査期間は６年ということで御審議いた

だいております。

製剤の概要は概要書に沿って説明させていただきます。

まず概要書の１－１ページをご覧ください。開発の経緯です。

ヒラメのβ溶血性レンサ球菌症は、 の感染によって引き起こさStreptococcus iniae

れる伝染性疾病で、感染したヒラメは体色黒化、鰓の出血等を示し、重症例では腹部膨
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満、腎臓と脾臓が腫大し、死に至らしめる疾病で、ヒラメの疾病の中で最重要の疾病の

１つとなっております。被害の大きいβ溶血性レンサ球菌症を予防することにより、安

全な養殖ヒラメを安定的に供給するということで当ワクチンを開発しております。そし

て、当ワクチンの安全性、有効性が確認されたことから申請に至ったということでござ

います。

概要書２－２ページをご覧ください。２－２ページの表１、それと２－４ページの表

２にありますように、Ｆ２Ｋ株は熊本県のヒラメの病魚から分離された株で、生物学的

性状及び血清学性状では と一致する性状を有する38－タイプの菌Streptococcus iniae

です。

概要書２－６ページ、表３及び概要書２－９、表４にありますように、ヒラメに対す

る致死性の病原性を有しております。

また、概要書２－16ページ、表８にありますように、ヒラメに対して、免疫原性を有

しております。

次、概要書７－１ページをご覧ください。本ワクチンをヒラメに対する安全性試験の

結果を示しております。平均体重42.7ｇから43.1ｇのヒラメを用いて試験を実施してお

ります。

試験の結果、一般状態では異常が認められず、概要書の７－２ページの表33に示され

ておりますように、平均体重、平均体長、平均餌料摂取量及び餌料効率においても投与

各群と対照群との間に差は認められませんでした。

血液検査では、表34に示しましたように、投与後１日の常用量群と５倍量群で白血球

百分率のリンパ球が低く、好中球が高く、常用量群では対照群と有意差が認められまし

たが、投与後14日で対照群との間に有意差は認められず、一過性の変化として考えられ

ております。

臓器重量の体重比では、概要書７－３ページの表35に示しましたように、脾臓で投与

後１日の常用量が大きい傾向を示しました。しかしながら、肝臓及び脾臓いずれの項目

でも有意差は認められず、投与後14日で実施した病理組織学的検査では異常は認められ

ませんでした。

以上のことから、本ワクチンをヒラメの腹腔内に0.1mL／尾投与しても安全性に問題が

ないことが確認されました。

概要書８－４ページをご覧ください。本ワクチンのヒラメにおける最小有効抗原量を

確認しております。概要書８－５ページ、表38の攻撃後の死亡尾数、死亡率及びＲＰＳ

に最小有効量の検討が示されておりますが、１／５ドースの４×10 ＣＦＵ／尾において7

有効性が認められました。

概要書８－７ページをご覧ください。本ワクチンをヒラメに注射し、分離場所の異な

る株により攻撃試験を行っております。その結果、概要書８－８及び８－９ページの表4

Streptococcus ini0及び図15にありますように、分離場所の異なる５株のヒラメ由来の

に対する本ワクチンの有効性が確認されました。ae

概要書８－10ページをご覧ください。本ワクチンをヒラメに注射し、投与後７、14、3

0及び120日に攻撃を行い、免疫発現時期及び免疫持続期間の検討を行いました。

その結果、概要書８－11の表41、図16及び概要書８－12、13ページの表42、図17にあ
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りますように、ワクチン投与後７日で感染防御効果が確認され、以後120日間にわたり感

染防御効果が持続することが確認されました。

また、平均体重31～32ｇのヒラメに対して有効であるということもこの試験によって

確認されております。

。 、概要書８－13ページをご覧ください 魚体重の違いによる免疫効果を確認するために

本ワクチンを100ｇ及び300ｇのヒラメに投与して攻撃試験を行っております。

その結果、概要書８－14、15ページの表43、44、図18、19に示しましたように、100ｇ

から300ｇのヒラメに対して有効性が確認され、８－５の結果を含めますと、魚体重30～

300ｇのいずれにおいても に対する感染防御能を付与することが確Streptococcus iniae

認されております。

概要書12－１ページをご覧ください。臨床試験の結果について記載されております。

臨床試験は、大分県４カ所、愛媛県１カ所の計５カ所、ヒラメ尾数で言いますと３万3

180尾に本ワクチンを投与し、愛媛は16週間、大分は20週間の観察を行うということで行

いました。また、無投与対照群として３万8924尾を隣接した水槽で同様に飼育し、β溶

血性レンサ球菌症による死亡率、増体重等を比較検討しております。

概要書12－６ページの表49に示しましたように、本試験期間中、大分の２カ所でヒラ

メのβ溶血性レンサ球菌症の発生が確認され、大分（１）における対照群の死亡率の多

くが 感染が要因であったことを示す結果が得られました。Streptococcus iniae

概要書12－７ページ、表50に示しましたように、大分（１）及び大分（４）において

投与群の 関与による治験開始後４週間ごとに各期間の累積死亡率Streptococcus iniae

が対照群として比較して低く、有意差が認められました。

また、概要書12－８ページ、表51に示しましたように、大分（２）及び愛媛の供試魚

を用いて実験感染を行ったところ、と投与群の死亡率が対照群の死亡率より有意に低い

ことが確認されました。

また、各治験実施施設において治験終了時における群ごとの増重量、増重率、あるい

は増肉係数のいずれかで投与群が対照群を上回っており、治験薬投与中及び投与後に治

験薬投与によると思われる異常は認められませんでした。

以上のことから、本治験により、本剤のヒラメの養殖場において安全性と有効性が確

認されております。

説明の方は以上です。御審議の方、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発言をどうぞ。

、 。 、ちょっとお聞きしたいんですけれども 30～300ｇとありますね 魚の体重というのは

大きさを換算するのはなかなか難しいんですが、例えば長さにするとどのくらいになる

んですか。

事務局 調べたところ、ヒラメの場合、300ｇぐらいですと25㎝から30㎝ぐらいです。

○○委員 手のひら。

事務局 手のひらよりもうちょっと一回り大きい感じです。

○○委員 が300ｇ。

事務局 それが300ｇになります。

○○委員 一般的に食用になるには１kgぐらいですか。
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事務局 小さくても800ｇが食用になる時点だというふうに聞いております。

○○委員 御質問ございませんか。

特に御発言ないようです。

それでは、これは承認ということでよろしゅうございますね。

事務局 ありがとうございます。

承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。

なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間とさせていた

だきます。

［審議事項]

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

再審査期間の指定について

〔水産用医薬品調査会関係〕

【新有効成分含有動物用医薬品 （輸入承認）】

⑨ノルバックス ビブリオ ｍｏｎｏ 株式会社インターベット

○○委員 それでは、続きまして、水産用医薬品調査会関係でノルバックス ビブリオ

ｍｏｎｏですか、これの輸入承認等の可否について、これも○○委員から御説明をお

願いします。

○○委員 ノルバックス ビブリオ ｍｏｎｏは、株式会社インターベットから輸入承

認申請されたビブリオ・アングイラルムＦｔ257株不活化菌液を主剤としたワクチンであ

り、効能又は効果はブリのビブリオ・アングイラルムＪ-Ｏ-３型によって引き起こされ

るブリのビブリオ病の予防であります。

本製剤は、平成16年７月９日の水産用医薬品調査会で審議され、本日上程されるもの

です。

詳細につきましては事務局から説明があります。

事務局 それでは、事務局から説明させていただきます。

まず、審議経過票をご覧ください。

ノルバックス ビブリオ ｍｏｎｏですが、申請者は株式会社インターベット。

成分及び分量は、１ボトル500mL中、ビブリオ・アングイラルムＦｔ257株の不活化菌

体2.5×10 ～5.0×10 個を含有する浸漬用製剤です。12 12

用法及び用量ですが、ワクチン500mLと海水4.5Ｌを混合したものを使用ワクチン液と

しまして、平均体重１～3.4ｇのブリを通気しながら30秒間浸漬するものです。

効能又は効果ですが、ビブリオ・アングイラルムＪ-Ｏ-３型によって引き起こされる

ブリのビブリオ病の予防です。

水産用医薬品調査会での審議結果ですが、記載内容について整備するということで事

前の調査審議を終了しております。

なお、再審査期間について、これも記載漏れで申しわけないのですが、再審査期間に

つきましては６年ということで審議いただいております。

製剤の概要につきましては概要書に沿って説明させていただきます。
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まず概－１ページをご覧ください。開発の経緯です。

ブリのビブリオ病は、養殖ブリの稚魚期及び育成期を通して発生する細菌感染症でブ

リ養殖における初期減耗の要因の１つとなっております。

現在、国内で認可されているブリのビブリオ病のワクチンは、体重30ｇ以上のブリに

使用する注射型であり、体重30ｇ未満のブリに発生するビブリオ病を防ぐことはできま

せん。

このような中、ヨーロッパでサケ科魚類及びその他の海産魚で効果が認められている

Ｊ-Ｏ-１及びＪ-Ｏ-３型の不活化抗原からなる浸漬及び注射用ワクチンであるインター

ベット・インターナショナル社の「ノルバックス ビブリオース」を用い、浸漬法によ

るブリを用いての試験をした結果、安全性及びブリ由来のビブリオ・アングイラルムＪ-

Ｏ-３型に対する有効性が認められました。

そこで、Ｊ-Ｏ-３型の１価の不活化ワクチンを試作し、浸漬法により、室内試験及び

治験を実施した結果、ブリに対する安全性及び有効性が確認されたということで、本ワ

クチンの輸入承認申請を行うこととしております。

概－２ページの表1.2.2をご覧ください。2000年に長崎県、大分県、鹿児島県の養殖場

においてビブリオ病の症状を呈した体重８～24ｇのブリから原因菌と思われる38株を分

離し、これらの分離株について形態学的試験、生化学的試験及び血清学的試験を行って

おります。その結果、これら38株の形態学的、生化学的及び血清学的性状は、製造用株

であり、インターベット・インターナショナル社の社内標準株であるビブリオ・アング

イラルムＦｔ257株と同様であり、国内におけるブリのビブリオ病はそのほとんどがビブ

リオ・アングイラルムに起因するもので、本菌の血清型はそのほとんどがＪ-Ｏ-３型で

あると考えられました。

次に、物理・化学的試験です。概要の13ページをご覧ください。

製造用株の由来・作出方法ですが、本ワクチンの製造用株は、1964年にニジマスから

分離されたビブリオ・アングイラルムＦｔ257株で、変法トリプチケース・ソイ・ブロス

培地で培養し、グリセリンを20vol％加え、－50℃以下に保存したものを原株とし、原株

を同様の方法で一代継代して保存したものを種菌としております。

概－15ページをご覧ください。表2-1-3にありますように、3.7×10 ＣＦＵ／mLに調整8

した種菌の培養菌液に体重１～２ｇのブリを30分間浸漬し、水温25℃で14日間観察した

結果、60％が死亡し、製造用株のブリ稚魚に対する病原性が確認されました。

概要－29をご覧ください。不活化前菌数１×10 個／mLのワクチンを用い、魚体重3.0510

ｇのブリに対する安全性試験の結果を示しております。ワクチンの１用量及び２用量を

体重３ｇのブリにそれぞれ30秒及び60秒間浸漬し、21日間の臨床観察、平均体重、平均

成長率、平均餌料効率を対照群と比較したところ、すべての項目で安全性が確認されま

した。また、試験終了後に行いました鰓及び皮膚の観察において異常は認められず、鰓

の組織学的検査では変化が認められませんでした。

以上のことから、本ワクチンを体重３ｇのブリに浸漬しても安全性に問題がないこと

が確認されました。

概要の32、下にあります8.1.2.1、免疫出現時期の検討をご覧ください。

不活化前菌数１×10 個／mLのワクチンを10倍希釈したワクチン液に平均体重２ｇのブ10
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リ83尾を30分間浸漬し、２週目及び３週目にビブリオ・アングイラルムによる攻撃を行

うことで、免疫出現時期の検討を行っております。

その結果、概－33ページの表8.1.2.1にありますように、ワクチン投与２週目及び３週

目の攻撃試験で感染防御が確認され、免疫出現時期は投与後２週目というふうに思われ

ております。
10次に、その下の8.1.2.2の免疫持続期間の検討をご覧ください。不活化前菌数１×10

個／mLのワクチンを平均体重３～４ｇのブリ80尾に30秒間浸漬し、３、６、８週目にビ

ブリオ・アングイラルムによる攻撃を行うことで、免疫持続期間の検討を行っておりま

す。

概－33ページの表8.1.2.2にありますように、ワクチン投与後８週目の攻撃試験で感染

防御が確認され、投与後８週間の免疫持続が確認されました。約１ｇのブリ、稚魚とい

いますのは、約４週間で20から30ｇに成長するということですので、本ワクチンは注射

ワクチンによる予防が行われる前の時期におけるビブリオ病対策に有用であると考えら

れました。

概－35をご覧ください。ブリに対して30秒間の浸漬時間で十分な防御レベルを獲得す

るために必要なビブリオ・アングイラルムＪ-Ｏ-３型の抗原量を検討しました。

その結果、8.2.1に示しましたように、ワクチン液の抗原量として、不活化前菌数５×

10 個／mL以上で有効性が確認され、ワクチンとしましては不活化前菌数５×10 個／mL以8 9

上含まれなければならないということが確認されました。

概要－36ページをご覧ください。臨床試験の結果について記載されております。

臨床試験は、長崎県下の２養殖場で養殖されているブリ稚魚16,080尾を対象に行いま

した。２養殖場において本ワクチンを投与した結果、投与後の臨床観察、増体重及び生

存率において異常が認められず、本ワクチンの安全性が確認されました。

また、１養殖場においてビブリオ・アングイラルムの感染が起こり、試験群と対照群

の死亡率を比較したところ、有効性が確認されました。

以上のことから、本臨床試験により、本剤のブリの養殖において安全性・有効性が確

認されました。

以上です。御審議の方、よろしくお願いいたします。

○○委員 ただいまの説明につきまして御質問、あるいは御意見等ございましたらどう

ぞ。

○○委員 間違いだと思うんですけれど、審議経過票の７は「動物用生物学的製剤調査

会」となっていますが、水産用ですね。

事務局 「水産用医薬品調査会」の間違いでございます。訂正いたします。申しわけあ

りません。

○○委員 他に。

○○委員 この製剤の扱い、新有効成分含有ということになっていますけれども、サケ

科魚類の製剤で、ビブリオ・アングイラルムＪ-Ｏ-３、またはＪ-Ｏ-１という、２つの

成分ですが、それを含む製剤がありますね。それとの関係で、新有効成分の違いという

のはどういう整理をされていたのか。既存のものは、サケ科魚類用として淡水魚のワク

。 、 。 。チンがあります 今回は 海水魚のブリ用です 確かに魚は海水魚と淡水魚は全然違う
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そこに関して成分が違うということで、新有効成分としたのか、それとは違う理由があ

るのか、わかったら教えてほしいんです。

事務局 そもそもこれはサケとは全く違う海産のブリに使うものですので、そういった

ところから新たなものというような整理をしたというふうに思います。

、 、○○委員 一般には動物種が違えば新効能という そういうことも言っているのですが

その違いは水産用薬品では変えているのか、特別に、やっぱり類が違うという話でそう

せざるを得ないのか。

事務局 サケ科魚類の日本で使われているものと同じかどうかという抗原の解析とか、

そういったところをしておりませんので、そういった解析をすればまた同じ成分という

ことが言えるかもしれないのですけれども、そこのところもなされておりませんので、

新有効成分医薬品ということで、今回登録させていただいています。

○○委員 よろしいですか。

他にはいかがでしょうか。

○○委員 １つお尋ねしたいのですけれども、開発の経緯のところを見ますと、体重が3

0ｇから150ｇについては注射型ワクチンで予防ができると。30ｇ以下についてはそれが

できないので、その予防のために申請するんだというようなお話ですよね。実際やって

おられる、また対象になっているのは、平均体重が1.0から3.4という、ほんの一部なん

ですね。30ｇ未満のものを対象にして申請するんだということでありながら、実際対象

にしているのは平均体重1.0から3.4。そうしますと、3.4ｇを超えるもの、30ｇまでのも

、 、 、のについてはこういった予防というような措置が必要でないのか また やったけれど

、 、 、効果がないのか それとも試験をしていないのか いろいろ考えられるのですけれども

その辺の理由は何なのですか。

事務局 まず3.4ｇ以上の試験をしていないという理由もあります。

ただ、実態を考えますと、ブリというのは天然界のモジャコをとってきて、それを一

定の水槽に入れて、それを養殖業者さんのところにいって養殖生けすに入れるという作

業があります。ですから、養殖生けすに入れる前にワクチンを打つというのが有効な手

段でありますので、そうなると、実態上は１から3.4ｇの中で大体おさまってしまうとい

うことが言えると思います。

○○委員 では、必要ないと。

事務局 今のところ必要がないということではないかと思います。

○○委員 よろしいですか。

他にはいかがでしょうか。

では、これは承認でよろしゅうございますね。

質問ありますか。

○○委員 質問ではなくて、制限事項のところで 「又は」という漢字は平仮名にした方、

がよろしいのではないでしょうか。３カ所ありますね。

○○委員 文字のところは。

○○委員 公用文の書き方というところで書いてあるんですけれどね 「また」の場合で。

すと平仮名でよろしいと。ところが 「又は」の「は」が入れば、これは漢字で書きなさ、

いと。これが公用文の書き方なんですね。ですから、公用文の書き方からすればこれで
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よろしいのかと思うんですけれど、その辺はどうなんですか。

公用文に準ずるものですよね。

事務局 そうなると思います。

○○委員 通常漢字で書いています。

○○委員 それでは、先ほどの発言は撤回でよろしいですか。

他にございませんか。

それでは、これは承認ということにいたしましょう。

事務局 ありがとうございます。

承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。

、 、 。なお 再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで ６年間といたします

［審議事項]

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

再審査期間の指定について

〔水産用医薬品調査会関係〕

【新有効成分含有動物用医薬品 （輸入承認）】

⑩パイセス ノバルティス アニマルヘルス株式会社

○○委員 それでは、もう１つ、次へまいりましょう。

同じく水産用医薬品調査会関係の⑩ですね。パイセス、これ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 パイセスは、ノバルティス アニマルヘルス株式会社から申請されたブロノ

Sapポールを主剤としたニシン目魚類の魚卵消毒剤であり、効能又は効果は、ミズカビ類

の寄生繁茂のまん延抑制であります。rolegnia diclina

本製剤は、平成16年７月６日の水産用医薬品調査会で審議され、本日上程されるもの

です。

詳細につきましては、事務局から説明があります。

事務局 それでは、事務局から説明させていただきます。

まず審議経過票をご覧ください。

パイセスですが、申請者はノバルティス アニマルヘルス株式会社。

成分及び分量は、本品１Ｌ中、ブロノポール500ｇを含有している魚卵消毒剤です。

用法及び用量ですが、ニシン目魚類の卵を受精後24時間から発眼卵として検卵するま

で飼育水１Ｌ当たり本剤0.1mLを均一にまぜ、１日１回30分間薬浴するものです。

効能又は効果ですけれども、サケ、アユなどのニシン目魚類の卵のミズカビ類の寄生

。 、繁茂の抑制です ミズカビ類の中の特に というのがございましてSaprolegnia diclina

これの寄生繁茂の抑制でということでございます。

水産用医薬品調査会での審議結果ですが、記載内容について整備することで事前の調

査審議を終了しております。

これもまた書き忘れて申しわけないのですが、再審査期間は６年ということです。

また、毒・劇指定についても審議の中で審議されまして、毒・劇指定はしないという
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ことで審議されております。

製剤の概要につきましては、概要書に沿って説明させていただきます。

まずⅠ－２ページをご覧ください。開発の経緯です。

孵化場におきまして一定の発眼率、または孵化率を得るために、死卵に寄生しますミ

ズカビ類が過剰に繁茂しないように適切に管理すること、これが必要になってきます。

、 、昨年施行されました改正薬事法によりまして １ｇ未満の稚魚及び魚卵につきましては

平成17年７月31日までの猶予期間はありますものの、これまで魚卵の消毒に使われてき

。ましたマラカイトグリーン等の未承認医薬品の使用が禁止されることになっております

、 。このため ミズカビ病の発生拡大を抑制し得る動物用医薬品の開発が望まれてきました

このような中、多岐にわたる日用品及び医薬品に使用され、基礎毒性が知られており

ますブロノポールの有効性と安全性の確認を行いまして、その結果、ミズカビ類の寄生

繁茂の蔓延抑制及びその安全性が確認されたことから、輸入承認申請に至ったとのこと

です。

、 。概要書Ⅱ－１ページ――かなり後ろの方になりますが Ⅱ－１ページをご覧ください

ブロノポールの化学構造、物理・化学的性質を示しております。

次に、概要書Ⅵ－５ページをご覧ください。特殊毒性のところにあります。ブロノポ

ールの環境影響評価について行われております。

環境影響評価ですが、ブロノポールの水中分解性、水系生物に対する毒性から得られ

た予測無影響濃度ＰＮＥＣ、それから孵化場から排出中のブロノポールの環境中放出量

の調査結果から算出した予測環境中濃度――ＰＥＣといいます。これをもとに行われて

おります。

まず、ブロノポールの水中分解性なんですけれども、水中でのブロノポールはｐＨに

大きく依存しまして、ｐＨ及び温度が上昇すると分解が促進されるということが確認さ

れております。

次に、水系生物――魚、無脊椎動物、藻類等に対する毒性のところをご覧ください。

魚類、水生無脊椎動物及び藻類に対する毒性について試験を行い、それぞれの無毒性濃

、 、 。度ＮＯＥＣを求め 安全係数を考慮して 予測無影響濃度ＰＮＥＣを算出しております

その結果、Ⅵ－６ページ、次のページにありますように、ブロノポールの水生無脊椎

動物に対するＰＮＥＣは8.6μｇ／Ｌ。

Ⅵ－７ページにありますように、藻類に対するＰＮＥＣは15μｇ／Ｌと考えられまし

た。

一方、条件の異なる英国の２カ所の孵化場から異なる時期に各３回ブロノポールの環

境中放出測定調査を実施し、ＰＥＣを算出したところ、これはⅥ－10ページの表Ⅵ－５

にありますように、排出直後のブロノポール濃度からブロノポールのＰＥＣは16～265μ

ｇ／Ｌと考えられました。また、排出管口から40～50ｍ離れた川でのブロノポール濃度

は85.6μｇ／Ｌとなっており、この場合において水生無脊椎動物のＰＥＣ割ることのＰ

ＮＥＣは約10ということになりまして、これであると環境に対する影響が否定されませ

んでした。

こういったことがありまして、ミジンコに対しまして、ミジンコの繁殖毒性試験――

ＯＥＣＤの211に定められている方法で繁殖毒性試験を行いまして、ブロノポール濃度が



- 60 -

48～66μｇ／Ｌにおいて、27日間にわたり、ミジンコの発育に影響を与えないというこ

とがわかりました。

それで、藻類に対するＰＮＥＣは15μｇ／Ｌであるということから、ＰＥＣ割るＰＮ

ＥＣを１未満にして、藻類に対する影響を否定することが環境影響を与えないような手

段ということで、ブロノポール50ｍｇ／Ｌを排出前、または排出の直後に3333倍に希釈

するということが必要であり、この希釈を行うことにより、ミジンコに対する影響も否

定できるというふうに判断されております。

Ⅵ－13ページをご覧ください。我が国でブロノポールを使用した場合の環境影響評価

。 、 、について考察しております 取扱卵数の一番多い○○と ○○で一番規模の小さい○○

それとニジマス養殖で一般的な長野県にある養殖場で考察したところ、廃液を、使用し

ていない幼魚池、魚卵を使っている時期なので、使用していない幼魚池がかなり余って

おります。そういった使用していない幼魚池を利用しながら時間をかけて排出するとい

うことで、例えば○○では廃液を270分かけて川に流す。○○では392分かけて流す。長

野の養殖場では99分かけて流すというような措置。または孵化水槽の数を減ずるなどの

措置。こういった管理をすることによりまして、排出直前のブロノポール濃度を15μｇ

／Ｌ以下に管理することが可能と考えられました。

次に、Ⅶ－１ページをご覧ください。パイセスのニジマス卵及びアトランティックサ

ーモンに対する安全性試験について行っております。

ニジマスの試験結果につきましては、Ⅶ－３ページの表Ⅶ－３及びⅦ－４、それから

アトランティックサーモンの試験結果につきましてはⅦ－７ページの表Ⅶ－７とⅦ－８

に示しました。総死亡卵数、孵化率、死亡稚魚数、異常稚魚数につきましてはブロノポ

ール処置群では異常が認められず、ブロノポールのニジマス卵及びアトランティックサ

ーモン卵に対する安全性が確認されました。

次に、Ⅷ－９ページをご覧ください。Ⅷ－９ページ、下から４行目、３）菌糸に対す

るブロノポールの 静菌作用というのがあります。ブロノポールを０、25、50、in vitro

Saprolegnia dic100及び250ppmを含有する寒天培地を作成しまして、日本で分離された

などのミズカビ菌糸を培養し、発育の程度を調べております。その結果、Ⅷ－11ペlina

ージの表Ⅷ－12にありますように、適応用量として今考えております50ppmのところで、

50ppmのブロノポールを含有した培地では、すべて菌株においてミズカビの繁茂の抑制が

観察されております。０が対照群になっておりまして、38.5よりも大きいというふうに

なっています。シャーレの大きさが38.5で最大なので、対照群については最大限ばーっ

と菌が生えてしまっているということです。それに比べますと、50ppmはそこまでの繁茂

を抑制しているということになります。100ppm、200ppmでは完全に阻止しているという

ような状況です。

次に、Ⅷ－13ページをご覧ください。ニジマス受精卵3000個を表Ⅷ－14のように割り

つけまして、ブロノポール投与群については受精翌日から発眼まで、発眼卵数及び死亡

卵数を測定するとともに、死亡卵につきましてはミズカビの付着した卵数を計測して有

効性の確認をしました。

その結果、Ⅷ－14ページにありますように、ミズカビの付着した死亡卵の数ですが、

ブロノポール投与群が無投与対照群に比べて有意に低値を示しております。これで有効
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性が確認されたということでございます。

なお、死亡卵に付着するミズカビにつきましては、 これが大Saprolegnia diclina、

部分であるということがいろんな研究論文で知られております。

ということもありまして、本試験で防除されたミズカビは といSaprolegnia diclina

うふうに考えられました。

次、ⅩⅡ－１ページをご覧ください。臨床試験ですが、サケ２施設、ニジマス２施設

で実施しております。

その結果、ⅩⅡ－11ページの表ⅩⅡ－３とⅩⅡ－12ページの表ⅩⅡ－４に示しました

ように、サケ卵及びニジマス卵において投与群において一般状態の異常、死卵の増加は

認められず、発眼卵、孵化率及び生残率に有意な増加、奇形率に差が見られなかった。

こういったことから安全性に問題がないと判断されました。

また、ⅩⅡ－10ページの表ⅩⅡ－２に示しましたように、検卵時の各治験実施施設の

平均真菌感染スコアについての統計学的解析の結果、投与群では低く、有意差が認めら

れました。

また、ⅩⅡ－11ページの表ⅩⅡ－３に示しましたように、すべての治験実施施設にお

いて、検卵時の死亡卵に占めるミズカビ寄生卵数、表ⅩⅡ－３の真ん中に 「水カビ付着、

卵数」と括弧で書いてありますけれども、これにおきまして、投与群は対照群に比べて

有意に少ないというような結果が得られております。

このことから、本剤のミズカビの寄生繁茂に有効性があるということが確認されまし

た。

最後になりますが、本剤の毒・劇指定についてですが、２-ブロモ-２-ニトロ－１，３

-プロパンジオール、別名ブロノポール及びその製剤は薬事法施行規則により劇薬指定さ

れております。しかしながら、その中で外用剤につきましては除かれております。本剤

につきましても魚卵に対して外用剤的に使用されることでございますので、毒・劇指定

はしない方向で処理したいと考えております。

以上です。御審議の方、お願いします。

○○委員 それでは、ただいまの説明につきまして御意見、あるいは御質問いただきま

す。御発言ありませんか。

○○委員 審議経過票の次のページの使用上の注意のところでお願いしたいのですが、

使用者に対する注意の（４）のところですが、右側のところで 「手と顔を石けん水でよ、

く洗い」ということなのですが 「石けん水」というのは逆性石けん水であるとか、良性、

石けん水という、特殊なものではないのでしょう。石けんなら何でもよろしいというこ

となんでしょう。

事務局 その意味合いです。

、「 」 。 、○○委員 ということであれば 石けん等 の方がよろしいのではないですか それと

その後で 「水で充分」の「充」は、これも直された方がいいと思いますね。、

事務局 ありがとうございました。

○○委員 他にいかがでしょうか。

○○委員 最後の劇薬指定のところで、人用の外用剤は除くという話がありましたね。

そうすると、人用の外用剤は承認されているということですね。それに関するデータ、
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参考でもいいから取り寄せておいた方がいいと思います。

事務局 データというのは使用上の注意とかそういうデータ……。

○○委員 そこに関係するものがあれば反映する必要もあるだろうと思いますので。

事務局 はい、わかりました。

○○委員 いかがでしょうか。他には御発言ありませんか。

特にないようですね。

それでは、承認ということでよろしゅうございますね。

事務局 ありがとうございます。

承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。

なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間とし、毒・劇

薬に指定しないことといたします。

○○委員 先ほど（２）が終わりましたので、審議事項は全部終了です。

あと、報告事項に入るわけですが、ここで、唐突ですが、10分ばかり休憩いたしまし

ょう。

［報告事項]

（３）動物用医薬品の再審査について

〔動物用医薬品再評価調査会関係〕

①リン酸チルミコシン20％、動物用プルモチルプレミックス－20、動物用プルモチ

ルプレミックス－50、動物用プルモチルプレミックス－100

②レスピシュア

③日生研ＡＲ混合ワクチンＢＰ

④日生研牛呼吸器病４種混合生ワクチン

⑤日生研ＢＥＦ・ＩＫ混合不活化ワクチン

⑥牛流行熱・イバラキ病混合不活化ワクチン“化血研”

⑦“京都微研 牛流行熱・イバラキ病混合不活化ワクチン
”

⑧ＩＢ ＴＭ生ワクチン“化血研”

⑨リュウコゲン

⑩パピテイン

⑪みつばち用アピテン

○○委員 それでは、報告事項にまいります。

（３）の再審査について、事務局、お願いします。

事務局 それでは、事前にお配りしております赤の№11が動物用医薬品の再審査につい

。 。てということで御報告事項でございます まず11番の資料で御説明させていただきます

動物用医薬品の再審査でございますが、前回も御説明いたしました形で再審査の案件

がかなりたまっておりまして、現在再審査調査会の方で回数と１回当たりの審議件数を

かなりふやした形でただいまたまっているものを処理する方向でやらせていただいてお

ります。

前回６月23日の再評価調査会の方で審議いただきまして、有用性が認められるとして
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部会に報告して差し支えないとされた14品目について本日御報告させていただきます。

表（おもて）紙には①から⑪までございますが、①が４品目ございますので、15品目

でございます。①と一番後ろの⑪が抗菌剤でございまして、後ろから２つ目のパピテイ

ンが眼科用の薬でございますが、そのほか２番から９番はすべてワクチンということで

ございます。いずれも有用性が認められるということで部会報告をさせていただくもの

でございますので、簡単にそれぞれの製剤について御説明をさせていただきたいと思い

ます。

まず１枚めくりますと、リン酸チルミコシン20％でございますが、これは１枚めくっ

ていただきますとプルモチルプレミックス－20、その後に50、100と続いておりますけれ

ども、いずれもこれを原体とする製剤でございまして、リン酸チルミコシン準散でござ

いまして、リン酸チルミコシンを主剤といたします豚の肺炎の治療薬ということでござ

います。アクチノバチルス・プルロニューモニエ、マイコプラズマ・ハイオニューモニ

エ、パスツレラ・マルトシーダを有効菌種といたすものでございまして、飼料添加の経

口投与剤でございます。

簡単に製剤だけ御説明させていただきたいと存じます。

次がレスピシュアというものでございますが、これは不活化ワクチンでございます。

ファイザー株式会社から申請されたものでございまして、豚のマイコプラズマ性肺炎に

よります増体量の抑制、飼料効率の低下を効能又は効果とするものでございまして、頸

部に筋注する製剤でございます。

それから、３つ目、③でございますけれども、日生研のＡＲ混合ワクチンＢＰでござ

います。日生研株式会社から申請されたものでございまして、豚の萎縮性鼻炎の予防と

いうことでございます。ボルデテラ・ブロンキセプチカとパスツレラ・ムルトシダの不

活化のものでございまして、母豚と子豚への用法がございますが、母豚であれば１回５m

Lずつ１～２カ月間隔で筋注、子豚でありますと３週齢以上の子豚に対して１mLずつ３～

５週間隔で２回筋注するというものでございます。

それから、その次でございます。日生研の牛呼吸器病４種混合生ワクチンでございま

す。牛の伝染性鼻気管炎、牛ウイルス性下痢－粘膜病、牛のパラインフルエンザ及び牛

アデノウイルス感染症（７型）の予防を効能又は効果といたしておりまして、２mLを筋

注するという製剤でございます。

その次でございますが、５つ目でございます日生研のＢＥＦ・ＩＫ混合不活化ワクチ

ンでございます。同じく日生研からの申請でございまして、牛の流行熱とイバラキ病の

予防を効能又は効果とするものでございまして、筋注の製剤で、２mLずつ４週間隔で２

回接種するというものでございます。

その次でございます。⑥でございますけれども、牛流行熱・イバラキ病混合不活化ワ

クチンということで、類似の製剤でございますが、化血研――財団法人化学及血清療法

研究所から再審査申請されたものでございます。同じく、牛の流行熱、イバラキ病の予

防を効能又は効果といたしておりまして、筋注の製剤でございます。

その次が７番目でございます。京都微研の、これも同じく流行熱、イバラキ病の混合

不活化ワクチンでございまして、株式会社微生物化学研究所からの再審査申請でござい

ます。同じ効能又は効果、同じ用法ということになってございます。
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その次でございます。８番目でございます。ＩＢ ＴＭ生ワクチン“化血研”でござ

います。化血研からの再審査申請でございますけれども、鶏の伝染性気管支炎の予防を

効能又は効果とするものでございまして、用法及び用量は点鼻・点眼、噴霧、飲水投与

ということでございます。

その次が９番目でございます。猫用のワクチンでございますが、リュウコゲンでござ

いまして、猫の白血病の予防を効果といたしますワクチンでございまして、９週齢以上

の猫の皮下に２回接種するというものでございまして、組換え白血病ウイルスｐ４５の

精製抗原を主成分といたしております。この品目につきましては、票の下の方に再評価

調査会審議経過がございますが、使用上の注意につきまして、所要の整備をするという

ことで、有効性が認められるとして当部会に報告させていただいているものでございま

す。

その次が10番目のものでございますが、パピテインでございます。これはアセチルシ

ステインを主成分といたしております犬・猫の創傷性角膜炎、角膜潰瘍における角膜障

害の改善を効能又は効果としている点眼剤でございまして、１回に１～２滴､１日５～６

回点眼をするということになってございます。

済みません この票 若干間違いがございまして 再評価調査会のところ 日付が ７。 、 、 、 「

月15日」になっておりますが 「６月23日」の間違いでございます。16年６月23日という、

ことでございます。

最後のものがみつばち用アピテンでございます。みつばち用の製剤は非常に少のうご

ざいますが、これは抗菌剤としては唯一のものになります。ミロサマイシンを有効成分

といたします三鷹製薬から再審査申請されているものでございます。効能又は効果は、

みつばちのアメリカ腐蛆病の予防ということでございまして、用法及び用量といたしま

しては、みばち用でございますので非常に特殊な用法になっておりますが、みつばちの

育児箱１箱当たり本剤48ｇを専用の飼料に混じて、中に置きまして、７日間経口投与す

るというものでございます。専用の飼料にいたしますのは、そうしませんと、みつの中

にまざってしまうということがあるものですから、そういった形での特殊な投与方法に

なってございます。これについても有用性が認められるとして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。

１点修正がございまして、申しわけございません。２件目のレスピシュアのところで

ございますが、使用上の注意のところで、一般的注意の一番上に要指示薬品のことが載

っているのでございますが、ちょっと省略した書き方になっておって、正しくございま

せん。本剤は「要指示薬」と書いてありますが 「要指示医薬品」というふうに訂正いた、

しますので、その旨御了解いただきたいと思います。

以上でございます。

○○委員 ただいまの説明につきまして特段の御質問等ございますか。

○○委員 先ほども議論した使用上の注意のところ 「適切に」というところを「医療廃、

棄物」という言葉に直してほしい。何カ所かあるので、そちらの方で整備していただけ

ればと思います。

事務局 使用上の注意の方は整備させていただきます。

○○委員 これ、かなりの数 「適切な処置」というふうに出ておりますので、ぜひこの、
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機会によろしくお願いします。

他にございませんか。

○○委員 ⑨のリュウコゲンのところですが、リュウコゲンの書類の１ページ目、再審

議経過票のところについて少し意見があるんですけれども、猫白血病ウイルスの感染症

に対するワクチンとして一番最初のワクチンだったので、その後、後発の製品ではかな

り正確な記載がされているのですけれども、まだこの記載ではちょっと不正確なところ

が多いと思うんです。

まず一般名のところですけれども 「猫白血病ワクチン」と書いてありますが、猫の白、

血病というのは骨髄を起源とする造血系の腫瘍性疾患という意味であって、この製品は

猫白血病ウイルスの感染症をコントロールするためのワクチンということですから、名

前としては「猫白血病ウイルスワクチン」と 「アジュバント加」とか「組換え型」とい、

うのは括弧に入れておいていただいても結構ですけれども 「ウイルス」というのを入れ、

るべきだと思います。

もう１つは、効能又は効果のところで、全く同じ意味ですけれども 「猫の白血病の予、

防」ということがありますが、白血病を予防するわけではなくて、白血病ウイルス感染

症における様々な病気を予防するといったようなのがこのワクチンの効能又は効果です

から、おそらく書き方としては、ほかのワクチンと合わせればいいのですが 「猫白血病、

ウイルスの持続的ウイルス血症の予防」ということが効能又は効果になると思いますの

で、この２点、再審査のときに変更した方が今後のためにいいと思います。

○○委員 ここの一般名に関しては空欄だと思います。まだ製剤基準にもなっていない

ので、様式上は一般名のあるものは一般名を書きなさいということになっています。先

ほど「猫白血病ウイルス」と「ウイルス」を入れるかどうか、それに関してはちょっと

また事務局の方で整理しないといけないと思います 今ある検定基準名は 猫白血病 ア。 「 （

ジュバント加）ワクチン（組換え型 」です。その基準名をそのまま製剤の一般名にする）

かどうかという、その議論になってしまうんですけれども、通常は検定基準に使われて

いるのをそのまま製剤基準名に格上げする話にしています。

○○委員 それはつまり事実と違うことになっているので、基準ですか、そちらの方も

変えるべきだと私は思います。

○○委員 ということは、一般名はとにかく、効能又は効果の方は具体的に表現しても

いいわけでしょう。

○○委員 それは動物用生物学的製剤調査会の議論でもあったはずなので、後発品の効

。 。能又は効果に合わせるというのは私も同感です 既存のものを見ればわかると思います

後発品の２つは○○委員がおっしゃったような形で整理されていますので、先発品だけ

が後追いになってしまいますけれど、合わせる必要があります。

○○委員 ここのところは事務局、ひとつよろしくどうぞ。

事務局 一般的名称につきましては、この後製剤基準ができますので、製剤基準名が一

般名になります。今○○委員の方から御指摘がありますように、ウイルス感染症という

形で一般名を整理させていただきます。

あと、効能又は効果につきましては、後発品がありますので、それと合わせた形での

表現に直すように指示いたします。
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○○委員 よろしいですか。

他にはございませんか。

いいでしょうか。

それでは、この項は報告ですから、次へまいりましょう。

［報告事項］

（４）動物用医薬品の諮問・承認状況について

○○委員 （４）の動物用医薬品の諮問・承認状況について。

事務局 当日配付資料№３、横長のものをご覧ください。前回の本部会から本日までの

間に諮問されたもの、それから承認されたものの一覧でございます。

まず諮問状況でございますが、まず一般薬関係でございます。ケトコナゾール。これ

は先ほど御審議していただいたものでございます。担当調査会のところが「水産用」に

なっていますが、これは「一般医薬品調査会」の間違いでございます。

その次に生物関係。ワクチンなんですけれども、Ｍバックレンサ、これにつきまして

も先ほど御審議していただいたものでございます。

、 、抗菌関係は これも先ほど御審議していただきました動抗基の一部改正ということで

セファレキシン錠に係わる改正でございます。

それから、また一般薬関係なんですけれども、クリアドリゾール１、それから５につ

きましては、８月27日付けで諮問させていただきますので、今後御審議をよろしくお願

いいたします。

次のページですが、これも一般薬関係ですが、プレビコックス57、227でございます。

これも８月27日に諮問させていただいております。後ほど御審議をよろしくお願いいた

します。

それから、フロントラインプラス ドックとキャットでございます。これは「新有効

成分」となっていますが 「新効能」でございます 「新効能動物用医薬品」でございま、 。

す。番号も３番ではなくて、７番になります。既に承認されておりますものに、ドッグ

の方は「シラミの駆除」が加わります。キャットの方は「マダニ及びシラミの駆除」が

。 。 。加わります 効能追加でございます これも後ほど御審議をよろしくお願いいたします

３ページ目からは承認状況でございます。

まず一般薬関係、リマダイル注射液。３月２日に本部会で御審議していただいている

ものでございます。６月８日に承認されてございます。

それから、ズブリン30、50、100、200でございますが、これも３月２日に御審議して

いただいておりまして、６月11日にそれぞれ承認になってございます。

４ページですが、エースワーカー錠0.5、１、２、８でございますが、これも３月２日

御審議で、６月11日承認でございます。

マリンバンテル、これにつきましては15年11月27日に御審議していただきまして、７

月14日に承認されてございます。

最後のページですが、ビムロン、これにつきましては３月２日御審議していただき、

７月16日承認されてございます。
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トライキル、これは６月３日に御審議していただきまして、８月６日に承認されてご

ざいます。

最後のフォートレオンでございますが、審議区分のところが部会報告になってござい

ますが、これは分科会報告で、こちらで御審議していただいているものです。６月３日

に御審議していただいて、８月６日に承認されているというものでございます。

以上でございます。

○○委員 ありがとうございました。

何か御質問等ございますか。

よろしいですね。

それでは、次へ参りましょう。

［その他]

（５）鳥インフルエンザ不活化ワクチンの承認について

○○委員 その他 （５）鳥インフルエンザ不活化ワクチンの承認について、事務局から、

お願いします。

事務局 当日配付資料、黒の№４をご覧ください。この資料なんですけれども、もしお

持ち帰りになられるようでしたら、くれぐれも取扱注意ということでよろしくお願いい

たします。

「鳥インフルエンザ不活化ワクチンの承認について」ということで、鳥インフルエン

ザワクチンにつきましては、現在インターベット社製のものを国は備蓄をしております

が、このものについては薬事法未承認ということで、今後は薬事法で承認されたものを

備蓄したいというふうに考えてございます。それで今鳥インフルエンザワクチン等緊急

開発事業というものをやっておりまして、その中で輸入ワクチン、それから国内製造ワ

クチンの開発促進を進めております。

まず輸入のワクチンでございますが、１の（１）で示してありますように、①から③

の３つの製剤の開発が進んでいるところでございます。これらにつきましては、今後承

認申請が上がってきます。承認申請は、今月９月、今の予定ですと、９月15日にこの３

製剤の承認申請が上がってくる予定でございます。そうしましたら、今予定されており

ますのは10月14日に生物の調査会がございます。そこで御審議をしていただいて、11月

に本部会が開かれる予定にさせていただきますので、次回の本部会で御審議していただ

きまして、問題がなければ承認ということで、12月の薬事分科会に報告というスケジュ

ールを立てさせていただいているところでございます。

（３）の「審査に当たって」ということなんですけれども、このものについてはまず

基本的にはクラシカルな不活化のオイルアジュバントワクチンであるということから、

そういう前提に立てば、添付資料に基づきまして安全性及び有効性に特段の問題がなけ

れば御承認させていただきたいと存じております。

なお、不足のデータ等がございましたら、薬事法第79条の条件に基づきまして、後ほ

ど追加要求ができるようになってございます。

③、本剤は、現状におきましては、承認後直ちに野外で使用されるものではないとい
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うことなのですが、これにつきましては、つまり防疫マニュアルというものがございま

すので、その防疫マニュアルに従って使用することが条件とされるものということでご

ざいます。

また、４番については、輸入等に対して、条件を付すことがあるということでござい

ます。

５番に 「承認後は、動物用生物学的製剤基準の医薬品各条に収載し、国が別に定めた、

製造用株を用いても製造できることとする 」ということで、次の２のところで 「動物。 、

用生物学的製剤基準の医薬品各条の作成」ということなんですけれども、通常ワクチン

の場合は６年間の再審査を終了した後に、動生剤基準をつくることになってございます

が、このものについては、これを承認する際に動生剤基準をつくりまして、その中で製

造用株を「別に定めるＡ型株を用いる 」というふうに規定いたしまして、今後、国が指。

定する製造用株ならば、いわゆる事項変更ですとか、新たな承認申請を出さずに、その

承認の中で製造できるという形に、つまり人のインフルエンザワクチンがこういう形に

なっていまして、それに倣った形をとりたいと考えてございます。

動生剤基準のスケジュールにつきましても、製品と同じように10月の生物学的製剤調

査会で御審議いただき、その後、11月の本部会で御審議していただいて、その後、告示

という手続をとりたいと思っています。

３の国内製造ワクチンにつきましては、今、①から④に示します４社が開発を進めて

おります。スケジュールとしましては、今年度から平成18年度にかけまして開発を進め

ていただいて、それが終わりましたら申請していただくという形になってございます。

３ページ目になりますが 「鳥インフルエンザ不活化ワクチンの製造用株の選定・配布、

について」ということで、先ほど申しましたように、今後は国が製造用株を選定いたし

、 、 。まして その製造用株をもってワクチンを製造していただいて それを国が備蓄したい

そういうシステムを今考えているところでございます。

一番最後に図が添付してございます。このシステムは現在厚生労働省がとっています

システムをまねしたようなものでございます。左側が厚生労働省のシステムを簡単に示

したもので、右側が今後農林水産省で実施していきたいというふうに考えているもので

ございます。衛生管理課の方から動物医薬品検査所の方に次のシーズンの株の選定依頼

をいたしまして、動物医薬品検査所の方は大学ですとか試験研究機関、それからこのイ

ンフルエンザのワクチンの承認を持っているメーカーさんと協力しまして製造用候補株

を選定いたします。その後、検討委員会の中で近隣諸国での流行ですとか、国内分離株

の解析、それから製造用候補株の物理化学的な試験、こういったことから株から選定し

ていただいて、それを衛生管理課の方に回答する。それをもちまして衛生管理課は備蓄

用ワクチンの入札をいたしまして、ワクチンメーカーは指定されました製造用株を用い

て製造し、検定を受け、合格したものを衛生管理課の方に納品して、それを国が備蓄す

るというシステムを考えています。

以上でございます。

○○委員 ありがとうございました。

御質問等ございますか。

よろしいでしょうか。
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○○委員 ワクチンの備蓄ということで、製品の備蓄を今これでは考えているのですけ

れども、口蹄疫に関しても製品の備蓄と合わせて原液も備蓄していますね。鳥インフル

エンザに関しても、緊急性を要する話であれば、原液、あと、大量に使うということが

もしあれば、将来的には原液の備蓄ということも検討しておいた方がいいのかなと思い

ます。まだ、今の段階、製品というところから承認がスタートしていますので、でき上

がったものをきちっとするというのはそれで結構ですけれども。

○○委員 よろしいでしょうか。

これ、備蓄というのは、羽数ですね、どのくらいの数、予定しているのですか。

衛生管理課長 今持っているのは320万羽分なので、２回接種ということで、正確には16

0万羽なんですけれど、この量についてもいろいろ御意見がありますので、今後これは備

蓄の予算もとっておりますので、家きん疾病小委員会の意見を聞きながら決めていくこ

とになると思います。

○○委員 できれば使いたくないと。

衛生管理課長 そうです。いざというときに備えて置いておくだけなので、先ほど御説

明いたしましたように、承認はしますけれども、一定の条件を付して、承認されたから

といって自由に使えるということにしないという、そういう形での承認を考えておりま

す。

○○委員 わかりました。

よろしゅうございますか。

○○委員 ちょっと関係ないですけれど、これはライセンス取ったら輸出とかはできる

んですか。

衛生管理課長 日本での承認をとったということであるので、条件つきということにも

なるかもしれませんが、輸出はできるというふうに基本的には考えております。

○○委員 よろしいでしょうか。

この書類に関しては取扱注意だそうですから、先生方、ひとつ御注意よろしくお願い

します。

［その他]

（６）ぶりで承認されているワクチンについてぶり属魚類へ事項変更する場合等の対応

について(案)

○○委員 では、次へまいりましょう。

今度は（６）の「ぶりで承認されているワクチンについてぶり属魚類へ事項変更する

場合の対応について(案 、事務局、お願いします。）」

事務局 黒の資料№５を御確認ください。

ぶりで承認されているワクチンについてぶり属魚類へ事項変更する場合等の対応につ

いてということで、ぶりで承認されているワクチンをぶり属魚類へ事項変更する場合と

か、ぶりで承認されているワクチンと生物学的本質等が同等と考えられる製剤について

ぶり属魚類で製造承認する場合、これについての考え方をまとめております。

まず、基本的な考え方なんですが、日本近海のぶり属魚類、これにつきましては、ぶ
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り、かんぱち、ひらまさ、ひれながかんぱちというのが含まれております。分類学上及

び遺伝学上、近縁と言われております。例えばぶりとひらまさでぶりひらというものが

できたりということで交配も可能でございます。また、漁業者の間ではかんぱちとひれ

ながかんぱち、こういったものは区別していない。こういった状況にあります。

水産用ワクチンにつきましては、ぶり属魚類で承認を得るためには、ぶり属魚類を対

象とした水産用ワクチンの承認に必要な試験に関する指針についてというのを、これは

別紙１に示しておりますけれども、２ページめくっていただくとあるのですが、こうい

ったような指針をつくりまして、我が国の養殖実態及び近縁性を勘案しまして、当面、

ぶり、かんぱちの試験を中心に行って、必要に応じてひらまさの試験を行うということ

としております。

現在、海産魚用のワクチン10製剤ありますが、ぶり属魚類で承認されているワクチン

は５製剤でございます。これらの申請書資料では、魚種間でワクチンの反応性に大きな

違いはありません。それから、野外分離株の性状、免疫原性、これについても魚種間で

大きな違いはございません。

こういったこともありまして、水産用医薬品調査会の審議により、魚種間でのワクチ

ンの反応性が同等と判断され、野外分離株の性状及び免疫原性が魚種間で同等と判断さ

れた場合は、動物用医薬品等製造指針2004年版の180ページ表７の区分、これは別紙２に

あるんですけれども、別紙２の区分の７というところがあります 「明らかに異質の効能。

」 、 、を追加しようとする新効能動物用医薬品 ということでありますと 調査会で審議して

部会で審議して、薬事分科会報告になるわけなんですが、これは「明らかに異質の効能

を追加」する場合ということになっております。今回のぶり、かんぱち、ひらまさ、ひ

れながかんぱちについては、ほぼ遺伝学上も近縁ということもありますので、水産用医

薬品調査会の審議によって魚種間でのワクチンの反応性、同等性、こういったものが確

認された場合は、区分10 「新効能動物用医薬品。ただし、本表の７に該当するものを除、

く 」ということで、調査会で審議して、調査会で部会に報告でいいという了承を得た上。

で、部会に報告をするという形に持っていきたいと考えております。

２番、具体的な状況ですけれども、ぶりで承認されているワクチンについてぶり属魚

類へ事項変更する場合の対応ということで、従来例、実はイリド不活化ワクチン「ビケ

ン」いうことで、従来例が実際にありました。

新効能動物用医薬品、動物用医薬品等製造指針2004年の180ページ、先ほどの別紙の２

なんですけれども、この10で対応いたしまして、要は調査会で審議をして、部会に報告

という旨で了承を得て、部会に報告をしたということでございます。

その際、再審査期間は設定せず。本剤が当初製造承認された際に設定された再審査期

間で再審査するという形で進めさせていただいております。

今後の対応（案）なのですが、水産用医薬品調査会の審議により、魚種間でのワクチ

ンの反応性が同等と判断され、これは攻撃試験結果とか、ビブリオでしたら抗原の出現

時期とか、そういったものが考えられます。それから、野外分離株の性状、免疫原性、

こういったものが魚種間で同等と判断され、かつ部会に報告である旨を了承した場合に

は、新効能動物用医薬品、例の別紙２の区分10で対応したいと考えております。

なお、再審査期間については、新たに設定しないということでございます。これは本
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剤が製造承認された際に設定された再審査期間があれば、その再審査期間で再審査する

ということ。それと、動物用医薬品等製造指針2004年版、352ページ、これは一番最後の

別紙３にありますけれども、これでいきますと、区分５－２ということで、既承認動物

用医薬品と有効成分、投与経路で同一であるが、その効能効果が異なる医薬品で、明ら

かに異質の場合は５－１で２年間の再審査期間となりますけれども、明らかに異質でな

いという場合は５－２ということで対象外となっております。

次 （２）でございますが （１）以外の場合、これは当然同等性とかそういったもの、 、

が確認できないわけですから、新効能動物用医薬品、区分7ということで考えます。そう

なると、調査会で審議、部会で審議、分科会報告という形をとらせていただきます。

なお、再審査期間は２年ということでございます。

備考ですが、これは食品安全委員会につきましては、魚種の追加ということであれば

今は諮問しなければいけないというような状況になっておりまして、食品安全委員会に

はどちらであれ諮問しなければならない。それから、厚生労働省への動物用医薬品の承

認申請にかかる意見の聴取、これもしなければならないということであります。

それから、３番目、ぶりで承認されているワクチンと生物学的本質が同等と考えられ

る製剤についてぶり属魚類で製造承認する場合の対応ということで、これは従来例は今

のところありません。これにつきましても水産用医薬品調査会の審議によって、既承認

製剤と同等と判断され、魚種間でワクチンの反応性が同等と判断され、野外分離株の性

状、免疫原性が魚種間で同等と判断され、かつ部会には報告である旨了承を得た場合に

は、新効能動物用医薬品の区分10で対応したいと考えております。調査会で審議して、

部会で報告するという形です。

なお、再審査期間は新たに設定せずということで、先ほどのものと同様の理由でござ

います。

（２）といたしまして （１）以外の場合、これは当然新効能医薬品の区分７、明らか、

。 、 、に異質な効能の追加という形になります そうなった場合は調査会で審議 部会で審議

薬事分科会報告という形になります。

その際、再審査期間は２年間ということになります。

これも備考で食品安全委員会、厚生労働省への意見の聴取について記載しております

が、これは行うということになっております。

以上が今後のぶりで承認されているワクチンについてぶり属魚類へ事項変更する場合

等の対応についてということでございます。

よろしくお願いします。

○○委員 ただいまの説明に御質問等ございますか。

特にないようです。

どうも御苦労さまでした。

事務局 ありがとうございます。

［その他]

（７）医療機器クラス分類告示（案）について
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○○委員 それでは、続きまして （７ 「医療機器クラス分類告示（案）について 、、 ） 」

事務局、お願いします。

事務局 それでは、動物用医療機器のクラス分類告示について御説明させていただきま

す。黒い№６の資料をご覧ください。

本件につきましては、過去２回の本部会で説明させていただいておりまして、本日が

第３回目になります。まず最初に前回までの御説明の内容について簡単に御説明いたし

ます。

２枚めくっていただきまして、別紙の１をご覧ください。この横長の紙ですが、動物

用医療機器のクラス分類案でございます。現行は承認品目と承認不要品目に分かれてい

ます。それが施行後は医療機器のリスクに応じて高度管理医療機器、管理医療機器、一

般医療機器の３種類に分類されまして、大臣が基準を定めて指定する管理医療機器につ

きましては、第三者機関であります登録認証機関が認証する仕組みを導入いたします。

また、その保守点検等に専門的な知識及び技能を必要とすることから、適正な管理が

行われなければ疾病の診断、治療、又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものと

して、特定保守管理医療機器の分類を設けるということでございます。

また、販売規制につきましては、高度管理医療機器と特定保守管理医療機器につきま

しては許可制を、そして管理医療機器につきましては届け出制を導入するということに

なっております。

それでは、また最初の方のペーパーにお戻りください。

１の（２）でございますけれども、大臣が基準を定めて指定する管理医療機器につい

て登録認証機関が認証するという仕組みにつきましては農林水産省におきましては導入

いたしません。高度管理医療機器につきましても当面は指定しません。ただし、現在承

認がない人工透析器、人工心肺装置、心臓ペースメーカー等、不具合が生じた場合には

動物の生命及び健康に重大な影響を与えることが容易に予想されるものについては高度

管理医療機器として指定しまして、その承認審査は医療機器の専門家からなる医療機器

審査小委員会、これは仮称ですが、これを動物用医薬品等部会、動物用一般医薬品調査

会等に招集して行うことにしたいと考えております。

あと、特定保守管理医療機器につきましては、基本的に中古品の品質管理を目的につ

くられた分類でありまして、まだ当方におきましては、動物用医療機器の中古品がどれ

だけ流通しているかというのを確実につかんでいないということもありまして、当面は

指定しないということにしております。

この方針に基づきましてクラス分類を行いますと、クラス分類は１の（３）のとおり

になります。基本的には一般医療機器と管理医療機器だけになります。そして、一般医

療機器は現在の類別許可品目と基準適合品が該当します。この基準といいますのは、動

物用医療用具基準でございます。そして、管理医療機器につきましては、このア以外の

品目、すなわち承認が必要な医療機器が該当するというように考えておりました。

そして、各クラスの医療機器は告示によって指定するわけですが、それは従来の類別

名と今回新たに設定する一般的名称を併用することによって行います。また、その一般

的名称につきましては、人用医療機器のクラス分類告示、これは７月20日付で公布され

ておりますが、これに用いられました全3086種類の一般的名称に準拠して設定するとい
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う予定としておりました。

なお、この人用医療機器のクラス分類告示につきましては、大分抜け落ちた部分があ

りまして、現在改正作業をしているようでして、最終的には4002種類になる予定でござ

います。

その後、改正作業を続けておりまして、１の方針を以下のとおり変更いたしました。

まず （１）の高度管理医療機器の指定でございますけれども、人工透析器が実は既に、

承認されていたことが判明いたしましたために、高度管理医療機器を以下のとおり指定

することといたしました。

まず、品目の選定方法ですけれども、高度管理医療機器の選定基準を 「副作用又は機、

能の障害が生じた場合に、比較的短期間に、動物の生命及び健康に重大かつ致命的な影

響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要な医療機器」といたしまして、

次の６品目を選定いたしました。

それが人工心臓弁、人工心肺装置、人工腎臓装置、閉鎖循環式保育器、閉鎖循環式麻

酔システム、そしてペースメーカーでございます。このうち、３、４、５の人工腎臓装

、 、 、 。置 閉鎖循環式保育器 閉鎖循環式麻酔システムについては 既に承認されております

あと、２の人工心肺装置につきましても近く承認申請される予定であります。また、１

の人工心臓弁と６のペースメーカーにつきましても、そう遠くない将来に承認申請され

るだろうということで、農林水産省としまして、この６品目を高度管理医療機器と考え

るということで告示することといたしました。

高度管理医療機器を指定する告示につきましては、類別の名称は併記しないで、一般

的名称のみで行うということといたしました。

次に（２）で、一般的名称の設定方法でございますけれども、人用医療機器のクラス

分類告示に用いられた一般的名称に準拠して動物用医療機器の一般的名称を設定すると

いうのが最初の方針だったわけでありますけれども、このとおりにやると非常に複雑な

一般的名称となってしまうことが判明いたしました。

。 、３枚めくっていただきまして別紙２をご覧ださい 別紙２は例示でありますけれども

器具器械の類別の９の医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管

に分類される医療機器を一般的名称にしてみたものです。

左側の欄でありますが、厚生労働省の告示の一般的名称に従って分類いたしますと、

今農林水産省で承認許可されているものだけでもこのページと次のページで、全部で114

種類になります。非常に複雑な分類になってしまうということもありまして、このよう

な分類にしてしまうと、各都道府県とか販売業の店舗等の方でおそらくうまく運用でき

ないのではないかということが考えられましたので、もう少し簡単な、シンプルな一般

的名称にしようということで検討いたしました。

それで、また本文の方に戻りますけれども、日本標準商品分類という分類があります

けれども、この66に医療機器という分類があります。この分類につきましては、実は厚

生労働省の現在の一般的名称とほぼ同じ項目であります。この名称に従って分類した場

合には、必要以上に細かくなり過ぎないということがありまして、これを採用して設定

しようということにいたしました。

また、５枚ほどめくっていただきまして、別紙３をご覧ください。横長のペーパーで
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あります。実際の一般的名称案につきましてどのように名称を作成したかというのをこ

こに示しております。

まず例えば鋼製の小物とか、１つの類別に１種類しか物がなくて、特に一般的名称を

作成する必要がないというものにつきましては、類別名をそのまま一般的名称といたし

ました。主なものは日本標準商品分類に従って設定いたしまして、これらにないものに

つきましては厚労省の告示の名称に基づいて設定しました。あと、各類別から主な一般

的名称を除いたものにつきましては「その他」で示しまして、また、動物専用の医療機

器にあるような、ここにしかないといったような医療機器につきましてはある程度独自

に一般的名称を設定したということでございます。

また本文に戻りまして （３）のクラス分類の見直しですが、人用医療機器におきまし、

ては高度管理医療機器と管理医療機器に分類される医療機器すべてをＧＭＰの対象品目

としております。当方におきましても高度管理医療機器と管理医療機器に分類される医

療機器のほとんどはＧＭＰの対象品目となっております。ＧＭＰの対象範囲は変えるつ

もりはございませんので、そうなります。ただ、管理医療機器でありながら、以下の３

類別につきましては現在ＧＭＰの対象となっていません。まず１つが器具器械20の体液

検査用器具、そして、もう１つが動物用の４番の受精卵移植用器具、そして動物用の５

番の人工授精用器具、この３類別につきましてはＧＭＰの対象となっておりません。こ

のうち、体液検査用器具につきましては、ほとんどガラス板のような簡単な構造のもの

でありまして、受精卵移植用器具と人工授精用器具につきましては、そのほとんどが基

、 。 、準適合品となっておりまして 一般医療機器であります そのようなこともありまして

この３つにつきましては管理医療機器から一般医療機器に分類し直そうということにい

たしました。

以上の方針の変更によりまして、動物用医療機器のクラス分類告示の内容はこのペー

ジの一番下の方にあるような内容になりました。

すなわち、高度管理医療機器としましては、人工心臓弁、人工心肺装置、人工腎臓装

置、閉鎖循環式保育器、閉鎖循環式麻酔システム、ペースメーカー、この６種類を高度

管理医療機器として指定いたします。

管理医療機器といたしましては、現在承認が必要な医療機器が該当します。ただし、

体液検査用器具、受精卵移植用器具、人工授精用器具の類別に分類されるものは除きま

す。全部で70種類になりますが、これを管理医療機器として指定します。

そして、一般医療機器としましては、管理医療機器から除きました体液検査用器具、

、 、 、受精卵移植用器具 人工授精用器具の類別に分類されるもの そして現行の基準適合品

現行の類別許可品目、これにつきまして一般医療機器として指定します。これが全部で1

27種類になっております。

これをもとにして実際の告示案を作成いたしまして、それが別紙４になります。実際

の告示の文書について示しておりますけれども、このような形で、１枚めくっていただ

、 。 、きますと 別表第一で高度管理医療機器を指定します そして別表第二で管理医療機器

そして別表第三で一般医療機器を指定しております。管理医療機器と一般医療機器につ

きましては、類別名と一般的名称を併記するというような形になっております。

説明は以上でございます。
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○○委員 ありがとうございました。

御質問等ございますか。

○○委員 体液検査用器具というのは血液検査用とか尿検査用の器具とは別の器具とい

うことですか。

事務局 血液検査用器具につきましては別の類別になりまして、それは管理医療機器に

なっております。

○○委員 よろしいですか。

どうもありがとうございました。

５．次回日程について

○○委員 これで報告も一通り終わったということで、あとはまさにその他のその他で

すが、事務局、他にまだありますか。

事務局 次回の日程をお決めていただければということで、№７にカレンダーを御用意

してあるかと思いますが、通常３カ月おきということで、本来ならば今回の部会が８月

に開く予定だったのですけれども、いろいろ都合がありまして、今日９月２日になった

わけです。そうしますと、通常ですと、11月に部会を開催させていただいております。

先ほど御説明しましたように、インフルエンザワクチンの御審議がございまして、ちょ

っと早目に御審議していただければということもございまして、11月10日、水曜日を御

提案させていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。

○○委員 11月10日、水曜日だそうでございますが、今の段階で御都合の悪い方もある

いはおられるかもしれませんが、とりあえずマークしていただきまして、また大量の資

料がありますか。

事務局 なるべく少な目にするようにいたします。

、 、 、○○委員 それでは いろいろ御都合があると思いますが とりあえず予定を11月10日

水曜日といたします。

６．閉 会

○○委員 そうしますと、これですべて終了ということがございます。どうも本日は朝

早くから御審議いただきましてまことにありがとうございました。珍しく４時少々で終

わりまして、これから雨が降るかもしれません。どうも御苦労さまでした。


