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１．開    会 

 

【○○委員】 それでは、定刻でございますので、ただいまから動物用医薬品等部会を始

めたいと存じます。 

 ちょっとお二方おくれているようですが、過半数は超えておりますのでよろしいかと思

います。 

 

２．畜水産安全管理課長あいさつ 

 

【○○委員】 それでは最初に、畜水産安全管理課長、ひとつごあいさつをよろしくお願

いします。 

【畜水産安全管理課長】 本日は、お忙しい中、委員の皆様方には薬事・食品衛生審議会 動

物用医薬品等部会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 まず初めに、組織の再編について御報告させていただきます。消費・安全局の衛生管理

課は、この 10 月をもちまして畜水産安全管理課と動物衛生課に再編されました。消費・

安全局が設置されてから２年５カ月が経つわけでございまして、この間、国民の健康を最

優先とする食品安全行政に取り組んできたわけでございますけれども、ＢＳＥ、鳥インフ

ルエンザ等に迅速かつ的確に対応できるようにということで、畜水産物の安全性の確保と、

それから、その大前提となります動物衛生を的確、迅速に実施する体制をさらに拡充・強

化することといたしまして、再編が行われたものでございます。動物用医薬品につきまし

ては畜水産安全管理課で担当することになりましたので、よろしくお願いいたします。 

 さて、最近の畜水産物の安全、それから動物衛生をめぐる事情でございますけれども、

今日その診断薬の承認につきましても御報告させていただくこととしております鳥インフ

ルエンザにつきましては、今年６月以降我が国で茨城県を中心に、36 件の発生が確認され

ております。10 月末以降も新たに５件の発生が確認されております。現在、殺処分等の蔓

延防止措置がとられているわけでございますけれども、世界的にも鳥インフルエンザが拡

大する中で、11 月 14 日には厚生労働省が中心になって、「鳥インフルエンザ行動計画」が
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策定されました。 

 農林水産省といたしましても、鳥における発生予防、蔓延防止の徹底を図る観点から、

11 月 21 日には、我が国への侵入防止をさらに徹底するという観点から、厚生労働省と連

携して、主要空港において本病発生国、地域からの入国者すべてを対象に、靴底消毒を実

施するという措置を実施しております。それから、国内における監視を強化するという観

点から、サーベイランスの強化策ということで、飼養羽数 1000 羽以上のすべての採卵鶏

農場を検査するといった措置をとっております。 

 もう１点、本日、○○委員も御出席されておりますけれども、米国・カナダ産牛肉の輸

入再開問題につきましては、５月 24 日に当省と厚生労働省から、食品安全委員会に諮問

していたわけでございますけれども、米国及びカナダ産の牛肉の安全性につきまして、食

品安全委員会から、脳、脊髄等の特定危険部位の除去、それから 20 カ月齢以下の牛由来

の牛肉であることなどの輸入条件が遵守されれば、国産牛肉とのリスクの差は非常に小さ

いという食品健康影響評価案が先月初めに出されまして、意見募集が行われたところでご

ざいまして、先日 11 月 29 日にその意見募集が締め切られたところであります。 

 今後、農林水産省といたしましては、食品安全委員会から正式な答申をいただいた上で、

この答申を踏まえて、厚生労働省と当省とにおいて輸入再開の可否を最終的に判断いたし

まして、輸入を再開する場合には、日米間、日カナダ間において輸入条件を取り決めるこ

ととしております。その後、米国で、日本・米国・カナダで日本向けのと畜場等の認定作

業手続が進められるというふうに考えております。我が国としても、これらの認定作業や

その後の日本向けと畜処理の状況について、輸入条件が遵守されているかどうかを確認す

るために、日本から担当官を査察のために派遣する計画を立てているところでございます。 

 以上、最近の状況について御説明させていただきました。いずれにしても、畜水産の生

産段階における動物用医薬品、それからその使用基準については、ますます注目されてい

るところでございます。本日は、数多くの審議事項が予定されておりますけれども、ひと

つよろしく御審議のほどお願いいたします。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 

３．配付資料の確認 

 

【○○委員】それでは、続きまして配付資料の確認ということで、事務局お願いします。 
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【事務局】それでは、お手元に御用意させていただいております当日配付資料でございま

す。まず、「当日配付資料一覧」というのがありまして、その下に、№13 でありますが、

本日の「議事次第、委員出欠表、座席表」でございます。委員の出欠表の中で、10 番目の

○○委員につきましては、先ほど急遽御欠席という御連絡がありましたので、今日は欠席

ということでございます。それから、その後でありますが、№14、これは「動物用医薬品

の諮問・承認状況について」ということで、いつも一番最後に事務局より御紹介させてい

ただいている資料でございます。それから№15、これは今日、御審議していただきます「エ

クイバランゴールド」に誤字等がありましたので、申請者の方から「正誤表」が提出され

ております。№16 は、これも今日、御審議していただきます「オトマックスの回答書の改

訂版」というものでございます。それから最後の№17 は、次回の日程を決めていただく際

の「２月・３月のカレンダー」でございます。 

 以上でございます。御確認のほどよろしくお願いいたします。 

【○○委員】先生方、よろしゅうございますか。 

 

４．議    事 

Ⅰ）審議事項 

     （１）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

       ～動物用医薬品残留問題調査会関係～ 

 

【○○委員】それでは、早速、審議に入ります。 

 まず、ちょっと予定を変更いたしまして、○○委員が御都合によって中座しなければな

らないということでございますので、関係の議題（３）「動物用医薬品の使用の規制に関す

る省令の一部改正」のうちの資料、今日、配られました６－２について、これを一番最初

に取り扱いたいと思います。動物用医薬品残留問題調査会の座長でございます○○委員か

ら御説明をお願いいたします。 

【○○委員】「動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について」、配付資料６

－２です。 

 食品衛生法の改正により、農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度、いわゆ

るポジティブリスト制度が厚生労働省により 11 月 29 日に告示され、平成 18 年５月 29 日

に施行されます。動物用医薬品についても、残留基準を超えて残留する食品の流通が禁止
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されることになります。このポジティブリスト制度に対応するために、既存の動物用医薬

品について、動物用医薬品残留問題調査会において、現行の使用禁止期間又は休薬期間経

過後に残留基準を超えて残留することがないか確認し、必要な場合は使用基準の新規設定

又は改正を行うことにしました。 

 本案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、資料№６－２をご覧ください。これは申しわけないことに事前配付

資料になりませんでした。というのは、11 月 29 日に残留問題調査会を開きまして、何と

かこの部会に間に合わせていただいたということでございまして、間に合いませんでした。

申し訳ありませんでした。 

 それでは、資料№６－２の基づきまして説明させていただきます。 

 この６－２なんですけれども、表紙に書いてありますように、（１）が「食品衛生法改正

に伴う動物用医薬品の対応について」、（２）が、御検討いただく「使用基準改正案」、そし

て、（３）が厚生労働省の方で作成されました「食品に残留する農薬等に関するポジティブ

リスト制度の導入について」を参考資料として添付しております。 

 それでは、まず６ページを開けていただきたいと思います。この図が示してありますけ

れども、これは厚生労働省の方で作成された資料をコピーしたものです。平成 17 年 10 月

に作成されたものということです。 

 「食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度の導入」ということで、食品衛

生法第 13 条第３項の追加ということになります。これは未施行でして、動物用医薬品残

留問題調査会の座長の御説明にもありましたように、来年の５月 29 日に施行されること

になっております。 

 左側に示しましたのが現行の規制です。右側に示しましたのがポジティブリスト制度の

導入後の規制ということになりまして、これが公布後３年以内に導入ということでござい

ますけれども、これが来年の５月 29 日となります。 

 現行の規制の左の方を見ていただきますと、ちょっと字が切れていて申しわけないんで

すけれども、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品に関しまして、食品中に残留する場合に

どういう取り扱いになっているかといいますと、食品の成分に係る規格（残留基準）が定

められているものにつきましては、これが 249 農薬、33 動物用医薬品、物質としては 36

ということで、例えばジヒドロストレプトマイシンとストレプトマイシンと合わせて幾つ

というような形で設定されているものですから、物質としては 36 なんですけれども、そ



 

 - 5 -  

れらに残留基準が現在設定されておりまして、このものにつきましては、残留基準を超え

て農薬等が残留する食品の販売等を禁止ということになっております。 

 そして、その下なんですが、食品の成分に係る規格（残留基準）が定められていないも

のに関しては、農薬等が残留していても基本的に販売等の規制はないということになって

います。ただし、別項におきまして定められておりますように、抗菌性物質につきまして

は、含有されてはならないとされております。抗菌性物質は例外という扱いになっており

ます。 

 それが右側のポジティブリスト制度導入後になりますと、これが３つのカテゴリーに分

かれます。一番左が、食品の成分に係る規格（残留基準）が定められているもの、真ん中

が、食品の成分に係る規格（残留基準）が定められていないもの、そして一番右が、厚生

労働大臣が指定する物質となっております。 

 基本は、食品の成分に係る規格が定められていないものにつきまして、その真ん中の欄

ですけれども、人の健康を損なう恐れのない量として厚生労働大臣が一定量を告示します。

これはもう告示が出ております。0.01ppm ですけれども、その量 0.01ppm を超えて農薬

等が残留する食品の販売等を禁止するとされております。 

 しかし、その規格、基準が定められている場合、これは左になるわけなんですけれども、

設定された基準、残留基準を超えて農薬等が残留する食品の販売等を禁止ということにな

ります。 

 この基準をどうやって定めたかというと、これは厚生労働省の方で定められているわけ

なんですけれども、ポジティブリストの導入までに、食品衛生法第 11 条第１項の規定に

基づき、農薬取締法に基づく基準ですとか国際基準、そして動物用医薬品で言いますと、

承認申請時の残留分析法の検出限界をもって、基準にしていただいて、様々な基準をいろ

いろ勘案しまして、適切な基準を暫定的に設定します。そしてまた、動物用医薬品の場合

では、承認申請の時などに残留基準を設定していただくということで、今後は動物用医薬

品として承認されるたびごとに、新しい残留基準ができていくという形になります。 

 それで、一番右側に残されたものなんですけれども、厚生労働大臣が指定する物質。こ

れは、人の健康を損なう恐れのないことが明らかであるものという告示なんですけれども、

これにつきましては、残留していても問題ないという扱いですので、今回のポジティブリ

スト制度の対象外となります。 

 ということで、これがポジティブリスト制度の概要なんですけれども、また戻っていた
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だきまして１ページ目を開けて下さい。 

 このポジティブリスト制度につきましては、（１）の経緯・今後のスケジュールですけれ

ども、既に薬事・食品衛生審議会の食品衛生分科会で答申案を了承されまして、食品安全

委員会に報告されまして、調査審議を経まして、厚生労働省の告示が 11 月 29 日に出され

ました。そして５月 29 日に施行ということになります。 

 その内容なんですけれども、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会におきまして、①と

して、「人の健康を損なうおそれのない量」は 0.01ppm とする。これは一律基準です。②

として、「人の健康を損なうおそれのないことが明らかな物質」は別表の 65 物質、これは

対象外物質ということになります。別表をつけておりません。 

 ③としまして、食品の成分規格として暫定的に定める残留限度は以下のとおりというこ

とで、まず「不検出」、検出されてはいけないとされたものがあります。また、暫定的に定

める残留基準というものもたくさんございまして、これが暫定基準、もしくは暫定ＭＲＬ

というものです。また、その「不検出」と暫定基準の設定に伴う残留基準の改正は別表と

なっております。加工食品とミネラルウォーターにつきましても、一部については基準の

改正がされたということです。 

 そして（３）なんですけれども、ポジティブリスト制度導入による規則等の変更という

ことで、厚生労働省は今後、ポジティブリスト制度の導入に際して、食品衛生法第 11 条

第１項の規定に基づき、「一般規則」を設ける方向で検討中と聞いております。 

 その一般規則なんですけれども、次の２ページですが、（１）に一般規則とありまして、

「①基準のない抗菌性物質は食品中に含有してはならない。」とあります。現在の規定でご

ざいます、抗菌性物質について含有されてはならないというのがまた残るわけです。ただ

し、次の場合を除くということで、食品添加物と下に示した、②～⑥の規格に適合するも

の。それから、ⅲ）番として、ⅱ）を原料として製造・加工されたものは除くということ

ですので、規格に適合したものを原料として製造・加工されたものはいいのだという扱い

になります。 

 ②として、食品中の不検出の物質。動物用医薬品関連で９物質ございまして、食用動物

につきましては、この９物質の国内承認はありません。 

 ③ですけれども、基準のある動物用医薬品は基準値を超える量を食品中に含有してはな

らないということで、現行の残留基準、これは 36 物質ございますが、このうち 23 物質は

食用動物について国内の動物用医薬品として承認があります。暫定基準 238 物質のうち、
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117 物質は食用動物の国内承認がありますという条項です。この、ないものにつきまして

は、外国で使われているということで設定されたということです。 

 ④番目の、基準がないものであって、自然に食品に含まれるものは一般に食品に含まれ

る量を超えてはならないという規定もございます。 

 また、加工食品の残留基準のあるものは、これを超えて食品中に残留してはならないも

のがあります。 

 ⑥ですけれども、規格に適合する食品を原料として製造・加工される食品は規格に適合

するものとみなすということです。 

 ⑦番目ですけれども、基準値により適否の判定を行う場合には基準値より１桁多く求め、

四捨五入するということです。 

 （２）の対象外物質は 65 となっております。 

 そして、（３）の一律基準ですけれども、それは（１）、（２）以外のものということなん

ですけれども、動物用医薬品としては、数は少ないですけれども、あります。 

 ということで、次のページをお願いします。これまで、これに対応して何をしてきたか

ということなんですけれども、（１）の基準のない抗菌性物質につきましては、従来どおり

の対応ですので、問題ないと考えております。 

 不検出物質につきましては、現在、該当はありません。 

 現行基準のものについては、既に対応済みということではあるんですけれども、今回再

確認をいたしまして、その中で、もう一度見直したということです。 

 暫定基準のものですけれども、使用基準に収載する方向で対応中ということで、ステッ

プは４ステップ組みまして、ステップ１としては、まず承認申請時の残留試験成績で確認

しました。そのほかに、再評価をかけたものがございます。再評価関係の書類で確認した

ということです。 

 ステップ２ですけれども、いろんな文献が出ていますので、そういう文献の内容で確認

しました。 

 ステップ３ですけれども、１時点の試験で確認しました。これは現行の休薬期間ないし

使用基準の１時点におきまして、それを超えて残留するかどうかということを、その時点

を超えたところの動物を屠殺しまして、材料を取りまして、分析して確認したということ

です。 

 ステップ４ですけれども、数時点の試験で休薬期間を設定というのは、これは実際問題
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として、休薬期間を定めるためには何時点か取らなくてはいけないということになります

ので、もしその１時点のステップ３の試験で確認されなかった場合には、ステップ４に行

きまして、通常の残留試験をやったということです。 

 （１）の④ですけれども、自然に含まれる物質は、使用基準に収載する予定で対応して

おります。理由としては、基準値として具体的な値は示されていないんですけれども、自

然のレベルを超えないような用法・用量・使用禁止期間を定める必要があるためです。 

 加工食品、ミネラルウォーターにつきましては、該当がありません。 

 対象外物質につきましては、対応いたしません。 

 一律基準につきましては、現段階では使用基準に収載しない方向で対応を進める方針で

あるということで、また後ほど次の部会には御報告できるのではないかと思われます。 

 そして、４番目なんですけれども、今後の課題と対応方向ということで、当面の課題は、

使用基準の作成、そしてパブリックコメント・公布・施行なんですけれども、その中身と

しましては、パブリックコメントを実施したり、またこちらの部会ですとか、分科会にか

けたりとか、そういうことがございまして、その後、厚生労働大臣に意見聴取いたしまし

て、省令改正公布、施行というスケジュールになっております。若干遅れているような気

もしますけれども、大体はほぼこのスケジュールでいっております。 

 一律基準の成分の確認とデータ検索というのも残っております。 

 あとは使用者等への普及・広報活動（リスクコミュニケーション）ということなんです

けれども、基準を幾ら定めましても、また休薬期間を定めましても、それは使っていただ

く方まで届かなければどうにもならないということですので、まず製造されているところ

の医薬品メーカー、それから獣医師会、それから各都道府県の薬事監視事務の担当者の方、

また動物用医薬品協会にも情報提供いたします。また、生産者団体ということで、例えば

牛乳の生産者の団体ですとか、その他いろいろありますけれども、そういうところにも情

報提供いたします。また、家畜共済、それから都道府県の薬事担当者の方ということで、

今後は広く、リスクコミュニケーションを行っていきたいと思います。また、一般消費者

向けのものもやるかもしれませんということで、次のページに、リスクコミュニケーショ

ンということが書いてあります。 

 製造販売業者の方にも、現時点でいろんな情報を提供しておりまして、改正案について

の情報提供を第１弾で７月に行いまして、第２弾を 10 月に行いました。第３弾が 11 月後

半と書いてありますけれども、この部会が終了時点ぐらいで第３弾を提供させていただき
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たいと思います。案の段階ではありますが、実際の製造されるところで、今後どういうふ

うな製品の規制となっていくかを知らなくてはいけないし、またその情報を早めに使用者

の方に伝えていただかなくてはいけないということで、早めの情報提供を心がけておりま

す。 

 あと厚生労働省の方におきます暫定基準の見直しということで、優先的に実施する成分

が何になるか、それに関してもこちらとして意見を述べることになっておりますけれども、

そのようなことにつきまして、承認保有者等への資料提供の依頼をするということをして

います。 

 中長期的な課題としましては、使用者等への普及・広報活動を企画しておりまして、一

覧表とか、解説書の作成とか、そういうことを企画しております。 

 また、厚生労働省の方の暫定基準の見直し。全成分について５年で行うと聞いておりま

すので、その評価方法とか資料をどうするかということについては、これから協議してい

くところです。 

 ６ページにつきましては、御説明いたしました。 

 ７ページの図２なんですけれども、ここが先ほど文章中でもありましたような、動物用

医薬品成分として、どのくらいこの制度に入っているものがあるかということを示してお

ります。 

 図３ですけれども、先ほども御説明いたしましたように、その使用基準を見直し・設定

の流れということです。これは暫定残留基準値設定物質と書いてありますけれども、既に

残留基準が設定されたものについても、一応承認申請の確認から行っております。 

 使用基準の既設定されている成分が 85 物質、16 配合。使用基準の未設定のものが 71

物質、13 配合ございます。項目とありますのは、それぞれの医薬品につきましては、例え

ばオキシテトラサイクリンの牛の注射剤でしたら１項目、それで牛の経口投与剤でしたら

もう１項目という形でカウントしますと、現在 374 項目あります。 

 ということで、今後、右側なんですけれども、未設定のものについても設定しようとい

うことで、今回は２回目の審議ということなんですけれども、そういうことの作業を進め

てきまして、確認をいただきたいと思います。 

 左のラインですけれども、使用基準の既設定のものにつきしまて、暫定残留基準値への

適合性の確認をし、先ほども御説明いたしましたステップ１、２、３、４というところで、

確認されたらそれで使用基準の改正が要らない。しかし、どこかの時点で確認されなかっ
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たら次のステップに行きまして、最終的にはステップ４の残留試験によりまして、使用基

準の設定をし、省令の改正をするということです。 

 右側につきましても、ほぼ同じなんですけれども、これは既に使用基準がないものばか

りですので、すべて確認されたものにつきまして、省令改正（基準追加）が必要というこ

とになります。 

 次のページなんですけれども、まず作業の途中ではございますけれども、暫定基準又は

対象外物質のリストに収載されていない動物用医薬品ということで、一律基準に該当する

ものだったり、食品に自然に含有されるものだったりするわけですけれども、これはカテ

ゴリーを食品、食品添加物、生体成分、医薬品と分けて、今後検討を進めていく予定にな

っております。次回には、この辺の作業について御報告できるかと思います。 

 そして、その次なんですけれども、使用基準の改正案ということで御説明いたします。

前回御審議いただいた改正案についても、本日御審議いただく改正案についても、同様に

施行は平成 18 年５月 29 日の予定になっております。ですから、前回御審議いただいたも

のについては、まだ施行はしておりません。公布もしておりません。パブリックコメント

もちょっとおくれておりまして、今後一緒に実施していこうと思っております。 

 この中なんですけれども、書き方が、14 ページあたりを見ていただきますと、これはい

ろんな書き方をしております。斜体になっているものとか、そうでないもの、それから網

かけがしてあるものとか、そうでないものとかということになっておりまして、現在改正

を予定しているものにつきましては、全部書いてありますということなんですけれども、

ただ、今回確認できるものばかりではなくて、今回の時点でまだ確認できないものも同時

に書いてありますので、そういう書き方になっております。 

 また、塗りつぶしている項目につきましては、現行の使用基準に存在する項目であると

考えてください。塗りつぶしていない項目は、新しく収載される予定の項目であるという

ことです。二重線で消してあるものが、例えば 15 ページの上から２つ目のカラムで、「ア

ンピシリンを有効成分とする強制経口投与剤（懸濁油性剤）」、これは二重線で消しており

ますけれども、今回削除を予定するものです。削除につきましては、ほとんどのものにつ

きましては、前回既に御審議いただきました。 

 ということで、これはどうして削除するかといいますと、例えばカルバドックスのよう

な食品衛生法で不検出とされているものにつきましても、まだ残っておりますので、そう

いうものを削除したりとか、現在もう承認がなくなっているものもございますので、そう
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いうものについても整理するということで、今回整理いたしました。 

 また、書体なんですけれども、イタリックでない場合の普通の書体の場合は、現段階で

の案として一応の検討が終了しておりますけれども、イタリックのものにつきましては、

まだ確認していないというものです。中には、数字が欠落しているとか、休薬期間が入っ

ていないものもございます。使用禁止期間のところに「－」と書いているものは、使用禁

止期間０日のもので、使用禁止期間が「 」（空欄）のものは、現在検討中のものというこ

とになっております。 

 略号ですけれども、例えば確認状況の欄を見ていただきますと、例えば確認状況の右側

から２つ目のカラムですけれども、確認状況は「未」と書いてありますものは、まだ確認

していない。確認の「確」と書いてあるものは、現段階で確認した。「確」と書いてあるも

のは、使用基準に現在入っているものに限っておりまして、追加の「追」と書いてあるも

のは、現在使用基準に入ってなくて、確認したので、これから追加しますという表記にな

っております。四角で囲っている部分につきましては、前回、９月２日の当部会におきま

して確認されたものです。今回の審議対象ではありません。 

 その一番右の、今回の諮問という欄ですけれども、めくっていただきますと、例えば 18

ページの上から３つ目のカラムで、黒丸がついておりまして「今回は追加しない」と書い

てありますけど、黒丸でここのカラムに何らかの記載がされているものにつきましては、

今回諮問しているものです。ですから、今回諮問のものというものは余り数が多くないわ

けです。四角で囲って□追とか□確とか書いてあるものは、もう確認された、前回の部会にお

きまして御審議いただいたものということになります。 

 そのほかに、11 ページにまた別の説明がございますけれども、これは前回確認していた

だいた品目について誤記訂正等があったり、あと記載方法が今後いろんな事情で変わるか

もしれないということの説明です。 

 申しわけないことなんですけれども、まず１番目、項目削除の誤りということで、「酒石

酸タイロシンを有効成分とする飲水添加剤」の牛につきましては、前回、承認された動物

用医薬品がないとして削除したんですけれども、事務局の持っているデータベースがちょ

っと誤っていたということがありまして、承認があることが申請者から報告されましたの

で、削除の取り消しをしますというようなことです。 

 ２番目は、使用基準の公布についてですけれども、確認された項目のうち、同じ医薬品

についてすべての項目の内容が確認できたものについてのみ公布するということです。例
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えば 13 ページで、下から２つ目のカラムに、「アモキシシリンを有効成分とする飼料添加

剤」とありまして、「牛（生後５カ月を超えるものを除く。）」とあります。牛、豚、鶏、す

ずき目魚類について、現在使用基準に載っておりますけれども、これは、ここに記載され

た対象動物にのみ使用していいというものなので、もしここに「豚」というものがなけれ

ば、この表にある牛、鶏、すずき目魚類しか使用してはいけないということになります。 

 したがって、例えば 14 ページのところで、上から２つ目のカラムで、「［モノ、ビス（塩

化トリメチルアンモニウムメチレン）］－アルキルトルエンを有効成分とする噴霧剤」とご

ざいますけれども、これは豚と鶏につきましては、右から２つ目のカラムで「追」と書い

てありますので、これも確認されていて、この使用法で大丈夫なんですけれども、牛のと

ころが、未確認で「未」となっておりますので、この段階で豚と鶏だけ追加すると、そう

すると牛が未確認で追加できないと、使用基準に載せてしまうと牛が使用できなくなって

しまうということで、確認して追加もできるわけなんですけれども、そういった事情で、

承認を持っております全動物において確認しない限りは、使用基準に載せられないという

ことになります。その関係で、前回確認できると思って出したもののうち、今回までに確

認できなかったものがあるものにつきましては、今回訂正したいということになります。 

 また 11 ページに戻りまして、３．記載方法についてですけれども、（１）「「馬（食用に

供する馬を除く。）」という表現は、省令の表現として適切ではないため、「馬」とし、適切

な休薬期間を設定することが必要である。」ということなんですけれども、前回、「馬（食

用に供する馬を除く。）」ということで、休薬期間なしとして御承認いただいたものなんで

すけれども、実はこうしてしまいますと馬には絶対使えないということになっていまいま

す。その時点では食用に供するつもりで飼育していなくても、いずれ食用に供されること

もありますので、そういうような場合には、使えないということになってしまいます。 

 この場合は、「食用に供する馬を除く。」という表現ではなくて、承認保有者の方と協議

いたしまして、相応の（例えば３カ月なり６カ月なり）のような長期の使用禁止期間を設

定して、馬で長期の使用禁止期間という記載が適切ではないかということで、今回これに

ついても、検討中ということで前回御承認いただいた訳なので、申し訳ないんですけれど

も、削除ということになります。 

 （２）ですけれども、乳房の浸漬・清拭に用いる製剤についての「１日２回を限度とし」

という表現がありますけれども、搾乳が１日２回より多い場合があるという理由で申請者

より見直しの要望が出されまして、１日何回という回数の規定はしないということです。 
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 また、「乾乳期乳房注入剤」、「泌乳期乳房注入剤」というふうに現在ここの表ではなって

おりますけれども、そのような使用の時期を医薬品の名称に入れるのは省令の表現として

適切でないという話がございまして、時期を削除するという予定になっております。とり

あえずここには書いておりますが、そういう記載につきましては、今後内容が変わらない

ということで、事務局の方で確認して、後ほど御報告という扱いにさせていただきたいと

思います。 

 （４）の「噴霧剤」とか「散布剤」という表現も現在表に載っておりますけれども、「外

皮用剤」の注に、「外皮に噴霧、塗布又は粘着する方法により投与する医薬品をいう。」と

いうような記載がございますので、「外皮用剤」で統一して、用法及び用量で噴霧・散布・

塗布と記載させていただきたいと思います。 

 また、その他のところなんですけれども、今後、パブリックコメント、省令の改正の起

案等の際に、内容は変わらないけれども表現の訂正が必要とされた場合には、事務局で対

応し、部会には後ほど報告することとさせていただきたいと思います。内容は変わらない

けれども、その表現だけ省令としてふさわしい方向で持っていきたいということなので、

そこを御理解いただきたいと思います。 

 一応このような形をつくりました。12 ページは、動物用医薬品の使用の規制に関する省

令の記載がされております。前回もお出ししましたように、このような形で定められてお

ります。 

 やっとたどり着きました、今回御審議いただく使用基準改正案が、その次のページから

なんですけれども、これを定める時に、食用となる各部位について、暫定基準を含めて残

留基準を超えないように設定しましたけれども、注射部位に長期に残留するものにつきま

しては、局所的な基準値を超える場合もあります。この場合におきましても、筋肉として

は残留基準を超えることはありませんし、人で想定される摂取量がＡＤＩを十分に下回る

ことを確認しているということで定めました。 

 めくっていただきまして、結局、一番右側に黒丸がついているところだけということな

んですけれども、18 ページの上から３つ目のカラムで、塩化ジデシルジメチルアンモニウ

ムを有効成分とする噴霧剤ということで、今回は追加しません。前回これを出してしまい

ましたけれども、追加と書きまして、鶏の□追と書き足してしまったんですけれども、これ

は未確認の動物が２つありますので、今回追加しないということで了解いただきたいと思

います。 
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 まためくりまして、23 ページの下なんですけれども、カルベトシンを有効成分とする注

射剤。これは今回ちょっと見にくくなっておりますが、追加の方向で諮問をお願いいたし

ます。この内容につきまして、既に残留問題調査会におきまして十分御審議いただいてお

りますので、資料もこれだけで申し訳ないんですけれども、これだけ確認して下さいとい

うことです。 

 24 ページですけれども、キシラジン又はその塩酸塩を有効成分とする注射剤なんですけ

れども、これは牛では確認ができたんですが、馬では未確認ということですので、今回は

追加しないという扱いにして下さい。 

 25 ページですけれども、クロプロステノール又はそのナトリウム塩を有効成分とする注

射剤ということで、一番上のところに黒丸がついておりますけれども、これは今回追加を

お願いいたします。 

 26 ページの一番上ですけれども、グルコン酸クロルヘキシジンを有効成分とする浸漬剤

ということで、これは前回の本部会におきまして、「１日２回を限度とし」と記載されてお

りますけれども、先ほど御説明いたしましたように、これを記載してしまいますと、３回

搾ると違反になってしまうということがありますので、この回数の制限は削除させていた

だきたいと思います。 

 そして 27 ページですけれども、これは先ほど御説明した例なんですが、ジクロルボス

を有効成分とする飼料添加剤というのが上から２つ目にございます。「馬（食用に供する馬

を除く。）」と書いてしまったんですが、これを見直しまして、馬にいたしまして、「食用に

供するためにと殺する前何日間」という形で今後検討させていただきますということで、

今回追加しないということで御了解いただきたいと思います。 

 27 ページ、硫酸ジヒドロストレプトマイシンを有効成分とする注射剤なんですけれども、

これは、今回変更するということです。これは既に基準に載っているもので、１回、30 日

から 90 日に延ばしたものですけれども、それを試験して再確認したところ、またもとよ

りはちょっと長いんですけれども、牛で 50 日、馬で 60 日、そして豚で 50 日ということ

で、これはこの形で変更することができるということで、調査会の御確認をいただいてお

ります。 

 そして、31 ページですけれども、スルファモノメトキシンを有効成分とする注射剤なん

ですけれども、これも牛につきましては、ちょっと見にくくて申しわけないんですが、「食

用に供するためと殺する前７日間」でしたけれども、これを 28 日間に変更ということで、
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豚につきましては、７日間を 14 日間に延長ということになります。 

 32 ページですけれども、セファゾリンを有効成分とする乾乳期用乳房注入剤につきまし

ては、今回追加します。 

 下から２つ目のカラム、セファロニウムを有効成分とする乾乳期用乳房注入剤につきま

しても、今回追加するということです。 

 33 ページですけれども、酒石酸タイロシンを有効成分とする飲水添加剤、これが先ほど

データベース上なかったんですが、承認が残っていたということです。これは削除すると

申し上げたんですが、前回確認いただきましたが、これは削除を取り消すということをお

願いいたします。 

 そして 35 ページですけれども、チオプロニンを有効成分とする注射剤ですけれども、

これも「馬（食用に供するものを除く。）」と書いてしまいましたので、これも長期の期間

を設定するということで、後ほど追加ということで、今回の使用基準改正はしないという

ことで確認ください。 

 36 ページにつきまして、ドラメクチンを有効成分とする注射剤、これは今回追加という

ことです。 

 トリクロルホンを有効成分とする強制経口投与剤、これも今回追加。 

 37 ページの真ん中くらい、トリクロルホンを有効成分とする薬浴剤も、今回追加。 

 そして、その下に２つありますナフシリンナトリウムモノハイドレートを有効成分とす

る泌乳期用乳房注入剤と乾乳期用乳房注入剤、これも今回追加ということです。 

 39 ページの上から２つ目ですけれども、ビチオノールを有効成分とする強制経口投与剤

ということで、これも今回追加いたします。 

 44 ページですけれども、ペルメトリンを有効成分とする耳標剤。イヤータックですけれ

ども、これも今回追加をいたします。 

 46 ページに、塩酸メトクロプラミドを有効成分とする注射剤が２つ、今回追加。 

 メンブトンを有効成分とする注射剤、牛、豚ですけれども、これは今回追加ということ

になります。 

 50 ページですけれども、配合剤が入っておりますけれども、上から３つ目です。硫酸カ

ナマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる泌乳期用乳房

注入剤、これも今回追加いたします。 

 そして 51 ページの下から２つ目、硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベンジルペニ
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シリンプロカインを有効成分とする配合剤たる泌乳期用乳房注入剤、これも今回追加いた

します。 

 以上、前回確認いただいたものの修正も含めまして案を提出いたしますので、よろしく

御審議をお願いします。 

 あと参考資料につきましては、厚生労働省で出された資料でございますので、今回御説

明はいたしませんので、よろしくお願いいたします。 

【○○委員】それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問あるいは御意見等ござい

ましたらお願いします。 

 大変項目が多くて一見複雑なようですけれども、よくよく見ると極めて単純な話のよう

にも見えます。いかがでしょうか、御発言ございますか。特にございませんか。 

 それでは、これは審議事項ということでございますので、承認ということでよろしゅう

ございますね。 

 では、そのようにいたしましょう。 

【事務局】ありがとうございます。それでは、原案どおり、薬事分科会の方に報告させて

いただきます。 

 

  （２）動物用医薬品の製造・輸入承認の可否、毒・劇薬等の指定及び再審査期間の指 

     定について 

   ～動物用生物学的製剤調査会関係～ 

   【新有効成分含有及び新投与経路動物用医薬品】（製造承認） 

    ①“京都微研„ポールセーバーＥＣ 

 

【○○委員】それでは、続きまして、審議事項の１番に戻ります。議題（１）の①「“京都

微研„ポールセーバーＥＣ」の製造承認の可否ということでございまして、生物学的製剤調

査会の座長から御説明をお願いします。 

【○○委員】「“京都微研„ポールセーバーＥＣ」、これは株式会社 微生物化学研究所から製

造承認申請された、大腸菌ＫＡＩ－２株を有効成分とする鶏用の不活化ワクチンでありま

す。平成 17 年 10 月 28 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、本部会に上程されるものです。詳細につきましては、事務局から説明がありま

す。 
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【事務局】それでは、事前に配付させていただきました資料番号赤の１番をご覧下さい。

「申請書」とありますタックをお開きいただいて、１枚めくっていただきますと申請書が

出てきます。 

 本製剤は、株式会社 微生物化学研究所から製造承認申請されました「“京都微研„ポール

セーバーＥＣ」でございます。本製剤は、大腸菌を超高圧破砕したものを主剤といたしま

す鶏用の不活化ワクチンでございまして、用法・用量は、この申請書の申－３ページの５

に示しますように、これは不活化ワクチンなんですけれども、０日齢以上 100 日齢以下の

鶏に、0.03ｍL を１回点眼接種するというものでございます。 

 効能・効果は、鶏の大腸菌症の発症の軽減でございます。鶏大腸菌症のワクチンは、既

に１品目承認されているものがございますが、それは組換え技術で製造されました抗原を

主剤としているものでして、本剤のように超高圧破砕したものを主剤とするワクチンは初

めてということです。また、不活化ワクチンを点眼接種するというものも初めてでござい

ますので、新有効成分含有動物用医薬品及び新投与経路動物用医薬品として御審議をお願

いいたします。 

 それでは、詳細につきまして概要書に基づきまして御説明させていただきます。「概要書」

というタックがありますので、そちらをお開きいただきまして、概－１ページをご覧下さ

い。 

 本剤の対象疾病であります鶏大腸菌症は、主として肉用鶏での発生が多く、生産に深刻

な影響を及ぼすことがございます。本病の対策は、敷料の頻繁な交換ですとか、消毒等で

の一般的な衛生対策とともに、抗生物質の予防的投与などでコントロールしているという

ことでございますが、抗生物質等の投与は耐性菌の出現の問題もあり、現在では、先ほど

御紹介しましたワクチンによって種鶏を免疫して、卵黄を介してヒナを免疫するという方

法も使われております。 

 しかし、１品目承認されているものは、ある特定の抗原しか含まれていないということ

で、この鶏大腸菌症の病原因子というものは、いまだ特定されていないという現状もあり

まして、必ずしもいろいろなケースで、同等な効果が得られるのかという疑問もあるとい

うことでございます。 

 そこで、本剤は、全菌体を破砕したものを抗原といたしまして、ヒナに直接点眼接種す

るというもので、特に投与経路して点眼を選んだ理由といたしましては、可食部位に残留

しない。それから、粘膜と親和性の高いアジュバントが開発された。それから、接種部位、
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要するに目になるわけですが、目に副反応がない。あとは１羽ずつ確実に投与できる。こ

ういった点から点眼接種を選んだようでございます。 

 概－２ページの表１に、近年の我が国における鶏大腸菌症の発生状況及び死廃羽数を示

しますが、本病は家畜衛生週報の伝染性疾病発生状況の中でも、最も多い発生のものとい

うふうになってございます。 

 次に、概－３ページの 1.5 に、人に対する安全性を示しますが、まず製造用株の安全性

につきましては、1.5.1 に示しますように、エンテロトキシン、それから、ベロ細胞毒を産

生しないということから、人に対して感染するとは考えにくいというものでございます。 

 それから、製剤の安全性につきましては、1.5.2 に示しますように、本剤は不活化ワクチ

ンであり、長期間にわたって残留するような成分もないため、人に対する害はないという

ふうに考えられております。 

 続きまして、概－６ページをご覧下さい。この製造用株でございますＫＡＩ－２株は、

平成 11 年、宮崎県のブロイラー農場から分離されたもので、概要の７ページの表６に示

しますように、既知の大腸菌と同じ性状でございました。 

 それから、概－13 ページをご覧下さい。抗原の処理方法に関する試験でございますが、

破砕抗原と全菌体抗原のワクチンを、それぞれ０日齢の鶏に接種いたしまして、４週間後

に攻撃しましたところ、表 15 及び 16 に示しますように、破砕抗原接種群の方のみ対照群

と有意差が認められ、いわゆる破砕抗原の方がいいという結果になったというものでござ

います。 

 続きまして、概－18 ページ、安定性に関する試験でございますが、試作ワクチン３ロッ

トにつきまして長期保存試験を実施しましたところ、いずれの試作ワクチンも 21 カ月間

の安定性が確認されまして、有効期間を１年６か月というふうに設定いたしております。 

 続きまして、概－21 ページ、安全性に関する試験でございますが、表 29 に示しますよ

うに、試作ワクチンの１用量及び 10 用量、それから、溶媒対照としてアジュバントだけ

のもの、これらを０日齢のヒナ 30 羽ずつに点眼接種いたしまして、図９に示しますよう

に、投与後４週目まで観察いたしました。 

 その結果を概－23 ページから 25 ページの表 30 から 34 にまとめてございますが、血液

所見ですとか、血液生化学的所見におきまして、一部対照群と有意差を認める項目がござ

いましたが、表 30 の一般状態、体重、増体量を見ますと、機能障害というものを示唆す

る所見はなく、体重はむしろ上回る傾向にございまして、副作用として特に問題にすべき
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影響もないというふうに判断されました。 

 また、投与部位でございます眼球、それから眼瞼に対する影響につきましては、観察者

が目視で観察しましたところ、明らかな刺激性というものはなかったというふうに判断さ

れております。これらのことから、本剤は安全性上問題がないというふうに結論されてご

ざいます。 

 続きまして、概－25 ページになります。薬理試験でございますが、まずワクチンの最小

有効量に関する試験ということで、０日齢と 30 日齢の鶏を調べていますが、表 35 と次の

ページの表 37 になりますが、ワクチンＡとワクチンＢで一般臨床症状のところで発症軽

減効果が認められてございましたので、抗原量の少ないワクチンＢの方に含まれる抗原量、

つまり破砕前の総菌数に換算いたしまして、１羽分 1.5×109個が最小有効抗原量というこ

とでございまして、これ以上の量をワクチンの１用量というふうに設定されてございます。 

 次に概－29 ページから 30 ページになりますが、発症軽減効果の発現時期と持続に関す

る試験でございますが、表 39、表 42 に示しますように、０日齢及び 30 日齢の鶏にワク

チンを接種いたしまして、それぞれ３群に分けて、０日齢群は 14 日齢、42 日齢、56 日齢

で、30 日齢群では 44 日齢、72 日齢、86 日齢で攻撃いたしましたところ、発症軽減効果

が両群ともワクチン接種後２週目から発現しておりまして、６週目まで持続するというと

ころが確認されております。 

 続きまして、概－34 ページの中ほどになりますが、鶏の日齢とワクチンの有効性に関す

る試験というのがございますが、50 日齢と 100 日齢にワクチンを接種しましても、抗体

産生が認められて臨床的な異常もなかったということから、100 日齢までの鶏において本

ワクチンの有効性及び安全性が確認されたというものでございます。 

 それから、最後ですが、概要の 35 ページになります。臨床試験でございます。表 51 に

示しますように、症例１、それから症例３の２カ所におきまして臨床試験を実施いたしま

した。表 52 に観察項目を、次のページになりますが、表 53、54、55 に示しますスコア、

評価基準をもちまして、安全性、有効性を評価いたしました。 

 その結果、安全性につきましては、概要の 38 ページの一番下の表になりますが、表 57

に示しますように、いずれも被験薬に起因する臨床的な異常はなく、被験薬の安全性が確

認されております。 

 それから、有効性につきましては、試験期間中、この両農場におきまして大腸菌症の流

行が認められませんでしたので、各農場の各群から 20 羽ずつ抜き取りまして、攻撃試験
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で有効性を評価いたしました。 

 その結果が、39 ページの表 58 に示されているんですが、ちょっとこれは簡単過ぎて中

身がわかりませんので、ただいまお配りしました４枚紙なんですけれども、これは申請書

に添付されてございます臨床試験の本体の中から、この攻撃試験の結果の部分を抜粋した

ものでございます。 

 まず、この攻撃試験は、血中の攻撃菌数だけではなくて臨床観察も行っておりまして、

その各個体の結果を示したのが、この１枚目と２枚目になります。ご覧いただきますと、

両農場とも増体率、一般臨床症状で、対象群に比べて影響が低かったという結果になって

おります。 

 それから、もう一つのメルクマールでございます血中の攻撃菌数の結果につきましては

３枚目と４枚目の図になりますが、両農場とも、治験薬群と対照群の間に有意差が認めら

れてございまして、本剤の有効性が確認されているというところでございます。 

 それでは、最初の表紙に戻っていただきまして、表紙をめくっていただきますと審議経

過票がありますので、そちらをご覧下さい。 

 ７の欄に示しますように、平成 17 年 10 月 28 日の動物用生物学的製剤調査会で御審議

いただきまして、まず用法・用量に、「100 日齢以下」というのを加えること。先ほど御説

明しましたように、100日齢までは抗体がテイクするというデータがございますので、「100

日齢以下」という文言を加えるようにということ。あとは、この製剤は、実際は点眼器に

移し替えて点眼接種するというものでございますので、その点眼器に移し替えるときは、

雑菌の混入とか漏洩しないようにということを、使用上の注意に加えること。 

 これらを条件に、事前の調査審議を終了し、動物用医薬品等部会へ上程して差し支えな

い。なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬品及び新投与経路動物用医薬品とい

うことで６年とさせていただくということでございます。 

 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】それでは、ただいまの説明につきまして、御意見、御質問等ございましたら

お願いします。 

 どうぞ、○○委員。 

【○○委員】２つほどあるんですが、１つは、先ほどの審議経過票でいけば、使用上の注

意のところの２ページで、３の相互作用として、「本剤には他の薬剤を加えて使用しないこ

と。」ということで記載されております。その設定根拠を見ますと、概要書の最後の概－
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41 ページのところで、一般的な注意事項であり、他の薬剤との混合による影響について確

認されていないということですけれども、この製剤は不活化ワクチンの点眼ということで、

ほかの生ワクチン、ヒナに使う生ワクチンで点眼製剤があります。それと同時期に接種し

たら、不活化と生ワクチンということで非常に影響は大きいと思います。そのようなこと

を踏まえた、別の使用上の注意が要るんじゃないかと思います。 

【事務局】まず、この製剤の臨床試験を２カ所の農場で設定しているんですけれども、そ

の２カ所の農場におきましては、例えばニューカッスルのワクチンですとか、マイコプラ

ズマの生ワクチンですとか、要するに点眼接種するものは使っておりません。通常、今ブ

ロイラー農家では、ほとんどの場合が飲水投与のワクチンを使っているというのが実情で

ございます。従いまして、申請者の方は、点眼の生ワクチンと本剤とのいわゆる相互作用

といいますか、そういったことの検討は、現場の事情から、特段検討していないというこ

とでございます。 

 今の御指摘で、当然このものは不活化ワクチンで、オイルアジュバントとホルマリンが

含まれていますので、例えばこのものを点眼して、すぐにニューカッスルの生ワクチンの

点眼薬を接種した場合に、ちゃんとニューカッスルがテイクするのかどうかというのは調

べておらず、わかりませんので、そこはそういう危険性があるというならば、その点眼の

生ワクチンをすぐに同時期に接種しないようにという使用上の注意を付しても差し支えな

いかと思います。ただ、実態としては、ほとんどのブロイラー農場では、点眼の生ワクチ

ンというものは使っていないというのが実情でございます。 

【○○委員】ブロイラーに関してはそうかもしれませんけれども、この製剤を 100 日齢ま

で使うということであれば、当然産卵鶏にも使い得る製品ですので、きちっと明記した方

がいいかと思います。 

【○○委員】いかがですか、今の御意見はごもっともだと思うんですが、特に異論はござ

いませんね。 

【事務局】それでは、使用上の注意に、他の点眼生ワクチンと同時期に使用しないという

旨の使用上の注意を記載するようにいたします。 

【○○委員】そうですね。 

 もう１つあるんですね。 

【○○委員】あともう１つなんですけれども、臨床試験、先ほどデータを見せていただい

て、確かに攻撃試験で効いているということで、この製剤は有効性はあるというふうに私
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は評価しますけれども、申請書の中で、製剤の力価試験の評価でＥＬＩＳＡの試験で評価

しているということで、それに関して、まさに攻撃試験というのが一番最良の有効性評価

だと思うんです。けれども、抗体価測定という部分を評価項目としなかった背景というの

は、何かあるんでしょうか。 

【事務局】ＥＬＩＳＡ抗体につきましては、０日齢のヒナですと、ＥＬＩＳＡ抗体は上が

ってこない。要するに免疫が十分でないということから、ＥＬＩＳＡ抗体が上がってこな

いという実態がございまして、今回の臨床の中での有効性の評価として、ＥＬＩＳＡ抗体

のチェックというものはやらなかったということでございます。 

 力価試験におきましては、30 日齢の鶏を使っておりますので、30 日齢ならばＥＬＩＳ

Ａ抗体が上がってくるということで、規格及び検査方法としては、ＥＬＩＳＡ試験を採用

したということでございます。 

【○○委員】よろしいですか。 

【○○委員】参考意見として、業者を指導していただけばいいと思うんですけれども、再

審査のときに、臨床試験と同じようなデータで再審査資料を揃えるという話になっていま

すので、そのときにまた攻撃試験をやるのか、30 日齢とか、そういう０日齢に使わないヒ

ナの場合には、ＥＬＩＳＡの抗体価も評価項目として加えれば、また別の形の評価をしや

すい再審査になりますので、そこは申請者の指導をしていただければと思います。 

【事務局】それでは、事務局からの指摘ということで、申請者の方には、もし再審査の中

で 30 日齢以上の鶏を使った評価を行う場合には、ＥＬＩＳＡ抗体のチェックをするよう

にと伝えます。 

【○○委員】他にはいかがでしょうか。御発言ございますか。どうぞ。 

【○○委員】非常に小さいことなんですが、エンテロトキシン、ベロ細胞毒を産生しない

ため、人に感染して下痢を起こすことは考えにくい。 

【○○委員】場所を示してください。 

【○○委員】要約の２ページの、人に対する安全性というところと、概要の３ページの真

ん中ぐらいのパラグラフ、人に対する安全性、製造用株の安全性という項目のところに、

「エンテロトキシン、ベロ細胞毒を産生しないため、人に感染して下痢を起こすことは考

えにくい」と書いてあるんですけれども、実際に食中毒患者から分離される大腸菌で、こ

れらを産生しないものも結構多いんですね。ですので、「起こす」は、「産生しない」でよ

ろしいんじゃないかと思うんですが。人に感染して下痢を起こすことは考えにくいことで
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すので、「産生しない」でよろしいんじゃないかと思うんです。 

【○○委員】事務局どうですか、例えば概－３のところですね。 

【事務局】いわゆる人に感染して下痢を起こすことは考えにくいというところがオーバー

トークなのかなという御指摘だと思います。そうしましたらそこはちょっと、そこまで言

えないという御指摘を踏まえまして、申請者の方に伝え、整備するようにいたします。基

本的にはそこの文章を削除するという形になるかと思いますが。 

【○○委員】エンテロトキシンとベロ細胞毒を産生しないというのは一つの、半分安全と

いうか、少なくともそういう株ではないという情報は非常に貴重ですので、それは入れて

おいていいんだと思います。ただ、それだからといって「下痢を起こすことは考えにくい」

というのは、考えにくいんだと思うんです。 

【○○委員】絶対安全とは言えないということでしょうか。 

【○○委員】絶対ではなくて、相対的にも安全だとは言えない。つまり「考えにくい」と

いうことは、考えにくいんですね。狭い意味での例えば病原性大腸菌と言われている群が

あります。それは毒素については、少なくともＬＴ、ＳＴ、ＶＴは産生しないです。しか

し、病原性を人に示すということはよく知られていますので。それから、その他にも侵入、

侵襲するような大腸菌についてもそうです。このＬＴとＳＴとＶＴが否定されたら、もう

人に病原性が起こすとは考えがたいというのは、ちょっと無理がある。 

【○○委員】そうすると今の御発言から、逆にこの注意事項のところで、特に見直さなけ

ればならない部分はどうでしょうか。 

【○○委員】注意事項といいますと、使用上の注意ですか。 

【○○委員】使用上の注意ですね。 

【○○委員】これは、「本ワクチンに含まれている抗原は不活化されているため、人に対す

る病原性はない」と、これでもう大丈夫だと思います。 

【○○委員】それでよろしいですか。 

【○○委員】はい。 

【○○委員】事務局、ポイントをつかめましたですね。 

【事務局】はい。ここは申請者の方に伝えまして、文章を整理するようにいたします。 

【○○委員】他にございますか。 

 関連ありますか。どうぞ。 

【○○委員】今日配られた臨床試験に関するデータの解釈のところでお聞きしたいんです
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が、その３枚目の「症例１」と書いてありますが、平川農場のデータも、２つ目の菰野農

場のデータも、対照群の方が最初から血中菌数が非常に高い。特に最初の農場では１log

以上高いということで、どうしてこういう風になっているのかということをお聞きしたい

んです。つまり両群を評価する場合に、それぞれの群の値はかなり違うというのは問題で

あろうと思います。 

【事務局】これは多分、１日目から差が出ているんじゃないかなというデータかと思いま

す。０日目は多分一緒になるはずなんですけれども。ちょっとチャレンジ直後の血中菌数

をはかっているデータがないので、０日目が一緒だというのがないので何とも言えないん

ですが、多分１日目でもう差が出ているのではないかと思いますが。 

【○○委員】わかりました。そうしたらこれは、ワクチンを接種して、どのぐらいたって

からの攻撃なんですか。 

【事務局】ワクチン接種後 28 日目で攻撃しています。静脈内攻撃をしています。 

【○○委員】それで、これらに関しては抗体は見ていないんですか。 

【事務局】このときの抗体は見てないです。 

【○○委員】わかりました。それでは、その接種後１日目からワクチン群では血中菌数が

上がらない、１log 以上差があったということで、逆にそれは有効性を裏づけるものでも

あるということでよろしいですか。 

【事務局】はい。 

【○○委員】わかりました。 

【○○委員】どうぞ。 

【○○委員】もう１つ事務局にお願いということで、先ほど臨床試験の追加データを出し

ていただいたので理解できたんですけれども、もう少し申請者の方に、概要書を見て、中

身がわかるような形で指導していただきたいということをお願いします。 

【事務局】事前の事務局審査の中で、もう少し概要書を充実させるように、今後指導する

ようにいたします。 

【○○委員】他にはよろしいでしょうか。 

 特にないようですけど、私ちょっと気になるのは、前から２枚目の紙の裏です。２ペー

ジ、この使用上の注意のところですが、以前には、取り扱い上の注意で、「医療廃棄物」と

いう表現が定着していたんですが、現在の規則ですか、この言葉はないんだそうですね。

たしかこの前、地方自治体の何か基準に沿って、あるいは条例に沿って云々というような
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ことで、統一することになったかと思うんですが。 

【事務局】そうでございます。実は前回の部会で、使用上の注意の記載例というのを御了

承いただいたということで、あの後なるべく早く、事務連絡を出すようにということで手

続をしているんでございますが、ちょっとまだそれを正式に出せていないというのが現状

でございます。具体的な中身が変わるということはありませんので、申請者には、もうす

ぐ出るであろう使用上の注意の記載例を示した形で、この医療廃棄物も、地方公共団体の

条例に従ってという例の文言に、直すように伝えるようにいたします。 

【○○委員】他にいかがでしょうか。特に御発言ございませんか。 

 これ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した。本剤につきましては、承認を可とし、薬事分科会に

報告させていただきます。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品及び新投与経

路動物用医薬品ということで、６年とさせていただきます。 

 

          ～動物用一般医薬品調査会関係～ 

          【新有効成分含有動物用医薬品】（輸入承認） 

           ②ダルマジン 

 

【○○委員】それでは、続きまして、審議事項の動物用一般医薬品調査会関係で、②「ダ

ルマジン」について、これは輸入承認の可否でございます。座長から説明をお願いいたし

ます。 

【○○委員】「ダルマジン」ですけれども、ダルマジンは、川崎三鷹製薬株式会社から承認

申請されたｄ－クロプロステノールを有効成分とする牛用の発情周期の同調や豚の分娩誘

発の治療剤であります。平成 16 年 10 月 12 日及び平成 17 年 10 月 13 日の動物用一般医

薬品調査会、11 月 29 日の動物用医薬品残留問題調査会で審議され、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】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）」とありますブルーのタックがありますので、そちらをお開きください。 

 本製剤は、デンカ製薬株式会社、現在は川崎三鷹製薬株式会社となっていますが、こち

らから輸入承認申請されました「ダルマジン」でございます。 
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 本剤は、ｄ－クロプロステノールを主剤とする注射剤で、牛の発情周期の同調、黄体退

行遅延、豚の分娩誘発を効能・効果とするもので、このクロプロステノールにつきまして

は、既に dl 体のものが承認されてございますが、このｄ体のものは初めてということでご

ざいまして、新有効成分含有動物用医薬品ということで御審議をお願いいたします。 

 それでは、詳細につきまして概要により御説明させていただきます。概要の１ページを

お開きください。 

 開発の経緯及び外国における使用状況ということでございますが、本剤は、プロスタグ

ランジンＦ2αの類縁体でありますクロプロステノールのｄ体のみを単離した光学異性体

を有効成分とするものでございまして、このクロプロステノールの子宮収縮作用とか黄体

退行作用、これは dl 体のうちｄ体の方だけにありまして、l の方にはないものですから、

既に承認されている dl 体のクロプロステノールの製剤のおよそ３分の１の量で同等の効

果が得られる。したがって、３分の１で済みますので、食肉や乳汁中への残留も短期間に

抑えることができるというものでございます。 

 ２ページに、外国等における使用状況を示しますが、下の表に示しますように、現在ヨ

ーロッパの多くの国で認可されているものでございます。 

 それから、10 ページをお願いいたします。このｄ－クロプロステノールの理化学的性状

を示しますが、原薬は白色から微黄色粘調性の油又はワックスでございまして、製剤は無

色澄明の液体というものでございます。 

 またちょっと飛びますが、20 ページをお願いいたします。安定性に関する試験でござい

ますが、２．製剤について、長期保存試験、苛酷試験、加速試験を実施しましたところ、

それぞれ試験結果から、安定性には問題がなく、一番小さいバイアルであります２mL 製

剤につきましても、25 度Ｃ、湿度 60％で、36 カ月の安定性が確認されてございます。 

 それから、25 ページになりますが、急性毒性試験でございます。急性毒性試験につきま

しては、マウスの経口投与で致死量が 500 ㎎／kg 以上ということでございました。また、

マウスの筋肉内投与では、致死量は約 200 ㎎／kg。また、ラットでの急性毒性試験では、

経口投与で 300 ㎎／kg、筋肉内では 200 ㎎／kg という結果でございました。 

 続きまして、今度は 43 ページをお願いいたします。対象動物を用いた安全試験でござ

いますが、まず泌乳牛における安全性試験というものでございますが、ホルスタイン種の

泌乳牛を９頭用意しまして、３頭ずつ３群に分けまして、各群に本剤の常用量及び 10 倍

量を３日間連続投与いたしました。対照群には生理食塩液を投与いたしました。そして、
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一般状態とか、体温、心拍数など、それから尿検査、血液学検査、血液生化学的検査を実

施いたしました。 

 その結果を 46 ページの表７－１に示しますが、常用量群では特段の変化はありません

で、10 倍量群では、投与局所の損傷を示唆するＣＫの上昇が認められましたが、それ以外

には特段の変化はございませんで、本剤の泌乳牛に対する安全性には問題がないというふ

うになってございます。 

 次に、投与部位における局所損傷を検討する目的で、本剤を深さ 25 ㎜の注射器で筋肉

内に、日にちを変えまして３回投与いたしまして、投与部位の腫脹ですとか硬結、それか

ら、一般状態や投与部位の病理組織学的検査を実施いたしました。 

 その結果を 46 ページの表 7－2 に示しますが、投与局所の器質的変化は、投与後７日以

内ですべて消失したということで、通常の使用状況におきましては、この損傷は問題とは

ならないというふうに考えられました。 

 次に、今度は豚における安全性試験でございますが、先ほど御説明しました泌乳牛の試

験と同様に、それぞれ３頭で実施しましたところ、その結果を 46 ページの表７－３にま

とめてありますが、一般状態、血液生化学的検査で軽度の変化が認められましたが、投与

後７日後の検査では、いずれも回復又は回復傾向ということで、一過性の現象であったこ

とから、本剤の豚に対する安全性には問題がないというふうになってございます。 

 続きまして、47 ページから薬理試験を示しますが、まず 48 ページの３．でございます

が、未経産雌牛及び乳牛に本剤を投与しまして、血中プロゲステロン濃度及び発情兆候を

指標としまして黄体退行効果を評価しましたところ、発情兆候は未経産牛、乳牛ともにち

ゃんと認められたということでございます。 

 また、49 ページには雌豚における効果試験を示してございますが、妊娠末期の雌豚に本

剤を投与して、分娩誘発を指標として薬理学的効果を試験しましたところ、75μｇで先発

品の dl 体と同等の効果が得られまして、臨床的な効果も裏づけられたというものでござい

ます。 

 続きまして、51 ページからは、吸収、排泄、分布及び代謝に関する資料でございます。

結果を 54 ページにあります表 10－１にまとめてございますが、泌乳牛での血中動態と豚

での血中動態を示していますが、泌乳牛の方では、投与後 90 分後にピークに達しまして、

１時間 37 分の生物学的半減期で減衰いたしました。 

 豚の方は、ちょっとばらつきがあったようでございますが、平均 36.6 分でピークに達し
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まして、半減期は３時間 12 分で減衰していったということでございます。 

 また、分布、排泄につきましては、牛、豚ともに腎臓、肝臓に多く分布いたしまして、

投与後 24 時間では、すべて検出されず、乳汁の方は 12 時間で検出されないというもので

ございます。 

 隣の 55 ページからが臨床試験になりますが、まず牛における安全性及び有効性につい

てですが、58 ページにこの試験成績をまとめた表がございます。２つ表がありますが、ま

ず表の 11－１の方では、発情周期の同調における試験成績ということで、試験設定といた

しまして、12 カ月齢以上の雌牛で、発情周期の同調では、直腸の検査で生殖器に異常がな

いものを３群に分けまして、本剤投与と陽性対照、これは dl 体ですね。dl 体を投与した

もの、それから陰性対照としまして、投与後の発情兆候が認められたものを有効としまし

て、その後の人工授精による受胎率、妊娠率を調べました。その結果、本剤投与群と陰性

対照群との間には、発情発現率、それから、妊娠率においては有意差が認められました。 

 また、その下の表の 11－２には、黄体退行遅延に基づく卵巣疾患の治療成績を示してご

ざいます。試験計画としましては、卵巣疾患の治療では、黄体の遺残、それから黄体嚢腫、

鈍性発情、それから機能的黄体を有する無発情、こういったもののいずれかを呈している

牛を２群に分けまして、本剤投与と陽性対照としまして、本剤投与後 10 日以内に黄体退

行に伴い卵胞が発育して排卵し、新たな黄体が形成された。こういったものを有効という

ふうに考えまして、その発情発現率、発情発現日数、授精率、受胎率、妊娠率を使いまし

たが、その結果、陽性対照群とは有意差がありませんでしたが、若干、本剤投与群の方が

やや高い傾向にあったというものでございます。 

 それから、本剤の安全性につきましては、試験期間中、発汗、呼吸、発熱、または投与

部位を観察したんですけれども、畜体に対する安全性については、問題のある所見はござ

いませんでした。 

 次に、豚における安全性と有効性でございますが、妊娠 113 日の経産豚 100 頭を用意い

たしまして、60 頭に本剤を、それから 20 頭に dl 体を投与いたしました。それから、残り

の 20 頭は陰性対照としまして、59 ページの表 11－３と表 11－４に示す指標をもちまし

て評価をいたしました。 

 その結果、表 11－３では、母豚の分娩成績でございますが、有効性の最も重要な指標と

なります分娩開始までの所要時間が、陰性対照群に比べて、本剤投与の方が有意に短縮さ

れておりまして、顕著な分娩誘発作用が認められました。また、分娩所要時間も有意に短
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縮されたというものでございます。 

 また、安全性につきましては、本剤を投与した豚 60 頭には、いずれも異常は認められ

ず、また、生まれた産子への影響もなく、安全であるということが確認されております。 

 それから、最後に 60 ページになりますが、残留性に関する試験でございます。まず、

牛における残留性試験では、本剤の２倍量を投与した群で、投与後１日目に、３頭中１頭

の注射部位にわずかな残留が認められましたが、その後、２日目、３日目では検出限界以

下というふうになっています。従いまして、牛での休薬期間は３日間というふうになって

ございます。 

 また、豚では、投与後１日目で、すべての採材部位で検出限界以下というふうになって

いますので、豚での休薬期間は１日ということでございます。 

 それから、牛乳につきましては、投与後 12 時間ですべての分房からの乳汁で検出限界

以下というふうになっておりますので、牛乳の休薬期間は 12 時間となっております。 

 それから、表紙の審議経過票の方にお戻りください。先ほどと同じように、７の欄に調

査会での審議結果がございますが、本剤は、平成 16 年 10 月 12 日の一般薬の調査会で御

審議いただきまして、毒性試験の一部で、この d 体ではなくて、dl 体で行ったものがつい

ていまして、それはちゃんと d 体でやったものをつけなさいと、そういう指摘事項等があ

りまして、継続審議になりまして、改めて今年の 10 月 13 日に、一般薬の調査会で再度御

審議をいただきまして、事前の調査審議を終了して、本部会に上程して差し支えないとい

うふうにされたものでございます。 

 ちょうど今週の火曜日になりますが、11 月 29 日に開催されました残留問題調査会では、

休薬期間の御審議をいただきまして、先ほど御説明しましたように、牛では３日間、豚で

１日、牛乳では 12 時間ということで御了承されてございます。 

 また、本剤の毒・劇薬の指定につきましては、本剤はｄ体のクロプロステノールという

ことでございますが、既に承認されていますｄｌ体のクロプロステノールは劇薬に指定さ

れております。ｄ体とｄｌ体の毒性を比較しますと、概要の４ページの中ほどになります

けれども、急性毒性試験の結果というものが比較されてございますが、マウス、ラットに

おけるＬＤ50 というものが、ほぼ同じ値ということで、ｄ体もｄｌ体も毒性としては同程

度というふうに考えられてございます。 

 従いまして、現在、ｄｌ体が劇薬に指定されているということから、このｄ体も同様に

劇薬指定ということを御提案させていただきます。 
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 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、ただいまの説明につきまして御発言をお願いします。 

 どうぞ、○○委員。 

【○○委員】この薬剤の効能につきましては、かなり多くの外国での適応症が載っていま

す。その中から、なぜ今回この牛の発情の同調あるいは卵巣黄体を――すみません、詳し

いことは概要の３ページです。この効能・効果の中に、牛、豚、馬、これだけ効能がある

ということが載っていまして、その中で今回、承認申請が出た目的のことだけに限られた

のは何か理由があるのかということが第１点。 

 もう１点お聞かせ願いたいんですが、別紙、外側の紙から３枚目ですか、使用上の注意

というのがありまして、その中の制限事項の中の１番に、「本剤を妊娠牛に用いると流産す

ることがあるので、受胎していないことを確認してから投与すること。」という文言がある

んですが、この文言は獣医師としては大変引っかかりますね。 

 どういう意味かといいますと、要するに発情がこなくて、問題がある牛に対して治療薬

として承認してほしいという申請が出ているにもかかわらず、妊娠している牛に投与する

とこういうことが起こるから注意しなさいと、余りにも臨床的ではないですよね。その制

限事項としては。文言としては。つまり、妊娠鑑定もできない人がこんな薬を使って治療

するんですか、とこう質問が出てしまうぐらいの内容だと私は思うんですが、その辺り、

いかがなものでしょうか。 

【事務局】まず１点目の御質問については、申請者から明確に回答をいただいている訳で

はないんですが、恐らく臨床試験でのメルクマールがそこまで、いわゆる外国で承認され

ているようないろんな効能までは見ていませんので、その臨床試験で得られた有効性とい

うか効能をもって効能・効果の申請ができますので、その結果から言うと、この発情の同

調と黄体退行遅延と分娩誘発の３つが言える、そこまでなのかなということで申請してき

ているんだろうと思います。 

【○○委員】先ほどの説明を伺うと、ｄｌ体との比較ということが盛んに説明の中に出て

きましたね。ですから、先発の dl 体に対してこの薬剤の効能のすばらしさを強調したい、

そういう意味でこの dl 体で承認されたものしか申請していないのではないかという印象

を受けたので、御質問したまでのことです。 

【事務局】基本的には dl 体との比較が試験のベースになっているんですけれども、彼らの

セールスポイントは冒頭言いましたように、投与量を少なくすることで残留期間を少なく
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できるというところが、今回の d 体だけにしたというもののセールスポイントのようでご

ざいます。 

 ２点目の、使用上の注意でございますが、私もちょっと臨床の現場はよくわからないん

ですけど、実際これがどう使われるのかというのが今一つイメージできないもので、どう

いう表現が一番適当なのか、ちょっと申しわけないんですがわからないんですけど。 

【○○委員】私がしゃべっていいかどうかわかりませんけれども、多分、農家は今飼養頭

数が多いですね。ですから、発情期をある程度絞る。そうすると同じ日に何頭もまとめて

人工授精が可能であるという利があるわけですね。それがもう朝に晩に３日にあけずとい

うことになると、人工授精師も、あるいは農家も寝ていられないという問題が出てくるの

で、これを何とか１日にまとめてしまおうという傾向にあります。ですから、恐らく本当

の目的はいろいろあるんでしょうけれども、実情にマッチした方法としては、そこに１点

絞るだけで十分なメリットがある。恐らくそういう開発の主眼だと私は思います。ですか

ら、おっしゃるとおり恐らくいろんな目的、これが慣れてくれば、他の目的にも使われる

可能性はあると思うんです。ですが、当面はその１点に絞られていくであろうというのが

私の何となくの感じですね。 

 それと私が話していいのかどうかわからないんですが、この使用上の注意の、これはあ

る意味では非常に獣医師をばかにした、ナンセンスと言わざるを得ないんですが、ただ、

たまにこういうこともあり得るかなと。実際にはとまってなかったつもりのが、実はとま

っていたという話は見聞きしていますので、絶対これがないということは、私は現場をあ

ちこち歩いての経験から、あり得ることかなと。ですから特段の意味がなければ、これは

削除しなくてもいいんじゃないという気はいたします。私はそう思います。 

 どうぞ。 

【○○委員】私も大動物は余り経験がないのでわからないんですけれども、ただ、何か問

題があったときに、こういうことが書いてないと。問題があるときにでも、ここにちゃん

と書いてあるということが大事で。先生おっしゃるように非常に当然のことなんですけれ

ども、調査会では特にここは引っかからなくて、このままでいいんじゃないかというふう

に思っていました。 

【○○委員】何か臨床絡みのところで勝手に議論しているようで具合が悪いんですが、い

かがでしょうか、御発言ございませんでしょうか。どうぞ。 

【○○委員】今の話と違ってよろしいですか。 
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【○○委員】ごめんなさい。では、今の件は、この第１番目はあえて削除しないというこ

とでよろしゅうございますか。○○委員、それでいいですか。 

【○○委員】いかにこういう劇薬が承認され、獣医師の処方せん指示によって使用しなけ

ればいけないかということを明確にしながら、実際にはこういうことに獣医師が携わって

ないということがここにあらわれているので、気に入らないんですよ。正直言うと。結局

やっているのは獣医じゃないんですよ。だから、こんな注意書きをいっぱい書くんですよ。

そうだと私は思うんですね。でなければ、１番の使用者に対する注意だって、こういう表

現はしないでしょう。ですから、恐らく現状に合わせた制限事項や注意事項が書かれてい

るということは、それだけ獣医師の仕事がある意味軽く見られているというか、処方箋さ

え切れば何でもできると、農家は。そういう体質が僕は問題が多いなと常々思っておりま

すので。ですから、できればこういう薬剤の許可を得て使用上の注意が書かれるものにつ

いては、そういうことは余りあからさまになるような表現はしてほしくないという意味だ

ったんです、実は。そういうことです。申しわけありません。 

【○○委員】どうぞ。 

【○○委員】獣医師が関与していればこれも問題ないのかもしれないんですが、これは従

来の化合物とか、医薬品とか、これがあるんですよね。それにより力が強いといいますか、

d 体に絞って活性が強いもの、新しい新製品が出て。これは両方の製品が併用されるとい

うか、両方販売されるんですか。そういう状態になるんですか。 

【事務局】しばらくは両方販売になると思いますが、当然こちらの方が残留期間がはるか

に短くなりますので、当然ユーザーはこっちの方を選ぶということになると、ｄｌ体のも

のはなくなっていくのかなと。値段の話はあるかもしれませんけれども、こっちを選択し

ていくことになるかなと思います。 

【○○委員】そうすると移行期のところで、量を間違えるということがあり得るんじゃな

いかと思うんです。その辺のところで何か使用上の注意はもっとあっていいんじゃないか

と思ったんですが、どうですか。ボトルの形態とかいろんなことによると思うので。どう

いう形になるのか私もよくわからないんですが。名前が多分、頭に「ｄ」がつくかどうか

だけで売られるとすると、多分その意味がわからない人がたくさんいるんじゃないかと思

うんです。そうすると用量に対して、もっとはっきりと何らかの警告を出すことが必要だ

と思うんですが、どうですか。 

【事務局】まず、ｄｌ体とｄ体とは品名が全く違いますので、当然、直接の容器のラベル
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に品名が大きく書いてありますので、取り違えることは多分ないと思います。おまけにこ

れは要指示医薬品になりますので、必要な量を獣医師が指示書を切るという形になります

ので、よほどのことがない限り、前のものの量で打つということは恐らくないんじゃない

かなと思います。 

【○○委員】一般名で処方せんが出るということはあり得ないということですね。 

【事務局】品名で出ます。 

【○○委員】他にいかがでしょうか。 

【○○委員】どこに行っても、この産業動物の第一線にいる獣医師の仕事というのは、あ

る意味軽く農家から見られている。それから実態のない処方箋についても問題になってい

るのを知っていますよね。そういうことを改善していく上で、こういうものを認めていく

こと自体が、私はそもそもその辺に根源があるのではないかと思うんです。 

 だから、それを前提に現状の農家と獣医師の関わり、畜産の農家と獣医師の関わりを前

提にしてこういうものを残していくこと自体、認めていくこと自体が、私は獣医師の職域

をどんどん侵害され、獣医師は農家の言うことを聞かなければ仕事はないというような状

況になる。逆なんですよ、本当は立場が。そうあるべきなんですが、その辺が僕はいつも

産業動物の薬剤のところで気にいらない。ということがあったんで、あえてちょっと申し

上げたんです。済みません。 

【事務局】私ども事務局も、今中川先生のおっしゃったことは重々承知しておりまして、

なるべく実態を改善しなければならないということで、事あるごとに、例えば各都道府県

の薬事監視員が集まっていただく会議のときに、処方箋についてはちゃんと、立ち入り検

査なり何なりするときにチェックをしてくださいと。あとは獣医師会を通じて、そういっ

た処方箋の乱用というか、実態のないようなことはやめてくださいと。それから我々自ら

も、ちょっと微力なんですけれども、年に何回か現場に立ち入り検査に行かせていただい

て、現場の農家の方ですとか、販売業者の方々に指導させていただいているということは

やらさせていただいております。 

 ただ、確かに実態が非常に大きいものですから、なかなか目に見えて改善というのはま

だ見えてきていないんですけれども、十分そういう意識は持っているつもりでございます。 

【○○委員】獣医師の指示があっても、この薬剤は農家の方が使用するんだから、妊娠牛

に用いると流産することがあるから、気をつけて使えということを書かれているというふ

うにしか受け取れないんですよ。獣医師が、牛が妊娠しているか、これから発情を起こさ
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せる牛か、そんなことの診断もできないで仕事なんかできっこないですよ、どう考えたっ

て。だから、この制限事項が気に入らないと申し上げたんです。 

【○○委員】こういう表現については、メーカーごとのある程度統一されたフォーマット

というのは必要でしょうけれども、一面では１剤ごとの顔といいますか、個性が出るよう

な表現もやはり必要だと思うので、その都度内容をよく吟味した上で、検討していく課題

になるんじゃないでしょうか。できるだけ薬剤の個性が見える表現と。そういう言い方が

適当かどうかわかりませんけれども、そうしたいと思いますが、ひとつ事務局今後もよろ

しくお願いします。 

【事務局】わかりました。 

【○○委員】ということで、どうですか、ほかに何か御発言ございませんでしょうか。 

【○○委員】今の○○委員の御意見で、つまりこの文章が気に入らないという、つまり農

家が扱うような書き方になっていると、そういうことですよね。でしたら、獣医師に対し

て正確な言葉で表現させたらいかがでしょうか。ですから、それをちょっとこの申請者に

考えてもらうのが一番だと思いますけれども。獣医師あてのメッセージとして伝わるよう

な制限事項にしてほしいと私も思います。 

【○○委員】何か案はありますか。 

【事務局】そうしますと、この文章を余りいじらないようにということになりますと、そ

の受胎していないことを確認してからというところ以降を取って、要するに流産すること

があるので注意すること、ぐらいになるんでしょうか。それも当たり前なんですけれども。 

【○○委員】そうなんです。先ほど○○委員が言われるように受胎していないことが、事

実受胎していないから、だから発情を同期化しようというわけですから。むしろ私は、当

たり前の言葉ですけど、後ろ半分が生きて、前の半分が要らないんじゃないかという気も

しないではないんですが。 

【事務局】本剤は、受胎していないことを確認してから投与すること。 

【○○委員】むしろですね。当たり前のことなんですが。ですから、もっと言えば、そっ

くりなくてもいいかなということではありますけどね。 

【○○委員】要らない。 

【事務局】削りますか。 

【○○委員】やはり毎度の話ですが、疑念が生じて、これが言葉だけがひとり歩きするよ

りは、いっそ何もない方がいいかなという気はいたしますね。少々トーンダウンしてきま



 

 - 35 -  

したけど、いかがでしょうか。 

【○○委員】用法・用量のところに牛、豚について書かれていますね。それから、効能・

効果についても書かれていますね。ですから、さっきの制限事項は要らないと私は思うん

です。基本的には。だけど、あくまでも書かれているということは、先ほど申し上げたよ

うなことが背景にあるのではないかということで、一言申し上げたかっただけですから。 

【○○委員】さて、制限事項を設ける場合に、豚には設けて牛に何もないのは具合が悪い

ですか。 

【事務局】それは特に。 

【○○委員】特にないですね。ですから、場合によってはこれを削るということを前提に、

一度事務局に下駄を預けるということではいかがでしょうか。少々消極的ですが。 

【事務局】ちょっと今事務局が悩んでいますのは、まず先発品の……。 

 ちょっと確認できないんですけど、多分 dl 体の方に同じ文言が書いてあるんじゃないか

なというのが１つと、あとは、これを言うとまたちょっと○○委員のお叱りを受けるかも

しれませんけど、多分ＰＬ法の話があって、メーカーは。実際は農家の方が使うという場

合に、何も注意書きがないとＰＬ法上問題があるので、書きたいという実態がもしかした

らあるのではないかという気がしています。従って、削りなさいと言った場合に、もしか

したらメーカーさんの方は書きたいというふうにおっしゃるのかなという気がちょっとし

たものですから。実態上はアカデミックな話で、要らないよということではないんですよ

ね。ちょっとそこで今悩んでいるんですけれども。 

【○○委員】どうぞ。 

【○○委員】医学領域でもとんでもないことをやる連中が最近出ていますから、ＰＬ法は

大事だと思うんです。要するに獣医さんじゃなきゃわからないような表現をしておけばい

いわけですね。ＰＬ法を念頭に置いて。 

【○○委員】要指示の場合ですね。 

【○○委員】はい。だから、本剤の妊娠牛への影響を考慮して使用すること、その程度で

いいんじゃないかと思うんです。 

【○○委員】なるほど。妊娠牛への影響を考慮して使用すること。 

 ここは現場獣医師のモラルの問題を云々する審議会ではございませんので、非常に具合

が悪いんですけど、ただ法律上、獣医療法の枠の中で言えば、個人の牛、農家個人の持ち

物ですね、それが指示を受けて、その人は技術を持っていわゆる飼い主が自分の牛に注射
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するということは、獣医師法違反にならないですよね。ですから、これを制限するという

のは本当は難しいことだと思うんです。遺憾なことではあるけれども、法律上には触れて

ないはずなんです。ですから指示を受けて、その農家のおやじさんが、慣れた手つきでホ

イと注射をするということは十分にあり得る。しかも、それが法律に触れていない。これ

が現状、まさに法律の大きな「ざる」の穴なんですよね。 

 それを踏まえますと、○○委員のさっき仰っていたことはごもっともなんだけども、逆

に非常にそれの表現はかえって難しいんじゃないかなという感じはするんです。私なんか

はサーッと見過ごしてしまったんですが。ここはひとつ○○委員、どうしても何とかする

か、それともそういう社会通念みたいなものを考えながら、どこで妥協するかの問題だと

思いますが。 

【○○委員】大変お騒がせして申しわけありませんが、最初に思ったのは、効能・効果で

牛の発情周期の同調に使うと、ここに書かれていますね。それから、最初の申請書の概要

の３ページに、外国での様々なこの薬の効能が載っているわけです。それは許可されて使

われているわけです。そうした中で、あえてここの制限事項の中に、妊娠牛に用いると流

産することがあるので、受胎していないことを確認してから投与することというふうに制

限事項で書くことが、効能・効果、そして用法・用量の目的と全然違うことを書いている。 

 それともう 1 点は、豚に許可されているのは分娩の誘発ですから、これは逆に言うと分

娩を誘導するために使う薬であると。どう考えても普通の考え方でいけば、これを注射し

たら妊娠している動物は流産する危険は絶対にあるわけですから。ですから、それはわざ

わざ制限事項に書き加えることがまず疑問だったことと、先ほどの背景というもので。こ

ういうことをずっと重ねていくことが、逆にいつまでたっても改善されないことの一つの

要因になっているのではないかというのが私の意見だったんです。ですから、後はもうお

任せします。 

【○○委員】どうもこれは尽きない議論になりそうなので、何やらモヤッとしてはおりま

すけれども、前例、あるいは他の同等品等々のバランスを考えながら、ひとつ事務局の宿

題にしたいと思います。それで、薬剤としては承認でもよろしいんじゃないかということ

で。これは十分に御検討の上で、ひとつこの文言の表現は宿題にします。 

【事務局】わかりました。ちょっとメーカーさんとも相談して、今の御審議の内容を伝え

て、適切な表現に何か改められないかということで、事務局とメーカーとで話し合って考

えます。 
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【○○委員】そうですね。いい意味で前例になるような何かができれば言うことはないわ

けですから、ひとつよろしくお願いします。 

【事務局】はい。 

【○○委員】それでは、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した。本剤につきましては、承認を可とし、薬事分科会に

報告させていただきます。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで

６年、あと劇薬指定という形にさせていただきます。 

 

     （３）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

       ～動物用医薬品残留問題調査会関係～ 

 

【○○委員】今のに引き続いて、議題（３）の問題がありますか。 

【事務局】今の「ダルマジン」の承認に伴いまして、動物用医薬品の使用の規制に関する

省令の一部を改正しなければなりませんので、赤の６－１という資料が事前配付されてい

るかと思いますが、そちらをご覧下さい。 

 ちょっと時間が余りありませんので、具体的な改正案につきましては、１枚めくってい

ただきますと別表第１というのがありまして、表がございます。この表をこの省令に加え

るという改正でございます。医薬品の欄に、「ｄ－クロプロステノールを有効成分とする注

射剤」ということで、使用対象動物の欄は「牛」と「豚」、用法及び用量は、牛のところが

「１日量として１頭当たり 0.15 ㎎以下の量を筋肉内に注射すること。」、豚の方は「１日量

として１頭当たり 0.075 ㎎以下の量を筋肉内に注射すること。」、使用禁止期間につきまし

ては、「食用に供するためにと殺する前３日間又は食用に供するために搾乳する前 12時間」、

これが牛の方でございます。豚の方が、「食用に供するためにと殺する前１日間」というふ

うになっております。 

 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、御発言ございますか。 

 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。本案につきましては、原案どおり、薬事分科会に報

告させていただきます。 
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（４）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（その２） 

～動物用一般医薬品調査会関係～ 

【新動物用配合剤】（輸入承認） 

③エクイバランゴールド 

 

【○○委員】それでは、審議事項の一般薬関係で、③です。「エクイバランゴールド」の輸

入承認の可否について、○○委員お願いします。 

【○○委員】次の「エクイバランゴールド」ですけれども、エクイバランゴールドは、メ

リアル・ジャパン株式会社から承認申請された、イベルメクチン及びプラジクアンテルを

有効成分とする馬用の大円虫、小円虫、馬回虫及び条虫の駆除剤であります。平成 17 年

10 月 13 日の動物用一般医薬品調査会、11 月 29 日の動物用医薬品残留問題調査会で審議

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】それでは、資料番号赤の３番を御用意ください。「申請書写」とありますブルー

のタックをお開きください。 

 本製剤は、メリアル・ジャパン株式会社から輸入承認申請されましたエクイバランゴー

ルドでございます。本剤は、イベルメクチンとプラジクアンテルを主剤とするペースト状

の経口投与剤で、シリンジ容器に入っていまして、そのシリンジを馬の歯間から口腔内に

挿入しまして、ペーストを舌の裏側に押し出して使うというものでございます。効能・効

果は、馬の大円虫、小円虫、馬回虫及び条虫の駆除というものでございます。 

 このイベルメクチンとプラジクアンテルは、既に動物用として承認されている成分でご

ざいますが、これらを合わせたものはないということから、新動物用配合剤ということで

御審議をお願いいたします。 

 それでは、詳細につきまして概要により御説明させていただきます。概要の４ページを

お開きください。 

 馬用のイベルメクチン製剤としては、既に経口のペースト剤として、メリアル社が承認

を持っている「エクイバランペースト」というものが承認されております。馬用の内部寄

生虫駆除薬として、販売後 18 年間、長い間使われ続けているものでございます。しかし、

このイベルメクチンには条虫に対する有効性がないため、この条虫に効果のあるプラジク



 

 - 39 -  

アンテルとの合剤が開発されたというものでございます。 

 ６ページに、国内における複合寄生の状況というものを示しておりますが、国内の競走

馬 450 頭を調査した結果、302 頭に何らかの寄生虫が認められまして、その中で２種類以

上の寄生虫の複合寄生が 133 頭に認められております。特に条虫が寄生している馬におい

て、頻繁にその他の寄生虫が同時に寄生しているものが観察されているところでございま

す。 

 ８ページに、諸外国における開発状況を示しますが、本剤は米国、英国、オーストラリ

アなど 18 カ国で承認されておりまして、その販売数量は 2004 年におきますと、米国で

100 万本、イギリスとオーストラリアでは約５万本、ブラジルで 4.7 万本という、かなり

たくさん使われている製剤でございます。 

 次に、このイベルメクチンとプラジクアンテルは既に承認されている成分でございます

ので、ちょっと物理化学的試験のデータは省略させていただきまして、少し飛びますが、

23 ページに安定性に関する試験資料がございます。 

 24 ページに表３－１がございまして、試験の結果がまとめられてございますが、一番上

の欄に長期保存試験がございまして、結果としまして、36 カ月間の安定性が確認されてい

るところでございます。 

 続きまして、急性毒性試験に関する資料でございますが、37 ページの表４－１－２に、

単剤の場合と合剤とした場合とでのＬＤ50 というものが示してございますが、合剤をマウ

スに経口投与した結果、一番右の欄の下から２番目になりますが、雄でのＬＤ50 が 548

㎎／kg、雌では 523 ㎎／kg という結果でございました。 

 またちょっと飛びますけれども、54 ページからが対象動物を用いた安全性試験でござい

ます。表７－１に示しますように、３つの試験を実施してございますが、２週間隔で３回

反復投与を成馬と子馬でやったものと、それから 10 倍量を投与した耐容性試験というも

のを３つ実施してございます。 

 まず、成馬での反復投与試験は、56 ページの表７－１－１に示す４つの試験群におきま

して、次のページの表７－１－２に示します評価項目を用いまして調べましたところ、58

ページの表７－１－３に口腔内の検査所見を示してございますが、口腔内に裂傷、潰瘍、

あるいは擦り傷等が認められましたが、これ以外の評価項目も含めまして、投薬に起因す

るような異常所見というものはありませんで、本剤の安全性が確認されてございます。 

 次に、子馬での反復投与試験では、61 ページの表７－２－１に示します試験群、これは
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３群の試験群を用いまして、次のページの表７－２－２に示す評価項目で調べましたとこ

ろ、次の表７－２－３に示す血液検査項目、それから次のページの表７－２－４に示す血

液生化学的検査項目に対照群との有意差が認められましたが、これらの変動におきまして

は、臨床的に影響があるというほどのものではございませんで、臨床所見からも、本剤投

薬による影響は認められなかったことから、本剤の安全性が確認されているところでござ

います。 

 それから、65 ページからが 10 倍量を投与した安全性試験でございますが、10 倍量を投

与しましたところ、一過性の流涎等が認められたということでございますが、それ以外に

は、投薬に起因すると考えられる異常所見は認められなかったというものでございます。 

 それから、70 ページをお開きください。効力を裏づける試験ということでございますが、

イベルメクチンにつきましては、既に馬に寄生する回虫とか円虫に十分な有効性が認めら

れておりますので、その既承認のエクイバランペーストの中で認められているということ

ですので、ここでは表８－１に示しますように、プラジクアンテルが馬の条虫に効くかと

いうのを調べる用量設定試験と、それの確認試験、それから合剤とした場合、イベルメク

チンとプラジクアンテルを合わせた場合に、それぞれが干渉しないというのを調べました

有効成分不干渉確認試験というものを実施してございます。その結果、プラジクアンテル

は、馬の葉状条虫に対しまして有効だということが確認されておりまして、イベルメクチ

ンと合剤としましても、お互いには干渉しないということが確認されてございます。 

 それから、本剤の吸収、分布、代謝、排泄につきましては、85 ページの表 10－１－３

に示しますように、これはイベルメクチンの動態結果の概要でございますが、血中濃度曲

線面積、ＡＵＣを指標としまして、合剤と単剤比が真ん中になりますけれども、0.93 から

0.98 ということで、イベルメクチンの薬物動態はプラジクアンテルの影響を受けないとい

うことがわかりました。 

 また、プラジクアンテルの馬における動態というものは、かなり速やかに吸収されまし

て、肝臓で代謝されて尿で排泄されるということが文献等で示されているということでご

ざいます。 

 続きまして、91 ページからが野外臨床試験に関する資料になります。国内の２カ所、そ

れから海外の７カ所におきまして、臨床試験を実施してございますが、まず国内での試験

では、表 12－１に概要を示しますが、ちょうど脚注のところに示しますように、この式で

有効率というものを算出いたしまして、試験群間、それから個体別有効性を評価しました
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ところ、この表にまとめてありますように、本剤は有効でありまして、かつ安全で馬に寄

生する回虫、小円虫、大円虫、条虫に対して駆除できたという結果になってございます。 

 それから、116 ページから、今度は海外での臨床試験成績が添付されてございます。 

 130 ページと 131 ページのところに、北米の６カ所で実施されました試験の結果がまと

めてありますが、本剤は馬の線虫、それから条虫を駆除することができたという結果が添

付されてございます。 

 また、次のページにはドイツでの臨床試験がございまして、ここでも馬の線虫と条虫を

駆除することができたというデータがついてございます。 

 最後は残留試験になりますが、137 ページの表 13－１に残留試験の概要がまとめてござ

います。まずプラジクアンテルにつきましては、脚注にもありますように、投与後３日目

と 12 日目で検出限界以下となっているために、かなり早くプラジクアンテルはなくなる

ということから、イベルメクチンの休薬期間を求めるというふうにしてございます。イベ

ルメクチンにはＭＲＬが設定されてございますので、その値になるまでの期間はというこ

とで、この表の下から２番目の欄にございますように、肝臓ですとそのＭＲL 値まで 21

日と 18 日と、脂肪では 24 日と 27 日ということでございましたので、その結果の最も長

い期間の 27 日を休薬期間とするという結果でございます。 

 それでは、最初にまた戻っていただきまして、黄色いタックの「審議経過票」がありま

すので、そちらをお開きください。 

 一番下の７の欄にありますけれども、平成 17 年 10 月 13 日の一般薬の調査会で御審議

をいただきまして、事前の調査審議を終了いたしまして、動物用医薬品等部会に上程して

差し支えない。再審査期間は新動物用配合剤ということで６年と。それから、残留問題調

査会は、次のページでまだ空欄になっているんですけれども、11 月 29 日に開催されまし

た残留問題調査会で休薬期間を御審議いただきまして、27 日間ということで御了承されて

いるものでございます。 

 また、本剤の毒・劇薬の指定につきましては、本剤に含まれている２成分は既に承認さ

れているんですが、プラジクアンテルは劇薬指定されておりませんで、イベルメクチンは

劇薬指定されています。ただ、イベルメクチンは、0.12％含有する内服剤は除外というふ

うになっていますが、この本剤は、イベルメクチンを 1.55％含有するため劇薬指定という

形になります。既に承認されていますエクイバランペーストは、イベルメクチンを 1.87％

含有することから、劇薬指定になってございます。したがいまして、本剤も劇薬指定とい
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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、ただいまの御説明につきまして御発言をお願いします。 

 どうぞ。 

【○○委員】黄色のタックの３ページですが、使用上の注意のところで、取り扱い上の注

意の１行目から２行目にかけてですけれども、「遊離したイベルメクチンは魚及びある種の

水生生物に影響を与えることがあるので」という文言がありますので、ちょっと気になり

まして、概要にそれが書いてある部分をちょっと捜しましたところ、概要の７ページの１

－５で「環境に及ぼす影響に関する文献的考察」と、文献を調べられた文章が載っており

ますけれども、それの該当するのが最後の段落のところだと思います。それによりますと、

３行目から、「Daphnia のライフサイクルでの」何々がと書いてございます。まずこの文

章なんですけれども、その行、最大許容濃度は 0.0004、これはマイクロですよね。mcg／

L、非常に低いんですけれども、「その値の 10 分の１を予測無影響濃度として用いる」と

言って、それがまた同じ数値になっているんですが、これはゼロがもう一つ増えるんです

ね。 

【事務局】はい。 

【○○委員】ですから、０が４つついて４と。この「約」というのがちょっと変なんです

けど、0.00004mcg／Ｌということなんですけど、その私が気になったという使用上の注意

のところの魚及び水生動物という中で、これは daphnia のことしか書いてなくて。このと

おりであれば影響はないであろうということなんですが、それはそれで了解なんですけれ

ども、daphnia は言ってみればミジンコですから、水生動物のうちで、それは魚に関する

ことがここに何も書かれていないので、若干不安だったんですね。 

 そうしましたら、今週の残留問題調査会の方の添付資料の中に、実はその辺の事がもう

少し詳しく書いてございまして、daphnia は魚の 100 倍感受性が高いから、要するに一番

感受性の高いものについて書いたんだということだと思うんですけれども、ちょっと気に

なって読んでも資料が添付されていないものですから、できれば、その辺の魚は 100 倍、

もっと感受性は低いので、大丈夫だとかそういうことを書いていただきたかったと思いま

した。結果的には、特に中身について環境に対して影響があるとかそういう問題ではない

んですけれども、ちょっと資料が不親切だったなというふうに思いました。 

 第２点は、これはもっと些細なことなんですけれども、概要の４ページの１－１、起源
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又は開発の経緯の第２段落で、５行目に「スズキのハダムシ駆除薬」という記述がござい

ます。その３行上のところに「スズキ目魚類の」と書いてございますけれども、上の方の

２行目に書いてある方が正しくて、その３行下の「スズキの」ではなくて、「スズキ目魚類

の」ですから、スズキに対して使われている訳ではございませんので、細かいことですけ

れども、文言の訂正をお願いしたいと思います。 

【○○委員】事務局いかがでしょうか。 

【事務局】スズキ目のところは、「目」というのを加えるようにメーカーに指示をいたしま

す。 

【○○委員】そうすると、○○委員、取り扱い上の注意、仮にこれを流し込んだところに

今仰るミジンコがいたとして、それを大量に摂取したのがいたとしても、魚への影響はほ

とんどないと見ていいということなんでしょうか。 

【○○委員】慢性的にある濃度でずっとという意味では、多分この取り扱い上の注意で書

かれていることはそういうことではなくて、急性毒性のことだと思うんですけれども。急

性毒性、実はそういうことがどれぐらい河川水に流れ込むかということは全然わからない。

要するに容器の中の残りものを、何か水の中に。これは加えないようにするということで

すから、出ないということなんですけど。こういうことを守っていただけるか、もし守ら

なければ影響が出る可能性はあると、そういうことなんでしょうか。ですから、こういう

取り扱いの注意を遵守されれば問題はない。 

【○○委員】特にこれは書きかえ、いわゆる加筆などは必要あるでしょうか。 

【○○委員】ちゃんと説明が書いてなかったものですから、気になって、どこに書いてあ

るかと思って発言しました。 

【○○委員】注意を喚起するという点では、この文言には問題はないということですか。 

【○○委員】これはこのまま残しておいていただければいいと思います。 

【○○委員】ほかに御発言。どうぞ。 

【○○委員】２点お尋ねしたいことがあります。１つは調査会の方に、１つは事務局の方

なんですが、これは黄色のタックのヒアリング、第１回目のところで９ページになります

か、背景データについて説明することということで、回答欄を見ますと、下から４行目か

らですけど、「尚、生理的範囲内と判断した数値は、対照群との間に統計学的有意差が認め

られなかった生化学検査の項目についてであり、有意差が認められた体重に関する記載で

はないことが原資料から判明した。」という回答で了解されたとしてよろしいんでしょうか。 
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【○○委員】これはヒアリングのところですね。ヒアリングは調査会以前の問題ですね。 

【○○委員】ただ、ヒアリングに対して回答が返ってきまして、その回答が適切であるか

どうかは調査会で議論されることだと思うんですが、事務局のヒアリングに対して回答が

適切だったかどうかということなんですが。 

【事務局】これは事務局の方で原資料を確認しておりますので、大丈夫だということにな

っています。 

【○○委員】記載されていることは、有意差がなかったので、それが生理的な値であると

判断したということが書かれているんですね。それに対して質問されていたわけですね。 

【事務局】済みません、代わりますけれども、生理的範囲内だから問題ないというような

形の考察がついていたものですから、指摘をいたしたんですけれども、そういうことでは

なくて、問題がないとした根拠が、生理的範囲内だからではなくて、対照群との間に統計

学的有意差が認められなかったから、問題ないと判断したんだという回答なんです。この

回答の書き方がわかりにくいんですけれども、結局、生理的範囲内だから問題がないわけ

ではなくて、統計学的な有意差が対照群との間に認められなかったために、問題ないとい

う考察になったということで、単なる現状の解釈し間違いというか、転記ミスというか、

そういう形でしたので認めたということなんです。 

【○○委員】そうしたら、概要のところは、これは直ってないままであるということでい

いわけですね。 

【事務局】概要は直ってない。 

【○○委員】概要の中では、そういう指摘を受けて直されてくれば。有意差がなかったけ

れども、それを生理的範囲内と判断したという表現になっていますね。今の説明でわかり

ましたけれども。 

【○○委員】例えば血液生化学的検査所見のところですと、有意差は認められず、また生

理的範囲内であったということなので、という書き方ですね。有意差は認められなかった

ということがまずあるので、それでいいということなんじゃないかなと。第１根拠は有意

差が認められなかったことだということ。ちょっと書き方がやはり。それなので、生理的

範囲内であるということまでを確認したかったんですね。というか、その根拠は示されな

かったということなんですけれども。 

【○○委員】中身はわかりましたけど、ちょっと読んだだけでは少しわからなかったもの

ですから。 
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【事務局】済みません、ちょっと書き方がおかしいですね。 

【○○委員】それからもう 1 点、事務局ですけれども、これは先ほどのクロプロステノー

ルにかかわりのあるところなんですが、使用上の注意で、これは最初のページです。審議

経過票のところで、使用上の注意が出てきているんですが、一般的注意の中で、（５）で「本

剤は獣医師の指導の下で使用すること」と書かれていて。使用者に対する注意、これは先

ほどからありましたように、自己の所有する家畜については、薬物を投与することは法律

では何ら問題ないということで、使用者が使うということが前提でしょうけれども、その

２番目に、「使用時における喫煙及び飲食は避けること」と、こういう使用上の注意につい

て、今一般的なんでしょうか。 

【事務局】これはイベルメクチンの製剤に全部ついているんですね。ちょっとすみません。 

 本剤は、いわゆる皮膚とか目に対して刺激性がすごくあるということで、当然喫煙とか

飲食をしながら投薬すると、普通はそういうことがないんでしょうけど、投薬している人

の口とか目に入る可能性があるということで、基本的にイベルメクチン製剤にはこういう

のが書いてあります。これは馬用だから余りそういうことはないんでしょうけれども、犬

猫のものは、特に飼い主さんが自宅で投与されたりするものがありますよね。そういう場

合に飼い主さんが、ちょっとお行儀が悪いんですけれども、何か食べながら投薬するとか

何かするのを、注意喚起の目的で申請者が書いている。それが同じイベルメクチン製剤な

んでのっかってきているということだと思います。 

【○○委員】どうぞ。 

【○○委員】もし刺激性に対する注意事項であれば、そういう書き方が多分あるんですね。

農薬の使用時に対しても、ありますよね。ですから、そういう飲食のときだとか喫煙だと

かいうような表現は、少しなじまないかなと。それから、劇薬であるということであれば、

そのほかの劇薬の類で、飼い主が塗布するような殺虫薬だとか、駆除薬だとかというもの

もありますよね。ですから、劇薬だからということで共通的ではないわけですね。 

【事務局】劇薬だからということではないですね。 

【○○委員】そうすると、この製剤に特にそういうことを書かなければならない何かござ

いますか。 

【事務局】いわゆる臨床試験とか何かの試験で、使った人に対して何か有害が起きたため

に書いたという使用上の注意ではありません。あくまでも刺激性があるということからの

注意喚起で書かせていますので。馬の実態で、多分物を食べながら、このペースト剤を投
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与することはないと思うんですが、多分先発品といいますか、イベルメクチン単剤のエク

イバランペーストにも同じことが書いてあるんじゃないかなということで、申請者は多分

これを書いてきているんだと思います。 

【○○委員】現実問題は、厩舎で火事を起こさないように、絶対に藁のあるところでたば

こを吸うなという、当たり前の話がありますね。ですから常識的には考えられないことな

んですが、恐らく競争馬に限らず、現場の人たちが投薬する可能性は極めて高いわけです

から、やはり私はこの注意書きは非常に有効だと思っています。あの現場を想像しますと

ね。やはり厩務員さんの中にはいろんな人がいますから。こんなもの読まないで、ただひ

たすら仕事するのもいるでしょうけれども、やはり注意書きを。これはばかばかしいんで

すけれども、この注意書きは私は有効だと思っています。 

 どうでしょうね、ちょっと幼稚な表現とでもいいますか、こんな薬の説明に必要なのか

というところからの御発言だと思うんですけれども。赤堀先生、そういうことではござい

ませんか。 

【○○委員】座長がそこまでおっしゃられるんですから、私も言うべき言葉はありません。 

【○○委員】済みません、あちこちの厩舎や何かの現場をかなり私も知っていますので、

あり得るなと。ですから、このくらいの注意は書いておいた方がいいかなというのが本音

ではあります。 

 恐らく大元にあるんじゃないですか。向こうの。 

【事務局】ちょっと調べまして。まず、さっき私は間違いを言いまして、エクイバランペ

ーストの方には書いていません。けれども、このエクイバランゴールドのアメリカとイギ

リスの添付文書には、喫煙、飲食しないことという注意が書いてあります。ですので、そ

れと横並びで多分メーカーさんは書いてきたんだろうと思います。 

【○○委員】いかがですか、特に何が何でも取らなければならない項目とも思えませんけ

れども。他の方の御発言をいただきたいと思いますが、どうしましょう。取らなくてもい

い、あるいは何が何でも取った方がいいんじゃないかと。 

 お願いします。 

【○○委員】先ほどの先生の問題とも関係するかと思うんですけれども、添付文書の方は、

一般にもわかりやすいというように。医療の方でもそういうふうな傾向がありますから、

危ないと思われることは、なるべく書いておいた方がいいんじゃないかという気はいたし

ます。 
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【○○委員】○○委員のお言葉で集約ということでよろしいでしょうか。 

 ほかに御発言ございますか。どうぞ。 

【○○委員】プラジクアンテルの、これは多分光学不活性なものだろうと思うんですが、

全くそのことについて、端から端まで読んでも何もコメントがない。それで試験方法も何

もないんですね。安全性試験も、同一のものであったかどうかわからないというようなコ

メントが急性毒性試験のところにも書いてありますよね。ですから、どこかに。 

【○○委員】その場所は。 

【○○委員】広くいろいろ出ているので。例えばプラジクアンテルの構造式を見ていただ

きますと、１カ所、立体がありますよね。それとオレンジ色の概要の 11 ページです。１

カ所、光学活性の場所があります。多分合成物なので、これはｄｌ体でつくられたんだろ

うと思うんですが、このものの規格のところにも何もコメントがないわけですね。いろん

な活性を全部得られて。多分、全部 dl 体でやられているんだろうと思うんですが、そうい

うことについての記載が全くないので。例えば光学活性体のもので活性が３倍になった

云々というのが当然ありますよね。ですから、少なくともこういう申請書のところに、そ

の部分をどこかで記載しておかなければいけないんだろうと思います。 

 例えば黄色の第１回ヒアリングのところの急性毒性試験がありますよね。これは８ペー

ジですね。29 番で、「試験に用いたイベルメクチン・プラジクアンテルの原体は本剤の原

体は同じ規格のものかどうかについて説明すること。」と書いていますね。同じ規格のもの

かわからないと書いていますよね。ただ、純度が高いからと言っているんです。純度が高

いというのは、どういう試験の純度をしたかわからない。だから、常識的に考えたら、光

学不活性のもので全部おやりになっているんだろうと思いますけど、わからない。 

 実は同じことがイベルメクチンにも言えるんですが、イベルメクチンは天然物なので製

法的なところでコントロールが多分されているだろうし、それから、多分これは立体がわ

かってないところが何カ所かあって、こういう書き方をされていると思うんです。ですか

ら、プラジクアンテルのような簡単なものについては、少なくとも１カ所キラルカラムで、

これが両方の混合物であるか、そうでなければ、旋光度がなくて光学不活性だとしたのか。

この場合 100％言い切れないんですけれども。その記述を入れるか。説明書には少なくと

もそういうものであるということを明記する。こういう申請書には。それをしないとすべ

ての元が崩れてしまうと思うんです。 

【事務局】そうしましたら申請者の方に、このプラジクアンテルの光学活性についての記
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載を概要の理化学的試験のところで……。 

【○○委員】本当は理化学的試験のところに、そういうものであるということを規定する

んですけど、生物学的何か試験をされたときには、間違いなくそれであるということが、

それによったものであるということがつながらないとだめなんです。つながってない部分

がポンと時々出てくるので、どういう判断をするのかがわからないんです。試験法がない

もので。例えば、わからないと出ていますね、先ほどの急性毒性の試験のところで。純度

が高いものを使用しているのでと言っているのは、非常にばかにした表現なんですね。 

【事務局】この試験はちょっと特殊な事情の試験でして。と申しますのは、通常は承認申

請者が自社の製品の原体を用いて試験して持ってくるんですけれども、これ実はＪＲＡの

方の基金で実施した試験なんですね。例えば、今御指摘のありました第１回ヒアリング回

答書の８ページにあります、原体が同じ規格のものかどうかわからないということなんで

すけれども、これはＪＲＡの試験に原体を提供したのがビルバック・ジャパン社だったと。

しかし、この承認申請はメリアル・ジャパン社なんですね。そのビルバック・ジャパン社

がＪＲＡの試験のために原体を提供して試験を行ったんですけれども、その結果を他社で

あるメリアル・ジャパン社が利用したということなんです。基金で実施したものですから、

提供した会社以外のところでもそのデータは使えるという何か特別、特殊な事業なんです

ね。これは馬のための医薬品を開発するために奨励するというような事業の成果を用いた

ものですから、その確認ができなかったということだと思うんです。通常はそういうこと

はない。 

【○○委員】確認は簡単にできるんですよ。要するに試験をしさえすれば済むので。物が

取ってあれば今でもすぐにできます。非常に簡単にできます。 

【事務局】多分こちらは会社が違うもので、そういうことを。 

【○○委員】それは利用できないですよ、そのデータは。物が同じかわからないから。ま

してや試験をしても、立体の部分は多分これでは何もわからないので、もっと怖いなと思

ったんです。少なくともこの部分は同じものであるかどうかということを確認しない限り

は、実際にはこの試験を使えないのではないかと思うんです。この申請書ですか、元とな

るデータには。それは何か法律上してもいいということがあるんですか。 

【事務局】そういうことはありません。 

【○○委員】どうなんでしょう、これは既に合剤のそれぞれの単体は承認済みだというこ

とで、省略されたという部分はあるんですか。 
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【事務局】いわゆる成分としてはイベルメクチンもプラジクアンテルも動物用医薬品とし

て承認されていますので、その承認されている単味についているデータで、それはいいよ

というふうになっているものですから、そういったものは特段データとして改めてつける

必要はないというのは、事務局の方からそういう指導はしています。 

【○○委員】このものについてはそれに該当するわけですか。 

【事務局】そうですね。 

【○○委員】そうすると以前の申請があったとすれば、それには今のような問題は表現は

当然されているんでしょうけれども、いずれにしても、これはヒアリングの段階での何か

省略かあるいは手落ちがあったということでしょうか。はっきりしておいた方がいいと思

います。 

【○○委員】本剤と原体が同じでない限りは、というか全く同じというのは、ロットが同

じとかそんなことを聞いているわけではなくて、化学的にここの規格に合っているものか

どうかということを調べてなければ、このものだと言えないですね。この化学物質と言え

ない。それで試験したと言えないので。少なくともそれは回答できるんじゃないですか。

ただ、Ａ社からもらったもので、訳がわからず、それを安全性試験しましたという状態は

あり得ないですよね。それは元の会社に全部投げかけているだけで、責任は向こうの会社

に押しつけているだけですよね。 

【事務局】仰るとおりです。ただ実態がありまして、それは馬用の製剤という実態があり

まして。なかなか馬の製剤というのは、ＪＲＡさんを初めとして、いろんなものを承認し

てくださいよというのがあるんですけど、なかなかメーカーさんが開発費用を投入できな

いと。日本には馬がそんなに多くありませんから、開発費用を投入してもペイできないと

いうのがあって、なかなか馬の方の製品の開発が進まないということで、先ほど遠藤の方

が説明しましたように、いろいろ国の事業とかがありまして、データを収集して提供して、

皆さんで使えますようにということで便宜を図っているところなんですけれども、そうい

った中でたまたまビルバック・ジャパンさんの製品を使ったデータがあったので、何とか

それを使って承認申請できませんかねということで、メリアルさんがそれを添付してきた

ということで。アカデミックに考えて、それは規格のわからないものを毒性試験に用いた

ってだめですよということならば規格を明確にする必要があるでしょうし、この試験に使

ったものが規格に合っているかどうかわからないというならば、それは規格に合ったもの

でやり直すということが筋だなとは思います。 
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【○○委員】○○委員、どこまで求めますか。 

【○○委員】これは普通は実験したものは取っておくのが当たり前なんですけど。そのも

の、化合物、わずかに残ってさえすれば。規格が合うかどうかすぐできますよね。100 ミ

リでも残っていれば、もう全部わかるんじゃないですか。それがないんですか、もともと

これをやったビルバック・ジャパンは持ってないんですか。捨ててしまったんですか。 

【事務局】それはわかりません。 

【○○委員】例えばそれを少なくとも保存しておくとか何かそういうシステムをつくらな

いと、全部こういうやり方は崩れてしまうんじゃないですか。 

【事務局】現物が残っているかどうかは確認しないとわかりませんので、もし現物が残っ

ていれば、それをビルバック・ジャパンさんがメリアル・ジャパンさんに提供されるかど

うかというのはまた別問題かと思いますけれども、少なくとも今の御疑問に対してメリア

ル・ジャパンは答える必要性があるかと思いますので。 

【○○委員】ちょっと発言の途中ですけど、いわゆる薬剤としては効果的であろうという

ことは、どなたも大体見てとっていると思うんですね。ですから、ある意味ではそのプロ

セスのところで少々難ありと。これは一度ここでは継続という形をとって、１回確認して

ください。資料のないところで幾らこれをやりましてもきりがありませんので、むしろ効

果的に進めるためにも。そこのところをどんな薬剤で、今、○○委員から御発言があるよ

うに、その使用したものがどういうもので、このストーリーに見合っているかどうかの確

認をしていただく。これは当然できると思いますのでね。 

【事務局】わかりました。そうしましたら急性毒性試験に用いました原体の規格について、

明確なものを提出するようにということで申請者に指示いたします。 

【○○委員】それは取っていたらどうするんですか。 

【○○委員】ここの規格と同じものであれば何も問題はないんですよね。ここは当然、こ

の審議で言ったことは行くんですよね。ただ、もう一つは最初に言った方の疑問で、立体

の方はどうされるのか。だから、規格に少なくとも立体をどういうものであるかというこ

とについて、最初の説明書に必ずそういうのを入れないといけないんだろうと思います。

それも今後の品質規格を考えるんですか。これをどう使うかというのは。かつて私が見た

ことがあるものは、合成法も書かれていたから、それは合成法で制御されているんだなと

思ったんですが、どうされているのか、これはバルクを買われているんですか。どういう

つくり方をされているのか。要するに情報がわからない。ただ、ポンと構造式が出ていて、
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このものはその立体について何のコメントもないんですよ。 

【事務局】作り方の詳細はわかりません。 

【○○委員】そうすると、そこの立体の位置に対してはわからないんですね。だって、も

しかしたら、さっきのように３倍の活性も出てくるかもしれないですね。それをこれでコ

ントロールしてもいいわけでしょう。 

【○○委員】どうぞ。 

【○○委員】先ほど事務局から説明がありましたように、単に会社が開発してそれを申請

してという状況とはかなり違っている。ですから、ビルバック社とメリアル社があり、メ

リアルはビルバックに詳しいことを聞くわけにいかないということがあって、なかなか聞

いてないんじゃないかと思うんです。ですけど、この部会でそういう指摘をすれば、そう

いった情報を出すことは可能かと思いますので、そこを要望すれば、出てくるんじゃない

かと私は思うんです。 

【○○委員】多分、立体の部分は昔は余り聞かなかったんだと思うんです。今の医薬品は

必ずそのことはどうだというのは聞くのが一般的だと思うので、ぜひ今後何かこういうよ

うな審査がされた時に、そこの部分はどうですか、どういうものですかというのを、必ず

最初のヒアリングの段階で言っておいていただければ。例えば彼らのカラムをかけてこう

いうものでやっていますよで、我々の品質過程は必ずこういうカラムのものなのか、それ

ともジアステレオマーなのか、それとも光学不活性のものでラセミのものなのかというの

はわかりますよね。そういう部分を最初のヒアリングのときに指摘していただいて。これ、

半分は事務局で。だから、立体の問題を余り強く言ってももう元に戻せないので、これは

難しいかなと思いますが、その考えをぜひ合成物のところに入れておいてください。 

【○○委員】で、これはどうするか。 

【○○委員】これは先ほどのところだけですね。急性毒性のところだけは、同じものであ

るかどうかは担保しないといけない。 

【○○委員】そこだけまず確認していただくと。 

【○○委員】それから、このものの品質管理を今後されるんであれば、このものは少なく

とも今は多分医薬品としてお持ちなんですから。この両方のもの、原体メーカーから買っ

てミックスしているんですか。それとも自分たちが合成しているんですか。この会社自身

が。だから、自分たちで立体を合成できるんですか。医薬品そのものは。そこがよくわか

らないんですけれども。 
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【事務局】済みません、先生の御指摘の立体の話については、多分古い薬ですとラセミ体

で承認されたものが多々ありますので。古い成分で、通常ですと今回のダルマジンのよう

に光学分解したものが出てくれば、それは新有効成分として扱っております。ですので別

物という扱いになります。今回使ったものがラセミ体なのか、それとも光学分割されたも

のかについて、原体、何を使っているかについてはメーカーに確認いたします。 

【○○委員】全部見ても光学活性のことは一言も触れていないので、どこにも規格がない

から、困るんじゃないかということなんですね。 

【事務局】それは今出回ってるものも含めて申請者の方に確認いたします。あと毒性試験

の件でございますけれども、ここで例えばラセミ体なのか光学分割されたものであるかが

確認できれば。 

【○○委員】そういうことを求めているんじゃなくて、その部分は要するに従来申請され

たものと、それから基本的にそこの試験をされたものが、ここの化合物の規格がありまし

たよね。この概要のどこかにこの化合物の規格があったけど、その規格に合っているもの

でやられているというのがわかればいいんですよね。そうすれば完全にパラレルだと言え

るんです。そこの試験をやってください。だから、光学活性のことではないです。光学不

活性であることを前提にして、ほかの不純物等の規格も含めて同じものであるということ

がわかるということだと思います。これは純度が高かったからというのは、何をもって純

度が高いか、何もわからないんです。少なくともここに書かれている規格と合ったもので

試験をされているというのが大事なんです。 

【○○委員】○○委員、助け舟は出ませんか。 

【○○委員】先ほども事務局がおっしゃったんですけれども、まさに製造過程でどの原料

を使っているか、今まで承認されているものでそれぞれの成分がありますので、それと同

じものを使っているのであれば、この製剤は変わらないというふうに私は理解できるんで

すが、そこが確認できるかどうかだと思うんです。全く別の原体メーカーのものをデータ

として使われている。それがプラジクアンテルなりが、外国でも共通で使われているとい

う認識があればいいんですけれども、その背景をまず調べておく必要があるのかなと思い

ます。将来的に新しい原薬等の登録システムという形できっちりいくと思うんですけれど

も、今までは製剤の原薬の由来が整理されていなかったのは確かで、先ほど○○委員がお

っしゃるように、これからきちっとしていく世界だと私は思います。今までのところがど

うだったかというところがちょっと抜けていたのは確かなので、まず今の状況を確認して
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いただきたいと思います。 

【○○委員】では、いずれにしましてもこの議論はここで中断します。それで一応継続審

議としまして、今の問題点は事務局はチェック済みだと思いますので、メーカー側に問い

合わせて、それでしかるべく、やはり整備をきちっとやり直して、もう一回提出してこの

俎上に上げると。ですから、調査会へ戻す必要はないと思うんですが。一般薬どうですか、

○○委員。 

【○○委員】今の点は確認事項だと思いますので、ここでやっていただければと思います。 

【事務局】わかりました。今の○○委員から御指摘がございました点、規格の確認とあと

は光学活性、それから原体の製造方法ですか、これらの点について申請者の方に指摘しま

して、それを条件ということで、継続審議という形にさせていただきます。 

【○○委員】そうしますとちょっと話は飛びますけれども、これにかかわる６－１の資料

も次回ですね。 

【事務局】はい。 

【○○委員】どうぞ。 

【○○委員】ちょっといいですか、概要の 33 ページのところの上から７行目か何かにロ

ット番号が書いてありますから、これは今からでも遡って調べてもらえばビルバック社は

調べることができるはずだということが１点。それからもう一つは、特殊毒性のところで、

ＧＬＰに準拠した方法で実施したというのが、48 ページの上から３行目にあります。それ

で、この特殊毒性だけＧＬＰに準拠したのか、急性毒性もＧＬＰに準拠したのかはわから

ないんですけれども、ＧＬＰに準拠してある場合には、今、○○委員が仰った、何を使っ

たかを書いて確認試験をやらなければなりませんから、記録はあるはずです。一応コメン

トです。 

【○○委員】ありがとうございます。○○委員。 

【○○委員】もしもう一回議論するなら、さっきの取り扱いの注意の魚の件なんですけど、

やはりこの取り扱い上の注意の文言はおかしいと思うんですね。「イベルメクチンは土と容

易に結合し不活化されるが、遊離したイベルメクチンは魚及びある種の水生生物に影響を

与えることがあるので、したがって容器及び残りの薬剤は地方公共団体条例等に従い処分

すること」と言うのだけれど、これをまともに読むと、水で洗うとヤバイけど、土に捨て

るならいいぞと言いたいのか。そういうふうに読み取れるのです。実際ここであれば、糞

便中に入ったものが環境中にどう汚染するかということを一生懸命調べているわけですね。
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土の場合、水の場合。ここを読むと何となく、余り物を捨てるときどう処分したらいいか

のように読めるので。私はこれは何もなくて、「容器及び残りの薬剤は地方公共団体条例等

に従い処分すること」だけの方が誤解を招かないと思うんです。 

【○○委員】恐らくこれは 20ｃｃ以下ぐらいのシリンジ状の容器で、プラスチックの。で

すから、そこらに不燃ごみとして捨てられることはまずないんで、いわゆる医療廃棄物の

形で糞の中に放り込まれる、そういう処分だと思うんです。今、各厩舎もみんなそういう

容器を持たなければいけない時代になっておりますので、ですから、実際には放り出しは

めったにないことだと思うんです。 

 それと余分な話ですけど、これは相当高額になると思うんです。だれでも気楽に使える

薬ではないはずなんです。ですから、なおのこと一般にそう簡単に出回るというものでは

ないと思うんです。ですから先生おっしゃるように、サラッと当たり前の注意書きでもあ

るいはよろしいのかなと思いますけれども、そこらも含めて 1 回整備してください。 

【事務局】そうですね、取り扱い上の注意の廃棄に関しましては、先般の使用上の注意の

記載例のところで御了承していただいている基本的な文言がありますので、それに合わせ

た形で整備するようにいたします。 

【○○委員】それでは、事務局にこれはそういう形で継続で預けます。よろしくお願いし

ます。 

 まだ追加がございますか。 

【○○委員】今の点ちょっと。先ほどの取り扱い上の注意のところは余りはっきりと申し

上げなかったんですけれども、例えば使って几帳面な人は、ちょっと水でゆすいじゃった

とかそういうことがある。先ほどのたかがミジンコですけれども、対する毒性というのは

非常に低いですよね。マイクログラムの単位で０が３つ続くぐらい低いということは、出

て行けばかなり影響が出る可能性が非常に強いと思うんです。今はやはり環境に対する影

響も薬は十分考慮しないといけないと思いますので、やはり念には念を入れた表現を考え

ていただきたいと思います。 

【○○委員】はい。 

【○○委員】その件で付表２というところで、黄色の最後から２枚目のところで、ヨーロ

ッパ、アメリカ、オーストラリアに関して、環境に対して非常に配慮しているという前例

があって、当然、環境影響毒性で動物には影響ないと。そういう形で整理されていても、

原薬そのものですね、薬が環境中に流れるとこういう影響があると、そこまで書くように
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なっているという世界なので。欧米の先進のところも含めて、環境に関する配慮というの

は参考にしたらいいと思うんです。 

【○○委員】もしそれを書くなら、「土と容易に結合し不活化されるが」という文章は、削

除すべきです。でないと、これはまた違う誤解を生むに決まっているんです。多分この注

意書きを書いた人は、ここの環境毒性をやった試験の意味がわかってないんですよ。取り

扱い注意を書いた人は。それでこういうことになっているんだと思います。表層のデータ

だけを取って、土ではこうなった、糞便に入れて堆肥にしたらこうなった、水に流れたら

こうなったというところだけを取って、ここにこう書いたからこういう誤解になるんだろ

うと思うんです。よく理解して指導しておいてください。 

【事務局】わかりました。 

【○○委員】いろいろ宿題がたくさん出ましたけれども、それは要点を全部伝えてくださ

い。よろしくお願いします。 

 では、唐突ですが、もう５時になりましたので、どのみち時間はかかりますから、10 分

休憩します。 

〔暫時休憩〕 

 

（５）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

          ～動物用生物学的製剤調査会関係～ 

 

【○○委員】10 分ちょっとたちましたけれども、ちょっと部分的に今事務局が席を立って

いますので、一つ飛ばしまして、きょうの予定の、議題（２）の「生物学的製剤基準の一

部改正」ということで、○○委員、先にこっちをやりたいと思いますので、御説明をお願

いいたします。 

【○○委員】本改正案は、豚コレラ生ワクチンの有効期間の延長及び猫用ワクチンの後発

品の承認に伴うものであります。17 年 10 月 28 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、本部会に上程されるものです。詳細につきましては事務

局から説明があります。 

【事務局】それでは、赤の５番を御用意ください。 

 「動物用生物学的製剤基準の一部改正について」ということでございますが、２点ござ

います。豚コレラ生ワクチンと猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫汎白
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血球減少症混合（油性アジュバント加）不活化ワクチン、２つの各条の一部改正でござい

ます。 

 まず、豚コレラの生ワクチンなんですけれども、豚コレラの生ワクチンは、今７社が承

認を持っているんですけれども、今までは、それぞれみんな有効期間が１年６か月でした。

しかし１社だけ、その者は輸出もしている会社なんですけれども、その会社が有効期間を

２年に延ばしてきたということがありまして、それに伴う製剤基準の一部改正になります。 

 具体的には、９ページに新旧対照表がございまして、右が現行、左が改正案でございま

すが、下の方になります。４番の「貯法及び有効期間」のところが、今までは「有効期間

は、１年６か月とする。」でしたが、改正案の方で、「有効期間は、１年６か月とする。た

だし、農林水産大臣が特に認めた場合は、その期間とする。」という文章を加えるという改

正でございます。これが豚コレラ生ワクチンの改正案でございます。 

 それからもう１点、猫の３混の方の改正案でございますが、これは後発品の申請による

ものでございます。具体的には 24 ページをお開きください。非常にわかりづらいんです

が、真ん中やや下あたりに、3.5.6.2 というのがありまして「試験方法」とありますが、右

側の方は、「注射材料を２頭には５mL」、そのあとまた「２頭には２ｍL」と単位が「ｍL」

になっていますが、これを「５頭分」、「２頭分」に直すというものでございます。 

 これは、先発品は１ドーズが１mL だったので、５mL、２ｍL でよかったんですけれど

も、後発品は１ドーズが 0.5ｍL なもので、そうすると数が合わなくなります。５頭分、

２頭分というふうにすれば、それぞれ５ドーズと２ドーズを打つという形になりますので、

問題ないということで、これが後発品の申請にかかわる一部改正でございます。 

 それから、26 ページの付記４の「ホウ酸緩衝食塩液」のところで、塩化ナトリウムの量

が「10.52」というふうになっているんですけど、これは間違いでございまして、「7.01」

の方に。これは誤記による修正ということで、直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発言ございましょうか。特にございません。 

 それでは、これは承認ということにいたします。 

【事務局】ありがとうございました。本案につきましては、原案どおり、薬事分科会に報

告させていただきます。 

 ちょっとまだ○○が戻ってきていませんので。 

【○○委員】それでは時間がもったいないですから、報告の方を。 
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【事務局】オトマックスはちょっと○○がいないとできませんので、もし差し支えなけれ

ば報告事項の方ということで。 

【○○委員】報告を先にやってもらいましょうか。 

【事務局】はい。 

 

Ⅱ）報告事項 

（１）動物用体外診断用医薬品の製造販売・輸入承認の可否について 

      ～動物用生物学的製剤調査会関係～ 

      【測定項目又は原理が新しいもの】（製造販売承認） 

       ・エイアイライザ 

       ・エイアイライザＨ５ 

 

【○○委員】まず、（５）の①の「エイアイライザ」及び②の「エイアイライザＨ５」の動

物用体外診断薬の製造販売承認の可否、それから、③の「スナップ コルチゾール」、これ

は輸入承認の可否ということでございますので、事務局から説明をお願いします。 

【事務局】それでは、３点まとめて御紹介させていただきます。 

 まず、資料番号の赤の８番と赤の９番でございますが、赤の８の方が「エイアイライザ」、

赤の９が「エイアイライザＨ５」でございます。ともに共立製薬株式会社からの製造販売

承認申請でございまして、これは鳥インフルエンザの体外診断薬になります。鳥インフル

エンザのＲＮＡ遺伝子を増幅いたしまして、それを標識プローブによるハイブリダイゼー

ションで検出する体外診断薬というものでございます。 

 使用目的ですけれども、エイアイライザの方は、口腔スワブ、クロアカスワブ及び臓器

からのトリインフルエンザウイルス（ＡＩＶ）ＲＮＡの検出と。エイアイライザＨ５の方

は、口腔スワブ、クロアカスワブ及び臓器からのトリインフルエンザウイルス（ＡＩＶ）

Ｈ５亜型ＲＮＡの検出というものでございます。 

 それぞれ、平成 17 年 10 月 28 日に改正されました、動物用生物学的製剤調査会で事前

の調査審議を終了し、本部会に報告して差し支えないというふうにされたものでございま

す。 

 このものにつきましては、防疫上、日々民間の農場の検査のために、衛生管理のために

民間の方が使われるというアイテムになりまして、当然これで陽性という形になりました
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ら、患畜又は疑似患畜の恐れが非常にあるということになりますので、早急に最寄りの家

畜保健衛生所に通報していただくという形になります。そういうものでございます。 

 

      ～動物用一般医薬品調査会関係～ 

      【測定項目が新しいもの】（輸入承認） 

       ・スナップ コルチゾール 

 

【事務局】続きまして、10 番でございます。「スナップ コルチゾール」でございます。

アイデックス ラボラトリーズ株式会社からの輸入承認申請のものでございます。 

 本剤は、ホースラディッシュペルオキシラーゼ標識抗コルチゾールモノクローナル抗体

を主剤とする体外診断薬でございまして、犬の血中コルチゾールの測定を効能・効果とす

るものでございます。 

 このものは、一般薬の調査会におきまして３回御審議をしていただきました。コルチゾ

ールを測るということで、例えばデキサメサゾンの抑制試験ですとか、ＡＣＴＨの刺激試

験にも使えますかとか、値が高いものにも使えますかというところのデータの整備という

ことで、３回御審議をしていただきまして、最後、10 月３日の一般薬の調査会で事前の調

査審議を終了し、本部会に報告して差し支えないというふうにされたものでございます。 

 以上でございます。 

【○○委員】報告事項でございますので、いわゆる審議ではございませんが、特段の何か

御質問等ございましたら御発言をお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、赤ナンバーの８から 10 までは終了です。 

 

Ⅲ）審議事項（その２） 

（６）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関係～ 

      【新有効成分含有動物用医薬品及び新動物用配合剤】（輸入承認） 

       ④オトマックス 
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【○○委員】それでは、もとへ戻りまして、審議の部です。抗菌性物質製剤調査会の関係

でございます。（１）のサークル④「オトマックス」の輸入承認ということなんですが、本

日、座長の○○委員が御欠席でございまして、私が代わりに説明させていただくというこ

とでございます。 

 このものは、ナガセ医薬品株式会社のオトマックス。硫酸ゲンタマイシン、吉草酸ベタ

メタゾン及びクロトリマゾールを主剤とする液剤で、適応症は犬の感染性外耳炎でござい

ます。 

 本件につきましては、同調査会で２回の審議を終えて、前回の部会に提出されたもので

ございますけれども、用法・用量設定の根拠を示すということ、及び使用上の注意の整備

をするということで、その２点の指摘がございまして、継続審議になりました。 

 また、審議経過票の成分及び分量の項に、主剤以外の成分をどこまで記載するかという

事務局に対する宿題も出されております。なお、硫酸ゲンタマイシンを 0.3％含有するこ

とから劇薬に該当し、再審査期間は、新有効成分含有医薬品かつ新動物用配合剤というこ

とで、６年とする。詳細につきましては事務局からお願いいたします。 

【事務局】資料№４をお願いいたします。事前配付資料の赤の№４と当日配付資料として

皆様のお手元にあります№16、これが実は事前配付資料№４の回答書の改訂版となってお

りまして、その下に、本日御欠席の佐々木委員からのファックスがあると思いますが、お

手元を確認いただけますでしょうか。 

【○○委員】ナンバーは特に入っておりませんね。 

【事務局】ファックスにつきましては、ナンバーは入っておりません。 

【○○委員】よろしゅうございますか。 

【事務局】ございましたら、御説明いたします。 

 お手元に当日配付資料ということでお配りした№16 につきましては、これは回答書の改

訂版ということです。事前に送付させていただいた回答書につきまして、前回この問題に

ついて御指摘いただきました委員には御確認いただいた上、御意見をいただいて修正を致

しましたものなので、配付が遅れて申しわけございませんでした。 

 具体的には、犬の体重の３区分の用量がございますけれども、その解析が必要だという

ことで、中間の用量につきまして解析を追加しましたということです。 

 ２つ目の資料は、○○委員のファックスなんですけれども、今回御欠席ということで事

前にファックスをいただいております。佐々木委員は、この品目を審議していただいた動
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物用抗菌性物質調査会の委員ということで御意見いただきました。読ませていただきます。 

 前回出席していないため、指摘の詳細が不明であり、以下の意見は的を得ていないかも

しれません。我々に関連する「オトマックス」という外用剤ですが、通常これらの薬剤は

適当量を用いているのが現実です。４滴と８滴の差、あるいは１滴と４滴の差を再度試験

するのは、臨床的にみると、余り意味のあることと思いませんし、外用薬でそこまで用量

設定を厳しくする必要があるのでしょうか。また、外への飛散を問題とする指摘があった

のかもしれませんが、耳道洗浄ならあり得ることですが、このような薬剤塗布では考えら

れません。 

 という御意見をあらかじめいただいております。 

 では御説明させていただきます。最初に、事務局の宿題として出していただきました審

議経過票に、主剤以外の成分を記載することについてですけれども、事務局内で御検討し

たんですけれども、具体的には資料№４を見ていただきたいと思いますけれども、そこの

審議経過票なんですけれども、御指摘は、成分及び分量のところに、腑形剤ですとかその

他のものがございまして、それを書けるかどうかという御指摘でした。この御指摘なんで

すけれども、審議経過票の目的としましては、例えば７番に書きました動物用抗菌剤物質

製剤調査会審議結果、どのような結果でどのような対応がなされているかということとか、

部会におきましては、前回どのような審議がなされたかということ、その審議経過を書く

のが主目的ということです。 

 成分及び分量につきましては、御審議いただく場合には、「申請書」というタックをめく

っていただきますと、動物用医薬品輸入承認申請書の１ページなんですけれども、そこに

３．として成分及び分量を記載しておりますので、審議経過票に書かなくてもこれは全部

書いてありますので、見ることができるということですので、今回検討いたしましたけれ

ども、特にこちらにどうしても書かなければいけないということではないのではないかと

いうことが私たちの見解なんですけれども、この点をまず確認いただけますでしょうか。 

【○○委員】今の御発言で、要は審議経過票に細々と詳細を書く習慣がないのか、書く必

要がないのかわかりませんけれども、そういうことの説明ですが、いかがでしょうか。 

 毎度悪たれ口をきくようですが、お役所というのは１つのフォーマットができるとそう

簡単に１つだけを崩すという訳にはいかないという問題もありそうなので、添付資料でそ

の分をカバーしていますということだと思いますが、それで先生方、了解していただけま

すか。 
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 それでは、そこの部分は了解とさせていただきます。 

【事務局】どうもありがとうございました。 

 それでは、回答書につきまして御説明いたします。今回、改訂版の回答書と№４の資料

を同時に見ていただきながら御説明いたしたいと思います。№４の資料の前回も提出した

審議経過票なんですけれども、一応確認いたしますと、「オトマックス」ですが、ナガセ医

薬品株式会社で、成分及び分量は硫酸ゲンタマイシン３㎎（力価）、吉草酸ベタメタゾン

1.214 ㎎（ベタメタゾンとして１㎎）及びクロトリマゾール 10 ㎎を含有する液剤。１㎎中

にということですね。 

 用法及び用量は、犬の体重に応じまして３段階を設定しておりまして、15ｋｇ未満では

４滴、15～24ｋｇ未満では６滴、24ｋｇ以上では８滴という、この３段階に量を設定して

おります。また、ボトルのサイズによりまして、その滴下量がまた違うということです。

犬の外耳内に、片耳当たり１日１～２回滴下するというものです。投与するに当たり、注

意事項が（１）、（２）という形で書いております。 

 効能又は効果は、有効菌種、それから適応症は、犬の感染性外耳炎です。 

 この製剤は、動物用抗菌性物質製剤調査会で２回の審議を経まして、前回、９月２日の

動物用医薬品等部会で審議をされまして、指摘事項回答書のとおりということで､回答書改

訂版を見ていただきまして、御説明したいと思います。 

 本剤の有効成分は３成分ありまして､硫酸ゲンタマイシンと吉草酸ベタメタゾン、それか

らクロトリマゾールの製剤中濃度の設定についてなんですけれども、これは米国でその当

時、人用医薬品として使用されてきた製剤の濃度に基づいて決定されています。すなわち、

各単剤の医薬品として 0.3％硫酸ゲンタマイシン点眼液、0.12％吉草酸ベタメタゾン軟膏

やローション、１％クロトリマゾール製剤等が使われていたことから、医薬品としての使

用実績を考慮に入れ、これらの濃度を採用することとしました。 

 歴史的に、この会社なんですけれども、1972 年に犬の外耳炎治療薬で、硫酸ゲンタマイ

シンの単剤を出しまして、1982 年には吉草酸ベタメタゾンを加えた２剤配合剤を出してお

ります。1993 年にクロトリマゾールを加えた３剤配合のオトマックスを出しているという、

承認を外国において取得したということです。 

 投与量につきまして、米国では、体重 30 ポンド未満の犬に対して１回４滴、それ以上

の体重の犬に対しては１回８滴としておりましたけれども、これは最初のゲンタマイシン

の製剤から続く一連の製剤の使用実績から、犬の耳に投与したときの薬剤が、外耳内表面
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に十分に行きわたる最低量として使用されてきたということです。したがって、外国にお

いて本剤の用量設定試験を実施されていないという回答がございました。 

 国内におきましては、外国での用法・用量に基づいて、体重 15ｋｇ未満の犬では１回４

滴、体重 15ｋｇ以上の犬には８滴としました。この４滴について効果を確認する試験を実

施しましたところ、１滴では有効率が 40％、４滴では 80％でありましたので、４滴の妥

当性が示されたということだったんですけれども、さらに臨床試験におきまして、４滴に

加えて 15ｋｇ以上に対する８滴の試験を実施しまして、その有効性が確認されました。 

 そこで、承認時の用法・用量は、15ｋｇを境にして４滴又は８滴としたんですけれども、

ヒアリング指摘の際に、15ｋｇを境にして２倍にふえるのは開きが大きいので中間用量の

設定をしてはどうかとこちらで指導しまして、それに従って臨床試験のデータについて体

重別の解析を行って、用法・用量を再検討した結果、新たに中間の６滴を設定することと

なったという経緯になっております。 

 ということで、これまでが承認申請、前回御指摘いただいたところまでの用法・用量の

設定根拠と用量の滴数の設定の根拠なんですけれども、この場合結局のところ、調べたん

ですけれども、用法・用量の投与滴数についてその根拠データがないということで、何か

試験をして確認するというのも一つの考え方なんですけれども、もう一つの考え方として

は、外国での承認申請の際に、十分耳の中に行きわたる量を設定したということで、これ

を再確認して補助的な用量設定試験にしてはという考えによりまして、今回の承認申請書

につきまして回答ということになっております。 

 まず、外耳道の長さと直径から外耳道の表面積を計算して、１滴又は４滴の拡散程度も

同時に調べて、これらのデータをもとに１滴、２滴、４滴、６滴、８滴が外耳道の表面積

をどのくらい覆うのかを個体別に調べ、その割合を数値化しましたということです。 

 具体的には文献が示してありまして、この回答書の一番最後の２ページなんですけれど

も、外国で出されました文献の中に、耳の各所の大きさ、サイズについての個体別表があ

りますけれども、具体的には最後から２ページ目の別添１のところに個体別表がございま

す。この出典は一番下に書きました 1993 年の文献なんですけれども、この文献の値をそ

のまま書きますと、番号１から 20 までの犬につきまして各体重を記載しておりまして、

そして右の耳道全長とか、その他各所の大きさ、長さが書いてあります。この文献をもと

にしまして、その次のページなんですけれども、計算によりまして耳道の総面積を出した

ということなんです。 
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 この別添２には耳道の総面積（Ａ、Ｂ、Ｃ）と書いてございますが、これが何かと申し

ますと、戻っていただきまして回答書の２ページ目のところに表１がございまして、表１

には耳道の距離を視覚的にあらわした説明表がございまして、外耳道の長さをそれぞれ区

分いたしまして、Ａが一番外側までカウントした場合の長さ、Ｂ、Ｃという形で、そうい

う形の外耳道の長さを設定しまして、それについて先ほどの別添２で、Ａがどのくらい、

Ｂがどのくらい、Ｃがどのくらいということから表面積をそれぞれ計算により求めた。そ

の面積の求め方は、別添２の脚注の１）ですけれども、２×3.14×耳道半径×耳道全長で

計算したということです。 

 そして、さらに計算しました成績が書いてあるわけなんですけれども、表２のところに

書きましたのは体重となっております。結局そこのところは、この製剤は体重別にその適

数が決まっていますので、15ｋｇ未満と 15～24ｋｇ未満、それから 24ｋｇ以上という３

分割になっておりまして、文献にありました動物数が表２の場合５匹、６匹、９匹という

ことでして、それぞれＡ、Ｂ、Ｃという形で耳道の表面積が出ました。あとは薬剤の拡散

面積を出すということなんですけれども、３ページ目に書きましたように、本剤を滴下し

たときの広がりぐあいを確認するため、実験的と言っても簡単な実験だったようなんです

けれども、プラスチック板に本剤１滴又は４滴落とした後、垂直に立てて薬剤が広がらな

くなるまで放置、20 分間放置しました。その後、方眼紙で表面積をはかってみたというの

が垂直滴下法。 

 また、用法・用量のところに、薬液の拡散をはかるため「本剤の投与後は耳を軽くマッ

サージすること」と記載されているということで、これに近づけるため、方眼紙に滴下後、

紙を乗せ軽く押さえて拡散させる方法ということで「拡散法」と名づけたようなんですが、

それで確認しました。 

 その結果、本剤は粘度が高いため、垂直にしてもそれほど広がらないけれども、軽く押

して拡散させることにより表面積が５～６倍になったということで、その薬剤拡散面積を

表３に示しております。プラスチック板で調べた方が垂直滴下法で、方眼紙で押して調べ

た方が拡散法ということで、表３に示す値になっております。 

 さらに、その表面積と広がりぐあいについて確認いたしまして、それが耳道の表面積を

拡散したものが上回った供試数の割合を表４に示したということで、表４には、15ｋｇ未

満の場合には、例えば４滴を使った時には、薬剤充足率は、耳道内表面についてどのくら

い広がったか、それが 100％を満たしたかどうかでは、４滴以上では 100％以上なった。
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15ｋｇから 24ｋｇ未満では、６滴を滴下すれば 100％になった。24ｋｇ以上の場合は８

滴で 100％行き渡ったということで、以上のことから、４滴、６滴、８滴という投与は本

剤を外耳道の表面全体に行き渡らせるために必要で、適当な量だと考えたということです。 

 その続きとしまして５ページ目のところなんですけれども、人の耳道は水平ですが、犬

の耳道は図２に示したように垂直部分が存在するので、投与後に頭を振って薬液が周囲に

飛び散るのではないかという御懸念があったということなんですけれども、垂直部分があ

るので飛散しにくいということを言っております。 

 さらに、その次なんですけれども、使用上の注意を整備いたしましたということで、御

指摘に従い、例えば６ページのところの妊娠末期３カ月という記載について、どうしてそ

ういう間違いをしてしまったかということが書いてありまして、「妊娠後期」との記載に改

めた。また、アミノグリコシドとコルチコステロイドについてはまとめて書きましたとい

うことで、この文言につきましてはここでもう一度御確認いただきまして、もし問題があ

れば直しますという回答を寄せております。 

 以上です。 

【○○委員】ということは、きょう配られた改訂版は、前に添付されていたところと６滴

のところが表現が違うということですか。 

【事務局】そうです。やはり３区分しておりますので。 

【○○委員】それを取り上げたということですね。あとの文章は基本的に一緒ということ

ですね。 

【事務局】一緒です。 

【○○委員】先生方の御発言をお願いいたします。どうぞ。 

【○○委員】前回質問させていただきましたので。私の質問の趣旨はその用量と効果、そ

の何滴、何滴と決められているけれども、その何滴が有効であるという根拠を知りたかっ

たということで。それで、４ページの表４で十分了解できましたので、よろしいかと思い

増す。ありがとうございました。 

【○○委員】ほかに御発言ございますか。 

 耳の病気というのは結構多いものですから、念のために○○委員に一言いただきたいん

ですが、現実に４だの６だの言っても、３でも５でも要は行き渡ればいいというのが現状

だと思うんですが。 

【○○委員】仰るとおりだと思うんですが、○○委員のコメントがここにありますけれど
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も、ただ、このオトマックスという薬剤なんですが、これは流動パラフィンを基剤にして

つくられているので、正直言って使ったことがない先生方には非常にわかりにくい。今ま

で点耳薬としていろいろな合剤が承認されて発売されていますけど、ああいうものに比べ

るとこの薬は拡散がすごく悪いんです。治験的にオトマックスを使った使用経験がありま

すが、ここで飛散の問題が、○○委員のコメントにもありますが、この薬は逆に言うと耳

道の中に、垂直耳道があるために入って行きにくい薬なんです。逆なんですよ。つまり耳

の中というのは、幾ら方眼紙で試験しようが、プラスチックの上から垂らそうが、それは

あくまでも実験的なことで、犬の耳の中には空気が入っているということ。耳道というの

は空気が入っているんですよ。鼓膜があって、空気はそこから先には行けません。従いま

して、上から流動パラフィンみたいにかなり硬い基剤の溶剤を上から入れますと、まず耳

の奥に入りません。エアが邪魔して入らないんです。ですから、ここでマッサージをしな

さいというのは、エア抜きをしなさいという意味なんです。基本的にはそういう意味なん

です。 

 ですから、逆に言うと４滴だろうが６滴だろうが、入れたつもりでそのままちょっとマ

ッサージした程度でほっておくと、動物というのは耳の中に違和感があると必ず首を振り

ますから、入ってないと逆に拡散するんです。○○委員の言っていることは逆なのです。

○○委員のは間違いだと思います。これは使用経験が○○委員はなかったので、こういう

コメントをされたんです。今までの外用薬であれば、○○委員のコメントは合っていると

思うんです。ですからその辺の問題がありますが、予断で大変恐縮なんですが、この間お

願いしましたことはすべてほとんど全部直っておりますので、私個人としては特に取り立

てて御指摘することはございません。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 ほかに御発言ございますか。 

 特にないということは、これはもう承認といたします。 

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

なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品及び新動物用配合剤ということで６年間

といたします。 

 

（７）動物用抗生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関係～ 
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【事務局】引き続きまして、議事次第の（４）の方に飛びますけれども、ただいま御審議

いただきました「オトマックス」の承認に伴う動物用抗生物質医薬品基準の一部改正につ

いて御審議いただきたいと思います。 

【○○委員】№７ですね。 

【事務局】それでは、資料№７をお願いいたします。 

 ただいま御審議いただきました「オトマックス」につきましては、「硫酸ゲンタマイシン

外用液」という名前でこちらに示しました確認試験をして、規格としましては、本品は表

示された力価の 90～120％を含むということで、試験法が力価試験ということになりまし

て､試薬・試液にフタルアルデヒド溶液とホウ酸溶液を加えるというようなことになります。 

 以上です。 

【○○委員】ただいまの説明に何か御発言ございますか。 

 よろしゅうございますね。そうか、これは審議事項なんですね。 

【事務局】そうです。 

【○○委員】では、承認ということにいたします。 

【事務局】それでは、御承認いただいたものとして、原案どおり、薬事分科会に報告させ

ていただきます。ありがとうございました。 

 

Ⅳ）報告事項（その２） 

  （２）動物用医薬品の再評価について 

   ～動物用医薬品再評価調査会関係～ 

    ①平成 16 年度臨時再評価スクリーニングによる検討成分の取り扱いについて 

     豚丹毒生ワクチン 

    ②平成 16 年度臨時再評価スクリーニングによる検討成分の取り扱いについて 

     エンロフロキサシン 

    ③犬用混合ワクチンの副作用報告の取り扱いについて 

 

【○○委員】それでは次に、きょうの議題（６）医薬品の再評価について、事務局からお

願いします。 

【事務局】10 月に設置されました再評価などを担当します薬事安全基準班の角田と申しま
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す。よろしくお願いいたします。資料№11 で御説明いたします。 

 １枚めくっていただきまして、再評価調査会の評価結果でございます。 

 １番目が「豚丹毒生ワクチン」です。検討の対象になりました情報ですが、屠畜場で摘

発された慢性関節炎型豚丹毒、この株がワクチン株であると推察される、そういう文献が

１件ございました。これにつきまして、御審議いただいた結果が、その調査会における事

前の調査審議を終了したものとして部会に報告して差し支えないというものでございまし

た。 

 その下の方、しかしのところからですが、本文献の情報のみでは、ワクチン株との断定

は困難である。そういうことから、再評価指定はしませんが、調査を行うことということ

になりました。 

 その調査でございますが、２枚めくっていただきまして、別紙として、豚丹毒生ワクチ

ンの安全性に関する調査事項でございます。分担して調査することにしておりまして、（１）

で畜水産安全管理課、（２）として動物医薬品検査所、（３）として製造販売業者となって

おります。 

 それで、（１）の畜水産安全管理課の調査事項でございますが、アとして、製造方法を調

査しまして、ワクチン株の性状に変化を与える可能性がある工程がないかということを見

る。 

 それから、イとしまして、必要であればということですが、使用上の注意に、その感受

性の高い豚については不活化ワクチンを使う、というようなことを表記するというのも検

討するというものです。 

 それから、（２）の動物医薬品検査所の行うことですが、アとしまして、製造業者が使っ

ているワクチン株が、配布株と同等であるかどうかを調べる。 

 それから、イとしまして、文献報告を行った今田さんらに、豚の生ワクチンの使用歴を

確認する。 

 それから、ウとしまして、その野外株の性状を調べるというものです。 

 そして、（３）の製造販売業者でございますが、アとしまして、豚を用いた接種試験を行

いまして、ワクチンによる発生があるかどうか。それから、アクリフラビンの耐性、そう

いう性状があるかどうかというのを調査いたします。 

 それから、イとしまして、野外における因果関係を調べてみようということで、ワクチ

ンを使用した豚が屠畜場で豚丹毒がどのくらい摘発されているのか、そういうことを調べ
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るというものでございます。 

 またもとに戻っていただきまして、次の２番目の「エンロフロキサシン」でございます。

検討の対象となった情報でございますが、飲水添加剤、これは日本の承認剤と同じ用量で

５日間投与した場合、日本では３日間投与というのが承認されておりますが、12 日目で残

留が見られたという情報です。日本の使用禁止間は７日間というものです。 

 それにつきまして御審議いただきました結果、日本の既承認剤の投与期間と異なる。日

本は３日で文献は５日間というふうに長い、それから、日本ではＧＬＰ試験により３日間

投与を行った際に、２倍投与量も含めて評価して７日間というものを決めている。そうい

うことなどから、この１件の報告をもって、その使用禁止期間の妥当性に疑問があるとは

言えないということになりました。 

 また、酢酸α－トコフェリルとの同時投与によって、残留期間の延長の可能性があると

いうのがあるんですが、それについて業者から意見を聴取して、それを調査会に回答した

上で、事前調査を終了したものとするという御審議をいただいたんですが、それについて

関連業者の回答がきましたので報告させていただいたところであります。 

 それから、３番目の犬用混合ワクチンでございます。これが検討の対象となった情報で

ございますが、薬事法に基づきます副作用報告。この１項というのが製剤販売業者からの

報告、それから２項が獣医師からの報告でございますが、その報告におきまして、そのワ

クチンにより、死亡、あるいはアナフィラキシーが主ですが、そのような重篤な症例を含

む副作用報告というのが多く寄せられておりまして、特に３か月齢以下の幼若犬において

頻度が高いというような状況の報告がありました。 

 これにつきまして御審議いただいた結果ですが、調査会における事前の調査審議を終了

したものとして、部会に報告して差し支えないということでございます。 

 これにつきましては、やはり混合ワクチンの対象となる業者の方から意見を聴取したと

ころ、移行抗体の消失､それから若齢犬における当該ワクチンの必要性を考慮すると、やは

り一律禁止というのは困難であるということから、使用上の注意について、現在若齢犬に

対する注意事項というのはないものですから、その下の方にございます追加記載内容を記

載することによって対応しようという結果になりました。 

 再評価については以上でございます。 

【○○委員】ただいまの説明につきまして、特段の質問等ございましょうか。 

【○○委員】犬のワクチンの副作用報告は、かなりこの数字を拝見しても多いですよね。
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そして、いわゆる追加記載内容で、使用上の注意に、３か月齢以下の若齢犬では副反応の

発現頻度が高いため、注射適否の判断をさらに慎重に行うとともに、経過観察を十分行う

ことということなんですが、経過観察を十分行うことは獣医師にはできますが、注射の適

否は３カ月以下の犬で、ワクチンに関しては、打って大丈夫かどうかは確認できません。

ですから例えばほとんどアナフィラキシーを起こすのは、注射によるショックは別ですよ、

そういう特異体質的なものは。外傷接触みたいなことで注射で起こることもあるんですが、

それは別として、ワクチンそのものの副反応で異常が起こる場合はほとんどワクチン蛋白

が原因していますので、このワクチンの蛋白質がこの犬に打つと何か反応が起こるかどう

か事前には絶対調べられない。無理なんです。ですから、こういう文言で逃げることは僕

はつまり責任はお前らにあるんだから、ちゃんとやりなさいと言うだけで、副反応が起き

たときは知りませんと、そういうふうに使用者にとっては非常に突き放されているように

も受け取れるんですね。 

 ですから、経過観察を十分に行うことというのは、これは獣医師の責任上、例えば注射

を打った後 30 分ないし 40 分の間は、自分が観察をするために飼い主の許可を得てその動

物を病院に置いておくとか、あるいは一緒に観察するとか、そういうことは必要です。そ

して変化が起きたときに、直ちにその変化に対する処置、治療をすることが必要だという

ことは獣医師にできます。その前の文言はすごく難しいと思います。 

【○○委員】これで余り時間をかけるのはどうかと思うんですが。いや、これは例えば３

か月以内にワクチンを第１回接種するというのは、ほぼ常識ですよね。ですから、この発

生件数が頻度としてどのくらいなのか。100 頭中の何例に発生し得るのか、1000 頭なのか

どうなのかということが１つと、品種特異性みたいな何かものがわかっているかどうか。

最近は超小型の犬というのがありますからね。３カ月でも１キロそこそこのようなものも

あるし、逆に大型の犬でしたらもう３月になったら 10 キロ近くなっているのもいるわけ

ですね。それに同じ量を打つわけですよ。ワクチンというのは。ですから、そういう問題

も絡んできますので、品種特異性のようなものがもしわかれば、むしろそういう表現。あ

るいは 1000 頭のうちの何頭ぐらい、０.何％ぐらいにこういう事故がというか、あります

よという表現の方が、より親切ではないかなという気はするんですが、どうでしょうか。 

【事務局】犬種としましては……。 

【○○委員】ちょっと調べている間に。この種のワクチンの副作用というのは避けられな

いんですよ。今お話があったように。医薬品でもそうなんですよ。安全性のギャランティ
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ーのしようがないんです。少しずつそこは月並みなことしかやりようがなくて。あとは事

故が起こっているケースを○○委員が仰ったようによく周知して、そして姑息的だけど文

言をあらかじめ、事故が起こることがあるんだとするとか、それしかないんですよ。です

から、これを安全にやる方法があるかのようなイリュージョンは絶対に植えつけてはいけ

ないんですね。医療でも全く同じです。 

【○○委員】そうですね。これは余分な話で経験上ですけど、ワクチン１滴皮膚にたらし

て、針で突いてみて、しばらく反応見て、それから打ったという例もあるんですけどね。

無反応だったから、まあ大丈夫だろうと。ところが、これも果たして本当に根拠があるか

どうかという問題がありますので。ですから、むしろ発生頻度がわかる、あるいは今私が

言ったようなことがもしわかれば、その方で注意を。品種がわからなくても、例えば超小

型と言われる、成犬になっても３キロどまりぐらいの犬に発生が多いのか、あるいはすべ

からく、すべての品種、体重に発生し得るのか。そこら辺がもしわかればそういう表現で。 

 まず、混合ワクチンがどこの何だかよくわかりませんので、何種類入っているのかも。

ですから、それ以上具体的に私も表現のしようがないんですけれども、むしろそういう何

か。 

 ○○委員から提案していただきます。 

【○○委員】これはあくまでも個人的な提案ですが、メーカーあるいは販売をされるディ

ーラーの方々に、この注意事項の中に、「十分、飼い主の了解を得て」という文言を入れて

みてはどうかなと私は思うんです。というのは、獣医師が飼い主にインフォームドコンセ

ントとして、ワクチンにはこういうことが起こる可能性があるということを十分理解して

もらって、それでも飼い主が必要上ワクチンを打ってくださいということで、了解を得て

そして注射をして、注射後の経過観察を獣医師として十分行い、その安全性を確保するこ

とというような注意書きの方がよい。結局、事故率が何％であっても飼い主にとってこれ

は 100％なんですよ、亡くなっちゃうと。死亡しちゃうと本当に対応できないんです。で

すから、その点は十分飼い主の了解、あるいは理解を得ることを前提とした注意書きを入

れておけば、まあ多少はよくなる。事故はどうしても防げません。そういうことだと私は

思っていますので、いかがでしょうか、提案ですこれはあくまでも。 

【事務局】今の御提案の前に、一応犬の傾向を、今ちょっと手元にないんですが、詳しい

頭数はちょっと出ないんですが、主にミニチュアダックスフンドとかチワワ、こういう小

さい犬種が多いんですが、全部で３カ月齢以下のは 20 件あるんですが、特段どれに偏る
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という傾向はなかったというものです。その発生件数なんですが、副作用報告の件数で３

カ月齢を超えるのは 99 件ありまして、３カ月齢以下が 50 件というもので、飼育頭数の分

布を考えますと、飼育頭数の分布が３カ月齢を超えるのが 98％で、3 カ月齢以下が２％と

いうことで、飼育されている頭数とそれから副作用報告の件数でその頻度を見ますと、３

カ月齢を超えるのが１としますと、３カ月齢以下が 25というような形になっております。 

 先生の御提案ですが、それは注射適否の判断というところは削除して、飼い主に十分理

解を得るという文言を入れるということでございますね。 

【○○委員】いかがでしょうか、恐らく今までにこういう意味のメーカー側へのアドバイ

スはなかったと思うんですね。ワクチン類で。ただ、現状を考えまして、そういうある意

味では獣医師が一方的に加害者にならないためには、ここで承認した薬が世の中に出て行

くんですから、少しはバックアップしてやるという体制も必要かなと。ですから、十分に

インフォームドコンセントをした上でという前例のない表現になると思いますけど、ちょ

っと配慮していただいたらいかがでしょうね。 

 どうぞ。 

【○○委員】今議論されていることはワクチンについての一般的な事柄ですよね。ですか

ら、このワクチンについてだけ飼い主の了解を得なさいという注意事項を書くのか。 

【○○委員】それはありますね。 

【○○委員】それと、ここで出されたのは、幼若犬の副反応についての注意事項を書いて

なかった。だから、幼若犬に対しては比較的多く発生しているのに、それに対しての注意

を喚起したいということが目的なんですね。調査会では、先ほど事務局の方から言いまし

たように、犬種の差はないということで判断させていただきました。 

【○○委員】さて、どうします。 

【○○委員】今単純な比例計算をしてくれて、飼育頭数とその比率からすると１対 25 だ

というけれども、３カ月以上の高齢でワクチンを打つ頻度と、３カ月以下のポピュレーシ

ョンでワクチンを打つ頻度をちゃんと補正しないと、本当に多いのかどうなのかその計算

やったら、それは馬鹿だと言われますよね。 

【○○委員】一般的には３カ月以内で１回打って、半年で２回目、それで１年ごとに 1 回

ですか、今常識的には。 

【○○委員】ワクチンの種類が今非常に多くて、特にパルボウイルスのワクチンは単独で

売られていますので、これは移行免疫が早く切れるのは、生後 25 日ぐらいで切れてしま
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う。ですから、どうしても危険リスクを考えると、最初にパルボの単味のワクチンだけを

30 日ぐらいで１回目を打つ。それから、その後に約 45 日から 60 日の間に、いわゆる一

般的に混合ワクチンと言われるものを打つ。そして移行免疫が一番長いのもパルボなんで

すね。一番長いと４カ月を超えて移行抗体を持っている犬もいるんです。そうすると、そ

ういう犬はワクチンを打っても要するに免疫ができてないわけですね。ですから、最終的

には４カ月を過ぎてからパルボのワクチンだけを、もう一回単味で打つという方法が一番

安全策なんです。だけど一般的には今部長が言われたように、大体生後 60 日が１回目、

それから 90 日に２回目を打って、以後１年に１回というのが普通ですね。こういう方法

をおやりになっている方が一番多いと思います。ただ安全性を考えると、35 日ぐらい、そ

れから１カ月ごとに３回打った方が安全性は高い。それは移行抗体の問題を考えるとそう

いうことになっていくかと思います。 

【○○委員】とは言いながら、この注意事項をこれだけ書き足しますということなんです

よね。ですから、この文言そのものに特段の、何といいますか、異常な表現がない限りは、

これは平均的な文言ではありますけれども。確かにさっき御発言があったとおりで、ほか

のワクチンも全部押しなべて同じ条件かどうかはわかりませんけれども、全部にこれを訂

正していくというのも妙なことですし。報告事項ですから、はい、承りましたと言えばそ

れまでなんですが。 

【○○委員】それでは、文言をまた座長、部会長とちょっと御相談しながら整理させてい

ただいて、それで。 

【○○委員】もう少し、場合によったら具体的な表現が。いわゆる型はめの文言はこれで

いいと思うんですが、こういう例があったというような表現を欄外にでも加える。つまり

先ほど私が言いましたように、この薬剤の個性がそこに出てきてもいいんじゃないかとい

う気はいたしますので、ちょっとお考えいただけますか。 

【事務局】御相談しながら、これは直してみたいと思います。 

【○○委員】ということでよろしいでしょうか。 

 

（３）動物用医薬品の再審査について 

             ①プラニパート 

             ②メデランチル 

             ③イソフル 
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             ④レイヤーミューンＳＥ 

             ⑤イナクティ／バック－ＳＥ 

             ⑥ノビリスＩＢmulti＋ＮＤ＋ＥＤＳ 

 

【○○委員】それでは、その次は議題（７）医薬品の再審査がございます。お願いします。 

【事務局】資料№12 で御説明いたします。簡潔に御説明したいと思います。 

 まず、「プラニパート」でございます。下の方に、調査会の審議結果を書いてございます

が、有効性及び安全性に関する評価に基づき有用性が認められるものとして、部会に報告

して差し支えないとの審議結果をいただいております。 

 それから、２つ目は「メデランチル」でございます。こちらも下の方にございますが、

有効性・安全性に関する評価に基づき有用性が認められるものとして、部会に報告して差

し支えないとの審議結果をいただいております。 

 それから、３つ目は「イソフル」でございます。これにつきましても、２枚目の方でご

ざいますが、有効性・安全性に関する評価に基づき有用性が認められるということで、部

会に報告して差し支えないとの審議結果をいただいております。 

 それから、４つ目は「レイヤーミューンＳＥ」でございます。これにつきましても、同

様に有効性・安全性に関する評価に基づき有用性が認められるものとして、報告して差し

支えないとの審議結果をいただいております。 

 それから、５つ目は「イナクティ／バック－ＳＥ」でございます。これにつきましては、

２枚おめくりいただきまして、下の方に審議結果が書いてございます。資料の整備を条件

として、有効性及び安全性に関する評価に基づき有用性が認められるものとして、報告し

て差し支えないというものでございます。この資料の整備でございますが、その母集団が

正規分布でない場合に用いられる統計的手法を用いて、再度、有効性を評価しなさいとい

う御指摘をいただきました。これにつきまして、後ろにつけてございますが、新たな評価

手法を用いて検討したところ、統計学的に有意な差が認められ、有効性が確認されたとい

うことで整備されたものでございます。 

 それから、６番目は「ノビリスＩＢmulti＋ＮＤ＋ＥＤＳ」でございます。こちらにつ

きましては、有効性及び安全性に関する評価に基づき有用性が認められるものとして、動

物用医薬品等部会に報告して差し支えないという審議をいただきました。 

 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。 

 どなたか御質問等ございますか。 

 はい、どうも。これは了解といたします。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

（４）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

【○○委員】そうしますと、今度は議題（８）動物用医薬品の諮問・承認状況でございま

す。事務局お願いします。 

【事務局】それでは、当日配付資料№14 を御用意ください。横長のものでございます。い

つも御報告させていただいております、前回の本部会から本日までの間に諮問したものと

承認されたものの御報告でございます。 

 まず諮問でございますが、一般薬関係が３つございます。1 つ目はプロメリス、キャッ

ト ＮＮＣ、それからプロメリス、キャット。日本農薬株式会社、それからフォートダッジ

株式会社からの申請のものでございます。メタフルミゾンを含有するスポットオン製剤と

いうことで、猫に寄生するノミの駆除及び寄生予防というものを効能・効果とするもので

ございます。いずれも御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 それから、牛用のバイコックス、それから豚用のバイコックス。バイエルメディカル株

式会社からのものでございます。申請者の名前のところにちょっと効能・効果が入ってい

まして、済みません。２つ右の方に移していただきたいんですけれども、トルトラズリル

を含有する経口の懸濁剤ということで、牛のコクシジウム病、それから豚のコクシジウム

病の効能・効果を持つものでございます。後ほど御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 ２枚目は承認状況でございますが、前回の本部会で報告すべきだったものがちょっと抜

けているものがありましたので、それをまず４つ御紹介させていただきます。いずれも生

物関係でございます。 

 マイコバスターＡＲプラスでございます。日本ファマシー株式会社のものでございます。

平成 17 年６月３日に本部会で御審議していただきまして、８月２日に承認になってござ

います。 

 それから、日生研ＡＲＢＰ混合不活化ワクチンＭＥ。これは平成 17 年３月 10 日に本部

会で御審議していただきまして、８月 15 日に承認となってございます。 
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 次のページでございますが、パラコックス５。これにつきましては、17 年６月３日に御

審議をしていただきまして、８月 15 日に承認。 

 それから、最後のアカバネエライザキット。これは６月３日に報告させていただいてお

ります。報告事項でございます。８月 26 日に承認でございます。 

 あとは次のページでございますが、水産用医薬品関係。ちょっと間違いがございますが、

ピシバック注３混、これは申請日は平成 16 年７月 21 日でございます。共立製薬株式会社

からのもので、新動物用配合剤ではありませんで、新効能動物用医薬品でございます。ぶ

りのα溶血性レンサ球菌症というのが効能・効果なんですけれども、それにぶり属を加え

たという、ぶり属のα溶血性レンサ球菌ということで、属を加えた新効能でございます。

９月２日の本部会で御報告させていただいているものでございます。 

 それから、最後、一般薬関係でございます。フロントライン プラス キャットとフロン

トライン プラス ドックでございます。これも６月３日の本部会で御審議していただいて、

それぞれ９月６日に承認というふうになっているものでございます。 

 以上でございます。 

【○○委員】御質問等ございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、了承いたしました。 

 

Ⅴ）そ の 他 

 

【○○委員】これで審議と報告を一通り終わりまして、その他といいますか、次回の予定

ですね。事務局お願いします。 

【事務局】３カ月置きということで、本来ならば今回の分は 11 月に開催するべきだった

んですけれども、ちょっと残留問題調査会の関係がありまして、きょう 12 月２日にずれ

込んでいますが、そういったことで毎年、年明けは２月に開催させていただいております。

カレンダーを見ていただきたいんですが、２月 22 日水曜日ぐらいがどうかなと思うんで

すけれども、いかがでしょうか。 

【○○委員】来年の話ですが、とりあえずマークしていただくということでよろしゅうご

ざいますね。 

 それでは、２月 22 日を予定すると。これはあれですか、やはりボリュームによっては。
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遠方の先生方もいらっしゃいましょうから、あんまり早く始めるというのも大変でしょう

けれども、早く始めるのがいいか、夜遅くなってもいいのか、そこら辺の兼ね合いでひと

つ時間の設定もお願いしたいと思います。それと、私の知る限りでは厚生労働省とのいろ

んな会との絡みがありますが、大丈夫ですか。 

【事務局】そこは大丈夫です。 

【○○委員】では、先生方恐れ入りますが、来年の話で２月 22 日を一応予定していただ

きたいと存じます。 

 

５．閉    会 

 

【○○委員】本日もまた大変遅くなりまして、まことに申しわけございません。これで閉

会といたします。ありがとうございました。 


