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                １．開    会 

 

【○○委員】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開催いたします。 

 

２．畜水産安全管理課長あいさつ 

 

【○○委員】はじめに、畜水産安全管理課長、ご挨拶をお願いします。 

【畜水産安全管理課長】薬事・食品衛生審議会動物用医薬品等部会の開催にあたり、一言

ご挨拶申し上げます。 

 委員の先生方には、本日は、お忙しい中を出席いただきましてまことにありがとうござ

います。 

 また、委員の皆様には、日頃から動物薬事行政の推進にご助言、ご指導いただいており

ますことを、この場を借りてお礼申し上げます。 

 さて、最近の動物防疫、畜水産物の安全をめぐる情勢でございますけれども、まずＢＳ

Ｅの関係では、昨年12月に食品安全委員会の答申を踏まえまして、米国産、カナダ産の牛

肉の輸入が再開されました。全ての牛から特定危険部位を除去すること、それから、20カ

月齢以下の牛由来であることを輸入条件として輸入が再開されたわけでございますけれど

も、今年に入りまして１月20日に、成田空港で、米国産子牛肉から特定危険部位の１つで

ございます脊柱が発見されたことから、同日付けで米国からの牛肉の輸入が停止されたと

ころでございます。 

 先週金曜日に、米国農務省から原因究明、それから、再発防止策に関する報告書が提出

されておりまして、現在、厚生労働省とともに、その内容を精査しているところでござい

ます。 

 次に動物薬事につきましては、改正薬事法が昨年４月から施行され、承認、許可制度が

大幅に変更されたところでございます。現在、改正内容の円滑な運用に努めているところ

でございます。 

 さらに医薬品の販売業の見直し、医薬品の分類等に関する薬事法の改正が今国会に提出
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される方向で検討が進められておりまして、動物用医薬品につきましても、その流通実態

を踏まえまして、安定的な供給に支障を来さないように対処していく方向で検討を進めて

おります。 

 最後に、食品衛生法の改正に基づき、ことし５月に導入されるポジティブリスト制度へ

の対応といたしまして、一部の動物用医薬品については、使用基準の見直し、新規設定を

行うこととして、３月に省令改正、５月に施行するという方向で、現在、手続を進めてい

るところでございます。 

 以上、最近の動物薬事、それから、動物防疫をめぐる情勢についてご紹介させていただ

きましたけれども、いずれにいたしましても、動物用医薬品は畜水産業の重要な生産資材

でございまして、その使用方法等につきましては、食の安全を確保する上で極めて重要で

ございます。 

 本日は、たくさんの審議事項がございますけれども、ひとつよろしくご審議のほどをお

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、恒例に従いまして、まず配付資料の確認をお願いいたします。 

【事務局】それでは、お手元にご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。 

 まず当日配布資料一覧がございまして、その下に黒でナンバーリングしているものをご

用意させていただいております。 

 まずNo.16が本日の議事次第、委員の出欠表、座席表になってございます。 

 No.17、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、後ほど事務局の

方からご説明させていただきます。 

 それから、No.18は、生物由来製品感染症定期報告についてということで、これも後ほ

ど事務局の方からご説明させていただきます。 

 No.19は動物用生物学的製剤のシードロット・システムについて（案）ということで、

議事次第にはないのですけれども、その他のところでまた最後に事務局の方からご説明さ
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せていただきます。 

 No.20が、次回の日程を決めていただく際の５月、６月のカレンダー。 

 No.21が事前配布資料No.９エクセネル注の正誤表でございます。 

 No.22が動物用医薬品等部会（平成17年12月２日開催）当日配布資料６－２使用基準の

改正の正誤表でございます。 

 以上でございます。ご確認のほどをよろしくお願いいたします。 

【○○委員】先生方、資料、全部おそろいでしょうか。よろしいですね。 

 それでは、早速本題に入りますけれども、ちょっと出席の先生方のご都合に合わせまし

て、部分的に少し前後を入れかえさせていただきます。 

 

４．議   事 

Ⅰ）報 告 事 項 

            （１）動物用医薬品の再評価について 

 

【○○委員】 ○○委員が中座されなければならないということで、一番最初に報告事項

でございますが、議題の（５）、（６）、この報告事項を先に進めさせていただきます。

事務局お願いします。 

【事務局】議題の（５）の動物用医薬品の再評価について、資料No.14でご報告いたしま

す。 

 ２月１日に開催されました再評価調査会でご審議いただいております。平成18年度定期

再評価スクリーニング対象成分の選定についてでございます。 

 大きく生物学的製剤、それから、生物学的製剤以外について分けてございます。 

 １枚めくっていただきまして、まず生物学的製剤についてでございます。 

 大きく分けまして、対象は、１．２．３．の３つに分かれます。１．でございます。 

 平成13年度に新規承認された医薬品の成分、これについて①４成分が対象になります。 

 それから、２．でございます。同じく13年度に再審査が終了した医薬品の成分、①の５

成分でございます。 

 それから、３．平成11年度再評価スクリーニング対象成分、①の10成分。 

 合わせまして19成分を対象にするということでございます。 

 それから、１枚めくっていただきまして、生物学的製剤以外のものでございます。 
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 これもやはり１．から３．までの３つに分かれまして、まず１．が13年度に新規承認さ

れたものです。①、これは０になります。 

 ２．ですが、13年度に再審査が終了したもの、①の６成分でございます。 

 それから、３．11年度に再評価を行った成分でございます。①の137成分でございます。 

 合わせて143成分になります。 

 これらのものを一覧にしたものが最後の紙でございます。成分一覧が載っておりますが、 

生物学的製剤がこれらの19成分、それから、生物学的製剤以外が143成分、このようにな

っております。 

 以上であります。 

【○○委員】ただいまの説明につきまして何か特段のご質問等ございましょうか。 

 特にないようですね。 

 

            （２）動物用医薬品の再審査について 

 

【○○委員】それでは、次をお願いいたします。 

【事務局】では議題の（６）の動物用医薬品の再審査について、ご報告いたします。資料

No.15でご報告いたします。 

 これはやはり２月１日の再評価調査会でご審議いただいたものであります。８品目をご

報告いたします。 

 １枚おめくりいただきまして、マイコバスター、申請者は科飼研でございます。 

 効能、効果、これは豚マイコプラズマ肺炎による肺病変形成抑制及び増体重・飼料効率

低下の軽減でございます。これにつきましては、４ページでございます。 

 審議結果としまして、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、動物用医薬品等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。 

 今日、お配りした資料の中で、症状という記載がありますが、そこは徴候と訂正させて

いただきたいと思います。 

 それから、５ページでございます。 

 ハイオレスプ、これは今、ご報告しましたマイコバスターのゾロ品でございます。申請

者はメリアル・ジャパン。効能・効果はマイコバスターと同じでございます。 
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 審議結果は、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の結果をいただいております。 

 これにつきましても、７ページ中に症状という記載がありますので、ここを副反応徴候、 

あるいは徴候ということで訂正させていただきたいと思います。 

 それから、８ページでございます。 

 日生研豚丹毒不活化ワクチン。申請者は日生研です。効能、効果は豚丹毒の予防です。 

 審議結果は、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の結果をいただいております。 

 それから11ページでございます。 

 エリシールド。これは今、ご報告いたしました日生研豚丹毒不活化ワクチンのゾロ品で

ございます。申請者はノバルティスアニマルヘルス株式会社です。効能、効果は、同様に

豚丹毒の予防です。 

 審議結果は、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の結果をいただいております。 

 次は14ページでございます。 

 “京都微研„ 牛コロナワクチン、申請者は微生物化学研究所です。効能、効果は牛コロ

ナウイルス病の予防でございます。 

 審議結果ですが、資料の整備を条件とし、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。この資料の整

備ですが、下の表にありますように、数字が間違っていましたので、それを正しくすると

いうものです。資料は整備されております。 

 17ページでございます。 

 ポールパックＭＤcvi 、申請者は共立製薬株式会社です。効能、効果は、マレック病の

予防です。 

 審議結果は、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の結果をいただいております。 

 それから、22ページでございます。 

 販売名は“京都微研„ アクチノオイル３価ワクチン。申請者は微生物化学研究所です。

効能、効果は、豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ血清型１、２、５型菌による感
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染症の予防です。 

 審議結果でございますが、資料の整備を条件とし、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。 

 その資料の整備でございますが、使用上の注意に、副反応に関する件で、「認める事が

ある」を「認める」とするということで、これは元気消失と食欲不振、これが98％のもの

で認められましたので、「認める事がある」ではなく、「認める」という表現にすべきで

あるという趣旨でございます。これはご指摘のとおり、資料を整備しております。 

 それから、25ページでございます。 

 スイムジェンＡＲＴ2、化学及血清療法研究所が申請者です。効能、効果は豚の萎縮性

鼻炎の予防です。 

 審議結果は、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でございます。 

 以上でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 どなたかご質問等ございますか。よろしゅうございますか。 

それでは、この２件、了承ということです。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

Ⅱ）審 議 事 項 

（１）動物医薬品の承認の可否、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〕 

              ⑧エコノア１％プレミックス 

               エコノア10％プレミックス 

 

【○○委員】それでは、もう１つ、やはり出席の先生のご都合に合わせまして、次に動物

用抗菌性物質製剤調査会関係、資料No.８、９、ここのところを先に進めたいと存じます

ので、ご了承ください。 

【○○委員】それでは、動物用抗菌性物質製剤調査会審議事項の概要についてご説明申し

上げます。 
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 事前配付資料No.８になります。エコノア１％プレミックス及びエコノア10％プレミッ

クスについてということでございます。 

 本剤、ノバルティス アニマルヘルス株式会社のエコノア１％プレミックス及びエコノ

ア10％プレミックスは、バルネムリンを主剤とする飼料添加剤で、適応症は豚赤痢、豚マ

イコプラズマ肺炎です。 

 本申請は、慢性型豚増殖性腸炎を効能に追加する輸入承認事項変更の承認申請です。 

 本件については、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、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されました。 

 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。 

 詳細は事務局より説明がございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】事務局から説明させていただきます。 

 お手元の赤のNo.８番の資料をご覧ください。これは動物用医薬品輸入承認事項変更承

認申請書ということで、エコノア１％プレミックス、エコノア10％プレミックス。申請者

はノバルティス アニマルヘルス株式会社です。 

 水色の紙を１枚めくっていただきますと、動物用医薬品輸入承認事項変更承認審議経過

票があります。 

 ここに示しましたように、一般名は塩酸バルネムリンで、成分、分量はエコノア１％プ

レミックスにつきましては、100ｇ中バルネムリン（力価）として１ｇを含有する製剤。

それから10％プレミックスは、10ｇを含有する製剤となっております。 

 この中で用法及び用量が書いてありますけれども、豚赤痢と豚マイコプラズマ肺炎、そ

れから、慢性型豚増殖性腸炎なんですけれども、この中で今回、効能追加となりますのが

慢性型豚増殖性腸炎で、用量は、飼料１ｔ当たりバルネムリンとして75ｇ（力価）、（製

剤として7.5kg）、休薬期間は、豚２日間となっております。 

 エコノア10％プレミックスの方につきましても同様で、今回の効能追加は、一番下の慢

性型豚増殖性腸炎、飼料１ｔ当たりバルネムリンとして75ｇ（力価）、製剤として0.75kg、

休業期間、豚２日間という、これの追加になります。 

 また、６番目の効能又は効果のところで、有効菌種につきまして、今回、追加はローソ

ニア イントラセルラーリスです。適応症は慢性型豚増殖性腸炎ということになります。 
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 この製剤につきましては、もう１枚めくっていただきまして、動物用抗菌性物質製剤調

査会で審議が平成17年10月５日に行われました。 

 その審議結果なんですけれども、以下の点について資料整備を求めた上で、本調査会に

おける事前の調査審議を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差し支えない。 

 なお、再審査期間は、新効能動物用医薬品ということで２年間とするということで、こ

の段階で再審査期間も決められ、部会に上程して差し支えないとされましたが、この後、

１件、問題点がございまして、その話をいたしますけれども、下の（１）使用上の注意の

副作用のところの発生状況ですとか、発生機序等の調査結果についての記載を概要に追加

することという条件なんですけれども、これは調査いたしましたところ、この資料の一番

最後に顛末書というのがついておりますが、そこを開けていただきたいと思います。 

 この副作用の調査は、副作用に関する記載の整備をしていただいたわけなんですけれど

も、その整備をする過程で、この１％プレミックス、10％プレミックスが最初の申請にあ

った平成14年10月17日の際の抗菌性物質調査会の審査の付帯条件といたしまして、再審査

期間中に副作用発生報告を３カ月ごとに提出することというのがありましたけれども、こ

れにつきまして、申請者の社内連絡の不徹底により、この報告がなされていなかったとい

うことがありましたので、これにつきまして、もう１回、この件についての報告を10月５

日の次の調査会で実施いたしまして、その経緯がありますので、１回、部会に上程するの

が遅くなったという事情があります。 

 前回の抗菌性物質製剤調査会におきまして、その点については確認いたしました。次に

製剤の説明をさせていただきます。 

 申請書写というところを見ていただきたいと思います。黄色のタグなんですけれども、

そこには輸入承認事項変更承認申請書ということで、エコノア１％プレミックス、それか

らエコノア10％プレミックスにつきまして成分、分量、規格、検査法などが書かれており

ます。 

 また、その次、概要書と書かれていますタグをお開きください。 

 概要書のタグのところで、これは概要が説明されているのですけれども、２枚めくって

いただきまして青いページが出ますが、その青いページをまためくっていただきますと、

１－２ページにバルネムリンの特徴ということが書かれておりまして、そのバルネムリン

の構造式が示されております。 
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 外国における開発状況ということで、その次のページには外国での承認状況の一覧表が

つけられております。このようにたくさんの国におきまして承認がされているものです。 

 また、１ページめくっていただきまして１－４なんですけれども、我が国の開発の経緯

ということで、最初に豚赤痢及び豚マイコプラズマ肺炎、表１－２ですけれども、2003年

４月28日、承認を得まして、その後、効能追加ということで今回、承認申請をいたしまし

たということです。 

 また、欧州におきまして、先ほど一番最初に説明いたしましたように、副作用に関する

懸念があったということで、それにつきまして１－４の一番下の方に書かれておりますけ

れども、1999年の12月から2000年の10月にかけて、デンマーク、スウェーデン等のスカン

ジナビア諸国で発生した本剤の副作用により、ＥＵの規制当局でありますＥＭＥＡが本剤

の販売を停止する決定を下しました。そしてその後、北欧におけるランドレース種の近親

繁殖など特殊な生産体制の遺伝的な異常が原因である可能性が示唆されまして、そういう

結論を得まして、販売停止を解除したという報告がなされております。 

 そのまた下の方ですけれども、ＥＵ加盟14カ国におきまして、1,239万頭の豚、それか

ら、その後追加されましたＥＵ新加盟国６国で145万頭について副作用が認められなかっ

たという報告がありまして、それを受けまして販売を再開したというような事情がござい

ます。 

 また、日本におきましても、その次の１－５ページですけれども、市販後調査を実施い

たしまして、これまで使用成績調査の年次報告を２回行いましたけれども、副作用の報告

例はありませんということです。 

 １－５ページ、今回の効能であります豚増植性腸炎につきまして説明がございました。

これは Lawsonia intracellularis を起因菌とする小腸及び一部大腸粘膜の過形成による

肥厚等を特徴とする急性あるいは慢性の腸管疾患なんですけれども、今回の対象は慢性疾

患だけということです。 

 またその次の１－７ページをめくっていただきまして、上から４行目、我が国において

1996年９月から2003年２月に実施した当該疾患に関する疫学調査の結果と、我が国の養豚

場におきましても高率に Lawsonia intracellularis が浸潤しているものと考えられてい

るということで、今回、豚増殖腸炎に対して効能追加を行うに至ったという経緯が書かれ

ております。 
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 そしてその次なんですけれども、後ろの方、一番最後に添付資料目次というのがありま

すが、その２ページぐらい前に主要申請事項の設定根拠という青い紙が入っております。

主要申請事項の設定根拠の中には、効能、効果について、それから用法及び用量の設定根

拠、使用上の注意の設定根拠が書かれております。この中に、前の方につけられています

用量設定試験ですとか臨床試験の結果から、主要申請事項を設定した根拠が書かれていま

すので、このページに従って説明をさせていただきます。 

 １番として効能又は効果ですけれども、豚増殖性腸炎には２つの病型がありまして、急

性型と慢性型ということがありまして、この豚増殖性腸炎につきまして、まず実験的に英

国において慢性型豚増殖性腸炎モデルを作成しましたという記載がありまして、バルネム

リン75ｐｐｍを14日間飼料添加投与したところ、下痢等の消化器障害を示さず、また、剖

検後の腸管の病理学的検索においても肉眼的病変等を認めなかったので治療効果が認めら

れた。 

 それから、もう１つは臨床症状、それから糞便ＰＣＲ検査から豚増殖性腸炎と診断され

た２カ所の養豚場で実施した我が国の臨床試験におきましても、中段以降なんですけれど

も、バルネムリン投与群とタイロシン投与群を比べますと有意な改善を示しておりまして、

バルネムリン投与群の有効率が98.3％、タイロシン投与群の有効率90％ということ、また

増体重でも、対照群タイロシン投与群に比べて有意な増加を示した。また、副作用は認め

られなかったと記載されています。 

 この内容につきまして、まず最初の用量設定試験は、この真ん中より後ろの方にⅧ効力

薬理試験というものがございまして、そのあたりを開けていただきますと、場所的には概

要書のところの真ん中より後ろのあたりということで、青いページでⅧ．効力薬理試験と

書いてあるところがございますが、それをめくっていただきまして、これは先ほど用量設

定根拠で説明いたしました豚増殖性腸炎の人工感染モデルの評価ということです。 

 その薬理試験のところのⅧ－２ページ目、ここに試験方法が書いてございます。 

 これは人工感染をさせまして、被験薬剤としてこの投与区分の１が予防的な投与で、表

Ⅷ－１の投与区分の２が治療的投与となりまして、２の場合には被験薬剤バルネムリンを

人工感染７日後より剖検時まで14日間飼料添加投与したという形で、バルネムリンの飼料

添加濃度が５群では125ｐｐｍ、６群では75ｐｐｍということになっております。 

 この試験設計に基づいて薬理試験を実施しました。 
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 試験成績につきましては、そのまた２ページめくっていただきまして表Ⅷ－３ですけれ

ども、平均増体重、それから増体重、飼料要求率等のところですけれども、群の５と６が

治療群になります。６の方が今回の承認の効能にあります75mg（力価）ということになり

ますけれども、こちらの群で、Ⅷ－３におきまして飼料要求率が対照群の７に比べていい

というような結果になっております。 

 また、その次のページですけれども、表Ⅷ－４ですけれども、病理学的検査結果で、５

群と６群ともに豚増殖性腸炎病変スコアが認められなかったということで、対照群と比べ

まして、病変が認められないということになっております。 

 これをもってバルネムリンの75ｐｐｍは、14日飼料添加することによって治療効果を有

することが示唆されたという結論になります。 

 また、その次のページをめくっていただきまして、Ⅻ．臨床試験という成績がつけられ

ておりますけれども、このところの１枚青い紙をめくっていただきまして、臨床試験、国

内２カ所の施設で行いました。 

 もう１枚めくりますとⅫ－２ページ、試験区分とありまして、表Ⅻ－１試験区分のとこ

ろで、被験薬投与群と対照薬投与群、被験群が本剤バルネムリンで、対照群はＴＳ、タイ

ロシンとなっております。本剤の添加量は75ｐｐｍで、投与期間７日間の成績の試験設計

となっております。 

 投与計画は、その次のページの試験日程の表がございますけれども、観察項目といたし

ましては、体重測定、飼料摂取量、臨床症状、糞便検査、剖検、そしてまた、１ページめ

くっていただきまして、病理組織学的検査等の検査、それから９番には有害事象の観察に

ついても述べられております。 

 Ⅻ－５ページですけれども、有効性の評価の方法で、総合臨床スコアから臨床スコアの

改善率を求めまして、臨床スコアの改善率が85％以上を「著効」、85％未満70％以上を

「有効」、70％未満50％以上を「やや有効」等としたと記載されております。 

 その次のページに臨床症状改善率、有効率の計算式が出ております。 

 成績につきましては、Ⅻ－９ページですが、表Ⅻ－４のところに平均臨床スコアという

ことで、本剤被験群につきまして、投与開始後、３日、４日、６日目の平均臨床スコアが、

対照群と比べて有意に良好であったというとことと、それから、下の表Ⅻ－５ですけれど

も、平均臨床症状改善率につきまして、本剤では有効率98.3％で再発率2.2％に対して、
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対照群は90.0％と17.1％であったということが示されました。 

 また、先ほどの一番最初に申し上げました主要申請事項の設定根拠の効能又は効果、後

ろに戻っていただきまして、用量、設定試験、それから臨床試験をもちまして、本剤の有

効性を確認しました。 

 また、臨床試験でバルネムリンに起因する異常を認めませんでしたので、薬理試験と臨

床試験ともに異常を認めなかったということで、安全性についても確認されましたという

ことで、その次のページですけれども、効能・効果が有効菌種ローソニア イントラセル

ラーリス、適応症が豚の慢性型豚増殖性腸炎となります。 

 また、用法、用量も２つの試験におきまして、バルネムリン75ｐｐｍを７日間飼料添加

で有効だということで設定いたしました。 

 また、使用上の注意ですけれども、豚のマイコプラズマ肺炎と豚赤痢についての使用上

の注意のほかに、新たに２つの対象動物に対する注意を加えましたということで、その次

の一番最後のページになります。そこのところの３．適用上の注意のところの（２）の慢

性型豚増殖性腸炎はという、それ以降の記述と（３）本剤を慢性型豚増殖性腸炎の治療に

使用を開始して５日以内に症状の改善がみられない場合には本剤の投与を中止し、再度診

断という、その２点の使用上の注意をつけ加えましたということです。 

 以上でこの製剤の説明を終わらせていただきます。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきましてご質問、あるいはご意見をいただきます。どな

たかご発言ございますか。 

 効能、効果の追加ということで、もうこれは既に外に出ている製剤でございます。特段

のご発言ございませんか。 

 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。 

 それでは、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、新効能動物用医薬品ということで２年間といたします。 

 ありがとうございました。 

 

                 ⑨エクセネル注 
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【○○委員】それでは、続きまして同じ審議事項でございますが、やはり抗菌性物質製剤

調査会関係で、⑨エクセネル注、これの輸入承認事項変更承認の可否ということでござい

まして、これも○○委員からお願いいたします。 

【○○委員】それでは、エクセネル注についてご説明申し上げます。事前配付資料のNo.

９です。 

 ファイザー株式会社のエクセネル注は、セフチオフルナトリウムを主剤とする注射剤で、

適応症は牛の肺炎及び豚の胸膜肺炎です。 

 本申請は、牛の趾間フレグモーネを効能に追加する輸入承認事項の変更の承認申請です。 

 本件については、動物用抗菌性物質製剤調査会による審議により、指摘事項について添

付資料を整備した上で、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されました。 

 なお、再審査期間は、新効能動物用医薬品ということで２年間となっています。 

 詳細は事務局より説明していただきます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】それでは説明させていただきます。 

 お手元に赤の資料番号９番と、当日配付資料で正誤表になりますけれども、黒のNo.21

番をご用意ください。黒のNo.21番なんですけれども、これは審議経過票の訂正というこ

とになります。赤のNo.９番を１枚めくっていただきまして、まず訂正だけさせていただ

きますけれども、これの正誤表ということで、審議経過票の３ページ目を開けてください。 

 上の方に審議年月日平成18年１月31日とありますけれども、抗菌調査会におきまして審

議されたところの審議結果のところの記載が一部不十分ということです。具体的には、２

行目の再審査期間は２年とするということですけれども、ここには再審査期間２年とする

という理由が入っておりませんで、正しくは正誤表のとおり、再審査期間は、新効能動物

用医薬品ということで２年ということで正誤表を作成いたしました。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、最初にご説明ということなんですけれども、まず表紙をめくっていただきま

して審議経過票に基づきまして説明させていただきます。 

 販売名エクセネル注、一般名注射用セフチオフルナトリウム、申請者名ファイザー株式

会社ということで、セフチオフルナトリウムを含む注射剤です。 
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 用法及び用量ですけれども、この製剤は効能追加ということですので、そこに書かれて

おります牛肺炎の効能と、豚の効能につきまして、もう既に持っておりまして、豚の胸膜

肺炎ですけれども、それについては持っております。そのほかに用法及び用量のところの

牛の肺炎の下のところの趾間フレグモーネ（趾間ふらん）、これが１～２mg（力価）で３

日間の投与なんですけれども、この用法、用量が追加され、効能又は効果のところで、適

応症として趾間フレグモーネ（趾間ふらん）が追加されました。 

 有効菌種の方では、フソバクテリウム ネクロフォーラムとポルフィロモナス アサッ

カロリチアが追加されたということです。 

 このことにつきまして、動物用抗菌性物質製剤調査会で２回、審議が行われました。審

議年月日が平成17年10月５日、それから、もう１回が２枚めくっていただきまして平成18

年１月31日ということです。 

 ２回の審議を経まして、こちらに上程して差し支えないとされたということです。 

 それでは、まず製剤の説明をいたしますけれども、めくっていただきまして、申請書と

書かれたタグを開けてください。 

 申請書のところに、これは輸入承認の効能追加ということの事項変更承認申請書ですと

いうことで、１回目の承認が平成８年に行われております。 

 まためくっていただきまして、セフチオフルナトリウムの規格及び試験方法という別紙

（１）の記載がありまして、それから、常用標準セフチオフルとかいういろいろな記載が

ございます。この辺につきましては、変更は特に大きなものはないということです。 

 概要のタグをめくってください。効能、効果、添付資料の概要、エクセネル注というと

ころなんですけれども、１枚めくっていただきまして目次がございます。目次の中で、今

回、効能追加でございますので、イ．開発の経緯等に関する資料とホ．薬理作用に関する

資料、それからト．臨床試験に関する資料がつけられまして、チ．用法及び用量等の根拠

資料がついております。 

 まず開発の経緯のところなんですけれども、めくっていただきますと１ページ目、開発

の経緯等に関する資料です。一番上に記載されておりますように、エクセネル注は、広い

抗菌スペクトルを有する動物用セフェム系抗菌性物質であるセフチオフルナトリウムを主

成分とし、日本でも既に牛肺炎、豚胸膜肺炎の効能及び効果については承認を得ておりま

す。既に市販されているものです。同系統の動物用医薬品でセファゾリン、セファロニウ
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ム、セフロキシムの製剤が承認されております。 

 用法、用量なんですけれども、本剤は１日１回、体重１kg当たり１～２mg（力価）を３

日間、筋肉内に注射するという方法です。 

 開発の経緯なんですけれども、まずセフチオフルは、一番最初に承認申請されましたの

は米国アップジョン社から開発されたというようなことがございまして、牛の呼吸器病、

まず最初に細菌性肺炎、それから、その後、牛の急性趾間フレグモーネの治療、豚の細菌

性呼吸器疾患などの開発をされまして現在に至っています。 

 最初、日本では牛の肺炎、豚の胸膜肺炎の効能及び効果で1996年２月27日付けで承認を

されました。 

 まず開発の意義なんですけれども、セフチオフルは、第３世代セフェム系の抗生物質で

ございますので、公衆衛生に関する資料が必須ということですが、セフチオフルと同一系

成分の医薬品における使用実績、使用状況並びに重要性ということが書いてありまして、

まず使用実績、１ページの表イ－１ですけれども、第３世代セフェム系注射剤の割合が示

されております。2002年産16％、2004年産15％というような実績となっております。 

 また、使用状況なんですけれども、ヒト用の第３世代セフェム系注射剤の使用状況がそ

ちらの方に書かれております。 

 重要性ですけれども、ヒトでの注射用抗菌性物質の売上における第３世代セフェム系注

射剤の割合は、大きな変動が３年間なく、ヒト用抗菌性物質の中ではなくてはならない存

在となっております。また、今後もこの傾向は大きく変わらないものと考えられますとい

うことです。 

 その次は耐性獲得及び交差耐性発現の機序ということで、これは今回の承認申請にあた

ってということではなくて、以前、承認申請された時もついていたのだと思いますけれど

も、①として薬剤親和性の低下による耐性発現と、それから②番目として薬剤透過性の低

下による耐性発現、③薬剤の不活化による耐性発現という３つの機序がありますというこ

とが書いてあります。３番目として野外における耐性菌の分布状況でございますけれども、

ヒト領域における耐性菌の分布状況が表イ－２に示されております。 

 さらに家畜領域における耐性菌の分布状況が表イ－４、次の４ページですけれども、そ

ちらの方にＭＩＣ値が示されております。牛と豚で各菌種における感受性の割合、耐性限

界値等が示されております。 
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 ４番目としましては、食品媒介性の病原菌及びその指標細菌の薬剤感受性の調査の結果

ということで、これは表イ－５に示しております。 

 ５番目としましては、環境中での安定性ということで、セフチオフルの環境中の分解性

に関して資料がありまして、土壌中で速やかに分解され、環境に蓄積する懸念はないもの

と考えられた。 

 第３世代セフェムですので、当然限定的で十分に管理ができる状況で使用されなければ

ならないということでございますので、それについての検討が６）に示されております。 

 本剤は要指示医薬品でございますので、獣医師の十分な管理の中で使用されます。また、

その使用は牛の肺炎と趾間フレグモーネ、それから豚胸膜肺炎の使用のみに限定されてお

りますし、使用上の注意にも「第一次選択薬が無効であった場合のみに限り使用するこ

と」と記載されておりますので、これを遵守されれば、限定的で十分な管理ができる注射

剤ということになります。 

 また、７）としまして、当該製剤を使用することによるヒトに対するリスクということ

が書かれておりまして、土壌中で分解するというようなことがありますので、環境に対す

る影響は考えられない。それから、ヒトに対するリスクにつきましても、少ないと考えら

れるということがあります。 

 また、公衆衛生菌における感受性の年度変化は小さいので、影響を与えるものではない

という考察がされております。 

 また、家畜衛生に関する資料ということで、１）、５ページですけれども、国内で承認

された同種同効の薬品ですが、今回、効能追加いたします牛の趾間フレグモーネに対する

効能を認められている動物用医薬品は、オキシテトラサイクリンのロングアクティングタ

イプのものを主成分とする４種類があり、これら４種類と今回申請するエクセネル注との

対比につきまして次のページの表イ－６で示しております。 

 これで申請者が、後で説明いたしますけれども、一番考えているのは休薬期間のところ

なんですけれども、牛についてはエクセネル注が20日、乳が24時間、そのほかのオキシテ

トラサイクリンの製剤につきまして牛で搾乳牛を除くという制限がつきまして62日、豚が

10日というエクセネルに対しまして、ほかのオキシテトラサイクリン製剤は豚30日という

ことで、これが一番の開発に至った根拠の１つということになります。 

 ２）ですけれども、本剤使用による対象動物へのリスクということで、国内で発売する
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前に実施した調査という、1988年から1993年に牛、豚から分離された肺炎起因菌などに対

しても高い感受性を示しました。 

 また、これはもう既に発売されておりますが、発売から１～６年後に実施された調査で

は、低度耐性菌が若干あったのみで、ほとんどのものにつきましては感受性が認められた

という表イ－７の成績がございますので、本剤使用による耐性問題が生じる危惧は小さい

と考えられるという申請者の考えです。 

 ３）効能追加の意義でございますが、趾間フレグモーネ治療の重要性ということなんで

すけれども、１行目に書かれました今日の酪農業におきまして使用される牛は、コンクリ

ートなど平らで堅く、また、湿気のある床で長時間過ごすことが多いため、蹄の疾患が発

生しやすい状況にあります。その後、経済的損失等の話がございまして、趾間フレグモー

ネに対する治療薬の開発意義があると考えられるということです。 

 （ｂ）ですけれども、趾間フレグモーネ治療における本剤の重要性なんですけれども、

趾間フレグモーネ治療には、局所治療と抗菌剤の全身投与、あるいは併用が行われており

ますけれども、局所治療としましては消毒剤による洗浄、それから、抗菌剤塗布などが行

われておりまして、全身投与には主にペニシリン製剤及びオキシテトラサイクリン製剤が

推奨されているとあります。ただ、承認されているのはオキシテトラサイクリン製剤の注

射剤のみということなんですけれども。 

 そのオキシテトラサイクリン製剤を使った治療の話ですけれども、海外では、本症に対

する臨床的有効率が70％に至らなかったというような報告もありますが、セフチオフル製

剤では治療効果が高く、70％を上回っているというような報告があるということで、有効

性の点から、本剤は有用と考えられるということです。 

 また、先ほど申し上げましたように、現在承認されているオキシテトラサイクリン製剤

はいずれも持続性製剤で休薬期間が長い、また、搾乳牛に対する効能を有しないので、趾

間フレグモーネの治療にはほとんど使用されてない。また、今回は乳で24時間ということ

で、乳牛の効能も臨床現場で非常に有効であるという理由を示しております。 

 また、３番としまして海外での承認状況及び使用状況を示しておりまして、現在、41カ

国で牛についての承認があり、うち28カ国で趾間フレグモーネの効能が認められていると

いうことです。各国の承認状況はイ－８に示されているとおり、また、各国の添付文書も

次のページ、その次のページに示されているとおりです。 



 

 

 

18 

 

 ここでご説明をいたしますけれども、まず後ろの方に目次とありますけれども、目次の

３枚前に用法及び用量等の設定の根拠が示してあります。 

 こちらですけれども、まず用法及び用量の根拠、それから有効菌種の根拠、それから、

使用上の注意の根拠ということで示されておりますので、これに従って説明をさせていた

だきます。 

 本剤の趾間フレグモーネに対する用量及び用量は下記のとおりである。こういう用法、

用量です。まず牛における Fusobacterium と Porphyromonas につきまして、エクセネル

注皮下投与による確認試験を実施しましたということが１つ。 

 それから、カナダで行った臨床試験で、１日当たり0.1mg／kgの３日間投与だと効果が

不十分であった。それから、これらの結果を受けて、同用法、用量を用いて国内臨床試験

を実施しましたところ、その有効性が確認されたということが書いてあります。 

 このあたりの資料は、前の方につけられておりまして、概要12ページ、ホ．薬理作用に

関する資料ということで、まず１番としまして、嫌気性菌に対する最小発育阻止濃度とい

うＭＩＣ値が出ております。表ホ－１です。 

 また（２）としまして、牛由来の嫌気性菌に対するＭＩＣということで、表ホ－２が示

されております。ここで Fusobacterium necrophorum につきましてのＭＩＣ50がいずれ

もかなり低い値となっております。 

 （３）としまして13ページでございますが、趾間フレグモーネ由来国内野外分離菌の薬

剤感受性ということで、（３）の１） F.necrophorum のセフチオフルに対する感受性と

いうことで、感受性を調べましたところ、表ホ－３、 F.necrophorum につきましては、

ＭＩＣ50が0.25、ＭＩＣ90が２、範囲がそこに示されたようなとおりとなっております。 

 また２）ですけれども、そのほかの Fusobacterium 以外の菌に対する感受性を示して

おりまして、表ホ－４ですけれども、やはりこの菌に対しましても、セフチオフルはほか

の薬剤と比べましてもＭＩＣ50が0.25でＭＩＣ90が４で、かなり良好なＭＩＣを示してい

るということです。 

 用量確認試験ですけれども、これは牛の趾間フレグモーネとして実験感染モデルを使っ

て検討したということなんですけれども、供試牛に F.necrophorum 及び P.asaccharolyt

icaを接種いたしまして人為的に趾間フレグモーネを発生させて、体重１kg当たりセフチ

オフルとして１または２mgを１日１回３日間投与いたしまして、プラセボ対照群との比較
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をスコアで行ったということで、その結果が表ホ－５に書いてありますけれども、プラセ

ボ群に対しましてセフチオフル１mg／kg投与群、２mg／kg投与群、いずれも有意差が示さ

れるような形、３日目、７日目、10日目で有意差が示されております。 

 あとは用量設定試験を終わりましてト．の臨床試験に関する資料ということで15ページ

です。 

 実施施設の概要を表ト－１に示しましたけれども、このような実施施設におきまして試

験を実施しました。 

 その次のページですけれども、材料及び方法のところで、表ト－２に試験設計を示して

おります。被験薬の無処置群、それからエクセネル注、今回は１mg／kgと２mg／kgで臨床

試験を行いました。 

 供試動物の選定基準、それから除外基準が書かれておりまして、評価項目につきまして

は17ページに臨床評価、跛行スコア、腫脹スコア、病変スコアでスコアを決めました。ス

コアの判定と合わせまして細菌学的検査、薬剤感受性検査も行っております。また、再発

及び症状悪化の評価も行っております。 

 評価基準ですけれども、19ページの上、有効性判定基準のところで、合計臨床スコアの

改善率の70％未満が「無効」、80％未満70％以上が「有効」、85％以上が「著効」という

ような判定基準になっております。 

 エクセネル注の有効性の評価基準としては、ｂ）に示しました有効性評価頭数分の（著

効例数＋有効例数）×100ということです。 

 その成績なんですが、安全性の評価基準としましては19ページの（ｂ）ですけれども、

有害事象のうち、被験薬との関連が疑われる事象について検討した。 

 成績ですけれども、まず表ト－３に試験経過として除外頭数、脱落頭数、評価頭数と書

かれております。 

 合計臨床スコアにつきましては表ト－５に示されておりまして、いずれもａとｂと記さ

れたところのスコアなんですけれども、Ｔの０１群が対照群、０２、０３がそれぞれ１mg

/kgと２mg/kgなんですけれども、有意差が２日目以降に７日目まで出ております。 

 跛行スコアにつきましても有意差が見られておりまして、３日目、４日目、７日目で両

群とも見られております。また、腫脹スコアにつきましても、３日目から７日目の間に見

られております。病変スコアにつきましても、表ト－８ですけれども、４日目、それから
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７日目で見られております。 

 というような検査がいろいろ行われまして、22ページ２）の細菌検査結果とありまして、

細菌の分離率が示されております。 

 有効率なんですけれども、23ページの表ト－11が有効率ですけれども、対照群のＴ０１

群が有効率が０で、Ｔ０２群、０３群が、いずれも72.1％、76.3％ということで有効であ

ったということになります。あと重症度別有効率等も示されております。また、起因菌の

減少率も25ページに示されております。また安全性に関する成績及び評価につきましても、

27ページのところで、有害事象及び脱落について表ト－18にまとめた。Ｔ０１群の13頭中

１頭で治験２日に水様性下痢がありますけれども、被験物質投与群では観察されませんで

した。 

 これらの結果をもちまして29ページのところで用法及び用量の設定の根拠で、用量確認

試験、それから臨床試験におきまして、趾間フレグモーネに対して体重１kgに当たりセフ

チオフルとして１～２mg（力価）を１日１回３日間投与で有効性が確認されました。 

 ２．有効菌種ですけれども、根拠としましては、フソバクテリウム ネクロフォーラム、

ポルフィロモナス アサッカロリチカを選んだ根拠が示されておりまして、臨床試験で認

められた菌であるというような説明がされております。 

 ３．使用上の注意の根拠ですけれども、こちらにひとつひとつ書かれております。重要

なのは、例えば一般的注意の２番目、本剤は、第一次選択薬が無効の症例にのみ限り使用

すること。第３世代セフェムですので、このような記載がなされております。 

 31ページの３．適用上の注意のところの（３）ですが、趾間フレグモーネの治療に際し

ては、治療効果を上げるための牛床の衛生管理とともに、敷料の使用により・・・とあり、

この辺が趾間フレグモーネの治療に際して、ただ、薬剤を投与するだけではなくて、衛生

管理に努めなくてはいけないという重要な注意になっております。 

 また、その次の32ページの（４）につきましても、趾間フレグモーネの治療に際しての

注意ということです。 

 一番最初の審議経過票に戻りまして、このような資料をご検討していただいた結果、10

月５日、１月31日の２回、抗菌製剤調査会で審議していただき、結果といたしまして、動

物医薬品等部会に上程して差し支えない。 

再審査期間は、新効能動物用医薬品ということで２年とするという結論を得ております。 
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 以上です。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 それでは、今の説明につきましてご質問なり、ご意見をいただきます。どうぞ。どなた

かご発言ありませんでしょうか。 

 特にご発言がないということは、承認という方向で進むことになりますが、よろしゅう

ございますか。 

 それでは、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、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年間といたします。 

 ありがとうございました。 

 

            〔動物用生物学的製剤調査会関係〕 

                 ①ネモバック 

 

【○○委員】それでは、当初から変則的に進めてまいりましたけれども、ここで本題の一

番最初に戻りまして、①のネモバックの輸入承認事項変更承認の可否ということでござい

ますが、今日は生物学的製剤調査会の座長がご欠席でございますので、○○委員からご説

明をお願いいたします。 

【○○委員】ネモバックです。 

 ネモバックは、メリアル・ジャパン株式会社から輸入承認事項変更承認申請されたトリ

ニューモウイルスを有効成分とする鶏用の生ワクチンであります。 

 平成18年１月27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、事前に配付させていただきました資料番号赤の１番をご用意くださ

い。 

 申請書とありますオレンジのタグがございますので、そちらをお開きください。 

 本製剤は、メリアル・ジャパン株式会社から輸入承認事項変更承認申請されましたネモ
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バックでございます。本製剤は、トリニューモウイルス感染による鶏の呼吸器症状の予防

を効能効果とする生ワクチンでございますが、ピンク色の新旧対照とありますタグのとこ

ろに新旧の対照表があるのですけれども、その１ページの一番下の欄に５．用法及び用量

の欄がございますが、アンダーラインが引いてないのですけれども、これまで右側に示し

ますように、飲水投与するものだったのですが、これに左側に示しますように、噴霧接種

と点鼻、点眼接種を追加するという、こういう事項変更申請でございます。 

 トリニューモウイルスを有効成分とするワクチンで噴霧ですとか点鼻、点眼をするもの

はありませんので、新投与経路動物用医薬品ということでご審議をお願いいたします。 

 また、この新旧対照表の４ページの上段に示しますように、比較及び検査方法の力価試

験を、今まで中和試験だったものをＥＬＩＳＡに合わせて変更しているという申請も加わ

っております。 

 それでは、詳細につきまして概要を用いましてご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。本剤、ネモバックは、現在、飲水投与のみで承認されてございま

すが、他の既承認のトリニューモウイルスを効能、効果とするようなワクチン、株は違う

のですけれども、トリニューモウイルスを効果とするワクチンは、飲水投与のほかに点眼

ですとか、散霧の用法で承認されているものがございます。そこでネモバックも、この点

眼接種、それから噴霧接種の投与を追加して、さらなる現場での作業の向上を図るととも

に、飼育環境に応じた適切な投与方法が選択できるようにしたいということで今般の変更

承認申請がされたというものでございます。 

 少し進みましてページが変則的にふってあるのですけれども、７－１ページというのが

あるのですが、30枚ぐらいいったところ、安全性に関する試験でございますが、ネモバッ

クを７－３ページの表の７－１－１に示しますように、高用量及び常用量を点眼接種、ま

たは気管内接種いたしまして、臨床観察、それから観察終了日の剖検、体重、飼料接種量

の測定、それから血液学的検査を実施いたしました。 

 そうしましたところ、７－５ページの表７－１－２に示しますように、高用量の接種群

で、一部臨床観察の異常や呼吸器症状の異常が認められましたが、常用量群では、特に何

もなく、体重、それから飼料摂取量は対照群と同程度ということでございました。 

 それから、その下の表７－１－３でございますが、剖検所見、それから病理所見におき

ましては、一部の個体に軽度の異常所見が認められましたが、用量依存性はなく、対照群
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にも同程度の所見が認められたことから、この被験物質に起因するものではないというふ

うに判断されてございます。 

 それから、血液学的検査につきましても、対照群と各接種群との間に有意差は認められ

ませんでした。以上の成績から、ネモバックを点眼接種、または気管内接種した場合の安

全性が確認されてございます。 

 続きまして概要の８－１－１ページをご覧ください。接種法による抗体産生性を比較し

た試験でございますが、経口投与と、噴霧投与と、気管内投与を比較しましたところ、次

の８－１－２ページの表に示しますように、いずれの投与方法も、ほぼ同程度の中和指数、

あるいはＥＬＩＳＡのＳ／Ｐ値が得られておりまして、噴霧接種は既承認の飲水投与、実

験の中では経口投与になっていますが、と同程度の抗体産生性が期待できるというふうに

考えられました。 

 それから、８－２－１ページには点鼻接種による抗体産生性を調べた試験でございます

が、次の８－２－２ページの上の表８－２－２になりますが、ここに示しますネモバック

３ロットについて、点鼻接種後の中和指数とＥＬＩＳＡ値というものを調べたところ、そ

の下の８－２－３に示しますように、各ロット間での値は同等であり、かつ中和指数は検

定基準の2.4以上あったということでございます。 

 次の12－１ページからが臨床試験になりますが、ネモバックの点眼、それから噴霧接種

につきまして、野外における安全性及び有効性を確認しました。12－３ページの表12－１

－１に示しますように、４カ所の農場でこの治験を行ってございます。 

 観察、それから検査項目としましては、臨床観察、それから斃死及び淘汰羽数、平均出

荷日齢、それから平均出荷重量、こういった生産性に関わる記録、それから、血中抗体価

の測定、こういったものを行ってございます。その結果を12－６、12－７、両ページにま

たがりますところに結果が示してございますけれども、この４農場での臨床試験と斃死及

び淘汰羽数、これらを示してございますが、このネモバックによる異常というものは認め

られなかったということでございます。 

 それから、生産指数、体重ですとか出荷日数なんですけれども、この４つの農場のうち

の肉養鶏の３農場について調べました。その結果が12－８ページに示してございますが、

表の中の太字のところが生産指数というものでございますけれども、そこを見ていただき

ますと、左のチャンキーと真ん中のＵＳ Ｃｏｏｂ ５００では、試験群と対照群で有意
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差がございませんでした。 

 右側のチャンキーでは差があったのですけれども、これは斃死率が対照群で上回った。

こういったことが影響してこういった差が出たという形になってございます。 

 それから抗体価の推移につきましては12－９ページに示しますが、噴霧及び点眼接種経

路のいずれも肉用鶏あるいは採卵鶏の別を問わず、ネモバック接種による抗体の上昇が認

められ、いずれも少なくとも50日齢ぐらいまでは抗体価が期待される、維持されるという

ことでございました。 

 以上の結果から、ネモバックは噴霧及び点眼接種をしても安全であり、接種後４週から

高い抗体価が認められまして、50日齢までは維持されているということで、有効性も認め

られたということでございます。 

 それから、力価試験を中和試験からＥＬＩＳＡに変更することにつきましては、現在の

中和試験は、試験群10羽の鶏に打つのですけれども、その試験群のプール血清について、

ウイルス希釈法による中和試験というふうになっています。ところがプール血清は、その

特性として抗体価の高い個体の影響を受けやすい。また、中和試験自体が測定に長時間を

要するということから、これらを解決するために、今回、それをＥＬＩＳＡ法に変更でき

ないかという検討をしてきたというものでございます。 

 ちょっと戻りまして２－２－５ページになりますけれども、判定基準設定の根拠に関す

る資料というものがございます。ここをご覧になっていただきたいのですが、ここではＥ

ＬＩＳＡ値のＳ／Ｐ値と防御の関係を調べてございます。 

 ２－２－５－３、次の次のページの横の表をご覧になっていただきますと、ちょうど１

用量を接種したところの横のラインです。その上の行、2.5及び２用量を打ったところの

右から２つ目の欄のところにＳ／Ｐ値が28.8とあるのですけれども、こういった28.8です

とか、その下の54.1ですとか、その左側の65.4とか、つまり28.8以上の値を示したものの

ＣＳＩ、いわゆる発症率は0.06以下、つまり発症率が10％以下という形になってございま

す。 

 次に５ページを見ていただきますと図があるのですけれども、Ｓ／Ｐ値が20以上、それ

から40未満のものから発症がほとんどなくなっているという結果でございます。つまりＳ

／Ｐ値が28.8、きりのいいところで30以上あれば発症防御をちゃんとするという結果では

ないかということでございます。そこでＳ／Ｐ値を30とした場合に、既存の測定法、つま
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り中和試験法との相関を調べたのが２－２－３ページからになります。この２－２－３の

３ページのところに中和指数とＳ／Ｐ値の相関関係を示した図がございますが、相関係数

は0.706ということで、Ｓ／Ｐ値が30だと中和指数は大体0.8から0.9ぐらいというふうに

なります。 

 左の２－２－３の２ページの表をご覧になっていただきますと、左のプール血清の中和

指数と、真ん中の各個体の中和指数の平均値を比べますと、プール血清の方が大体1.5高

くなっています。従いまして、各個体の中和指数の平均が0.8から0.9の場合、多分そのプ

ール血清は＋1.5ぐらいの2.3から2.4ぐらいになるということで、結果的に中和指数の 

2.4とＥＬＩＳＡのＳ／Ｐ値の30というのがほぼイコールになるかというふうに考えられ

るということです。従いまして、ＥＬＩＳＡを力価試験とした場合のＳ／Ｐ値は30、そう

すると今の中和試験の検定基準が2.4になっていますので、2.4と30がほぼイコールという

ことで、30とするのが妥当だということになってございます。 

 最初に戻りまして審議経過票をご覧ください。７の欄に示しますように、本申請につき

ましては、平成18年１月27日に開催されました動物用生物学的製剤調査会でご審議をいた

だきまして、事前の調査審議を終了し、本部会に上程して差し支えない。 

 なお、再審査期間は、新投与経路動物用医薬品ということで６年というふうにされまし

た。 

 以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いします。 

【○○委員】それでは、ただいまの説明につきましてご質問、あるいはご意見をいただき

ます。どうぞご発言ください。 

【○○委員】もう既に承認されている事項ですので、ここで議論することが不適切である

ことは承知の上で、再審査のときにおそらく議論になるであろうという観点から少しお考

えをお伺いしたいと思っています。 

 それは審議経過票の中で、効能又は効果がございますが、トリニューモウイルス感染に

よる鶏の呼吸器症状の予防、この症状は恐らく徴候というふうに直していただけるとしま

しても、呼吸器症状の予防が効能又は効果として表現として適切であるかどうか、ちょっ

とお考えをお聞かせいただきたいのですが。 

【事務局】おそらく最初にこのネモバックを承認する際の添付資料で、有効性、多分薬理

試験と臨床試験のところだと思うのですけれども、そこで見ているメルクマールが多分呼
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吸器の症状をメルクマールにして有効性が見られたのか、見られてないのかということで

多分判断しているのではないかと思います。そこが呼吸器の症状を抑えたんだということ

が多分そこの資料にあったので、効能・効果としてこういう呼吸器症状の予防という効

能・効果の記載になったのではないかと思われます。 

【○○委員】承認時のいきさつはおそらくそのとおりだと思うのですが、ただ、承認時で

決まったことといますか、承認されたことは、再審査の段階になってもなかなかそれを否

定しづらい。しかも有効性を否定する明らかな根拠がない限り、承認されたものを否定す

ることは非常に難しいということが前提になってきますと、承認時での審査というのは慎

重でなければならない。そういうことを考えますと、たまたま出てきておりますので、症

状を予防するということが適切であるかどうか。効能、効果として。その辺のところはい

かがでしょうか。 

【事務局】おそらく最近のワクチンですと、例えばデータにもよると思うのですけれども、

症状をメルクマールにしてというか、症状の軽減ですとか、そういった効能・効果で承認

されているものが見受けられますので、本来、正確にいうならば、こういう症状の軽減と

いう効能・効果が正しい表現なのかもしれません。 

【○○委員】言葉としましては、呼吸器徴候の発現の軽減とか、発現の予防でもかまいま

せんけれども、今のお話のように、軽減ということであればよく理解できると思います。 

【○○委員】これはそうすると、６年先にもっていく宿題になりますか。 

【事務局】そうですね。６年間で再審査、○○委員のところの再評価の調査会でご審議を

受けることになると思うのですけれども。 

【○○委員】いずれにしましても、今のご発言をどっかにとどめておいていただいて、や

はり不的確な表現は、その都度変えていくということを前提に、おそらく調査会から、役

所のメンバーもみんな代わっているなんという可能性がありますので、しっかりと伝達事

項にしておいていただいたらいいかなと思いますが。 

【事務局】はい、わかりました。 

【○○委員】○○委員、よろしいですか。 

【○○委員】この製剤、平成11年７月に当初の承認がされていますので、既に再審査期間

は終わっています。そこで、もうすぐ再評価調査会の方に審議が行くと思うのです。そこ

の中できちんと評価していただいて直していただけるのなら、その方がいいと思います。 
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 今回、新投与経路の追加でまた６年後になります。それ以前の再審査がかかってくると

いうことで承知しておいていただけたらと思います。 

【○○委員】そうですね。事務局、そのような扱いでひとつよろしいですか。 

【事務局】はい、わかりました。 

【○○委員】ほかにご発言ございますか。 

【○○委員】私の方から、これも既に承認されている使用上の注意のところですけれど、

審議経過票の２枚目のところで、別紙の使用者に対する注意というところ。そこを見てい

ただいて、「作業時には眼鏡、マスク、手袋等の防護具を着用し、」と記載されており、

既に承認されている飲水投与でもこれに近いような表現をされているのですけれども、実

際に今回、点鼻、点眼もあるのですけれども、特に噴霧に関しては当然これは必要な記載

だと思うのです。それ以外で飲水投与だけの場合にどうしてこういう使用上の注意が設定

されていたのか、申請者とも相談していただいて、今回の新投与経路以前の段階について

この使用上の注意を設定した経過を確認してください。 

 もし今までの飲水投与について必要なければ、新たに必要だということで、「噴霧作業

時には」という、表現を追加する方が妥当なのか、一律飲水投与も含めてこのような記載

表現が必要なのか、そこを少し確認していただきたいという意見です。 

【○○委員】どうですか。より現場を意識した表現ということになりそうですが。 

【事務局】ただ、これは生ワクチンですので、当然取り扱う際に、取扱者の手とかに誤っ

てついたり、または、当然向こう側には鶏がいるわけですので、投与した際に鶏が暴れた

りとか何とかということで、そのものがワクチンを扱う者に跳ね返ってきて顔にかかって

とか、口の中に入ったりとかいうことも考えられるかもしれませんので、噴霧だけに限る

というよりも、全般的にそういう暴露される危険性があるので、それを防ぐために手袋で

すとか、マスクですとか、眼鏡をしていただくという使用上の注意を付しておいた方がよ

ろしいのかなとは思いますが。 

【○○委員】なるほど、それもごもっともですね、どうですか、○○委員、特にこだわら

ないでいいですか。 

【○○委員】特にこだわりはしませんけれども、過剰防衛だったのかどうかだけはちょっ

と確認しておいてほしいのです。 

【○○委員】そうですね。ほかにご発言ございますか。 
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【○○委員】最後のところでわからなかったところがあるのですが、中和指数とＳ／Ｐ値

の関係のところだったのですが、聞き違いかもしれないのですけれども、30と2.4が同じ

ぐらいだというようなことを１回言われたのですが、30としてみなすのですか。 

【事務局】すみません。説明が悪うございまして。まずどれぐらいのＥＬＩＳＡ抗体価が

あれば発症を防御するのかというのをまず簡単に示したのが２－２－５の３ページの横長

の表になります。そうしますと、例えば１用量を接種した群とか、2.5とか、２用量を接

種した群が一番上の行と次の行にあります。一番上の段の一番右側が28.8にＳ／Ｐ値がな

っているところです。一番上の段が2.5とか２用量を接種した群なんですけれども、一番

上の段の一番右側を見ていただきますと、平均のＳ／Ｐ値が28.8になっています。それで

発症率が10％ということになっています。今度その下の段を見ていただきますと、これは

１用量を接種した群なんですけれども、Ｓ／Ｐ値が54.1で、発症率が同じように10％、そ

の同じ段の今度左にずれていただきますと、今度は平均Ｓ／Ｐ値が65.4、発症率が10％と

いうことで、他のものをおおむね見たところ発症率が10％を下回るものの平均のＳ／Ｐ値

は大体28.8よりも大きいのです。ちょっと28.8はきりが悪いといいますか、約30というふ

うに考えまして、実際に次の次の２－２－５の５ページの図になりますが、個体別のＳ／

Ｐ値の分布と発症率の関係を調べたものですが、Ｓ／Ｐ値が20未満ですと、かなり発症し

てしまう。けれどもＳ／Ｐ値が20から40以上のものは発症を抑えているということで、こ

の図からいうと、最小のＳＰ値は20でいいのかなという形になります。では今の検定基準

の中和指数が2.4なんですけれども、その2.4と30がリンクするのかどうかというのを調べ

たのが２－２－３の２ページの図と、２－２－３の３ページの相関係数の図になります。 

 まず相関係数の方の図、２－２－３の３ページの図２－２－３－１－２をご覧になって

いただきますと、Ｓ／Ｐ値と中和指数の関係があるのですが、Ｓ／Ｐ値が30ぐらいですと、

大体中和指数が多分1.8から1.9ぐらいの値になっています。 

 左の表を見ていただくと、これはプール血清と……。 

【○○委員】今のところがおかしいのですよ。30だと１より下ですね、1.8とかと言われ

ましたね。 

【事務局】すみません。0.8から0.9ぐらい。Ｓ／Ｐ値が30ですと中和指数は0.8から0.9ぐ

らいになると思われます。次に今度左側の表を見ていただきますと、これはプール血清の

中和指数と、個体別の中和指数と、その場合のＥＬＩＳＡの値の関係を調べたものです。 
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 ちょっと乱暴なんですけれども、一番左のプール血清の中和指数と、真ん中の各個体の

中和指数の平均を比べますと、大体1.5ぐらい違うのです。つまりプール血清の方が中和

指数が1.5ぐらい高く出るのです。 

【○○委員】それで2.4から1.5を引いて0.9ぐらいという話。 

【事務局】はい、そうです。 

【○○委員】そこがよくわからない。具体的な数字としてつけ加えているのは、今は2.4

だったら、60ぐらいのＳ／Ｐ値というところになるのではないの。要するにそれは個体別

にやっているのと、全体を見ているから数字が違うという、そういう話なんですか。 

【事務局】はい、そうです。 

 どうしてもプール血清、今の検定基準は、10羽のプール血清で中和指数が2.4というふ

うになっています。もしそれを個体別に測って個体の平均値にすると、この２－２－３の

２ページの表からいくとマイナス1.5ぐらいになって、0.8か0.9ぐらいの基準になるだろ

う。それを今度ＥＬＩＳＡ値に置きかえるならば、この相関係数からいくと30で妥当なの

ではないか。 

 つまりすっきりクリアカットにはいっていないのですが、今の検定基準のプール血清で

の中和指数2.4と各個体で調べたＥＬＩＳＡ値のＳ／Ｐ値の30というのは、ニアリーイコ

ールではないかということで、30を基準にしてもよかろうという判断でございます。 

【○○委員】今後、今度はＥＬＩＳＡで個体をやってある一定数を測って、それでＳ／Ｐ

値が30ぐらいでいきましょう、そういう議論なんですか。 

【事務局】はい、そうです。 

【○○委員】よろしいですか。 

【○○委員】本当にいいのかな。 

【事務局】確かにクリアカットではないです。ちょっと乱暴な議論ではあるのですが、た

だ、実際の発症防御については、ＳＰ値が20でも発症防御しているデータがありますので、

検定基準値を30で設定しても、実際、世の中に出てくる製品について何か問題がある。む

しろ下駄をはかせている形になっていますので、その分では個々の製品の評価としては厳

しい判断になっていると思っています。 

【○○委員】○○委員、何か補足ありますか。 

【○○委員】先ほども検定上は中和指数ということで、プール血清を使用しています。そ
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こが今まで検査する側としても少し問題があるのではないかということで、個体ごとに抗

体価を測れるのならその方法にしたらというように申請者を指導しました。その結果がこ

ういうＥＬＩＳＡで個体血清を測定して判定できるという方法に変えたということです。

検査する側としては、この方がベターだというふうに解釈しています。 

【○○委員】そのことはよくわかるのですが、中和指数の平均値で出しているときに、ち

ゃんと2.9とか2.7ぐらい出ているので、結局それとパラレルの、例えば2.4のところでパ

ラレルで60ぐらいの数字で何で決めてはいけないのかなと思ったのです。それでも安全域

がたくさんあっていいのではないか。それだとひっかからないやつが出てくるのですか。

Ｎが大きければそれは大丈夫なんでしょう。 

【○○委員】動物医薬品検査所で厳密に個体ごとに中和指数を測ってみました。そうした

ときに、オールオアナッシングで、抗体価の低いという個体がなくて、高いのはものすご

く高くなってしまう。低いのはほとんど上がらないという、そういうような現象がありま

した。それでやはりプール血清ではまずいということでて、個体ごとに確実に抗体を測定

するような方法にしてくださいというように業者を指導しました。そういうことに基づい

た中和指数から個体ごとに変更した測定です。 

【○○委員】これは噴霧してやるのですね。噴霧してやるから、だからある一定量噴霧す

れば、落ちるのは１割弱以下で、ほとんど全部できるわけです。たまたま出ないやつがあ

るからそれの数値も下がるという、次回、これ以降の結果になるのですか。その筋は引っ

張るという、そういう意味でもないですね。 

【○○委員】従来の中和抗体を測定すると、今、お話があったように、全然中和抗体がな

いものも、それから非常に高いものも、まとめてプールとして測っている。それは個体、

個体の中和抗体の値を反映してない。ですからこれはあんまり適切でない。従って、Ｓ／

Ｐで測っていくと、10％以下の発症率を示しているＳ／Ｐ値は、少なくとも30レベルにあ

る。だからＥＬＩＳＡ法での30という値はリーズナブルであろうというふうに理解しても

よろしいわけですね。 

【○○委員】ということなんですね、結局。 

【○○委員】わかりました。 

 よく前の値との比較をしてもってこられるので、それを無理やりもってこられるからわ

からなかった。一応だから30以上で全部それは効くんだから大丈夫でしょう、大まかにい
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ればそういう考え方なんですね。わかりました。 

【○○委員】よろしいですね。他に、どなたかご発言ございますか。 

 それでは特にないようですが、承認といたします。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。 

 本申請につきましては承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。 

 なお、再審査期間は、新投与経路動物用医薬品ということで６年とさせていただきます。 

 

 

            ②“京都微研„ ポールセーバーＯＥ８ 

 

【○○委員】それでは、続きまして同じく○○委員からご説明いただきますが、“京都微

研„ ポールセーバーＯＥ８。これの製造承認の可否ということでございます。 

【○○委員】“京都微研„ ポールセーバーＯＥ８は、株式会社微生物化学研究所から製造

承認申請された鶏用の８種混合不活化ワクチンです。 

 平成18年１月27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より説明があります。 

【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番をご覧ください。

これも申請書とありますタグがありますので、そちらをお開きください。 

 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ＯＥ８でございます。 

 本製剤は、申請書の２ページに示します８種類の主剤をそれぞれ含みます鶏用の不活化

のオイルアジュバントワクチンでございまして、申請書の10ページに示しますように、用

法・用量は、50日齢以上の鶏の脚部筋肉内に0.5mLを注射するということで、効能・効果

はニューカッスル病、鶏伝染性気管支炎、産卵低下症候群－1976、鶏伝染性コリーザ（Ａ

型・Ｃ型）の予防及びマイコプラズマ・ガリセプチカム感染症による産卵率低下の軽減で

ございます。 

 この申請書の２ページに示します主剤は、それぞれ既に承認されている株でございます。

これらを含むワクチンというものも既に承認されているのですけれども、鶏伝染性気管支

炎ウイルスを３株含んでこれだけ８つの配合剤になっているものというものは初めてでご
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ざいますので、新動物用配合剤ということでご審議をお願いいたします。 

 それでは、詳細につきましてご説明させていただきます。概要書とありますタグをお開

きいただいて、概要の１ページをご覧ください。この申請者は、既に鶏用のワクチンとい

たしまして、５種混合ワクチンですとか、６種混合ワクチンを開発して販売しております

が、さらに養鶏業界の効率的な生産に寄与するために、今般の８種類の抗原を混合した製

剤を開発したというところでございます。 

 本製剤に用いられました製造用株は、次のページの表１．１．１に示しますとおり、い

ずれも現在、市販の実績のある既承認製剤の製造用株と同一でございまして、またオイル

アジュバントにつきましても使用実績がありまして、その安全性、有効性が既に承認され

ているところでございます。従いまして、この後の物理化学的試験の説明はちょっと省略

させていただいて、概要の29ページまでちょっと跳んでいただきたいのですが、29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、試作ワクチン３ロットについて18カ月までの安定

性を調べたところ、いずれの試験にも適合いたしまして、検定に要する３カ月間を引きま

して、本剤の有効期間を15カ月、１年３カ月というふうにさせていただいているところで

ございます。 

 次の概要の30ページをお開きください。安全性に関する試験でございますが、50日齢の

鶏に本剤の常用量または10倍量を脚部筋肉内に単回注射し、36週間観察いたしました。 

 その結果、一般状態の観察では、期間を通じて死亡鶏は認められず、10倍量接種群に一

時的な元気消失及び食欲減退、飼料摂取量の減少、体重差が認められましたが、これは注

射脚部に認められた炎症からくる一連の反応によるものというふうに思われました。 

 注射局所の剖検による肉眼所見では、注射後５週目で皮下組織の増殖、それから癒着が

認められましたが、経時的にその反応は減弱化し、注射後36週目でその反応は認められな

くなったというところでございます。 

 以上のことから、本製剤の安全性には問題がないとされ、アジュバントの消長試験では、

36週で局所反応が消失することが確認されてございます。 

 続きまして概要の31ページでございますが、免疫成立時期、それから免疫持続に関する

試験でございます。本製剤は、既承認製剤と同一の製造用株を用いまして、抗原量も既承

認製剤と同等でございますが、混合される抗原の種類、それから総抗原量、全体の抗原量
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が増加したために、その免疫の成立時期ですとか、持続の期間が異なる可能性があるとい

うことで、その比較の試験を実施してみました。 

 つまり本製剤と、既承認の５種混合ワクチン、６種混合ワクチン、それからＥＤＳの単

味のワクチン、それぞれを接種した鶏の抗体値を経時的に測定しました。そうしましたと

ころ、いずれの抗体値も対照群と差がなく、本製剤は、既承認製剤と同等の有効性を有し

ていることが確認されてございます。 

 続きまして35ページをお開きください。臨床試験になります。京都府及び岐阜県の農場

で、試験群に本剤を、陽性対照に５種混合ワクチンとＥＤＳを接種いたしまして臨床観察、

それから、体重測定、育成率、産卵率、抗体測定、それから注射局所の観察を実施いたし

ました。その結果を概要の38ページの表12．４にまとめていますが、まず安全性につきま

しては、いずれの農場でも安全性試験で認められた反応以上の、またはそれ以外の臨床症

状は認められず、その発現数、それから程度につきましても、陽性対照と比較して同等以

下ということでございました。 

 体重や育成率、産卵率も試験群と対照群とで有意差はありませんでした。 

 次に有効性でございますが、観察期間中、これらの８種類の病気の流行がありませんで

したので抗体価で評価いたしました。そうしましたところ、いずれの農場でも抗体価が基

準値を満たしており、有効というふうに判断されたというところでございます。 

 それでは、最初に戻りまして審議経過票をご覧ください。本申請につきましては、７の

欄に示しますように、平成18年１月27日に開催されました動物用生物学的製剤調査会でご

審議いただき、事前の調査審議を終了し、本部会に上程して差し支えない。なお、再審査

期間は、新動物用配合剤ということで６年とされました。 

 以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

【○○委員】それでは、ただいまの説明につきましてご質問、ご意見等をいただきます。 

 特にご発言ございませんか。 

【○○委員】対象動物に対する注意という２枚目ですか、ここでまず制限事項の３番なん

ですが、重篤な疾病にかかっていることが明らかなものには注射しないこと。これは重篤 

でなければ疾病にかかっていても打っていいという意味ですか。非常に抽象的なんですね。 

【事務局】ワクチンの場合は要指示医薬品でございまして、当然接種に際しては獣医師の

診療が必要になってきます。特に鶏の世界ですと、事前にプログラムを組んで、育雛の段



 

 

 

34 

 

階で何日齢にこのワクチン、何日齢にこのワクチンというプログラムでワクチンを接種し

ていくというのが実態でございます。その際に、獣医師が、その鶏群がどの程度健康状態

なのかということで接種の可否を判断することになると思うのですが、今、先生が言われ

ましたように、重篤でない程度の疾病にかかっている場合、その先の生産効率との比較で

接種の可否を判断するのではないかなと思います。 

 つまり個々の個体ではなくて、群として判断をしますので、今、このワクチンを打たな

いで放っておいて、それが大きくなっていって病気になって生産性が落ちるですとか、斃

死率が上がるということと、今、このワクチンを無理にでも打って、若干死んでしまうか

もしれないけれども、その後の生産率はキープしたいというところのご判断になるかと思

いますので、ちょっとそこまでここの使用上の注意に書くのはなかなか難しいのではない

かなというのが私どもの感じなんですけれども。当然重篤な場合は打ってはいけないのは

当たり前なので明記できるのですけれども、そうではない場合には、やはり現場の獣医師

の経験といいますか、そういったものでご判断していただくしかないかなと思うのですけ

れども。 

【○○委員】あともう１点、適用上の注意の（２）番なんですが、注射針は、長さ７～10

mm、太さ18～20ゲージのものを使用すること。また、注射中は汚染を避けるために、時々

滅菌した針と取り替えることということになっていますね。この表現もこれでいいのです

か。 

【事務局】まず針の長さと太さを指定しているのは、オイルアジュバントですので、特に

これ以上細い針のものを使うと注射しづらいという話、太いと今度はダメージが強くなっ

てしまうので、これぐらいの太さのものを使っていただくのが妥当であろうということで

書いてあるのだと思います。 

 針を今度時々滅菌したものに替えるということなんですが、本来は一羽ずつ替えられれ

ばいいのですけれども、鶏の世界はちょっと一羽ずつ替えるというのは無理なので、ちょ

っと時々という表現があいまいなんですけれども、毎回替えるのはできないので、こうい

う表現になっているのだと思いますが。 

【○○委員】理由はわかるのですが、そうしますと、注射中は汚染を避けるために針を替

えなさいといっているんだね。汚染を避けるために替えるのであれば、ある程度メルクマ

ールがないといけないのではないのか。こういうあいまいなことでいいのですか。だった
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ら、時々というのは要らなくて、注射中は汚染を避けるため滅菌した針を使用することの

方がいいのではないですか。 

【事務局】そうですね、ちょっと時々というのは、非常に読んだ方も困ってしまう表現か

もしれませんね。 

【○○委員】そうですね。 

【○○委員】あとはどの程度で替えるかは獣医師の判断でしょう。それは専門家がやるわ

けだから、そこは考慮しながらやるでしょうけれども、注意事項としては、やはり滅菌し

た針を使いなさいというのが正しいのではないかなと私は思いますけれども、時々替えれ

ばいいんだというのは、ちょっと注意としてはあたらないと思うのですね、文言として。

そういう意味です。 

【事務局】はい、わかりました。ちょっとここは申請者の方に適切に変えるように指示を

いたします。 

【○○委員】適切な言葉にして、鶏の群ですから、恐らく50から100は１本の針で優に打

つと思いますから。ほかにご発言ございますか。 

【○○委員】本質とはちょっと関わらないかもしれないのですが、ワクチンの名前のこと

で、私は以前にもお話したと思うのですけれども、このワクチンは８種類のウイルスを使

っていると思うのですが、対象とする疾病は５つなんですね。株の数を増やして、この場

合はＯＥ８というようにしていて、こういったやり方がいろんな企業で見受けられて、数

を増やすことによってマーケティングをうまくやろうというようなことがあるのです。つ

まり菌の種類を数で書いていいのか。または対象とする疾病の数を書くべきなのか。そこ

を、行政側としてはある程度指針を出すべきかと私は思っていて、それは以前から思って

いるのですけれども、今回たまたまこの例で、この例に限ったことではないですけれども、

その辺、ご検討いただきたいと思います。 

【○○委員】今後の検討事項ですね。 

【事務局】以前もたしか同じご指摘を受けた記憶があります。特に鶏関係と犬関係のワク

チンでは、対象疾病の数ではなくて、入っている成分のコンポーネントの数を品名に付し

ているものが多くございまして、今、辻本先生の方から言われましたように、そこの数字

が大きいことがマーケットになるということで、各社なるべく大きい数字のものを書きた

がるということです。 
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 今の薬事法上の話としましては、明らかにユーザーに対して誤解を与えるような品名で

すとか、場合によっては品位を欠くような品名ですとか、こういったものは規制をさせて

いただいておりますけれども、このものについて、例えば何でＯＥ８なんですかといった

ときに、８コンポーネント入っているからですというふうに言われると、なかなか８をだ

めとは今は言いづらい状況でございます。 

 ただ、ユーザーの方から、やはり品名によって混乱を生じるというお話があれば、そこ

は少し行政の方で考えなければならないかなというふうには思っています。 

【○○委員】これはとりあえず事務局預けでよろしいですか。 

【○○委員】実際には直させることは今回、できないだろうと私は思うのですけれども、

今後、どういうふうに対応が可能であるか検討していただきたいです。 

【事務局】はい、わかりました。 

【○○委員】委員の発言として以前に出てきたことがそのままなおざりにされて何年も長

い期間あるというのは、これはやはり好ましくないことで、○○委員が発言されたことが

不適切であれば、これは不適切であるし、適切なことであるかどうかという議論をして、

そうしましょうということにどっちかにしておかないと、いつも意見だけ出てきてその場

で終わってしまうというのは、やはり不適切に思います。 

【○○委員】これは座長の責任かもしれません。しっかりと記録にとどめて、しかるべき

時期に、しかるべくというのは役所言葉ですね。とにかくどこかでこのことについて議論

といいますか、すると宿題として事務局にぜひ残しておいてください。 

【事務局】わかりました。 

【○○委員】ほかに。 

【○○委員】今の点ですけれども、やはりこれは調査会で検討してほしいということでこ

の場で決めていただいた方がいいと思います。 

【○○委員】ほかの先生方いかがですか。 

 ある意味では、そんなことどうでもいいよというご発言もあるかもしれませんが、どう

でしょうか。 

【○○委員】この場合には鶏伝染性気管支炎という非常に抗原性にバラエティーに富んだ

ウイルスなので、どうしても野外で流行している株を抑えようとすると、抗原性の違うも

のをたくさん入れるというようなことになってしまうのだと思うのです。ＯＥ８の数字が
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いいのかどうかというのはまた全然議論が別だろうと思うのです。こういう数字をつけて

はいけないというような、この部会のご意向であれば、そういうことを事務局から徹底し

ていただくということでいいのではないかと思います。 

【○○委員】ということは、これに関しては、数字を減らす必要がないというご意見でし

ょうか。 

【○○委員】はい。 

【○○委員】いちいちごもっともなご意見のようにも思いますが、ほかのご発言のない先

生方、いや、これはこのものに限らない、今後の問題として、つまり株が近似であれば、

それをあえて幾つもに分ける必要はないというふうにお考えですか。 

【○○委員】おそらく株数であろうと、コンポーネントの数であろうと、そういう数をた

くさんあげていくのはおかしいという○○委員のご議論だと思うのです。ほかの製品につ

いては、こういう数を使ってないものも数多くありますので、こういう数というのは余り

使わないようにした方がいいのではないかという、事務局からそういうお達しというので

すか、そういう指導があれば、個別の名前をつけてくるのではないかと思うのですが。 

【○○委員】いずれにしましても、今ここで本題からはずれてこのことで議論を始めます

ときりがございませんので、そういう今、２つの意見、ある意味では。やむを得ないので

はないのではないかという部分と、それから極力数値はふやさない方がいいのではないか

という、それぞれの背景も踏まえて、これはぜひ今後の検討事項としてということでした

ら、皆さん、ご賛同いただけますね。 

【○○委員】どこで。 

【○○委員】ここだと思いますけれども。 

【事務局】まず事務局の方と、あとこういう申請者の関係の協会とかとちょっとお話し合

いをさせていただいて、どういうところならできるのかということをちょっと事務局の方

で整理をして、それをまず生物の調査会の方にご相談させていただいて、その後、部会の

方にもご相談という形になるかと思います。 

【○○委員】そうですね、大体数値が出てくるのは生物学的製剤が圧倒的に多いと思いま

す。ぜひそのように。 

【事務局】宿題として承ります。 

【○○委員】よろしくお願いします。 
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【○○委員】つまりメーカーも、つまり犬とか猫の場合、８、９と、９までいっています

けれども、つまり数をふやすことでお互い競争しているのです。そこをそのままほおって

おくと、そのまま競争が続いて、つまり数を多くするだけでマーケティングを何とかしよ

うという形になりつつあって、今回の製剤はちょっとそれとは意味が少し違うところがあ

るかと思うのです。○○委員がおっしゃったように。 

 ですけれども、数を明示することによってマーケティングをうまくさせようということ

をお互いに競争して、お互いに首をしめる形になると思いますので、そこをだからこそ行

政が動くべきだと私は思っています。 

【○○委員】何種混合ワクチンなんていう場合には、数が多い方がマーケットで都合がい

いということですね。だから無駄な競争をさせないという意味合いも含めてということの

ようですが。 

【事務局】はい、わかりました。 

【○○委員】そこらも併記しておいていただいて、しかるべくご検討ください。 

【事務局】はい。 

【○○委員】それで、ほかにご意見がなければ承認ということでよろしいかと思いますが、

いかがでしょうか。それでは、承認といたします。 

【事務局】ありがとうございました。 

 本剤につきましては承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。 

 なお、再審査期間は、新動物用配合剤ということで６年間というふうにさせていただき

ます。 

【○○委員】突然ですが、10分休憩いたします。 

                 〔暫時休憩〕 

【○○委員】それでは、再開いたします。 

 

             〔動物用一般医薬品調査会関係〕 

               ③エクイバランゴールド 

 

【○○委員】今度は③、一般薬でございます。 

 エクイバランゴールドの輸入承認の可否について、座長の○○委員、ご説明をお願いし
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ます。 

【○○委員】エクイバランゴールドは、前回の本部会にて審議され、本剤の成分であるプ

ラジクアンテルについて、光学活性の有無等を確認することをもって再審議することとさ

れました。 

 詳細については事務局からお願いします。 

【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３番をご覧ください。 

 最初の黄色のタグをめくっていただきますと審議経過票がございますので、そちらをご

覧ください。本製剤は、前回の本部会でご審議いただきましたエクイバランゴールドでご

ざいます。イベルメクチンとプラジクアンテルの合剤でございまして、審議経過票の次の

２ページ目の８の欄に、前回、本部会でご指摘していただいて、次のページの別紙に示し

ますような指摘事項をもって継続審議というふうになったものでございます。 

 今般、申請者よりこの指摘事項に対する回答が提出されましたので、改めてご審議をお

願いいたします。 

 それでは、指摘事項の回答につきましてご説明させていただきます。 

 まず指摘事項の１つ目ですが、プラジクアンテルは、不斉炭素を有するので、光学活性

の有無、製造方法を確認し、資料にも記載すること。また、旋光度等について規格設定す

ることを検討することということでございますが、本剤のプラジクアンテルにつきまして

は、原体製造元の証明書から、ラセミ体であることを確認しております。従って、光学活

性もないということです。 

 それから、旋光度等の規格設定につきましては、ヨーロッパ薬局法に基づいているため

特に設定しなかったという回答でございます。 

 続きまして次の指摘事項でございますが、急性毒性試験で用いたイベルメクチン及びプ

ラジクアンテルの規格について、不純物等も含め明らかにして、本剤の原体と同等である

ことを示すことということでございますが、原体に含まれる不純物等につきましては、ヨ

ーロッパ薬局法で規定されておりまして、この急性毒性試験に用いた各原体も、ヨーロッ

パ薬局法に適合するものであることを確認してございます。従いまして、これらは同等の

ものであるということでございます。 

 それから、最後の指摘事項でございますが、使用上の注意の取扱い上の注意の「イベル

メクチンは、土と容易に結合し、不活化されるが」という表現については、その容器の処
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分方法に誤解を与えるおそれがあるので、記載を見直すことということですが、この指摘

の記載につきましては、回答の２ページの方の一番下の方に示しますように、取扱い上の

注意に（１）で、使用済みの容器は地方公共団体条例等に従い処分すること。それから

（２）で本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例

等に従い処分することというふうに整備をさせていただいております。 

 以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

【○○委員】それでは、ただいまの説明につきまして、まずご質問、そしてご意見をいた

だきます。ご発言ございませんか。 

【○○委員】ＥＰのものであるということについて何も最初なかったので、こういうのを

初めからつけておいてもらえれば特に問題ないのですけれども。 

【○○委員】ほかには。もうこの前、ほぼゴーだったのですね。それではよろしゅうござ

いますか、承認ということで。 

【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年というふうにさせていただき、劇薬指定と

いう形にさせていただきます。 

○吉田部会長 そうすると、今のこのものに関して、事務局。 

○嶋崎薬事審査第一班長 使用規制省令の改正になります。事前配付資料の赤の11－１と

いう４枚紙のものがあると思いますが、そちらをご覧ください。 

 今のエクイバランゴールドの承認に伴う使用規制省令の一部改正案でございます。 

 前回の部会でご説明させていただきましたが、本剤の休薬期間は27日間がついてござい

ます。従いまして、この今の赤の11－１の２枚目のところに別表第二というふうになって

いまして、別表第二に、このエクイバランゴールドに関する使用基準の記載を加えるとい

うものでございます。 

 医薬品の欄に、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配合剤たる強制

経口投与剤というふうにしまして、使用対象動物を馬、用法及び用量を１日量として体重

１kg当たりイベルメクチン200μｇ以下、プラジクアンテル1.0mg以下の量を強制的に経口

投与すること。使用禁止期間は、食用に供するためにと殺する前27日間というものでござ

います。 
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 以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

【○○委員】ただいまの説明につきましてご発言ございますか。 

 よろしいですね。それでは、この方も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。 

 原案どおり薬事分科会に報告させていただきます。 

 

                ④エクイマックス 

 

【○○委員】では続きまして同じような製品でございますが、一般薬のエクイマックスの

輸入承認の可否について、これも○○委員からご説明をお願いします。 

【○○委員】エクイマックスは、ビルバック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日及び18年１月19日の動物用一般医薬品調査会、それから平成18年１月

24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をお願いします。 

【事務局】それでは事前に配付させていただきました資料番号赤の４番をご用意ください。

申請書とありますピンク色のタグがありますが、そちらをお開きください。本製剤は、株

式会社ビルバックジャパンから輸入承認申請されましたエクイマックスでございます。 

 先ほどのエクイバランゴールドと同じイベルメクチンとプラジクアンテルの合剤で、馬

の大円虫、小円虫、馬回虫及び条虫を駆除するペースト剤でございます。先ほどのエクイ

バランゴールドと同じように、新動物用配合剤としてご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説明させていただきます。概要の最初の開発の

経緯－１ページをお開きください。前回のエクイバランゴールドの審議のときにも同じ説

明をいたしたのですけれども、馬用のイベルメクチン製剤といたしましては、既に経口の

ペースト剤としましてビルバックが承認を持っているエラクレルというものが承認されて

いまして、馬用の内部寄生虫の駆除剤として使われ続けております。しかし、このイベル

メクチンは、条虫に対する有効性がないため、条虫に効果のあるプラジクアンテルとの合
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剤が開発されたということでございます。 

 開発の経緯－３ページに、国内における複合寄生の状況を示してございますが、国内の

競走馬450頭を調査した結果、67.1％に何らかの寄生虫が認められ、その中で同時に２種

類以上の寄生を示す複合寄生も認められています。 

 それから、本剤の臨床試験や、海外での薬理試験でも、複合寄生が認められているとい

う状況でございます。少し跳びまして開発の経緯－11ページをお開きください。 

 外国における許可状況及び販売状況を示しますが、本剤は、イギリスをはじめとする世

界17カ国で既に販売されており、表１－３に示します数量が既に販売されているという状

況でございます。 

 次に本剤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、物理化学的試験は少し説明を省略させていただきまして、30ページほど進んでい

ただきますと、安定性に関する試験、資料がございます。安定性の２ページに表３－２と

いうのがあるのですが、この安定性－２ページの表３－２に示しますように、長期保存試

験におきましては、24カ月の安定性が確認され、本剤の有効期間を24カ月というふうにし

てございます。 

 次に１枚めくっていただきますと急性毒性試験になります。 

 急性毒性試験の資料でございますが、毒性－１ページに、この単剤と合剤としてのＬＤ

50を示してございますが、一番下の４－１－３というパラグラフに、合剤をまぜた場合の

マウスに経口投与した際の結果を示してございますが、雄でのＬＤ50は548mg／kg、雌で

は523mg／kgということでございました。 

 続きまして４枚めくっていただきますと安全性に関する試験がございます。 

 本剤の子馬と妊娠馬と種馬における安全性について調べていますが、まず５－１といた

しまして、子馬における安全性試験では、安全性－１ページの真ん中の表に示しますよう

に、28頭の子馬を群分けしまして、それぞれの用量で投与し、安全性試験では14日間、忍

容性試験では14日間、それぞれ観察したというものでございます。そうしましたところ、

安全性－２ページの表に示しますように、いずれも毒性の徴候は観察されず、子馬に対す

る安全性が確認されました。 

 次に安全性－５ページからは、雌馬における生殖安全性試験でございますが、14日から

17日前に子馬を出産した健康な雌馬に本剤の３倍量を経口投与し、その後、妊娠、出産を
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経て子馬が90日齢に達するまで本剤を２週間に１回、投与しながら、その雌馬を観察いた

しました。 

 その結果、本剤は、雌馬に有害事象を起こすことなく、また、雌馬の生殖能力に有害な

作用を示さず、生まれた子供も正常に発育したというところでございます。 

 それから、次に安全性－８ページになりますが、ここから種馬における生殖安全性試験

を示してございますが、健康な種馬に本剤の３倍量を３回投与し、繁殖行動や精液パラメ

ーター、精巣、ホルモン濃度、臨床状態を観察しましたところ、本剤は、これらの観察項

目に影響することなく、種馬への安全性も確認されたというところでございます。 

 次に薬効薬理試験でございますが、イベルメクチンにつきましては、既に馬に寄生する

回虫、それから円虫に十分な有効性が得られているということ、既に既承認のエラクレル

の製品のときにそれが認められているので、ここでは薬効薬理試験－11ページに示します

ように、プラジクアンテルが馬の条虫に効くかどうかを調べる試験、それとイベルメクチ

ンと配合した際の有効性を調べました。 

 まずプラジクアンテルの有効性につきましては、薬効薬理－12ページの一番上の表に示

しますように、0.75mg投与群では、減少率が90％に達しませんでしたが、1.5mgで有効性

が確認されてございます。それから、配合した場合の有効性につきましては、薬効薬理－

14ページと15ページにそれぞれ表がございますが、その表に示しますように、条虫、それ

から馬蠅幼虫、それから線虫に有効であることが確認されてございます。 

 それから、吸収等試験につきましては、２枚ほどめくっていただきますと吸排－１ペー

ジがございますが、その表７－１にイベルメクチン及びプラジクアンテルの臓器分布を示

しますが、イベルメクチンは脂肪及び肝臓が他の臓器組織に比べて高濃度に示しました。

それから、プラジクアンテルの方は、かなり投与後短時間で吸収、代謝、排泄されるとい

うふうに考えられました。 

 それから、今度は臨床試験でございますが、２枚ほどめくっていただきますと臨床－１

ページがございます。８都道府県下で６機関における多施設共同治験といたしまして、本

剤の安全性及び有効性を評価しました。 

 まず有効性につきましては、臨床－９ページの一番上の表８－９に示します症例数につ

いて有効率を評価しましたところ、まず円虫につきましては、臨床－12ページの表８－18

に示しますように、本剤投与群は595.27群という方なんですけれども、本剤投与群では9
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9％で有効、無効は１例だけでございました。対照群である999.20群、これはイベルメク

チンの単剤を投与、エラクレルを投与した群でございますが、これでは96.4％有効で、無

効が２例だけということで、群間で有意差は見られませんでした。つまりイベルメクチン

単剤と同程度に効いたということでございます。 

 次に回虫につきましては、臨床－13ページの表８－22に示しますように、本剤の投与群

では77.4％、対照群では76.5％と群間に有意差は見られませんで、これも同程度に効いた

ということでございます。 

 最後に条虫でございますが、臨床－14ページの表８－24に示しますように、本剤投与群

では100％であったのに対し、対照群では9.1％と高い有意差が認められました。これは条

虫にはプラジクアンテルの方が効くわけですから、対照群はイベルメクチン単剤ですので

当然効かないという、こういう結果になったということでございます。 

 それから、次に安全性の評価ですが、臨床－15ページの表８－28に有害事象の発現頻度

を示しますが、本剤投与群の発現率は3.3％、対照群では1.7％ということで、群間に有意

差は認められませんでした。 

 また、本剤投与群の有害事象のうち、２例は投薬との因果関係が示唆されましたが、投

与後１日までに消失してございます。 

 以上の結果から、本剤は、円虫、それから回虫及び条虫の駆除に有効であり、安全性の

点を含めてその有用性は高いものというふうに結論されてございます。 

 最後に残留試験でございますが、残留－１ページからが残留試験になりますが、プラジ

クアンテルは、残留－３ページの中ほどの文章に示しますように、投与後５日目、または

３日ですぐに検出限界以下というふうになってございますので、イベルメクチンの休薬期

間を求めました。これは先ほどのエクイバランゴールドも同じでございます。 

 イベルメクチンにはＭＲＬがありますので、その値になるまでの期間を残留の２ページ

の表９－３の分析結果から、統計学的休薬期間設定法により、休薬期間を設定しました。 

 肝臓への残留を指標といたしますと、試験Ⅰでは30日、試験Ⅱでは22日。脂肪を指標と

いたしますと、試験Ⅰでは35日、試験Ⅱでは30日というふうに算出されました。 

 以上のことより、最も長い休薬期間ということで、脂肪の試験Ⅰの35日というふうにい

たしました。 

 それでは、最初の審議経過票をご覧ください。この７の欄に示しますように、一般薬の
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調査会で２回、ご審議をしていただいておりまして、１回目のご審議で、すぐ下のピンク

のタグの再調査会回答書というものの指摘事項①にあるのですけれども、使用上の注意に

疝痛という言葉がありまして、こういう言葉があると、現場でこの製剤を使うのを控えて

しまうのではないかというようなご指摘がありまして、その辺の表現を見直すようにとい

うようなことでちょっと整理させていただきました。 

 そういったことで継続審議になりまして、２回ご審議をしていただいていますが、２回

のご審議を経て、承認の可否に関する事前の調査審議を終了し、本部会に上程して差し支

えない。なお、再審査期間は、新動物用配合剤ということで６年というふうになりました。 

 また、休薬期間につきましては35日間ということで、残留問題調査会の方で了承されて

ございます。 

 それから、本剤の毒・劇薬の指定につきましては、本剤に含まれる２成分は既に承認さ

れている成分でございますが、プラジクアンテルは劇薬指定されておらず、イベルメクチ

ンの方は劇薬指定されています。しかし、イベルメクチンは0.12％を含有する内用剤は除

外されています。本剤は、イベルメクチンを1.87％含有するため、劇薬指定ということに

なります。既に承認されているエラクレルも同じ1.87％を含有しており、劇薬に指定され

てございます。従って、本剤も劇薬指定することをご提案させていただきます。 

 以上でございます。ご審議のほどを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。 

 それでは、ご発言をお願いします。 

【○○委員】よく理由がわからなかったのですけれども、指摘事項①のところで、疝痛及

び下痢の表現を、下痢及び疝痛というふうに直すようにということで直されてきたという

ことですけれども、なぜそう直されたのか理由がよくわからなかったのですが、説明いた

だけますか。 

【事務局】これは下痢と疝痛の順番を変えたよりも、その下に書いています修正前は、消

化器系が過敏な個体ですとか、極めて重度感染している個体というのが書いてあったので

すけれども、それをもう少しわかりやすいといいますか、こういった馬に投与すると下痢

とか疝痛が起こりやすいですよ、起こることがありますよというふうにわかりやすい表現

にさせていただいたという訂正でございます。 

 調査会のご審議の中では、まず疝痛という言葉がぽんと出てくると、現場の馬を飼われ
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ている方はちょっとびっくりして、疝痛を起こしちゃうような薬だったら使いたくないな

と思うのではないかということを調査会の先生方がちょっと懸念されまして、申請者の方

は、疝痛とは書いてあるのですけれども、現場の方がびっくりするような、そういう疝痛

ではなくて、ちょっとおなかが痛いなという程度のものだったので、実際に試験をやって

いる者は、申請者と別のものがやっていますので、報告書で疝痛というものが上がってき

たので、それを受けて使用上の注意に疝痛と書いたということになりました。 

 データ上、疝痛が起こるというものがありますので、それをねぶるわけにはいかなかっ

たもので、そこを現場の人たちにあんまりびっくりさせないような表現に直すにはという

ことで、今回、こういう下痢を起こしやすい馬とか、重度に感染している馬は下痢とか疝

痛を起こすことがありますよという表記に少しマイルドに直させていただいたというとこ

ろです。 

【○○委員】そうしますと、例えば下痢が起こってくる馬は、投与した馬のうちどのぐら

いの率で、疝痛はどのぐらいの率で、いわゆる発症率に基づいて下痢の方が多くて疝痛が

少ないから下痢を先にもってきたということではないのですか。 

【○○委員】事務局、間近に資料がありますか。 

【事務局】今、手元にないのですけれども、たしか疝痛は、調査会回答書とありますタグ

がございまして、上から２つ目のピンクの調査会回答書というタグなんですけれども、そ

ちらを開いていただいて２ページに、１．国内臨床試験というのがありまして、その中に、

本剤を投与して下痢とか疝痛が起きたものの詳細が書いてあります。結論から言いますと

２例ございまして、１例が軽度の下痢、番号でいうと117番、もう１つが、120番が中程度

の下痢と疝痛ということでございます。 

 したがいまして、発生率からすると1.6％ということでございます。 

【○○委員】わかりました。結構です。 

【○○委員】ほかに。 

【○○委員】２点伺いたいのですが、１点目は子馬の安全性試験をして、全く安全性に問

題がないという評価をされていながら、制限事項では、２カ月未満の子馬には投与しては

ならない。この整合性を１つと、それからもう１点、エクイバランゴールド、さっき承認

されたのですが、全く内容的にはほぼ同じ、0.5mgのプラジクアンテルの量が違うだけで

すね。しかし、ここに使用上の注意とか、対象動物に対する注意、内容は全く違うのです
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ね。こういうことはあっていいものなんですか。 

【事務局】まず最初の子馬の安全性試験の話なんですけれども、同じ調査会回答書のタグ

の６ページのところに、指摘事項といたしまして、幼若動物では、血液脳関門が未発達で、

イベルメクチンの中枢毒性が出やすいことを踏まえ、本剤の適用を生後２週間以上とした

ことの妥当性について、イベルメクチン単剤での知見等も含めて説明することというのが

ありまして、回答として、５－１の子馬を使った安全性試験の３倍量、それから５倍量を

投与した群で、それぞれ１頭ずつ無気力というものが観察された。これらの症状は、観察

された期間はたった１日で一過性であったということで、常用量の方では何も観察されな

かったので特段問題はないということなんですけれども。 

【○○委員】８週齢のデータがあったでしょう、２カ月齢のデータ。その指摘は私がした

のですけれども、基本的には、イベルメクチンと幼若動物は非常に問題があって、どこま

で安全と保証できるかというところで、２週齢で若干の症状があって、それはやはり中枢

毒性と関係するというふうに思われたので、データが確実にある２カ月齢以降で使用する

という形にすべきだろうというのが調査会の判断でした。 

【○○委員】２つ目の似たような薬がまるっきり表現が違うというのは。 

【事務局】確かに細かいところはちょっと違うのですが、基本的には、以前、ご確認いた

だきました使用上の注意の記載例に従って両方とも記載していただいているところです。

ただ、共同申請、共同開発のものでしたら全く一緒にできるのですが、要するに例えばビ

ルバックさんに、前のメリアル・ジャパンさんにはこういうことが書いてあるよというこ

とがちょっと現時点では、承認されてないものですから、言えないという話と。あとは例

えば今の疝痛の話も、メリアルのエクイバランゴールドの方は疝痛とか一切見られてない

のです。従いまして疝痛云々という使用上の注意は書いていません。ビルバックにこうい

うのが見られたので、メリアルの方にもそれを書きなさいというのも、向こうも、うちの

製品はそういう事象が起きてないので書く必要はないと思いますと言われると、それもそ

うなのかなというふうになりますので、細かいところで違いが生じてきてしまうのは、共

同開発でない以上、やむを得ないのかなというふうに思っています。 

【○○委員】よろしいですか。 

【○○委員】そうしますと、これはユーザー側がこの薬剤と、こちらの薬剤、使う方は両

方使いますね。当然ながら。 
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【事務局】はい。 

【○○委員】そうすると書かれている制限事項や使用上の注意を読んで、こちらの方が項

目が少なくて内容も軽いからこっちの方が安全だという判断を僕はするのだろうと思うの

です。使用者の立場としては。ですからそれが同じ製剤で、そういうことで指導がなくて

いいのかなというのが疑問なんです。そういう意味です。特にエクイバランゴールドです

か、こちらは繁殖の種馬には影響があるかもしれないから投与するなと書いてありますが、

こちらは全然ないのですね。かなり大きな差だと思うのです、こういうことは。 

 それから疝痛のこともそうですが、あとエクイバランゴールドの方には一過性の口腔、

口唇及び舌の浮腫及び刺激が見られることがあるという報告があった。これは実験の結果

を踏まえてこういうふうに書かれているのだから、こういう部分はいいのですが、先ほど

申し上げたような点でどうですかということですね。 

【事務局】こっちのビルバックの製品は、先ほど安全性試験の中で、妊娠馬も雌馬も使っ

ていますし、種馬も使っているということで、そういうものには使ってはいけないよとい

うことを逆に書かなくていい、そこまで試験をやったということだと思うのです。エクイ

バランゴールドの方は、そこまでやらなかったので、そこが担保できてないので、使用上

の注意にそういうのを書かなければならないのかな。いわゆるどれぐらい試験を、あくま

でもデータに基づいての使用上の注意の記載になりますので、そこまで試験をやっていれ

ば、書けるものは書けるし、書かなくていいものは書かなくていいということになると思

うのです。 

【○○委員】確認をしておきますけれども、メーカー側が出してきた使用上の注意や制限

事項や、様々なことは、メーカー側に一切任せる。そういう判断なんですね。 

【事務局】はい。余りにもデータの解釈から逸脱しているようなものについては当然それ

は指導いたしますけれども、当然使用上の注意についても、設定の根拠というのがありま

すので、それが妥当ならば、それを書くなとか、逆にこういうふうに直せとかいうのは、

妥当ならば、それでいいという形になると思います。 

【○○委員】よろしいですか。 

【○○委員】これは非常に不幸な組み合わせで、両方とも未承認で、同じ段階で調査会に

来ているということで、こちらがどちらに合わせるとか非常に難しい状況だったのですけ

れども、ただ、非ステロイド系抗炎症薬が非常にたくさん出ていて、前例があって、それ
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はかなり以前の使用上の注意になるべく合わせるようにというような形で今、動いていま

すので、つまり既に承認されているものであれば、先生がおっしゃるような形で指導でき

るのだと思うのですけれども、今回のはちょっとそういったことで、残念ながらそれがで

きなかったというふうに思います。 

【○○委員】よろしいですか。 

 あんまり時間をとりたくないのですけれども、開発の経緯のところ、１ページ目、資料

が古いのかどうかわかりませんけれども、下から４行目と２行目、年齢の表現で、特に当

歳馬ではという表現がありますけれども、現在も欧米にならって、生まれた年は０歳にし

ていますので、ですから、これはしたがって、この２歳馬もひょっとすると２年目の馬と

いうつもりかもしれませんが、これが多分今の解釈では１歳になるはずなんです。満年齢

で今、表現するように、日本でも馬の年齢の表現が変わりましたので、これは今後、こう

いう書類が来たときに、特に馬ではお気をつけになった方がいいかな。 

【事務局】はい、わかりました。 

【○○委員】それから、先ほどの疝痛の問題ですけれども、現場の感触としては、疝痛は、

ご存じのように、いわゆる腹部あるいは骨盤腔から発生する痛みを伴う疾患をすべてコリ

ック、疝痛ですね。これが人の方の当たり前の表現だと思うのです。ところが馬の場合に

は、それがわからなかったのでしょうか。古い歴史的な背景で、消化器に関するいわゆる

一般的な疾病を全部まとめて疝痛と言ってしまっている。その言葉がいまだに生きている

ということですね。 

 現場でよく気にするのは、やはりその中で一番重篤な変位疝、腸が捻れたり、あるいは

方向が変わって壊死を起こすような、やはり疝痛というと一番重篤で、これが起きては大

変だということで疝痛という言葉を嫌っている。ところが現場では、ちょっとガスがたま

って、あるいは一時的な腸閉塞で、いわゆる便秘状態というのも疝痛で、一過性のものも。

おそらくここら辺のところの解釈が、現場と、薬屋さんと、あるいはそれをこうやって読

まなければならない第三者と微妙に解釈の差があると思うのですが、当分の間、おそらく

疝痛という言葉をもっと細かくくだいて、１病ずつに分離するということはないと思いま

すので、○○委員、当分無理でしょうね。 

 ですから、この疝痛の解釈そのものがここはかなり違っているなというふうに私は読ん

だのです。ここは疝痛という言葉ですけれども、一過性の腹痛を伴う、下痢に伴う腹痛ぐ
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らいのことだったのではないのかな。だからあえて引っ込めたかったのだという、これは

私が言っていいのかどうかわかりませんが、そんな解釈をしてみました。 

 馬と無縁の先生方には、何だこれはという問題があると思うのですが、残念ながら現在

は、まだ日本ではそういう大きな括りの中におさめてしまっている病気の一部だというふ

うに解釈していただくとおわかりいただけるのではないかと思います。余分なことでした

が。 

【○○委員】もう１つ別なことですけれども、先ほど差異を揃えるという話がありました

けれども、使用者に対する注意は少し揃えてもいいのではないですか。使用者の対する注

意について、今のエクイマックスと、その前のエクイバランゴールドと揃えられるのでは

ないかなと思うのです。特に飲食には避けることというのは片方が入っていて、片方入っ

てないのですね。これぐらいは揃えてもいいのではないですか。１つ付け加えてもよろし

いのではないですか。 

【○○委員】事務局どうですか。 

【事務局】そのようなご指摘ならば、使用者に対する注意については、両者で揃えるよう

に整備いたします。 

【○○委員】そうですね。徐々にでも合理的に処理した方がいいと思いますね。 

【事務局】はい、そのようにいたします。 

【○○委員】ほかにご発言ございますか。特にございませんか。 

 それでは、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、新動物用配合剤ということで６年とし、先ほどのエクイバランゴ

ールドと同じように劇薬指定という形にさせていただきます。 

【○○委員】そういたしますと、これについても資料No.11－１ですか。 

【事務局】もう一度赤の11－１番をご覧ください。 

 今度はエクイマックスに関する使用規制省令の一部改正でございます。 

 先ほどのご説明の中で、休薬期間を35日というふうにさせていただいておりますので、

次のページの別表二の下の欄になりますが、医薬品の欄に、ここは先ほどと同じになりま

すけれども、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配合剤たる強制経口
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投与剤ということで、使用対象動物は馬、用法及び用量のところがちょっと変わってきま

す。１日量として体重１kg当たりイベルメクチン200μｇ以下、プラジクアンテル1.5mg以

下の量を強制的に経口投与すること。使用禁止期間が食用に供するためにと殺する前35日

間というものでございます。 

 以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

【○○委員】ただいまの説明につきましてご発言ございますか。よろしいでしょうか。 

 ではこれも承認といたします。 

【事務局】ありがとうございました。 

 原案のとおり、薬事分科会に報告させていただきます。 

 

              ⑤プロフェンダースポット 

               モナリート 

 

【○○委員】それでは続きまして審議事項のやはり一般薬関係でございます。⑤プロフェ

ンダースポット及びモナリートの輸入承認の可否、これについても○○委員から説明をい

ただきます。 

【○○委員】モナリート、プロフェンダースポットは、それぞれ明治製菓株式会社及びバ

イエルメディカル株式会社から承認申請されたエモデプシド及びプラジクアンテルを有効

成分とする猫用の猫回虫、猫鉤虫、瓜実条虫、猫条虫及び多包条虫の駆除剤であります。 

 平成17年10月13日及び平成18年１月19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、お願いします。 

【事務局】それでは、資料番号赤の５番をご用意ください。 

 申請書（写）とありますブルーのタグがありますので、そちらをお開きください。 

 本剤は、明治製菓株式会社及びバイエルメディカル株式会社から共同で輸入承認申請さ

れましたモナリートとプロフェンダースポットでございます。 

 本剤は、エモデプシドとプラジクアンテルを主剤とする猫用のスポットオン製剤で、効

能、効果は猫回虫、猫鉤虫、瓜実条虫、猫条虫及び多包条虫の駆除でございます。 

 このエモデプシドは初めての成分でありまして、このプラジクアンテルとの合剤も初め
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てということですので、新有効成分含有動物用医薬品及び新動物用配合剤としてご審議を

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ご説明させていただきます。概要の７ページを

お開きください。 

 まずこの新有効成分でありますエモデプシドでございますが、その前駆体は明治製菓が

発見いたしまして、それから藤沢薬品がそこからエモデプシドを合成しまして、それにつ

いてバイエルが広域駆虫活性を見つけたというものでございます。 

 そこでバイエルがエモデプシドとプラジクアンテルの配合剤を、猫に寄生する主な消化

管内の線虫の駆除にできる薬剤として開発を進めてきたというものでございます。 

 11ページの表１－４に、年代別の寄生状況の推移を示してございますが、それぞれの寄

生率は減少傾向にありますが、依然寄生というものはこういった形で認められているとい

うものでございます。 

 12ページの表１－５には、臨床試験における混合感染状況を示しておりますが、223頭

中２種類以上の混合感染が見られたのは13頭の5.8％、その中で線虫類と条虫類の混合感

染は８頭、3.6％に認められてございます。続きまして17ページをご覧ください。 

 外国における使用状況でございますが、本剤は、2004年の３月にヨーロッパでの中央一

括承認申請を行っておりまして、まだ承認されてないという状況でございます。承認申請

中というものでございます。 

 続きましてこのエモデプシドは新規の成分でございますので、その物理的、化学的性質

をご紹介いたしますと、構造式は25ページに示しますような、こういう構造式でございま

して、31ページに示しますように、その性状は、白色から淡黄色の粉末で、32ページに示

しますように、水溶液の安定性は、ｐＨ４、それから７では500時間以上だったというも

のでございます。 

 続きまして49ページからが製剤の安定性に関する資料になりますが、0.35mL容量、それ

から0.70mL容量、それから1.12mL容量の製品それぞれ３ロットにつきましてＶＩＣＨのガ

イドラインに則り、この下の四角で囲った条件で長期保存試験を行いました。そうしまし

たところ、18カ月間の安定性が確認されているというものでございます。 

 続きまして69ページをご覧ください。急性毒性に関する試験資料でございますが、表Ⅳ

－１にその試験結果が一覧にまとめてありますが、まずエモデプシド単剤でのＬＤ50の値
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は、ラットの経皮投与で、上から３段目になりますが、2000mg／kg以上ということで、一

番下の欄が今度は製剤の急性毒性試験の結果になりますが、ラットにおけるＬＤ50は、経

口投与、経皮投与ともに2000mg／kg以上ということで、いずれも毒性の所見は認められな

かったというものでございます。 

 続きまして少し跳びますが151ページをご覧ください。安全性に関する資料でございま

す。対象動物である猫を用いた安全性試験でございますが、表Ⅶ－１に一覧表がございま

すが、まず１段目の経口投与による安全性では、子猫の誤飲を想定いたしまして、７カ月

齢の猫に本剤の常用量を単回強制経口投与しました。そうしましたところ、一過性の流涎

ですとか嘔吐が認められただけでございました。 

 それから、次に２段目は、成猫における安全性ということでございますが、６から７カ

月齢の猫に本剤の10倍量を単回経皮投与しましたところ、おそらく投与部位を舐めたとい

うことによる一過性の流涎ですとか嘔吐が認められたというものでございます。 

 それから、次の３段目は幼猫、７週齢の猫における安全性ということでございますが、

７週齢の猫に本剤の常用量と３倍量、それから５倍量を２週間間隔で６回、経皮投与しま

したところ、グルーミングとかにより、経口暴露されたことにより発現したと考えられる

同じような一過性の嘔吐ですとか流涎、振戦等というものが認められたということでござ

います。 

 それから、４段目は妊娠期及び授乳期の猫における安全性でございますが、妊娠猫を用

いまして、妊娠期に常用量及び３倍量を３回、授乳期にも３回、経皮投与いたしました。

そうしましたところ、妊娠期、授乳期を通じて、母猫及び子猫にも有害事象は認められま

せんでした。 

 最後の段は、他剤との併用投与による安全性でございますが、本剤と同様のスポットオ

ン製剤であるセラメクチンの単剤、それからイミダクロプリドとモキシデクチンの合剤を

併用しまして安全性を見ましたところ、全身性及び局所の異常、それから有害事象という

ものは認められなかったというものでございます。 

 これらの結果から、本剤の猫に対する安全性が確認されたというところでございます。 

 続きまして161ページになりますが、効力を裏付ける試験資料でございます。 

 本剤は、猫回虫、猫鉤虫、瓜実条虫、猫条虫、多包条虫、これらの駆除を効能・効果と

することから、それぞれの用量決定試験を行ってございます。 
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 まず猫回虫でございますが、167ページ、168ページの表に示しますように、４つの試験

におきまして、エモデプシドを１mg／kgから６mg／kgまで段階的に希釈されたものを投与

いたしまして、回虫の駆除率を調べました。そうしましたところ、1.5mg／kg、それ以上

の群でいずれも100％の駆除率が認められてございます。 

 次は猫鉤虫でございますが、177ページの表に示しますように、これは２つの試験を行

っておりまして、エモデプシドを１mg／kg、それから２mgと４mgを段階的に希釈したもの

を投与しまして、鉤虫の駆除率を調べてございますが、２mg以上の群では、いずれも10

0％の駆除率ということでございました。 

 次に瓜実条虫でございますが、184ページから185ページですが、ここでも４つの試験を

行いまして、プラジクアンテルを４mgから24mgまで段階的な希釈で投与いたしまして、瓜

実条虫の虫体の残存数、それから駆除率から有効性を評価しましたところ、12mg／kg以上

あれば、100％を欠けるところがあるのですけれども、ほぼ100％効くというふうに判断さ

れてございます。 

 次に猫条虫につきましては、188ページ、189ページに示しますが、猫条虫は、瓜実条虫

よりも低用量、低い用量で効果を示します。そういうことになっていますので、瓜実条虫

に対する至適用量、つまり12mg／kgで用量の確認というものを行ってございますが、３つ

の試験とも100％の駆除率が得られてございます。 

 最後に多包条虫でございますが、多包条虫につきましても192ページの上の表に示しま

すように、予備試験でプラジクアンテル８mg／kgで100％の駆除率が得られていますので、

先ほどの猫条虫と同様に、12mg／kgでの用量確認試験を行いました。その結果、192ペー

ジ、193ページの表に示しますように、３つの試験のうち、193ページの方の２つの試験は

100％の駆除率、192ページの方も、100％はいかなかったのですけれども、高い駆除率が

確認されてございます。 

 最後に213ページからが臨床試験になりますが、12都道府県の計25機関で猫回虫、猫鉤

虫、瓜実条虫、猫条虫を対象に、パモ酸ピランテルとプラジクアンテルの合剤を対照薬と

しまして、本剤の有効性及び安全性を調べました。 

 なお、多包条虫につきましては、ＶＩＣＨのガイドラインに従いまして、公衆衛生上の

観点から、試験対象としなくていいというふうになっていますので、対象外というふうに

なってございます。 
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 評価方法につきましては、まず有効性の評価方法は、215ページの下の表に示す判定基

準により、次のページに示す計算式で有効率を算出いたしました。 

 また、安全性につきましては、有害事象の内容及びその発現頻度により評価をいたしま

した。 

 その結果ですが、223ページをご覧ください。223ページに結果がございますが、まず猫

回虫ですが、一番上の表を見ていただきますと、左のＢＡＹ60・7500というのが本剤を投

与した群でございまして、右のＢＡＹ158群というのが対照薬を投与した群でございます

が、それぞれの有効率は98.7％と96.7％ということで、有意差がなかったということでご

ざいます。 

 次に猫鉤虫につきましては、同じページの一番下の表になりますが、本剤を投与した群

は、有効率は100％、対照群は50％、ちょっと症例数が違い過ぎるのでこういう差になっ

ているにもかかわらず、結論は有意差がないというふうな形になってございます。 

 続きまして瓜実条虫に対しましては、224ページの中ほどの表になりますが、本剤投与

群が97.3％、対照群が100％ということで有意差はありませんでした。 

 最後に猫条虫でございますが、一番下の表になりますが、これも症例数がちょっと少な

いのですけれども、有効率が100％だったということでございます。 

 以上の結果から、本剤は、猫回虫、猫鉤虫、瓜実条虫、猫条虫に有効であるというふう

に結論づけられてございます。 

 それから、安全性につきましては、225ページにまとめてありますが、有害事象の発現

頻度は、対照群との間に有意差はありませんでした。また、個々の有害事象につきまして

は、その程度はいずれも軽度で、１日から２日で消失しているというものでございます。 

 以上のことから、本剤の安全性も高いものというふうに結論づけられてございます。 

 それでは、最初に戻りまして、審議経過票をご覧ください。７の欄に示しますように、

本剤も一般薬品調査会で２回、ご審議をいただきまして、ポイントといたしましては、②

番に猫フィラリア症の話があるのですけれども、この猫フィラリア症の猫には投与しない

方がいいのかということがご議論になりまして、つまり本剤は、猫フィラリアにも効くと

考えられるということで、実際には使用上の注意に、猫フィラリア症の猫には使用しない

ことということを記載することをもって、承認の可否に関する事前の調査審議を終了し、

動物用医薬品等部会に上程して差し支えない。なお、再審査期間は、新有効成分含有動物
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用医薬品及び新動物用配合剤ということで６年というふうにされました。 

 また、本剤の毒・劇薬の指定につきましては、先ほどご説明しました急性毒性試験のと

ころ、概要の69ページになりますが、ラットでの経口投与によるＬＤ50が、2000mg以上と

いうことで、劇薬の指標であります300mgをはるかに上回っているというものでございま

す。また、新有効成分のエモデプシドにつきましても、急性毒性については、マウスの経

口投与で2500mg以上、ラットでも500mg以上1000mg以下ということで、劇薬の指標値を上

回っているというものでございます。従いまして、本剤については劇薬指定しないという

ことをご提案させていただきます。 

 以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いします。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきましてご質問、ご意見等いただきます。 

【○○委員】使用上の注意の中で、フィラリア症の猫には使用しないということが書かれ

ていますが、臨床的に考えますと、フィラリアの検査というのは、猫の場合は、マイクロ

フィラリアはほとんど見つからない例が多いですね。従って、ＥＬＩＳＡかなんかで検査

しないとわからないです。陽性かどうか。しかし、これは極めて一般的でないですね。し

かし、この条虫や鉤虫や、回虫については極めてポピュラーですね。そうすると、ここで

この薬を腸管内寄生虫の駆除に使いたいという時に、フィラリアの検査をしないと使えな

いという意味が含まれていますか。 

【事務局】必ずしなければならないということではないのですが、調査会でのご議論の中

では、やはり猫フィラリアに感染している猫にこのものを与えた場合に、虫体が死ぬだろ

う。当然その死んだ虫体は血管系に詰まって問題が起きるだろう。こういうことが懸念さ

れるので、こういう使用上の注意を付すべきだということでご議論された結果でございま

す。 

 必ずフィラリアのチェックをしてからこの動物用医薬品を投与しなければならないのか

という話になりますと、私もよくわかりませんけれども、飼い主さんからのお話を聞いて、

フィラリアに感染しやすいような状況で飼われているのかとか、あとは臨床症状的にどう

もフィラリアに感染しているようなのか、そういうことで判断せざるを得ないのかなと思

うのですけれども、ちょっとそこはわかりません。 

【○○委員】○○委員、少し補足がありますか。 
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【○○委員】この点は最も議論されたところで、先生がおっしゃるように、猫のフィラリ

ア症というのは非常に数が少ないですし、あってもわかりにくいということがある。ただ、

この薬を投与した場合は危険であるということがあって、ですから、やはり臨床家が、生

活環境であるとか、症状であるとか、そういうことから総合的に判断をして、どうしても

検査しなければならない時には、検査をした上でこの薬を使うべきであろう。ただ、検査

をしなくても臨床的に、この猫はフィラリア症とは考えられないという場合には、別にそ

れはそれでもかまわないであろうというふうに思います。 

【○○委員】使用する立場からいきますと、この注意事項はかなり重いのです。といいま

すのは、多分大丈夫だろうといって投与して万が一フィラリアがいて死んだ、あるいは肺

の障害を起こしてかなり重篤な状態になったときに、駆虫剤の投与によって症状が出たこ

とだけはわかっている。注意事項の上にフィラリア症に注意しなさいということが書かれ

ている以上は、そうすると使う時はやはりフィラリアがいないということを確認しないと

なかなか怖くて使えないという、そういう状況に１つはなりますね。 

 特に犬のフィラリア症が濃厚な地方都市、そういうところでは、猫のフィラリアの予防

というのはそんなに進んでないのです。薬剤はあるのですが。ですからその辺を含めて、

それからあと寄生虫がものすごくたくさん感染している、こういう何種類かの寄生虫が同

時に感染している状況というのは、どちらかというと都会より地方が多いですね。ですか

らそういうことも含めて、その辺は使う側がかなり慎重にならざるを得ないのかな。そう

いうことを感じますね。 

【○○委員】特に○○委員、これはだけど必要な項目として削るわけにはいきませんね。 

【○○委員】ちょっと口はばったい言い方だけれども、薬は売れないね、怖くて。特にフ

ィラリアがいる地域では怖いですね。 

【○○委員】そういう汚染地帯であるかどうかということの獣医師の判断というのは非常

に重要になるでしょうね。ほかにご発言ございますか。 

【○○委員】本質的なことではないのですが、これは初めての化合物だということなので、

概要版の30ページのスペクトルのところを見ているのですが、一番上の多分分子イオンで

1118でその分子式でこれは合わない。どういう測定法でやったか書いてないのでわからな

いのですけれども、多分Ｃ60Ｈ90のそのもののＭ＋が出ているのだろうなと思うのです。

それで118が多分出ているのだろうと思って、もともとの分子量は、水素の一番最後の端
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数が上がっていって分子量が１上がってしまっているので、多分そういうことなのかなと

思ったりしているのですけれども、その辺を確認してください。 

【○○委員】それでは、今のことを確認してください。 

【事務局】ここは申請者の方に確認します。 

【○○委員】お願いします。ほかにご発言ございますか。特にございませんが、これも承

認でよろしいですか。 

 特に異論はないと思います。では承認といたしましょう。 

【○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

年とさせていただきます。 

 

              ⑥プレビコックス57、同227 

 

【○○委員】それでは続きまして同じく一般薬品調査会関係でございまして、プレビコッ

クス57、同じく227、これの輸入承認の可否について、○○委員からの説明をお願いしま

す。 

【○○委員】プレビコックス57及び227は、メリアル・ジャパン株式会社から承認申請さ

れたフィロコキシブを有効成分とする犬用の変形性関節症に伴う慢性の疼痛及び炎症の治

療剤であります。 

 平成17年10月13日及び平成18年１月19日の動物用一般医薬品調査会で審議され、事前の 

調査審議を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差し支えないということになりました。 

 詳細は事務局からお願いします。 

【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６番をご覧ください。

ブルーの申請書とありますタグがありますので、そちらをお開きください。 

 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プレビコックス57

及びプレビコックス227でございます。 

 本剤は、フィロコキシブを主剤とする犬用の経口投与剤で、効能・効果は、犬の変形性

関節症に伴う慢性疼痛及び炎症の緩和でございます。このフィロコキシブは初めての成分



 

 

 

59 

 

でございますので、新有効性含有動物用医薬品としてご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でご説明させていただきます。概要の５ページをお開

きください。 

 このフィロコキシブでございますが、これはシクロオキシゲナーゼ、いわゆるＣＯＸ－

２を選択的に抑制することを目的に開発されたコキシブ系の非ステロイド系抗炎症薬、い

わゆるＮＳＡＩＤでございまして、強力な消炎、沈痛及び解熱作用を有するものでござい

ます。 

 従来のＮＳＡＩＤは、その副作用としまして、胃粘膜の障害が問題になってございます

が、それはＣＯＸ－１を阻害することによるものでして、そこで胃腸障害の少ないＮＳＡ

ＩＤとしてＣＯＸ－２の阻害剤が開発されているところでございます。このフィロコキシ

ブは特に犬に対するＣＯＸ－２の選択性が高いというものでございます。 

 一方で、慢性の運動器疾患の１つでございます変形性関節症につきましては、犬で最も

多く発生が認められる関節疾患でございまして、その治療法としましては、ＮＳＡＩＤが

主に使用されてございます。 

 しかし、このＮＳＡＩＤの長期間の使用というものは、胃腸粘膜の障害に基づく消化器

系の副作用というものが問題になってございまして、なかなか長期間使用できるＮＳＡＩ

Ｄの開発というのが望まれているところでございます。そこでこのフィロコキシブは、比

較的長期間、安全に使用できるＮＳＡＩＤとして開発されたものでございます。 

 ９ページをお開きください。諸外国における開発状況でございますが、本剤は、2005年

の４月現在で、米国や英国など31カ国で承認されてございます。 

 次にフィロコキシブの物理化学的性状でございますが、次のページからになりますが、

フィロコキシブは白色から淡褐色の粉末で、水にほとんど溶解せず、Ａ型とＢ型というの

があるようなんでございますが、その電子顕微鏡の写真が13ページについていますが、本

剤は、右側のＢ型の方であるということでございます。 

 それから少し跳びますが、59ページをご覧ください。本剤の安定性に関する試験資料で

ございますが、本剤の最終包装形態、いわゆる透明のブリスターと白色不透明のブリスタ

ーと、あとボトルなんでございますが、この形態でＶＩＣＨのガイドラインに基づく長期

安定性試験、それから加速試験を実施しました。そうしましたところ、白色不透明ブリス

ターで18カ月の安定性が証明されたことから、本剤の有効期間を18カ月というふうにいた
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しました。このものの最終形態は白色不透明のブリスターということでございます。 

 それから、今度は97ページをご覧ください。急性毒性試験でございますが、マウス、ラ

ット、ウサギを用いましてＬＤ50を算出しましたところ、表に示しますように、すべて20

00mg／kg以上ということでございました。 

 続きまして130ページをお開きください。安全性に関する資料でございます。成犬及び

子犬における６カ月間の長期連続投与の安全性試験と、成犬を用いた10倍量22時間連続投

与の耐容用性試験というものを実施いたしました。それをまとめたのが130ページの表で

ございますが、まず６カ月間の安全性試験では、ビーグル犬を用いまして本剤の常用量、

３倍量、５倍量を１日１回、６カ月間、連続投与しました。そうしましたところ、成犬で

は３倍量まで投薬に起因する影響は認められませんでした。 

 また、子犬の方では、常用量まで副作用は認められませんでした。しかし、高用量では、

やはりＮＳＡＩＤの特徴であります嘔吐ですとか下痢、こういった消化管障害が認められ

まして、特に子犬での５倍量投与では、１頭が死亡し、３頭が瀕死状態というものでござ

いました。その剖検結果につきましては、肝臓に脂肪の蓄積、それから、脳の局在的な空

胞化、それから十二指腸潰瘍、こういったものが認められました。 

 それから、成犬を用いた10倍量の耐容用試験では、死亡するものはありませんでしたが、

やはり投薬と因果関係がある糜爛ですとか、潰瘍、こういったものが認められてございま

す。 

 続きまして165ページをお開きください。用量設定及び確認試験ということでございま

すが、本剤を投与した後、尿酸血漿を膝関節に注射いたしまして、実験的に滑膜炎を誘発

させた跛行モデル犬というものを作りまして、それを用いて168ページの写真に示します

ような、こういった犬を歩かせました解析装置を使って体重支持能力改善効果というもの

を検討して、本剤の用量を設定いたしました。 

 その結果を169ページの表８－２－12に示しますが、まず左の測定項目に垂直力とか旋

回力とかがありますが、そこを見ていただきますと、まず全ての投与量でこの４つの測定

項目でプラセボと有意差が認められました。その中でも一番数値が大きくてよく効いてい

るのが疼痛抑制効果の最も重要な指標でございます一番上の垂直力という測定項目でござ

いまして、これの5.0mg／kg投与で18時間後の値が73.9ということで、一番高い数字でご

ざいましたので、用量をこの１日１回5.0mg／kgにしたということでございます。 
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 また、次のページには用量の確認試験というのがございますが、先ほどの跛行モデル犬

に本剤、5.0mg／kgを投与しまして、体重支持能力改善効果を同種、同効薬のカルプロフ

ェン、それからベタプロフェンとの比較で調べました。その結果を172ページの表にその

際の垂直力の比較を示しますが、投与後３時間で対照と有意差があり、投与後７時間でカ

ルプロフェン、それからベタプロフェンより高い値になっていました。 

 以上の結果から、５mg／kgの投与で十分な効果が認められるということが確認されたも

のでございます。 

 最後に野外臨床試験になりますが、187ページになりますが、国内の野外の条件下で本

剤を１日１回、最大56日間投与した際の安全性及び有効性を確認いたしましたが、表に示

しますように、対照薬をカルプロフェンとしたときに、個体別有効性は著効が50％、有効

が22％、微効が22％の計94％。カルプロフェンと同じでございました。 

 また、この跛行スコアや疼痛スコア、それから関節腫脹スコアなどの有効性を示すメル

クマールでは、カルプロフェンとともに全てのスコアで高い有効性が示されたというもの

でございます。 

 また、海外での臨床試験の概要を188ページと189ページに示してございますが、ここで

も同様に、本剤と対照薬のカルプロフェンで同程度の有効性が確認されてございます。 

 189ページのカナダでの試験では、ちょっと有効率が低い値になってございますが、こ

れは試験に供した動物が、一次診療でＮＳＡＩＤの投薬を受けていたということがござい

まして、その影響でちょっと有効率が低く出ているということのようでございます。 

 それでは、最初に戻りまして審議経過票をご覧ください。 

 ７の欄に一般薬の調査会の結果がありますが、これも２回、ご審議をしていただいてお

りまして、臨床試験での有効性を個体別データで確認する必要があるということで、２回

のご審議をしていただいております。有効性が確認されたということで、承認の可否に関

する事前の調査審議を終了し、本部会に上程して差し支えない。なお、再審査期間は、新

有効成分含有動物用医薬品ということで６年とするというものでございました。 

 また、本剤の毒・劇薬の指定につきましては、急性毒性試験の結果で、概要の97ページ

になりますが、マウスでの経口投与で雄、雌ともにＬＤ50が1000mg以上、ラットでも同様

ということで、この数字を見ますと、劇薬の指標値をはるかに上回っているというもので

ございます。しかし、130ページに安全性試験があるのですけれども、これも表にまとめ
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てありますが、例えば左側の成犬における６カ月の長期連続投与安全試験では、結果及び

考察の欄に示しますように、５倍量の投与群で視床下部もしくは視床の線維束に、空胞変

性を疑う変化ですとか、また、右側の10倍量の耐容用試験では、投薬と因果関係の高い糜

爛や潰瘍というものが認められています。 

 もう１つの別の劇薬の指標でございます動物に薬用量の10倍以下を長期間連続投与で機

能または組織に障害を認めるものという指標がございまして、このものはこれに該当する

というふうに考えられます。 

 また、これまで承認されているＮＳＡＩＤはすべて劇薬に指定されているということも

考慮いたしまして、本剤につきましては、ＬＤ50は高いのですけれども、劇薬指定という

ものをご提案させていただきます。 

 以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

【○○委員】 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等どうぞ。 

 どなたかご発言ございませんか。特にご発言がなければ、毎度の話ですが、ここは最終

的には承認か継続かの二者択一ですから、ご発言がないということであれば、これは承認

ということになりますが、よろしゅうございますね。 

 では承認といたします。 

【事務局】ありがとうございました。 

 本剤につきましては、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。 

 なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年といたしまして、劇

薬指定とさせていただきます。 

 

               ⑦メタカム２％注射液 

 

【○○委員】それでは、続きまして同じく一般薬関係でございまして、メタカム２％注射

液輸入承認の可否について、これも○○委員から説明をいただきます。 

【○○委員】メタカム２％注射液は、ベーリンガーインゲルハイムシオノギベトメディカ

株式会社から承認申請されたメロキシカムを有効成分とする牛用の急性及び亜急性細菌性

肺炎に伴う臨床症状の治療剤であります。 

 平成17年７月19日及び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
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留問題調査会で審議をされ、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

し支えないことになりました。 

 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７番をご覧ください。

申請書とありますブルーのタグがございますので、そちらをお開きください。本製剤は、

ベーリンガーインゲルハイムシオノギベトメディカ株式会社から輸入承認申請されました

メタカム２％注射液でございます。 

 本剤は、メロキシカムを主剤とする牛用の注射剤で、効能・効果は、牛の急性及び亜急

性細菌性肺炎に伴う臨床症状の軽減でございます。 

 このメロキシカムは既に承認されている成分でございますが、牛の急性及び亜急性細菌

性肺炎に伴う臨床症状の軽減、こういった効能・効果を有するものは初めてでございます

ので、新効能動物用医薬品としてご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。このメロキシカムは、先ほどのフィロコキシブと同じように、ＣＯＸ－２

を選択的に作用するＮＳＡＩＤでございますが、炎症ですとか疼痛、こういったものを抑

制し、または強い解熱作用を有することから、牛の呼吸器感染症を適用症としたメタカム

２％注射液、こういったものが開発されたというものでございます。 

 ２ページの表１－１に海外におけるメタカム２％注射液の許可状況を示しますが、世界

20カ国以上で許可されているものでございます。 

 次にメロキシカムは、既承認の成分でございますので、物理的、化学的性質の説明は省

略させていただきまして、12ページに安定性試験がございます。本剤、３ロットにつきま

して規格及び検査方法を行いましたところ、36カ月までの安定性が確認されてございます。 

 続きまして18ページをお開きください。安全性試験でございますが、まず７カ月齢の牛

を用いた安全性試験でございますが、本剤の常用量及び３倍量を１日１回２日間静脈内に

投与し、６日間観察しましたところ、20ページの表Ⅶ－１に示しますように、本剤の投与

に関連性のある毒性、あるいはその他の作用は認められず、本剤の安全性が確認されまし

た。また、28ページからが３カ月齢の牛を用いた安全性試験でございますが、本剤の常用

量及び３倍量を１日１回５日間、静脈内投与し、７日間観察しましたところ、30ページの

表Ⅶ－２に成績を示しますが、臨床的な健康状態、体重及び生理的、臨床病理学的パラメ
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ーターに及ぼす副作用はありませんでした。 

 なお、本製剤は、投与経路が皮下注射なんですけれども、この本試験は静脈内注射で行

われていますが、それでも安全性が評価できますという、そういう理由といたしまして、

58ページに、本剤の静脈内注射と皮下注射の際の血中濃度の推移を示した図がございます

が、静脈内投与では、直ちにピークに達していますが、皮下注では７時間でピークに達し、

その後は静脈内投与と同様の濃度で減少しています。つまり動物にとっては静脈内投与の

方が皮下注よりも強い影響が与えられるだろうというふうに考えられまして、静脈内投与

で安全ならば、皮下注でも安全であるというのが申請者の見解でございます。 

 ちょっと今度は戻りまして48ページをお開きください。有効用量の検討をした試験でご

ざいますが、６週齢の発熱性呼吸器感染症の牛に、０から0.1、0.3、0.5、0.7mg／kgの本

剤を単回静脈内投与し、直腸温、呼吸数、臨床徴候を観察いたしました。その結果をⅧ－

２から６までの表に示しますが、結論といたしましては、すべてのメタカムを投与した群

で投与後、投与の12時間、24時間後の臨床パラメーター全体に対する明らかな有効性が認

められたというものでございます。 

 続きまして53ページをお開きください。吸収、分布、代謝、排泄でございますが、図の

Ⅹ－１に示しますように、本剤は、皮下投与後、血中のメロキシカムの濃度は投与後８時

間で最大になりまして、組織への分布は55ページに示しますように、肝臓が最も高く、そ

の半減期は2.2日間でございました。 

 続きまして今度は62ページからが臨床試験になりますが、兵庫県と愛知県の３農場にお

きまして臨床試験を実施してございます。試験方法は、１から３カ月齢の牛を表Ⅻ－１に

示しますように区分いたしまして、本剤投与後の体温、呼吸数、それから次のページに示

します表Ⅻ－３の臨床スコア、こういったものをとりまして、改善率を算出して、有効性

を評価いたしました。また、安全性はこの被験薬によると思われる異常の有無を観察いた

しました。 

 その結果、臨床スコアの推移を示したのが68ページの図Ⅻ－１とⅫ－２でございますが、

スコアの合計値も、改善率も、本剤の投与群で対照群よりも早い傾向を示しておりまして、

特に下の方の図の１日目、つまり呼吸器症状に関するスコアの改善で、対照群と有意差が

認められてございます。それから、安全性につきましては、本剤によると思われる重篤な

有害事象、それから副作用は認められておらず、安全性に問題はないというふうに考えら
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れました。 

 最後に残留試験でございますが、分析対象を、筋肉、肝臓及び腎臓としまして、本剤投

与後、２日、４日、６日、８日で調べましたところ、その分析結果を示しているのが78ペ

ージの表ⅩⅢ－２でございますが、筋肉と肝臓と腎臓を調べていますけれども、肝臓と腎

臓に比較的残っておりましたので、これらにつきまして、今度はガイドラインに従って統

計学的解析を行いました。それが80ページからの図になりますが、いわゆるＭＲＬを下回

るところが、上の図が肝臓ですが、肝臓ですと7.31日、腎臓ですと7.17日という結果でご

ざいます。 

 また、これと同じ試験を外国でもやっておりまして、その結果が84ページの図にござい

ますが、ちょっと外国の試験は長くなってございまして、肝臓で15.84日、腎臓で16.5日

ということでございました。従って、一番長かったのが肝臓の16.5日でございましたので、

本剤の休薬期間を17日というふうに設定いたしました。 

 それでは、最初に戻りまして審議経過票をご覧ください。 

 ７の欄に示しますように、これも一般薬の調査会で２回、ご審議をいただいております

が、先ほど説明の中でもちょっとお話したのですけれども、本剤のそもそもの用法が皮下

注にもかかわらず、いろんな試験が静脈内投与でやられている。これで評価できるのかと

いう点を確認するために２回、ご審議をしていただいております。その結果、生物的な利

用法が等しいということ等の説明をもちまして評価できるということで、承認の可否に関

する事前の調査審議を終了し、本部会に上程して差し支えない。なお、再審査期間は、新

効能動物用医薬品ということで２年というふうにされました。 

 また、本剤の毒・劇薬の指定につきましては、この本剤の主剤でございますメロキシカ

ムを有効成分とする製剤として既にメタカム0.5％注射液ですとか、メタカム0.15％経口

懸濁液というものが既に承認されているのですけれども、これらはいずれも劇薬に指定さ

れてございます。そういったこともあって、本剤も劇薬指定するのが妥当であろうという

ふうに考えられるわけですが、また、これもＮＳＡＩＤでございまして、既承認のＮＳＡ

ＩＤもすべて劇薬に指定されていますので、そういった横並びの観点からも、本剤を劇薬

指定とするということをご提案させていただきます。 

 以上でございます。ご審議のほどを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。 
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ただいまの説明につきましてご発言をお願いします。 

【○○委員】ごく細かいことなんですけれども、申請書の別紙のところに規格及び検査方

法というのがあります。そこの定量法の２行目のところで、多分これはワープロのミスか

何かだと思いますけれども、この１行目から２行目にかけてのところで、この液２mLを正

確に量り、溶解液を加えて次に「正確に」というのが入ると思いますので、入れておいて

いただいたらいいかなと思います。 

【事務局】「正確に」という言葉を入れるようにいたします。 

【○○委員】それからもう１つ、その前のページに取扱上の注意のところで、ここの１番

は、いつものように書き方に変わるわけですね、適切に処分することと書いてありますけ

れども、都道府県云々のなんとかというのが入るわけですね。 

【事務局】処分のところですね。取扱上の注意の使用済みの容器のところ、地方公共団体

の条例に従いといういつもの文章に直させていただきます。 

【○○委員】よろしゅうございますか。事務局、今のをよろしくお願いします。 

 ほかにご発言はございますか。特にご発言がない。 

 それでは、承認といたします。 

【事務局】ありがとうございました。 

 本剤につきましては、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。 

 なお、再審査期間は、新効能動物用医薬品ということで２年というふうにさせていただ

きまして、劇薬指定というふうにさせていただきます。 

【○○委員】ただいまの承認に伴ってもう１回、No.11－１が必要ですね。 

【事務局】それでは、また11－１をご覧ください。 

 今のメタカム２％注射液の出荷制限に伴う使用規制省令の一部改正でございます。 

 １枚目の単剤になりますので、別表第１に加わります。医薬品の欄にメロキシカムを有

効成分とする注射剤ということで、使用対象動物が牛（搾乳牛を除く）、用法及び用量に

つきましては、１日量として体重１kg当たりメロキシカムとして0.5mg以下の量を皮下に

注射すること。使用禁止期間は、食用に供するためにと殺する前17日間というものでござ

います。 

 以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

【○○委員】ただいまの説明につきましてご発言ございますか。 
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 よろしいですね。では承認といたします。 

【事務局】ありがとうございました。 

 原案のとおり薬事分科会に報告させていただきます。 

 

         （２）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

 

【○○委員】それでは、続きまして、先ほど２つばかり終わっておりますので、審議の今

度は動物用生物学的製剤基準の一部改正について、資料No.10でしょうか、お願いします。 

【○○委員】本改正案は、再審査が終了した製剤を、動物用生物学的製剤基準の各条に追

加するものです。平成18年１月27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

の審議が終了して本部会に上程されました。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No.赤の10番をご覧ください。 

 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、この製剤基準

は、薬事法の42条に基づきまして、保健衛生上、特別の注意を要する医薬品ということで、

生物製剤については、その製法ですとか製造、品質、貯法等に関する基準を定めさせてい

ただいているところでございます。 

 ワクチンにつきましては、通常、承認の際に６年間の再審査期間が設けられますが、そ

の６年後の再審査を終了した後、その製品についての製剤基準の各条を定めるというふう

にさせていただいているところでございます。 

 今般、ここのこの表紙に示します17製剤につきまして、再審査が終了いたしまして、新

たに製剤基準の各条に加えるというものでございます。 

 一つひとつ説明していくのは時間がかかりますので、どういうふうになっているかとい

いますと、１枚めくっていただきますと、牛流行熱・イバラギ病混合（アジュバント加）

不活化ワクチンというのがございますが、基本的には１の定義、それから２の製法、それ

から１枚めくっていただきまして３の試験方法、それから３枚めくっていただいて最後に

４の貯法及び有効期間という４つの構成になってございます。 

 中身は、このワクチンの承認申請書に記載されています製造方法、それから規格及び検

査方法、これらがこの製剤基準のように記載されている。中身がそういうふうになって記

載されているというものでございます。ですので、中身は既に承認されているものの製造
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方法と規格及び検査方法がそのまま書かれているというものでございます。 

 一応薬事法42条に基づきます基準につきましては、薬事・食品衛生審議会の意見を聞い

て制定、改廃することというふうになっておりますので、今回、上程させていただいてい

るものでございます。 

 ボリュームが多いので、そういうことで詳細の説明は割愛させていただきますが、以上

でございます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

 なお、今、お手元にお配りさせていただいたのは、若干、前回の生物の調査会から本日

までの間に一部間違いがありましたので、一応赤で訂正してある部分が間違いでございま

す。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ご発言ございますか。 

 なにせボリュームがありますので、１つずつをチェックすると、あるいは気になるとこ

ろがあるかもしれませんけれども、これは基本的にはもう既に決まっているということで

ございます。よろしゅうございますか。 

 それでは、訂正のが今、来ましたけれども、念には念を入れてよくチェックしていただ

いて、間違いのないようによろしくお願いします。 

 承認といたします。 

【事務局】ありがとうございました。 

 本案につきましては、承認を可とし、薬事分科会に報告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 

 

【○○委員】それでは、続きまして（３）の審議の最後でございますが、動物用医薬品の

使用の規制に関する省令の一部改正についてということで、お願いいたします。 

 これについては、残留問題調査会の○○委員がご欠席でございまして、○○委員からご

説明をお願いいたします。 

【○○委員】事前配付資料のNo.11－２というのですけれども、動物用医薬品の使用の規

制に関する省令の一部改正についてというタイトルの資料です。 

 食品衛生法の改正により、動物用医薬品等が一定の基準を超えて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平成18年５月29日より導入される
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ことになっております。 

 このポジティブリスト制度に対応するために、動物用医薬品残留問題調査会において、

使用基準の見直しを行ってきたところですが、それに伴って既存の使用基準を改正する必

要が生じました。 

 本案の詳細については事務局より説明いたします。 

【事務局】それでは説明させていただきます。事前配付資料赤のNo.11－２をご覧くださ

い。 

 動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について（案）ということなんです

けれども、この今回の改正は、○○委員に説明していただきましたように、ほかの使用基

準の設定に伴う名前の変更、医薬品名の変更ということであります。 

 改正の内容のところをご説明いたしますと、ポジティブリスト制度の導入に対応するた

めに、動物用医薬品の使用の規制省令が見直しを行いました。その結果、新たに外皮に適

用する製剤の中で、散布剤なり、噴霧剤というような形の外皮用剤が追加されることにな

りましたので、現行は外皮用剤という形で大きなくくりになっていた名称を、現行のもの

の外皮用剤を外皮塗布剤とより細かい表現に名前を変更させていただきたいということで

す。具体的にはそこに示しましたように、別表第１のところのイベルメクチンを有効成分

とする外皮用剤を外皮塗布剤というアンダーラインの名前に変えていただきたい。 

 また、もう１ページめくっていただきましてモキシデクチンの製剤につきましても外皮

塗布剤に、レバミゾールの製剤につきましても外皮塗布剤とさせていただきたいというこ

とで、もう１枚めくっていただきまして新旧対照表ということで、中身は変わらないので

すけれども、医薬品の名称だけを外皮用剤から外皮塗布剤ということで変えさせていただ

きたいということです。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ご発言ございますか。 

 特にございませんね。それでは承認ということにいたします。 

【事務局】ありがとうございます。 

 原案どおり薬事分科会の方に報告させていただきます。 

【○○委員】これで審議事項はひととおり終わったことになります。 

 

                Ⅲ）報告事項（その２） 
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     （３）動物用生物学的診断用医薬品の製造販売承認の可否について 

 

【○○委員】続きまして報告事項ということでございます。 

 議題（４）のテセーＢＳＥの動物用体外診断用医薬品の輸入販売承認の可否、それから

マイコライザＭＨ、同じく体外診断用医薬品、これの輸入承認の可否ということでござい

まして、事務局から説明をお願いします。 

【事務局】報告事項ですので簡単にご報告させていただきます。 

 まず資料番号赤の12でございますが、体外診断薬テセーＢＳＥ、日本バイオ・ラッド 

ラボラトリーズ株式会社からの製造販売承認申請でございます。 

 これは既に承認されていまして、今、と畜場で牛の全頭検査に使われていますプラトリ

アＢＳＥ、これと基本的には同じものでございまして、その使用する液の量を半分ぐらい

に抑えまして、自動化できるようにしたＥＬＩＳＡのキットでございます。 

 効能・効果は、そのプラテリアと同じ牛延髄における異常プリオン蛋白の検出というも

のでございます。 

 平成18年１月27日の動物用生物学的製剤調査会におきましてご審議していただきまして、

本部会に報告して差し支えないというふうにされたものでございます。 

 続きましてNo.13でございますが、マイコライザＭＨ、共立製薬株式会社からのもので

ございますが、これもＥＬＩＳＡのキットでございます。 

 豚の血清中のマイコプラズマ・ハイオニューモニエの抗体を検出するＥＬＩＳＡでござ

います。こういった豚血清中のマイコプラズマの抗体を検出するものは初めてでございま

したので、測定項目または測定原理が新しいものということで、平成18年１月27日の動物

用生物学的製剤調査会でご審議いただきまして、本部会に報告して差し支えないというふ

うにされたものでございます。 

 以上でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 報告事項ということでございますが、何か特段のご質問等。 

【○○委員】報告事項ということですけれども、別紙を拝見していたら、別紙規格の16に、

これは酵素を標識した抗ヒトプリオン蛋白のマウスのモノクローナル抗体なんですが、こ

こは要するに抗体と酵素のコンジュゲートの調製法等が書かれていなければならないとこ
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ろですけれども、中を見ますと、この製造方法は、ほとんど抗体の調製と精製法しか書い

てなくて、ペルオキシダーゼとのコンジュゲートの調製法が全然書いてないのです。これ

はちょっとおかしいと思うので、何か欠落しているのかもしれないし、見落としたのかも

しれないと思うのですが。後ろの方についている図なんかも全部抗体のものだけなんです

ね。電気泳動の図も抗体のものしか書いてなくて、別紙規格-７というのは抗体の調製、

精製法、モノクロのものですからいいのですけれども、この別紙規格-16というのはコン

ジュゲートの調製法なので、ちょっとおかしいと思います。報告事項なんですけれども、

ちょっと気が付きましたので。 

【事務局】ちょっと申請者の方に確認しまして、コンジュゲートに関しての規格もちゃん

と記載するように整備いたします。 

【○○委員】○○委員、それでよろしいでしょうか。 

【○○委員】はい。 

【○○委員】おそらく生物学的製剤ですので、各成分についての製造方法という欄があり、

製造方法欄に記載されていると思います。今回の資料には付いていませんけれども、申請

書の方をもう一度確認して、もし抜けているようでしたらきちんと書かせる必要があると

思います。書いてあるかどうか、そこをまず確認するということでお願いします。 

【○○委員】ということはほかにも何かあるかどうか。とにかく事務局、結構ボリューム

がありますけれども、ひとつ間違いのないように。 

【事務局】はい、わかりました。 

【○○委員】よろしくお願いします。 

 ほかにご発言ございますか。よろしいでしょうか。 

では今の件を除いて了承いたしました。 

 

          （４）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

【○○委員】先ほど前もって報告事項が２点終わっておりますので、今度は議題（７）動

物用医薬品の諮問・承認状況についてでございますね。事務局、お願いします。 

【事務局】それでは、当日配付資料の黒のNo.17をご用意ください。 

 毎回、前回の本部会から今回までの間に諮問されたもの、それから、承認されたものを
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ご紹介させていただいてございます。 

 まず諮問状況でございますが、生物関係でございますが、まずフェロバックスＦＩＶ、

それからその下のフェロバックスＦＩＶ ＦＤＡＨ、北里研究所とフォートダッジからの

共同申請でございます。 

 猫免疫不全ウイルス感染の予防のワクチンでございます。いずれご審議のほどをよろし

くお願いいたします。 

 それから、水産関係でアマリンレンサ、日生研のものでございますが、これは効能追加

になります。いずれご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 それからネモバック、この一番下のネモバックは、今日、ご審議していただいた案件で

ございます。 

 それから次のページの“京都微研”ポールセーバーＯＥ８、これも本日、ご審議してい

ただいた案件でございます。 

 それから、次は一般薬関係になりますが、プロメリス ドッグＮＮＣ、それから次のペ

ージのプロメリス ドッグ、これが日本農薬株式会社とフォートダッジ株式会社の共同申

請でございます。 

 メタフルミゾン、それからアミトラズを含有する犬のスポットオン製剤でございます。

後ほどご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

 それから、ベトメディンチュアブルの1.25mgと2.5mgと５mgのものでございます。 

 ベーリンガーインゲルハイムベトメディカルジャパンからの申請でございます。 

 ピモベンダンを含有する経口剤でございます。 

 それから次がフォアガルドキャット スポットでございます。有恒薬品工業株式会社か

らの申請でございます。 

 ジノテフラン及びピリプロキシフェンを含有するスポットオン製剤でございます。 

 それから、最後がガストロガード、メリアル・ジャパンからの申請でございます。 

 馬用の製品でございます。オメプラゾールを含有する強制経口投与剤でございます。 

 以上、諮問状況でございます。 

 続きまして承認状況でございますが、まず生物関係で、ＭＳ生ワクチン、日本バイオロ

ジカルズ株式会社のものですが、平成17年の９月２日の本部会でご審議していただいたも

のでございます。平成17年12月７日、承認でございます。 
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 それから、エイアイライザＨ５とエイアイライザ、これは鳥インフルエンザの診断キッ

トでございます。平成17年12月２日の本部会にご報告させていただいてございます。12月

７日、承認になってございます。 

 それから一般薬関係になりますが、フォルテコール錠５mg、ノバルティス アニマルへ

ルス株式会社のものですが、このものにつきましては、17年９月２日の本部会でご審議し

ていただいてございます。12月16日承認でございます。 

 それから、最後にセボフロ、セボフロランでございますけれども、丸石製薬株式会社か

らのもので、これも同じく９月２日にご審議していただきまして、18年２月６日に承認と

いうふうになってございます。 

 以上でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。特段のご質問等ございますか。 

 了承いたしました。 

 

Ⅳ）そ の 他 

          （１）生物由来製品感染症定期報告について 

 

【○○委員】続きまして生物由来製品の感染症定期報告ですね。 

【事務局】当日配付資料のNo.18をご覧ください。 

 薬事法におきまして、ヒトですとか生物に由来するもので、保健衛生上、重要なものに

つきましては、生物由来製品というふうな指定をさせていただいて、表示ですとか、トレ

ーサビリティーができるようにという制度が設けられてございます。 

 その生物由来製品に指定されたものにつきましては、承認の取得者が年に１回、感染症

定期報告をしなさいという義務が付せられてございます。 

 承認取得者から報告を受けた事項につきましては、農林水産大臣は、薬事・食品衛生審

議会にその旨、内容の報告をしなければならないというふうに法律で規定が定まってござ

います。今回はその農林水産大臣が薬事・食品衛生審議会に報告する事項でございます。 

 今回、こちらに示しましたこういった製品が、今、生物由来製品というふうに指定をさ

れてございます。 

 結論から言いますと、一番右側に感染症報告は全部なしということで、特段報告するも
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のは何もなかったのですけれども、何もなかったということでご報告をさせていただきま

す。 

 以上でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。ご質問等ございますか。よろしいですね。 

 了承いたしました。 

 

（２）動物用生物学的製剤のシードロットシステムについて（案） 

 

【○○委員】それでその他のはずですが、No.19というのが来ておりますね。 

【事務局】議事次第にはないのですけれども、No.19をご覧ください。 

 動物用生物学的製剤のシードロット・システムについて（案）ということでございます

が、現在、私ども動物用のワクチンにつきまして、このシードロット・システムの導入と

いうものを考えてございます。実際、事業を立ち上げまして、３カ年でこのシードロッ

ト・システムの導入を今、計画しているところでございます。 

 その概要といいますか、こういったことで今、話を進めているということを簡単にご紹

介させていただきたいと思います。 

 まずシードロット・システムの概要ということで、（１）シードロット・システムの定

義というふうにありますが、読み上げますと、『生物学的製剤のシードロット・システム

とは、動物用生物学的製剤基準の規格の項において規定するシードロット規格に従い、同

基準の通則において規定する製造用株のマスター・シード、ワーキング・シード及びプロ

ダクション・シード、並びに製造用培養細胞のマスター・セル・シード、ワーキング・シ

ード及びプロダクション・セル・シード（以下「シード」と総称する。）等を作製、維持

及び管理することにより、生物学的製剤の製造及び品質管理を行う方法をいう。』という

ものでございます。 

 文章ですと、ちょっとどういうことかとよくわからないと思いますが、その下の（２）

の製造工程とＧＭＰの関係というのがございまして、その下に簡単な図がございます。 

 通常、ワクチンは、ウイルスなりバクテリアが最初、スタートになりますけれども、そ

こからシードを作って、それから原液、最終バルク、そして小分製品というふうに製造さ

れていくわけでございますが、その最初の段階におきまして、野外分離株またはワクチン
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候補株からマスター・シードというものを作りまして、それからワーキング・シードを作

って、プロダクション・シードから実際原液の製造に入っていくという工程を設けまして、

それぞれマスター・シード、ワーキング・シード、プロダクション・シードを原薬たる医

薬品というふうに位置づけて、規格及び検査方法を設け、ＧＭＰの対象とさせていただく

という制度でございます。 

 この制度を導入いたしますと、ワクチンの製造及び品質管理がより確実になるというこ

ことが期待されるというものでございます。 

 そういう上流段階での規格設定をすることによって、今、最終製品で国家検定を行って

いるのですけれども、その国家検定の一部を大幅に見直すことができるだろうというもの

でございます。それが２ページ目の２に書いてあるのでございますが、シード・ロットシ

ステム導入に伴う検定等の考え方でございます。 

 まず（１）は、先ほど説明しましたマスター・シード、ワーキング・シード、プロダク

ション・シード、これは原薬たる医薬品、つまり原薬たる生物学的製剤にあたるのですけ

れども、それは検定の対象とはしません。その上流段階のものまでは検定とはいたしませ

ん。 

 今度（２）からが具体的な検定の改変内容になるのですけれども、まず家畜伝染病予防

法で規定される法定伝染病等を対象とするワクチンについては、引き続き検定の対象とい

たしますが、再審査が終了した後は、その検定の項目は見直して削減するというふうに考

えています。例えば今日、ご審議していただきましたポールセーバーＯＥ８につきまして

は、ニューカッスル病が成分で入っていますので、法定伝染病を対象とするワクチンにな

ります。このものについては、６年間の再審査期間がついていますので、その間は検定を

ずっとやって、６年後、再審査が終了した後、その検定の項目、いろんな検定項目があり

ますけれども、その中の一部を削減するという形をとりたいというふうに考えてございま

す。具体的にどの項目を削減するかというのは今、検討中でございます。 

 それから、それ以外の新しいワクチンにつきましては、再審査期間中は検定の対象とし

ますが、再審査が終了した後は、もう検定はやらずに、いわゆる収去検査、フィールドで

売られているものを薬事監視員が出向いて抜き取ってきて検査をするという収去検査に移

行するという形をとりたいと考えています。 

 それから、いわゆる再審査が終わった後がそういう形になりますので、再審査が終わっ
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た後のものに対しての後発ワクチン、いわゆるゾロ品といわれるものについては、承認後、

検定の対象とはしないで同じような収去検査の対応というふうにさせていただきたいとい

うものでございます。 

 このシードロットの導入に伴いまして、今までの検定のあり方、全ロット、全製品が検

定というふうになったのですけれども、そこが大幅に変わるというものでございます。 

 では実際にシードロット化するに際しての手続というのは３番以降に記載されてござい

ますが、基本的にはまずシードロット・システムが導入された後、新たに承認申請される

ようなワクチンについては、原則、シードロット化したもので申請してきてくださいよと

いうふうにさせていただきたいと思います。 

 ただし、そういうシードロット化が困難なものについては、当然それはできませんので、

原則という形にさせていただきたいというものです。 

 また、今後は既に承認されているものですとか、承認申請中のものにつきましては、な

るべくならばシードロット化してもらいたいということなんでございますけれども、その

承認されているもののシードロット化につきましては、承認事項変更承認申請をもってシ

ードロット化されたものというふうにするという形でございます。 

 具体的に承認事項変更承認申請をする際に、提出しなければならないもの等が３ページ

の（４）以降に記載されています。 

 例えばマスター・シードを提出するですとか、その提出されたマスター・シードを動物

用医薬品検査所で評定、保管をする。それから、当然事項変更承認申請書には、成分、分

量の欄にシードと記載するですとか、製造方法にシードロット・システムにより管理され

る旨を記載するですとか、あと添付資料としまして、物理化学的試験の項目にシードの由

来及び管理に関する資料というものを添付していただく。 

 こういう事項変更承認申請をもって、今、既に承認されているワクチンがシードロット

化されましたというふうに認められて、ものによっては検定がなくなるというふうな形に

なるというものでございます。 

 まだ検定段階で動物用医薬品協会の方でも一緒にコラボレートして今、制度を考えてい

るところでございますが、まずこういった形で話が進んでいるということで、本日、ご紹

介させていただいたというところでございます。 

 以上です。 
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【○○委員】ありがとうございました。 

 どなたかご質問等ございますか。特にございませんね。 

 いずれこの部会で、これの結果が何か影響を及ぼすということはあるのですか。 

【事務局】まずシードロット・システムを導入するに際しては、動物用生物的製剤基準の

改正が必要になってきます。これは先ほどもお話しましたように、薬事・食品衛生審議会

の審議事項になりますので、その際には、もっと詳しい、こういうふうになりますという

制度をご説明させていただきます。 

【○○委員】わかりました。よろしゅうございますね。 

 それでは、この件、これは了承しましたというのでしょうか。 

【事務局】ご紹介ですので。 

【○○委員】それでは、そのほかに事務局から何かありますでしょうか。 

【事務局】正誤表の件で、No.22の説明をさせていただきます。当日配付資料No.22なんで

すけれども、まことに申しわけないことに、前回の当日配付資料、12月２日の当日配付資

料のNo.６－２が誤記がありまして、それの訂正をこの場でさせていただきたくご説明い

たします。 

 まずNo.22の誤と書いてあるところなんですけれども、１つ目、別表第１のドラメクチ

ンを有効成分とする注射剤の豚のところで、用量が200μｇと書いてございますけれども、

これが次のページ、正しくは300μｇの間違いでございました。 

 もう１つは、メトクロプラミドを有効成分とする強制経口投与剤の0.4mgという用量が、

１枚めくっていただきますと0.8mgの間違いでございました。 

 その次、塩酸メトクロプラミドを有効成分とする注射剤、「１日量として」という、牛

と豚の用法及び用量が、「１日２回を限度とし、１回」の間違いでございました。 

 また、３ページ目をめくっていただきまして、硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベ

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乾乳期用乳房注入剤で、誤りが

用法及び用量の１行目、１日量として「搾乳後に」と書いてございますけれども、これが

乾乳期用の製剤ですので、「搾乳後に」が要らなくて、正しくはそれを削除した正のとこ

ろになるということで、申しわけありませんですけれども、これは承認事項と連動してお

りますので、この形で間違いがないということでご確認いただきたいと思います。 

【○○委員】ということでございまして、この前の話ですから、もうすっぽ抜けているか
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もしれませんが、「過ちを改むるにはばかることなかれ」ということで、この正しい方法

で書類をきちんと整備していただくということでよろしいですね。 

【事務局】ありがとうございました。 

 

（３）そ の 他 

 

【○○委員】これで全部終わりでしょうか。そうすると後は次回の予定。 

【事務局】当日配付資料のNo.20でございます。５月、６月のカレンダーでございますが、

３カ月おきということで、通常ですと、５月に開催させていただいてございます。 

 連休明けに資料を発送させていただいてということになりますと、５月25日木曜日あた

りはいかがでございましょうか。 

【○○委員】いわゆる来年度の話ですね。とりあえずこの日にちをマークしていただいて

ということでいかがでしょうか。 

 事務局としては５月25日の木曜日を予定したい。とりあえずマークしていただいて、こ

こで了承しましたとも言い切れませんので、話を承りましたということにしましょう。 

【事務局】一応５月25日木曜日ということで予定させていただきます。 

 

                ５．閉    会 

 

【○○委員】そういたしますと、これで審議並びに報告、すべて終了いたしました。 

 どうも長時間にわたりまして、本当に先生方ありがとうございました。 

 


