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１．開    会 

 

【○○委員】それでは、定刻になりましたので、まだお見えにならない先生がいらっしゃ

いますけれども、メンバーは過半数を超えておりますので、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挨拶 

 

【○○委員】まず初めに、畜水産安全管理課長からご挨拶いただきます。 

【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当たり一言ご

挨拶申し上げます。 

 本日はお忙しい中をご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、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

を借りて厚くお礼申し上げます。 

 さて、最近の動物衛生、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に関しましては、今年１月 20 日以降、米国からの牛肉の輸入が一旦停止されているわ

けでございますが、先週、17、18、19 日と日米専門家会合が開催されまして、米国側か

ら日本向け認定施設 35 施設のレビューの結果について報告がございました。その他、輸

入手続の再開のための必要な措置として、日本側による事前査察の実施等について意見交

換が行われました。今回の意見交換の結果を踏まえまして、日本側の考え方を整理し、６

月１日から全国 10 カ所でリスクコミュニケーションを行いまして、その結果を踏まえて

米側と輸入手続再開のための措置の調整、再開条件の調整を行うことになっております。 

 それから、昨年６月以降、茨城県を中心に発生いたしました鳥インフルエンザでござい

ますけれども、４月 20 日に感染鶏等全部で 578 万羽の殺処分が終了いたしまして、現在

残された作業といたしましては原因究明の作業があるわけでございます。 

 一方、海外に目を転じますと、アジア、ヨーロッパ地域ではいまだに鳥インフルエンザ

の発生が確認されておりまして、国内におけるサーベイランスの継続、それから発生した
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場合の危機管理体制の強化に努めているところでございます。 

 動物薬事関係につきましては、今月 29 日から食品衛生法の改正に基づき、ポジティブ

リスト制度が導入され、それに伴い、一部の動物用医薬品の使用基準の見直し、休薬期間

の見直しが行われまして、円滑な導入に向けて今月全国数カ所で畜産関係者等への説明会

が行われたわけでございますけれども、今後ともこの円滑な導入に向けて周知啓蒙に努め

てまいりたいと考えております。 

 それから、今国会に提出されております薬事法の改正でございますけれども、参議院の

審議が終わりまして、衆議院の審議が残されております。改正内容といたしましては、医

薬品の販売業の見直し、医薬品の分類等に関する見直しでございますけれども、動物用医

薬品につきましては特例販売業という形態を通じてかなりの部分が供給されているという

ことを踏まえまして、今後とも安定的な供給に支障を来さないように対処していく所存で

ございます。 

 最近の動物衛生、畜水産物の安全をめぐる情勢を簡単に紹介させていただきましたけれ

ども、動物用医薬品につきましては畜産における重要な生産資材でございますし、使用方

法によっては食品安全にも影響を及ぼすということで、今日の部会における審議というの

も大変重要でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 最後に、委員の改選が一部ございましたので、紹介させていただきます。 

 ○○委員におかれましては一身上の都合により委員を辞任されるということで、後任と

いたしまして麻布大学獣医学部教授の○○先生に委員をお願いしております。 

 それから、○○委員におかれましても国立感染症研究所長の役職を退かれるということ

で、後任に同じく○○国立感染症研究所長にお願いいたしております。 

 それから、○○委員におかれましても日本薬剤師会常務理事の役職を退かれるというこ

とで、その後任に○○常務理事にお願いいたしております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【○○委員】新任の先生、今日○○先生はまだお見えになっていないようですが、何分よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

３．配付資料の確認 

 

【○○委員】それでは、まず配付資料の確認、事務局からお願いします。 
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【事務局】事務局を務めさせていただいております薬事審査第１班の石原と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 今回委員が３名お変わりになったということで、新しく私も実は今回からこちらの事務

局の方を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元に「薬事・食品衛生審議会動物用医薬品等部会当日配布資料一覧」と

いうＡ４縦型の１枚紙がございますでしょうか。こちらに従い確認をさせていただきたい

と思います。 

 まず最初に、資料、黒ナンバーですが、№15－３、｢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｣、Ａ４縦で５ページになっております。よろしいでしょうか。 

 続きまして、資料№24、黒ナンバーでございますが、「「徴候」等について」、Ａ４縦で

２ページになっております。 

 続きまして、資料№25、「薬事・食品衛生審議会動物用医薬品等部会議事次第」でござ

います。こちらが５ページになっております。よろしいでしょうか。 

 続きまして、資料№26 といたしまして、「動物用医薬品の諮問、承認状況について」と

いうものがＡ４横でとじられているものがございます。よろしいでしょうか。 

 続きまして、資料№27、「平成 18 年８月・９月カレンダー」でございます。Ａ４縦１枚

紙でございます。 

 続きまして、資料ナンバー黒の 28、事前配付資料№７～13 の水産用テラマイシン散他

17 品目の審議経過票改訂版でございます。Ａ４縦１枚紙でございます。 

 続きまして、資料№29、黒ナンバーですが、｢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(案)｣ということでございまして、Ａ４縦２ページになっているもの

でございます。 

 最後に、資料№30、黒ナンバーでございますが、事前配付資料赤№４のアピバールの差

し替え資料になっております。当該資料につきましては、アピバールの説明のときに差し

替えのご説明をさせていただきたいと思います。 

 以上でございますが、すべて揃っておりますでしょうか。 

【○○委員】先生方、よろしいでしょうか。 

【事務局】ありがとうございました。 
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４．議   題 

Ⅰ）審議事項 

（１）動物用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 

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕 

【新有効成分含有動物用医薬品】 

   ①ウエストナイルイノベーター 

 

【○○委員】それでは、議事に移ります。本日もまた膨大な資料でございますので、でき

るだけ効率よく進めてまいりたいと思います。先生方のお力添え、ひとつよろしくお願い

いたします。 

 では最初に、生物学的製剤調査会関係の（１）の①ウエストナイルイノベーターの製造

販売承認の可否等について、生物学的製剤調査会の座長の明石先生からご説明をお願いし

ます。 

【○○委員】ウエストナイルイノベーターはフォートダッジ株式会社から製造販売承認申

請されましたウエストナイルウイルスを有効成分とする馬用の不活化ワクチンです。 

 本製剤は、平成 18 年４月 17 日に開催されまし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。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年となります。 

 詳細につきましては事務局から説明があります。よろしくお願いします。 

【事務局】それでは、ご説明させていただきます。お手元の資料、赤№１の動物用医薬品

製造販売承認申請書をご用意下さい。こちらの資料の申請書とあります灰色のタグのとこ

ろをお開き下さい。まことに申しわけございません。席についたままでご説明させていた

だきます。 

 １ページ目でございますが、本製剤は、先ほどご紹介がありましたが、フォートダッジ

株式会社から製造販売承認申請されましたウエストナイルイノベーターでございます。 

 本製剤は、４ページ目をお開き下さい。上から４行目の８番、効能又は効果にございま

すとおり、馬用のウエストナイルウイルスによるウイルス血症の予防を効能・効果とする

不活化ワクチンでございます。 

 また申請書の１ページ目の方にお戻り下さい。 

 主剤は、サル腎（Vero）細胞培養ウエストナイルウイルスＶＭ－２株でございますが、
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こちらは動物用医薬品として初めてのものでございますので、新有効成分配合動物用医薬

品としてご審議をお願いします。それでは、詳細につきまして概要書の方でご説明させて

いただきたいと思います。ピンクのタグのところでございます。最初に概要の要約がござ

いますが、そこは飛ばさせていただきまして、次の水色の概要と書かれたところをお開き

下さい。そちらの１ページ目でございます。 

 近年米国において人における死亡事例も出ているウエストナイルウイルス感染症に対す

る当該ワクチンについて輸入しようとするものでございます。なお、当該製剤は、平成

15 年から 17 年にかけまして実施されておりますウエストナイルウイルス感染症予防・防

疫対策推進事業等により開発が行われたものでございます。 

 続きまして、概要８ページをお開き下さい。物理的、化学的試験に関する資料でござい

ます。本製剤に用いられた製造用株は北米で分離された馬由来の株で、2001 年に米国農

務省動植物衛生検査所より製造用原株として認可を得たものでございます。 

 不活化試験法及び力価試験法の検討等の結果、12 ページをお開き下さい。こちらの表

６にございますとおり、規格及び検査方法を設定しております。続きまして、13 ページ

をご覧下さい。製造方法に関する資料でございますが、Vero 細胞を用いてウイルスを増

殖させまして、ホルマリンにより不活化処理を行ったものにアジュバント、保存剤及び緩

衝液を加え、分注、小分けした製造方法でございます。 

 続きまして、概要の 16 ページをお開き下さい。安定性に関する資料でございますが、

16 ページにございますとおり、試作ワクチン３ロットについて、次の 17、18、19 ページ

にございますが、これらのロットにつきまして 12 カ月までの安定性を調べております。

今のところ、規格についてはいずれの試験にも適合しておりまして、さらに 12 カ月を超

えた試験を継続中でございます。申請では有効期間を最終的には製造後 28 カ月とする予

定となっております。 

 続きまして、20 ページをお開き下さい。安全性に関する資料でございますが、３歳か

ら 19 歳の馬に本剤の常用量又は 10 倍量を筋肉内に初回投与後、３週間後に２回目、さら

に８週間後に１回、計３回を注射し、第３回注射後４週後までの 15 週間観察しておりま

す。その結果といたしまして表１に示すとおり、全身性への影響観察では期間を通じて通

常量では異常は認められておりません。10 倍量接種群で第２回投与――10 倍量の一番右

の真ん中辺なのですが、第２回注射後、８週間の変化のところで元気消失、あるいは四肢

の浮腫という異常が認められております。また、第３回投与では、第２回と同一個体でふ
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らつき、あるいは下唇のふるえ等が認められておりますが、いずれも投与後２から３時間

以内に回復しております。続きまして、その下の表２をご覧下さい。注射局所の臨床所見

は、常用量、10 倍量とも異常は認められておりません。続きまして、資料の 22 ページ、

23 ページ以降からでございますが、まず表３－１、３－２，３－３――24 ページ目にな

りますが――に示すとおり、体温、それから表４、25 ページ目でございますが、こちら

に示すとおり、体重には異常を認めておりません。続きまして、26 ページの表７－１で

ございますが、こちらに示すとおり、第１回注射後に常用量及び 10 倍量群で赤血球の減

少、真ん中辺と右から４つ目の数字のところでございますが、それから表７－４、27 ペ

ージでございますが、10 倍量群の第３回注射で白血球の有意な上昇が認められておりま

す。次のページでございますが、表７－６、29 ページ目でございます。第２回注射及び

第３回注射で、白血球百分率の分葉核好中球の上昇が認められておりますが、体温、体重、

飼料摂取量、尿検査、血液生化学検査、剖検及び図１、31 ページ目でございますが、器

官重量において異常は認められませんでした。それから、表９と 10 でございますが、32

ページ目、こちらに示すとおり、注射局所の剖検及び病理組織学的検査所見では、10 倍

投与量で第３回注射部位において軽度の変化が認められております。 

 以上の結果から、本ワクチンは馬に臨床用量での筋肉内注射をしても臨床使用上問題と

なる影響はないのではないかとされております。続きまして、33 ページ目のアジュバン

トの消長試験でございます。注射後、17 週未満でアジュバントは消失しております。そ

れから、概要の 35 ページ目をご覧下さい。当該ワクチンにおける米国での副作用報告で

ございますが、１）の表にあるとおり、副作用発生頻度は接種部位の反応で 10 万ドーズ

当たり平均 1.3 例、それからアレルギー様反応で 10 万ドーズ当たり平均１例、全身性反

応で 10 万ドーズ当たり平均 2.7 例となっております。 

 続きまして、36 ページ目をご覧下さい。妊娠馬における安全性を見ている成績でござ

います。こちらの表１に示すとおり、妊娠早期、中期、後期においてワクチン接種馬と、

その下の欄のところですが、非接種馬で流産率を比較した時、両群に有意差は認められて

おりませんでした。従って、馬における本ワクチンの接種は妊娠の妨げにならないと判断

されております。続きまして、37 ページ、薬理試験に関する資料でございます。当該資

料につきましては、混合ワクチンの試験成績であることから、第１回の調査会で指摘され

ました。最初のページに戻っていただきまして、ピンクのタグの第１回調査会回答の１ペ

ージ目をご覧下さい。コンバインワクチンの試験成績ということから、単味での有効性が
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評価できる試験成績を提示するように指摘を受けておりました。これに対しまして申請者

は３ページ目、申請者からの回答でございますが、既に添付されておりました安全性試験

の 10.3 の試験成績――これは概要の 41 ページのところに載っております。それから、新

たに米国とカナダにおける市販後調査の成績を提出してきております。これらの成績から

有効性を説明しております。具体的には概要の 42 ページの表１をご覧下さい。10.3 の試

験成績から３週間の間隔で２回ワクチン投与後の中和抗体価を２回目ワクチン接種後の

12 カ月後まで測定した結果、１回目接種時と比べて 12 カ月後まで有意に抗体価が上昇し

ております。また、12 カ月後にウイルスで攻撃して、21 日目まで臨床所見等を調査し、

21 日目及び 22 日目にと殺しております。下の表２に示すとおり、ワクチン接種群で 19

頭中１頭、対照群では 11 頭中９頭でウイルス血症が認められていることから、本ワクチ

ンが攻撃したウエストナイルウイルスによるウイルス血症を予防することが認められたと

書かれておりました。 

 また、市販後調査の結果でございますが、ピンクの第１回調査会回答の６ページ目をご

覧下さい。隣の７ページの表におきましてワクチン投与群の生存率が高く、９ページ目を

お開き下さい。こちらはアメリカで実施された市販後調査の２つ目の成績でございます。

９ページの表のところで、ワクチン投与群の方がやはり死亡率が低く、続きまして 11 ペ

ージ目、カナダでの市販後調査の成績でございますが、こちらは表になっていないのです

が、11 ページの下の３の結果において、ワクチン投与馬の発症率の方が低いとの結果が

出ております。以上の結果から、有効性ありとの結果を導いております。 

 続きまして、概要の 39 ページにお戻り下さい。最小免疫抗原量試験でございますが、

対照群を含む４群を設定し、３週間隔で２回投与した場合の抗体価を測定した結果でござ

います。不活化前ウイルスで１×10７TCID50／Dose 以上であれば有効であるとの結果が 40

ページの方に表１として出ております。以上のことから本ワクチンの有効性が認められた

ものと考えております。 

 続きまして、臨床試験に関する資料についてでございますが、概要の 43 ページ目をお

開き下さい。上から７行目でございますが、２、試験方法の１）の表をご覧下さい。これ

は試験方法を取りまとめた表でございますが、実施施設１と２。１の方が日本中央競馬会

競馬学校、こちらは千葉にございます。２の方は日本中央競馬会馬事公苑で東京にござい

ます。それぞれ試験群 30 頭、対照群５頭、それから１mL／頭で頸部筋肉内に注射してお

ります。接種回数はそれぞれ２回でございますが、接種間隔を実施施設１では３週間、実
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施施設２では６週間としております。 

 続きまして、43 ページの下から６行目でございますが、３）、今回この試験では有効性

評価方法及びその基準を下記の有効性判定基準に従って有効性を評価しております。 

 ①といたしまして、実施施設でウエストナイルウイルス感染症の流行が認められた場合、

試験群のウエストナイルの発生率は対照群より有意に低いこと。②といたしまして、実施

施設でウエストナイルウイルス感染症の流行が認められなかった場合、次のページにまい

りますが、試験群の第２回注射後４週の抗体応答陽性率及び抗体が対照群より有意に高い

こと。それから、安全性の評価方法とその基準といたしまして、４）、下記の安全性判定

基準に従って安全性を評価しております。 

 （１）といたしまして、臨床症状。非臨床安全性試験で確認された反応につきまして、

その程度は非臨床安全性試験と同等である。（２）注射局所の反応。腫脹、硬結等の接種

反応が認められないか、認められても安全性試験の１用量注射で認められた程度と同等以

上の反応であることとしております。なお、３、成績のところ、１）でございますが、日

本脳炎のウイルスとの交差性を調べております。調べた結果では両者間に有意な相関は認

められなかったという結論が出ております。それから、結果でございますが、まず有効性

につきまして、両施設ともに被験薬注射後、ウエストナイルウイルス抗体価が有効性判定

基準以上に上昇したことから、被験薬は有効であると考えております。 

 それから、安全性につきましては、被験薬注射後、発熱及び注射部位の腫脹がまれに認

められましたが、それらの反応は一過性であり、他の臨床症状を惹起することはなかった

ということ、またそれらの発生率は野外で使用されている米国での発生率と同等であった

ことから、被験薬の安全性に問題はないと考えております。 

 以上のことから被験薬はウエストナイルウイルス感染症に対して有効であり、またその

安全性に問題はないと結論づけております。それでは、最初の審議経過票のところにお戻

り下さい。こちらの票の真ん中辺にございます７の欄をご覧下さい。 

 本申請につきましては、平成 18 年４月 17 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６年とされております。 

 以上で、少々まとめ方が悪かったかもしれませんが、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。 

 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。ご発言ござい
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ませんか。 

【○○委員】概要の 35 ページを見ていただけますか。本質的なことと直接関係するかど

うかはよくわからないのですけれども、副作用、副反応の件なのですが、アレルギー様反

応とか全身性反応が起きた場合、この後、すぐに改善されたのか、それとも何か大きな問

題が起きたのかということをお聞きしたかったんです。 

【事務局】申請書本体の方を確認させていただいたのですが、今の○○委員からのご指摘

の点について明確に書かれておりません。 

【○○委員】それは後で調べていただければいいのですが、小動物のところでよく経験す

るのですけれとも、ワクチンを打つことによってアナフィラキシーショックが起きて、死

亡例というのが犬や猫で時々あるのですけれども、馬の場合ももしそういうことがあれば、

非常に高価な馬とかという場合も当然あるでしょうから、その点、アレルギー様反応とか

全身性反応というのはアナフィラキシーが起きれば死亡にもつながるので、頻度は低いと

は思うんですけれども、そういった状況を知っておきたいと思いました。 

【事務局】後日確認させていただいて、お知らせしたいと思います。 

【○○委員】事務局、35 ページの上の方に 10 万ドーズ当たりの発症例、これはリンクし

ているのでしょうか。これは全く別物なのですかね。そこら辺を含めて確認をぜひよろし

くお願いします。他にご発言ございますか。 

【○○委員】概要の 38 ページ、あるいは 40 ページに中和抗体、抗体応答が書かれていま

すが、このような抗体の産生が感染防御に効いているというところはどこかに書いてある

でしょうか。 

【○○委員】○○委員、お願いします。 

【○○委員】先ほども事務局から説明があったと思うんですけれども、資料の 41 ページ、

42 ページで、10．３として、免疫持続を確認するために、12 カ月後に攻撃しているとい

う成績がございます。中和抗体価も上の表１に書いてございますが、表２のところでビレ

ミーを含めて確認した結果はほぼ良好な効果があるという成績になっていますので、この

ワクチンは評価できると私は思っています。 

【○○委員】よろしいですか。他にはご発言ございますか。 

【○○委員】事務局へのお願いなのですけれども、先月ですけれども、使用上の注意に関

する通知が私の方に届いてきました。まだ審査中ですので、それに基づいて使用上の注意

をもう１度精査していただいて、最終承認にするまでの間に整備できたらしていただきた
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いということでよろしくお願いします。 

【事務局】確かに○○委員の方からお話があったとおり、４月５日に使用上の注意の通知

を出しております。委員の先生方には、多少誤字脱字がいろいろ見つかりましたので、整

備した上で近々郵送等でお送りしたいと思っております。また、承認が出るまでには使用

上の注意は見直しをさせていただきたいと思っております。 

【○○委員】その点はよろしくお願いします。他にはご発言ございますか。 

【○○委員】本質的には違うかもしれないのですけれど、現状では日本では発生がないと

思うんです。今後このワクチンがどのように使われていくかというのは、この審査とは直

接関係ないのかもしれないのですけれど、見通しというのはどうなんでしょうか。 

【事務局】一応薬事・食品衛生審議会とはちょっとずれるといいますか、別の検討会の中

で専門家の意見を聞きながら決めていく形になると思っております。今のところ、例えば

承認条件に何かつけるとか、使用上の注意に何かつけるという対応をする予定にはなって

おりません。ただし、当然別途検討会で専門家の意見がいろいろ出ると思いますので、そ

の際、場合によっては使用上の注意等、何らかの対応をさせていただくことがあるかもし

れません。 

【○○委員】調査会でもその意見が出まして、ただ、そのときの結論としては調査会自体

は製剤の安全性、有効性を審査する場であって、適用については別途行政当局側が考えな

ければいけない。それについては十分お考えいただいて適用していただければいいという

ことで可とした経過がございます。 

【○○委員】というようなことで、この会では使用の具体的なところまでを云々する場所

ではないというような解釈のようでございますが、○○委員、よろしいですか。 

【○○委員】はい。 

【○○委員】他にご発言ございますか。それでは、これはいつもの話なのですが、ここは

動物薬の最終段階でございます。差し戻すか、分科会へ持っていくかの分かれ目でござい

ますが、特に積極的に継続審議という問題ではなかったかと思いますが、いろいろな部分

をカバーして、その上で現段階これは承認という方向でよろしゅうございますか。特に異

論ございませんでしょうか。ありませんですね。 

 それでは、承認といたします。期日までに必要な書類をきちっと揃えて下さい。 

【事務局】ありがとうございました。 

 それでは、いろいろお調べしてご報告しないといけないこともありますし、使用上の注
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意等についても整備しなければいけないと思っております。まずは承認を可とし、薬事分

科会に報告させていただきたいと思います。なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用

医薬品ということで、６年間とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

   【新投与経路動物用医薬品】 

    ②クリオマレック（ＨＶＴ） 

   【新投与経路動物用医薬品】 

    ③クリオマレック（ＲＩＳＰＥＮＳ＋ＨＶＴ） 

 

【○○委員】それでは、続きまして審議事項の生物学的製剤調査会、②でございますが、

クリオマレック（ＨＶＴ）及び③のＲＩＳＰＥＮＳ＋ＨＶＴ、これの輸入承認事項変更承

認ということの可否でございます。○○委員から説明をお願いします。 

【○○委員】クリオマレック（ＨＶＴ）及びクリオマレック（ＲＩＳＰＥＮＳ＋ＨＶＴ）

はメリアル・ジャパン株式会社から輸入承認申請され、平成８年８月に承認されました。 

 それぞれマレック病ウイルス、マレック病ウイルス及び七面鳥ヘルペスウイルスを有効

成分とする鶏用の生ワクチンであります。今回は投与経路の追加ということで申請が出さ

れたものであります。 

 本製剤は、平成 18 年４月 17 日に開催されました動物用生物学的製剤調査会において事

前の審議を終了して、本部会に上程されるものです。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年間となります。詳細につきましては事務局から説明がありま

す。よろしくお願いします。 

【事務局】それでは、ご説明させていただきます。事前に配付しておりました資料番号赤

の２番と３番をご準備下さい。赤№２の方が橙色になっておりまして、赤№３の方が水色

になっておりますが、申請書のところをお開き下さい。 

 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クリ

オマレック（ＨＶＴ）及びクリオマレック（ＲＩＳＰＥＮＳ＋ＨＶＴ）でございます。 

 本製剤は、いずれも鶏のマレック病の予防を効能・効果とする凍結生ワクチンでござい

ます。いずれの製剤も頸部皮下接種での――申請書の５ページをお開き下さい。いずれも

５ページでございます。既に頸部皮下接種での用法を承認されているものでございます。

今般新たに発育鶏卵内接種を用法として追加するものでございます。従いまして、新投与
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経路動物用医薬品としてご審議をお願いします。 

 それでは、概要書とありますタグをそれぞれお開き下さい。概要１－１ページをご覧下

さい。開発の経緯の資料でございます。卵内接種機が開発されたことに伴いまして、従来

行われておりました頸部皮下接種よりも作業の効率化を図れる上、ワクチン接種漏れを防

ぐという点でも管理がしやすいことから製品開発が行われております。 

 次に、概要の２－１ページの用法・用量追加に関わる基礎試験についてのところをお開

き下さい。規格及び検査方法及び製造方法につきましては、既承認時と変更がないことか

ら説明を割愛させていただきます。それでは、概要の７－１をご覧下さい。安全性に関す

る資料でございます。発育鶏卵 90 個を常用量群と 25 倍量群及び対照群各 30 個に分け、

孵卵開始後 22 日目の午前までの孵化率を算出し、孵化したひなから 15 羽を選別し、７－

２の下のところでございますが、（１）から（７）に示す一般状態等を観察しております。

また、次のページでございますが、（８）に示す病理学的検査及び病理組織学的検査を行

っております。その結果でございますが、クリオマレック（ＨＶＴ）につきましては、孵

化率は対照群で 90％、１用量群で 86.7％、25 用量群で 83.3％でありました。未孵化卵に

つきましては特筆すべき所見はありませんでした。孵化後の一般観察では異常は認められ

ず、体重の推移で対照群に対して 25 用量群の孵化後３週目までの初期に優位差が認めら

れておりましたが、その後は認められなくなっております。このことから一過性のものと

判断しております。 

 病理組織学的検査におきましては、25 用量接種の１個体で、心臓に軽微な局所的白血

球浸潤像が認められておりますが、軽微で、リンパ球の変性やマレック病を疑わせる他の

病変は観察されておりません。血液学的検査における白血数球は、心臓に軽微な局所的白

血球浸潤像が認められました個体と同一個体でございまして、25 用量群全体では他の群

と統計学的有意差は認められておりません。以上のことから本ワクチンは安全であると判

断しております。 

 続きまして、クリオマレック（ＲＩＳＰＥＮＳ＋ＨＶＴ）についてでございますが、こ

ちらの７－１をお開き下さい。こちらが安全性に関する試験資料になっております。 

 孵化率は７－３ページをお開き下さい。孵化率は対照群で 90％、１用量群でやはり

90％、25 用量群で 86.7％でありましたが、未孵化卵につきましては特筆すべき所見はご

ざいませんでした。孵化後の一般観察では異常は認められず、増体重で１用量群の１～２

週齢の期間、それから 25 用量群の４～５週齢の期間で対照群に対して有意に少ないもの
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でございました。その後は差が認められなかったことから一過性のもので、また平均体重

には有意な差は認められておりません。それから、血液学的検査、剖検及び病理組織学的

検査でも異常は認められておりませんでした。以上のことから本ワクチンにつきましても

安全であるとの判断をしております。 

 続きまして、薬理試験に関する試験資料でございますが、概要の８－１ページをご覧下

さい。クリオマレック（ＨＶＴ）につきましては、次の８－２ページ目のところでござい

ますが、卵内接種の有効性に関する試験は、既承認用法及び用量である１用量の皮下接種

群を比較対照として１用量を卵内接種した場合の有効性について孵化後に攻撃試験を行い､

６週間観察しております。その結果、皮下接種群ではマレック病の発症はございませんで

した。卵内接種群では発症率 20％でございました。続きまして、クリオマレック（ＲＩ

ＳＰＥＮＳ＋ＨＶＴ）の資料の８－２をご覧下さい。卵内接種の有効性に関する試験は、

無接種群を比較対照といたしまして１用量を卵内接種した場合の有効性について孵化後に

攻撃試験を行い、６週間観察しております。その結果、無接種抗原群ではマレック病の発

症率は 100％で、卵内接種群では発症率 20％でございました。以上のことから、いずれの

製剤の卵内接種においても発症防御が認められることが確認されました。 

 続きまして、クリオマレック（ＨＶＴ）の資料の概要の８－８ページをお開き下さい。

なお、クリオマレック（ＲＩＳＰＥＮＳ＋ＨＶＴ）の方は概要８－14 をお開き下さい。 

 まず、クリオマレック（ＨＶＴ）でございますが、発育鶏卵に本ワクチンを 1000ＰＦ

Ｕ、500ＰＦＵ及び 250ＰＦＵ接種する群を設定し、孵化後 11 日齢で攻撃試験を行ってお

ります。その結果、総合判定基準で攻撃対照群は発症率 100％、1000ＰＦＵ卵内接種群で

22％、500ＰＦＵ及び 250ＰＦＵでそれぞれ 30％、1000ＰＦＵの皮下接種群で 10％、500

ＰＦＵで 20％、250ＰＦＵで０％でございました。今のが８－９の表８－２の結果でござ

います。グループが一番左に書いてありまして、先ほどの結果が一番右の総合発症率とい

うところでございます。以上のことから本ワクチンの防御効果は 70％以上と考えており

ます。 

 続きまして、クリオマレック（ＲＩＳＰＥＮＳ＋ＨＶＴ）についてでございますが、ク

リオマレック（ＨＶＴ）と同様の試験を実施しております。こちらは８－16 ページの表

８－３－１をご覧下さい。マレック病ウイルス１株については 100ＰＦＵ以上で 100％、

ＲＩＳＰＥＮＳ被験株接種群の欄の一番右の防御率のところをご覧下さい。100ＰＦＵ以

上でも既に 100％防御率を示しております。続きまして、七面鳥ヘルペスウイルスの場合
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は 250ＰＦＵで 30％以上の発症率を示しております。今ご説明したのが表８－３－２で、

８－18 ページ、Ａ４横の表ですので、ちょっと見にくくなっておりますが、こちらにつ

きましても本ワクチンの防御効果は 70％以上であると考えられております。以上のこと

から本ワクチンは 250ＰＦＵ以上で十分な効果が得られるものと考えております。 

 抗体価の推移に関する試験でございますが、クリオマレック（ＨＶＴ）がページ８－10

のところでございます。それから、クリオマレック（ＲＩＳＰＥＮＳ＋ＨＶＴ）が少し戻

りましてページが８－７のところでございます。まずクリオマレック（ＨＶＴ）の卵内接

種による抗体価の推移を既承認接種経路である皮下接種による抗体価の推移と比較してお

ります。こちらの成績が８－11、表８－３と図８－３のところに結果が出ております。い

ずれにしても皮下接種、卵内接種、同じぐらい抗体価が上がっているということで、概ね

同等。55 週齢まで抗体が維持するということが結果として出ております。 

 それから、クリオマレック（ＲＩＳＰＥＮＳ＋ＨＶＴ）でございますが、こちらがペー

ジ８－７のところでございます。こちらも卵内接種と皮下接種を比べております。結果は

８－８ページのところでございます。21 日齢、35 日齢のところをご覧下さい。21 齢から、

卵内接種群も皮下接種群も抗体が上昇し始め、35 日齢で 10 分の 10 という結果が出てお

ります。このことから、卵内接種と皮下接種で差がないだろうと。今のところがＲＩＳＰ

ＥＮＳだけの抗体価を見ているものでございますが、次にＨＶＴの方だけの抗体価を見た

のが次の８－９のページのところでございます。こちらにおきましても概ね皮下接種も卵

内接種についても同等の成績が得られております。35 日齢まで抗体価が認められており

ます。また、次の８－10 ページ目をお開き下さい。こちらで混合ワクチンとしての評価

を行っております。成績が８－12 と８－13 ページに出ておりますが、やはり卵内接種群

と皮下接種群ではいずれも抗体価の推移は概ね一緒ということで、同等の有効性があると

いう評価になっております。 

 続きまして、臨床試験に関する資料でございます。クリオマレック（ＨＶＴ）につきま

してはページ 12－１をお開き下さい。それから、クリオマレック(ＲＩＳＰＥＮＳ＋ＨＶ

Ｔ)についてもやはり 12－１のところをお開き下さい。まずクリオマレック（ＨＶＴ）で

ございますが、12－２にまず最初治験実施場所の概要が書かれております。治験実施場所

が新潟県と兵庫県となっております。設定群はそれぞれ試験群、対照群を各々19 日齢時

で１万羽弱おいております。ワクチン接種時期は試験群で孵卵開始後 19 日目、対照群で

孵化後０日で、動物種としては肉用鶏を用いております。少し飛ばさせていただきますが、
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結果といたしましては、12－６ページ目にございます。孵化率は試験群で 94％、対照群

で 91.7％となっております。臨床観察、斃死と淘汰羽数を含むものでございますが、対

照群において導入後６日目の給餌中にひなが驚いて隅に集まり重なり合って、32 羽が圧

死により斃死しておりますが、それ以外ではワクチン接種から出荷までの群全体の臨床観

察では一般的な飼育管理において観察される状態を逸脱するような特筆すべき臨床症状は

観察されておりません。 

 続きまして、12－７ページをお願いします。こちらで安全性についてということでござ

いますが、孵化場、試験群で孵化率は 94％であり、これは対照群の孵化率 91.7％と同等

であった。また、孵化時の脚麻痺、発育不良及び羽毛異常のひなの抜き取りは試験群で孵

化羽数 5.8％、対照群で孵化羽数に対して 4.1％、当該孵化場で通常確認される範囲内で

あり、被験薬接種によると思われる異常は認められておりません。飼育農場では、斃死及

び淘汰羽数は、卵内接種とした試験群は導入羽数に対して 2.4％、皮下接種した対照群は

導入羽数 2.3％と当該農場の通常の飼育管理で認められる範囲内であり、被験薬接種によ

ると思われる運動性の低下、神経症状の所見は試験群及び対照群ともに認められておりま

せん。出荷及び増体についても、試験群では食鳥検査後の最終出荷羽数から計算した出荷

率は 96.9％で、対照群の 96.9％と同等であり、平均体重も試験群で 2.548kg、１日当た

り増体重は 50.2ｇであり、対照群の平均体重は 2.308kg、日増体の 46.6ｇと比較いたし

まして被験薬卵内接種による影響は認められておりません。以上の結果から無接種対照と

接種群では安全性に差はないものと考えられております。 

 また、12－８ページ目、有効性についてでございますが、こちらについても出荷時の食

鳥検査において試験群及び対照群ともに削痩・発育不良、腹水症、皮下出血及び炎症を呈

する所見が若干認められましたが、それらの鶏の臓器に腫瘍形成は認められず、マレック

病として廃棄された鶏はございませんでした。ブロイラー飼育農場での評価として一般的

に使用される生産指数は試験群で 231.3、対照群は 212.0 であり、対照群に比較して 19.3

上回っております。被験薬の抗原に対するＦＡ抗体価は、孵化後 28 日齢で試験群及び対

照群ともに 40 倍以上が 80％以上の個体で認められており、孵化後 49 日齢には全羽数 80

倍以上の抗体価を維持しております。以上のことから有効性に対しても、接種ルート等の

違いによる差がないと考えられております。 

 続きまして、クリオマレック（ＲＩＳＰＥＮＳ＋ＨＶＴ）の方でございますが、こちら

につきましても同様に有効性、安全性、臨床試験の上では問題ないという結論になってお
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ります。申しわけございません。取りまとめ方がちょっと悪いですが、以上でご説明を終

わらせていただきます。 

【○○委員】それでは、ただいまの説明につきましてご発言をお願いします。 

 ２つの資料を見比べながらいうことで見にくかったと思いますが……。 

【○○委員】この領域、素人で、変な質問かもしれませんが、もともと存在する従来のワ

クチンの接種方法より、効率よく、簡便で、安価に接種漏れがないということで、卵に接

種するということで、それは有効でもあるし、安全でもあるという、そういうプレゼンテ

ーションだと思うんですが、さっきも言いましたけれど、いわゆる病気の発症を阻止する、

感染を阻止するということについて、従来の方法と比較をして遜色がないというデータは

あるのでしょうか。 

【○○委員】事務局、どうですか。 

【事務局】従来の方法と比較した試験成績は、例えば概要の８－３ページですね。皮下接

種群と鶏卵内接種群、例えば卵内接種群でそれぞれ投与してみまして、その後攻撃試験を

実施して、その結果を出しております。この場合、皮下接種群が 100％発症していない。

それに対して卵内接種は 80％抑制しているという結果が出ております。例えばこの辺の

試験成績等が投与経路の違いによる差を見た試験成績になってくると思っております。 

【○○委員】卵内接種をしたときの発育阻止は本当に抗体がよく誘導されている結果とし

ていいのかどうかというのはちょっと……。 

【○○委員】既に別の株なんですけれども、ＨＶＴと今回ＨＶＴとＲＩＳＰＥＮＳの混合

の２つの製剤がありますが、それ以外でマレック病ワクチンで１型と２型の混合したもの、

既に先発というか、株が違うので先発とは言えないのですけれども、同じような発育鶏卵

内接種のワクチンが既に承認されて、野外でも広く使われています。発端は、より早く免

疫できるという、まだ孵化する前ですから、そこから免疫できるという、科学的なデータ

が得られて、それを実際に産業面で応用しようということで、発育鶏卵内接種機という効

率的に接種できるような機械も開発されました。そういう状況で、今の養鶏産業、ブロイ

ラーが中心の発育鶏卵の話ですけれど、具体的には早期に免疫ができる、また先ほどの比

較データでも確実に免疫がなされているという、そういう形で使われている製品です。ま

た株が違うものが今回発育鶏卵用として開発されてきたという背景になっています。 

【○○委員】よろしいでしょうか。他にはいかがでしょうか。ご発言ございますか。 

 どうぞ。 
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【○○委員】もう１つ、先ほどの使用上の注意で細かい話になってしまうのですけれども、

ＨＶＴのところの頭の審議経過票の３枚目を開いていただいて、４番の適用上の注意とい

う欄があります。そこの（２）で「本剤を卵内接種する場合は、医療用具として」という、

「医療用具」という言葉、当時は「医療用具」で承認されていた卵内接種機だということ

ですけれども、新しく薬事法が改正されてから「医療機器」という言葉に変わりますので、

承認する際にはそういう言葉で整理していただけたらという意見です。 

【○○委員】事務局、よろしいですね。 

【事務局】はい、整備させていただきたいと思います。他にももしかしたら「医療用具」

とう表記があるかもしれませんので、すべて確認の上、修正させていただきたいと思いま

す。 

【○○委員】最近は特に言葉がころころと変わりますので、遺漏のないようにお願いしま

す。他にはいかがでしょうか。ご発言ございますか。 

【○○委員】２つの製剤の区別が私にはまだ納得できていないのですけれども、両方とも

マレック病の予防ということで、片方はＨＶＴだけを使っていて、もう片方はＲＩＳＰＥ

ＮＳとＨＶＴを使っている。これはどう違うんでしょうか。どうしてこの２製剤が申請さ

れているのでしょうか。 

【○○委員】○○委員、お願いします。 

【○○委員】マレック病のワクチン株は、マレック病１型、２型、３型という、そういう

３つのタイプが今承認されております。１型と２型というのはまさにマレック病ウイルス

といっていますけれども、３型はＨＶＴウイルスという七面鳥のヘルペスウイルスで、鶏

由来のウイルスとは若干違っています。当初、日本を含む世界中で、開発されてきたのは

七面鳥のヘルペスウイルス、ＨＶＴのワクチンでして、後から弱毒化された鶏のいわゆる

マレック病のウイルス１型、２型というものが開発されてきております。七面鳥ヘルペス

ウイルスでも当然マレック病の効果はあるということで、当然従前から使われている。そ

ういう需要も根強いものがあります。また、後で開発された１型、２型というそれぞれの

株のワクチンも必要性があるということです。さらに、２つ合わせるとシナジー効果もあ

るという、そういうような成績も厳密に解析した中では出てきているということで、２つ

の株を組み合わせたワクチンも開発された。そういう状況で、実際には使う現場がそれぞ

れの生産性なり、そこの農場での流行状況を見て使い分けしている。そういう使用状況だ

と私は認識しています。 
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【○○委員】よろしいですか。 

【○○委員】ＲＩＳＰＥＮＳは１型、２型、どちらですか。 

【○○委員】１型です。 

【○○委員】１型が弱毒ですね。 

【○○委員】製造用株は弱毒株です。 

【○○委員】それで、先ほどのご説明で、発症防御率を見てみますと、ＲＩＳＰＥＮＳ＋

ＨＶＴの方が卵内接種で成績がよくて、ＨＶＴだけの方が若干劣るんですよね。だったら、

私だったらＲＩＳＰＥＮＳ＋ＨＶＴだけ申請して、こちらを販売して、ＨＶＴの方はやめ

てもいいのではないかなというふうに思うんですけれど。 

【○○委員】実際に鶏由来のヘルペスウイルスを使用する側の若干の認識があるのかもし

れません。私もそこのところはわかりませんけれど、ただ、実際に農場でＨＶＴを使って

も生産性は変わらないという、そういう農場であれば、従来どおりのＨＶＴワクチンでも

私は構わないと思っています。 

【○○委員】納得はできないですね。 

【○○委員】実際に開発される中で、野外の流行株というのもまた形態が変わってきて、

今までのワクチンが効かない。よくよく調べてみたら、若干病原性が強くなったような株

が流行している。それに対して新しいワクチンが開発されてきているということで、マレ

ック病ワクチンはまさにそういう歴史が今までの中であったということです。当初ＨＶＴ

で開発されてきて十分野外で効果があったのですけれども、途中から若干効かないような

部分が出てきた。それに関して、たまたま弱毒化のＲＩＳＰＥＮＳ株、そういうものが開

発されてきて、その方がより効く、そういう野外の現場もあったということで、それぞれ

のワクチンが併存している。今そういう状況です。 

【○○委員】製品を出すか出さないかは一面ではメーカー側の問題ですので、ここではと

りあえず先ほどもありましたように、薬剤としていいかどうか、その範囲にとどめておき

たいと思います。他には。 

【○○委員】直接は承認とは関係ないかもしれませんけれども、いわゆる頸部皮下接種量

と発育鶏卵内接種量は鶏卵内が 25％で十分対価が上がる根拠というのはわかったら教え

て下さい。 

【○○委員】○○委員、いいですか。 

【○○委員】これも以前承認した資料の中に記載してあったことなのですけれども、直接
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発育鶏卵の胚子に接種される分もありますし、卵に接種されるということで漿尿腔の中に

漏れるというか、そういう部分も一部あります。ただ、漿尿液も若干胚子に吸い込まれて

体の中に入る。そういう中で肺も免疫機能がありますので、免疫が付与されるというよう

な説明資料が前に提出されています。ですから、確実にひなに注射するのもそれは間違い

ないのですけれども、卵の中に薬液が入るということで免疫もできる。そういうような整

理をされています。 

【○○委員】いわゆる接種する量ですね。頸部皮下は 0.2mL、卵内は 0.05 mL ですね。だ

からウイルスの数が違うわけでしょう。 

【○○委員】接種量は同じになるように、0.05 mL 中に 1 ドーズ入るように濃度が濃くな

っています。 

【○○委員】よろしいですか。他にご発言ございますか。 

 特になければ、否定的なご意見はなかったように思いますが、承認ということでよろし

ゅうございますね。特にご発言ございませんので、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。 

 使用上の注意につきましては、用語等もう１度見直すよう対応させていただきたいと思

います。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、新投与経路動物用医薬品ということで６年間とさせていただきた

いと思います。ありがとうございます。 

 

   〔動物用一般医薬品調査会関係〕 

   【新投与経路動物用医薬品】 

    ④アピバール 

 

【○○委員】それでは、続きましてもう１ついきましょう。 

 一般医薬品調査会関係で④ですね。アピバールの輸入承認の可否等について、これは座

長の○○委員から説明をお願いします。 

【○○委員】アピバールは、アリスタライフサイエンス株式会社から輸入承認申請された

アミトラズを有効成分とするミツバチ用の懸垂剤であります。 

 本製剤は、平成 18 年１月 19 日に開催された動物用一般医薬品調査会で継続審議となり

ましたが、資料を整備した後、平成 18 年４月 27 日に開催された同調査会において再審議
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され、事前の審議を終了し、本部会に上程して差し支えないこととなりました。本製剤に

ついては劇薬に該当し、再審査期間は６年ということになりました。また、平成 18 年１

月 24 日に動物用医薬品残留問題調査会で審議され、継続審議となりましたが、資料を整

備した後、平成 18 年５月 16 日に再審議され、休薬期間に関する事前の調査審議を終了し、

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、ご説明させていただきます。事前ナンバー、赤ナンバーなのですが、

４番をご準備下さい。まず最初に差し替えがございますので、そちらの方をご説明させて

いただきたいと思います。当日配付資料の黒ナンバーで 30 番をお手元にご準備下さい。 

 最初に、「（別紙）使用上の注意事項」とございますが、こちらが承認申請書の、ページ

を打ってないのでご迷惑をおかけしますが、11 ページ目でございます。こちらと差し替

えをお願いいたします。内容といたしまして、一般的注意事項の４）の３行目のところに、

これはまでプロポリスと蜂体は食用にしないことというところを「ローヤルゼリー」を加

えたものでございます。実はこちらは残留問題調査会の方でローヤルゼリーに対する残留

に関する資料が十分でないというご意見からローヤルゼリーについては食用に供しないこ

とというのを使用上の注意に入れさせていただいております。 

 それから、概要の７ページ目の差し替えをお願いいたします。こちらは先ほど使用上の

注意と同じ訂正がございますので、差し替えということになっております。 

 それから、やはり概要の 145 ページ。こちらも 146 ページに使用上の注意が記載されて

おりまして先ほどと同じローヤルゼリーを食用に供しないという追加がございますので、

差し替えとなっております。それから、今お手元にプラスチックの黄色いファイルの中に

資料と一部差し替えをご準備させていただきました。「養蜂入門」ということで、養蜂に

関する参考資料ということでご準備させていただいております。 

 それから、審議経過票を差し替えをお願いいたします。審議経過票のＡ４の１枚紙でご

ざいますが、これの差し替えをお願いします。これについては「動物用医薬品製造販売承

認審議経過票」となっておりますが、実際には「輸入承認審議経過票」でございます。そ

れから、７の「動物用一般医薬品調査会審議結果」等につきましてもう少し詳細な内容を

記載させていただいております。それから、残留問題調査会につきましても審議結果等を

詳細に記載するようにしております。新しい差し替えの紙が全部で２枚になっております。 

 それから、医薬品への添付資料ということで、「輸入承認申請書」というタグのところ

で一番後ろをおめくり下さい。申請書の一番最後のページ、こちらにつきましてやはり先
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ほどのローヤルゼリーを食用に供しないという話がございますので、その点を直した差し

替えでございます。まことに申しわけございません。差し替えが非常に多くなりまして。 

 それでは、よろしいでしょうか。まず「輸入承認申請書」とあるタグをお開き下さい。 

 １ページ目でございますが、本製剤は、アリスタライフサイエンス株式会社より輸入承

認申請のございました、２ページ目でございますが、アミトラズを主成分とする懸垂剤で

ございます。効能又は効果といたしまして、ミツバチ寄生ダニ、ミツバチヘギイタダニの

駆除ということでございます。本製剤は、成分的には既にアミトラズを有効成分とする医

薬品は承認さてれおりますが、蜂に対する効能・効果は初めてということで、新効能効果

動物用医薬品ということでご審議をお願いいたします。 

 まことに申しわけございません。もう１点訂正させていただきたい点がございまして、

輸入承認申請書の５ページ目、「注３」というのがございます。「原薬注に」とございます

が、これは「注」ではなく、「中」という漢字に変えて下さい。 

 それでは、概要書に沿ってご説明させていただきます。概要の５ページ目をお開き下さ

い。当該製剤はダニの寄生に対する効能・効果を持つものでございますが、ダニの寄生が

多い場合は、蜂群の衰退が激しく、壊滅的な被害を受ける。それに対して現在ミツバチヘ

ギイタダニの駆除用動物用医薬品として国内で承認されているものは合成ピレスロイドで

あるフルバリネートを有効成分とする「日農アピスタン」のみということでございます。

幅広くいろいろな薬剤がこのミツバチヘギイタダニの駆除に利用できるよう今回承認申請

されているものでございます。続きまして、概要の 14 ページ目でございます。有効成分

の物理的・化学的試験でございます。まず化学構造につきまして 14 ページの２－１のと

ころにお示ししております。物理的恒数につきましては２－２の表をご覧下さい。 

 それから、15 ページにアピバールからのアミトラズの蒸散及び製剤の作用の持続性に

関する考察ということで、（１）アミトラズの蒸気圧測定試験結果ということで、アミト

ラズの蒸気圧は 3.4×10－４Pa であり、また 30℃及び 50℃における蒸気圧は各々7.7×10－

４Pa 及び 2.0×10－２Pa でございました。この値はアセフェートの蒸気圧、あるいはフェ

ニトロチオンと比較して同等で、あるいはより低いグループに分類されております。 

 また、巣箱の中の温度はミツバチの送風行動によって 35℃を超えないように保たれて

いることから、アミトラズがストリップから蒸散する可能性は極めて低いと考えてられて

おります。 

 （２）といたしまして、巣箱中に懸垂したアピバールからのアミトラズの減衰は、スト
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リップ中に残存するアミトラズの分析結果を下表に示すということで、それぞれ懸垂期間

２週間、６週間置いたものをそれぞれ比較しております。それから、16 ページ目に移り

ます。規格及び検査方法並びにそれらの実測値ということで、16 ページの（４）製品の

物理的・化学的性状ということで、それぞれ試験項目を設定し、５ロットについて検査し

た結果、いずれも規格値を満たしております。 

 それから、19 ページ目でございますが、安定性に関する試験でございます。３ロット

につきまして試験を行っております。中間成績でございますが、24 カ月保存しておりま

して、20 ページから 21 ページにかけて表になっておりますが、24 カ月まで規格値を満た

すということで、24 カ月まで安定という結果になっております。 

 続きまして、26 ページ、毒性試験でございますが、アミトラズのラットにおける急性

経口毒性試験を実施しております。結果といたしましては、経口投与で雄については

527mg／kg、雌については 470mg／kg がＬＤ５０となっております。続きまして、28 ペー

ジ、マウスにおける急性経口毒性試験でございます。こちらは雄で 529、雌で 550mg／kg

という結果になっております。ＬＤ５０でございます。それから、30 ページ目でございま

すが、アミトラズのラットにおける急性経皮毒性試験でございます。2000mg／kg までで、

1000mg／kg、2000mg／kg を試験しておりますが、死亡は認められておりません。 

 31 ページはマウスにおける急性経皮毒性試験でございますが、やはり同じ投与量で死

亡は認められておりません。それから、33 ページ目にまいりまして、亜急性毒性及び慢

性毒性に関する試験でございます。亜急性毒性試験につきましては、ラットで 28 日間、

反復経口投与いたしました結果、最大無影響量が雄で２mg／kg／day、雌で６mg／kg／day

ということでございます。続きまして、43 ページでございますが、ラットを用いた反復

吸入投与毒性試験でございますが、こちらも――ちょっと飛ばしていただきまして、その

他に、亜急性毒性試験、それから 44 ページの慢性毒性・癌原性試験、それから 46 ページ

で犬を用いた２年間経口毒性試験、それから癌原性試験、それから 47 ページ以降癌原性

試験を行っております。それから、49 ページに吸入毒性等の特殊毒性に関する試験を行

っております。いずれも特に異常はないというふうに考察されております。 

 それから、50 ページ目に雄マウスにおける繁殖及び受胎に及ぼす影響の評価でござい

ますが、こちらについてもアミトラズ 160ppm 投与群で精巣上体及び包皮腺の重量は有意

に低下し、80 及び 160ppm 投与群の精嚢重量は有意に増加しております。それから、52 ペ

ージで、ラットにおける催奇形性試験でございますが、すべての投与群において死亡、又
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は明らかな毒性症状は認められておりませんが、10mg／kg／day 投与群で胎児の体重の減

少が認められ、胸骨分節の化骨化遅延が認められております。続きまして、ラットにおけ

る催奇形性試験におきましては、母動物に対する無毒性量は、53 ページの下のところで

ございますが、25mg／kg／day であり、胎児動物に対する無毒性量は５mg／kg／day でご

ざいました。 

 毒性症状といたしましては、25mg／kg／day 投与群に分娩腹数、１腹平均胎児数の低下

及び流産が観察されております。先天異常は認められておりません。それから、55 ペー

ジで変異原性試験でございますが、結果といたしましては、２回の試験において被験物質

はＳ９Ｍｉｘの有無にもかかわらず、菌株の生育阻害は起こしておりません。最高用量

5000μg／プレートにおいても、また、いずれの菌株においても復帰変異コロニー数を増

加させておりません。一方、陽性対照については復帰変異コロニー数の増加を認めており

ます。以上の結果より、アミトラズはＳ９Ｍｉｘの有無にもかかわらず、本試験条件下で

細菌に対する遺伝子突然変異誘発性は有しないものと判断されております。 

 続きまして、58 ページでございますが、こちらはアミトラズの in vitro での染色体

異常試験でございます。試験結果といたしましては、58 ページの下のところでございま

すが、被験物質は短時間処理においてＳ９Ｍｉｘの有無にもかかわらず、すべての用量群

で染色体異常細胞数の増加は認められておりません。また、連続処理法 24 時間及び 48 時

間処理においても染色体異常細胞数の増加は認められておりません。一方、陽性対照の方

につきましては、染色体構造異常細胞数の明らかな増加は認められております。以上によ

り本試験条件下におけるアミトラズの培養チャイニーズハムスター肺細胞に対する染色体

異常誘発性は陰性と判断さてれております。 

 それから、66 ページでございますが、こちらがアミトラズの経口投与によるマウスを

用いる小核試験でございます。結果といたしましては、２群の溶媒対照群における小核を

有する多染性赤血球数は本研究所のバックグラウンド以内の値であって、24 時間後にと

殺したシクロホスファミド投与の陽性対照群における小核を有する多染性赤血球数は有意

に増加しています。全てのアミトラズ投与群における小核を有する多染性赤血球数は溶媒

対照群の値と同等であり、また、被験物質投与群の正染性赤血球数は対する多染性赤血球

も溶媒対照群のそれと同等であったということでございます。その他に、69 ページにウ

サギにおける眼一次刺激性試験をしておりますが、こちらもウサギの眼粘膜に対する刺激

性はないと判断されております。その他、71 ページの皮膚アレルギー性試験、あるいは
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皮膚感作性試験を行っておりますが、皮膚感作性試験については特に問題はないというこ

とでございますが、Maximization 法を用いた皮膚感作性試験では試験群の動物に見られ

た皮膚反応は対照群に比較して顕著であり、持続的であったという報告がございます。 

 続きまして、72 ページ目でございますが、内分泌系に関する試験ということで影響を

見ております。結果及び毒性症状ということで、投与群マウスに体重増加抑制が認められ、

雄でやや顕著でございました。摂餌量は特に雌において顕著な増加を示しております。膣

垢塗沫検査では投与群マウスに性周期の延長が認められておりますが、循環血中のβ－エ

ストラジオール濃度には被験物質投与の影響は認められておりません。胸腺重量及び組織

学的所見には被験物質投与の影響は認められておりません。病理組織学的検査の結果、対

照群に対して 33 週間アミトラズを投与した雌で、肝の炎症細胞巣の発生率が高値を示し

ております。マウスの性周期、ホルモン濃度に対する影響につきましては、無毒性量は血

中プロゲステロン濃度の低下、硫酸デヒドロエビアンドロステロン濃度の上昇、並びに肝

相対重量の増加に基づいて 25ppm でございました。被験物質の影響として 400ppm 投与群

で発情前期の延長、並びに発情休止期の短縮傾向が認められております。対照群に比して

400ppm 投与群並びに 100ppm 投与群の動物で血中プロゲステロン濃度の低下、硫酸デヒド

ロエビアンドロステロン濃度の上昇が認められております。肝の相対重量が 400ppm 投与

群及び 100ppm 投与群で増加しております。25ppm 投与群では投与に関連する影響は認め

られておりません。それから、毒性試験につきましては、代謝物についても調べておりま

すが、特に目立った影響は出ていないということでございました。 

 次に 80 ページで、対象動物における安全性試験でございますが、秋季に実施したミツ

バチに対する安全性試験ということで、試験結果といたしましては、（１）から（５）、特

段の影響は認められておりませんが、（３）の蜂児数に及ぼす影響で、観察日により軽度

な変動が見られておりますが、全群とも徐々に減少傾向を示し、常用量区及び２倍量区の

蜂児数は対照群に比較して有意な変化が認められております。ストリップの物理的影響と

して、ストリップに接する巣板面に蜂児圏の形成不良が認められたが、各区における蜂児

数の差が認められなかったことから、アピバールの影響ではないというふうに結論づけて

おります。86 ページに春季に実施したミツバチに対する安全性試験でございます。87 ペ

ージに結果といたしまして、基本的にはアピバール処理による問題点はないということで、

ミツバチに対して安全であるとの結論を示しております。 

 続きまして、91 ページに秋季に実施したアピバール高用量のミツバチに対する安全性
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試験ということで、92 ページに試験結果といたしまして、（１）から（４）でございます

が、（２）におきまして、蜂児数に及ぼす影響ということで、平均蜂児数を表に示してお

りますが、巣箱によりわずかにばらつきが認められておりまして、各区間に蜂児数の偏り

は認められておりません。各区の各群ともに処理７日より 14 日にかけて蜂児数は増加し、

処理 35 日以降は減少傾向にありました。８倍量区の蜂児数は減少傾向を示しております

が、各観察日に試験区間における蜂児数を統計学的に比較した結果、８倍量区の蜂児数は

無処理対照区及びプラセボ対照区に比較して有意差は認められておりません。８倍量区の

蜂児数の減少は卵数及び蛹数の減少傾向によるものであったが、これらの間に有意差は認

められなかったことから、なお、通常楕円形に形成される蜂児圏は８倍量区及びプラセボ

対照区においてストリップに面する巣脾領域に蜂児圏の形成が認められず、外側に広がり、

長楕円形を示しておりました。特にアピバールによる影響とは考えておりませんが、高濃

度においてもアピバールはミツバチに対して安全性が高い薬剤であろうというふうに結論

づけております。 

 続きまして、96 ページでございます。こちらは海外で実施した安全性試験でございま

すが、死亡数等を比較しておりますが、いずれも死亡率、巣箱重量及び蜂蜜収量について

比較しておりまして、各群間の平均値を Student t 検定及び Mann Whitbey／Wilcoxon

の検定により比較しておりますが、優位差は認められておりません。従って、海外での安

全性試験についても安全であるとの結果が出ております。続きまして、98 ページ、薬理

試験でございます。効力を裏づける試験といたしましてアミトラズの生物活性を見ており

ます。アミトラズのオクトパミン様作用は近年コオロギやゴキブリを用いて確認されてお

りますが、さらにアミトラズは刺昆虫の神経血管器官に対し、あるいはイエバエ幼虫の感

覚器官に対し直接興奮作用を示す。これらの興奮作用はオクトパミン受容体に対する作用

よりも、むしろ神経細胞膜中におけるイオンチャンネルに対する影響によるものと考えら

れております。この作用はオクトパミン受容体に対する影響の約 1000 倍の濃度で発現し

ております。従って、それらの作用は２次的な効果と考えられております。ちょっと飛び

ますが、101 ページ目で一般薬理に関する試験ということで、実験動物における試験を実

施しております。いずれもＦＡＯ／ＷＨＯの方に出ておりましたデータに基づいておりま

すが、アミトラズ及びその主要代謝物であるＮ-methyl-Ｎ”-（2，4-xylyl） -

formamidine を経口投与、又は静脈内投与した際の心血管系、瞳孔径及び呼吸器系に及ぼ

す作用について、ラット、猫及び犬を用いて検討を行っております。両化合物とも血圧を
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低下させて、それに先立って高血圧及び徐脈が認められる場合もございました。アミトラ

ズをラットに経口投与した際に影響の発現する閾値は１mg／kg でございました。また、

アミトラズは、散瞳、鎮静及び呼吸数低下も惹起しております。徐脈、鎮静及び散瞳の作

用はα２－遮断薬であるヨヒンビンにより拮抗されており、α１－遮断薬であるプラゾシ

ンによる拮抗は認められておりません。これらの作用がシナプス前α２－アドレナリン受

容体の刺激に起因するものと示されております。マウス及び犬におけるアミトラズの致死

作用もヨヒンビンにより抑制されることが認められております。 

 103 ページをご覧下さい。吸収等試験ということで、吸収、分布、代謝及び排泄に関す

る試験をラットを用いて各種実施しております。１４Ｃ-アミトラズを経口投与したところ、

最大血中濃度は投与１時間後に観察され、２時間以内に肝、腎及び筋肉中の残留値が最大

に達し、その後速やかに減衰しております。皮膚吸収にいたしましては、適用後 24 時間

における平均被験物質吸収率が 6.67％で、適用後 120 時間では 7.79％の吸収率を示して

おります。このように適用後、時間に伴って継続的に吸収されることがラットでは確認さ

れております。対象動物のミツバチにおける代謝ということで、標的動物であるミツバチ

における薬物動態、又は代謝試験のデータは特にないということですが、アミトラズは植

物体内において動物で認められた代謝物と同一のＮ-（2，4-ジメチルフェニル）-Ｎ’-メ

チルホルムアミド及び 2，4－ジメチルホルムアニリドへと速やかに代謝されております。

広範囲の動物及び植物において同一の代謝経路が生じることが示唆されております。続き

まして、104 ページ分布に関する試験でございます。まず常用量群では処理期間及び処理

終了後の全期間を通じまして、検出限界以下でございました。２倍量群では処理期間の

21 日時、上の表のところでございますが、処理終了７日後及び 16 日後においてわずかに

検出されております。その後は各々検出限界以下となっております。今のが蜂蜜中におけ

る残留分析でございます。105 ページ、蜜蝋中における残留分析ということで、常用量で

は処理期間の 21 日及び 42 日時においてわずかに検出されておりますが、処理終了後では

すべての分析時において検出限界以下でございました。２倍量群では試験期間を通じて低

い濃度で検出されております。 

 続きまして、106 ページで、虫体中における残留分析でございますが、常用量群では処

理期間 42 日時及び処理終了後 14 日後までに検出されておりますが、処理終了後、21 日

以降は検出限界以下となっております。２倍量群では処理期間の 42 日時以降、処理終了

後 21 日時までわずかに検出されたが、処理終了 28 日時には検出限界以下となっておりま
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す。蜂児中における残留分析でございますが、106 ページ、下の表でございます。２倍量

群で処理期間の 42 日時にわずかに検出されております。以上の結果から、ミツバチ巣箱

中にアピバールを懸垂し、ミツバチに接触処理させた場合、有効成分アミトラズは虫体を

介して巣箱内に広く分布し、蜂蜜及び蜜蝋中にその加水分解物Ｎ-2，4-ジメチルフェニ

ル-Ｎ’-メチルホルムアミジンとして残留すると考えられておりますが、蜂蜜中の残留濃

度は極めて低く、最大で 0.02μｇ／ｇでございました。これを有成分アミトラズに換算

すると、0.04μｇ／ｇとなりますが、この値はＥＵ及び米国ＥＰＡでの蜂蜜中におけるア

ミトラズの残留基準値、おのおの 0.2μｇ／ｇ及び１μｇ／ｇに比較して極めて低い値で

ございました。また、蜜蝋中における最大残留値は 0.27μｇ／ｇ、アミトラズ換算値で

0.49μｇ／ｇでございますが、米国ＥＰＡで設定されている残留基準値 6.0μｇ／ｇに比

較して有意に低い値となっております。 

 蜜蜂虫体中の残留値は処理時間時、42 日において常用量群で平均 0.32μｇ／ｇ、２倍

量群で 0.41μｇ／ｇ検出されており、また、蜂児では２倍量群の処理終了時、42 日にお

いて３分の１例にわずかに検出されております。 

 これらのことから蜜蜂の巣箱内にアピバールを懸垂処理した場合、有効成分であるアミ

トラズは蜜蜂虫体を介して巣箱内に広く分布するとともに、蜂蜜及び蜜蝋中に加水分解物

Ｎ-2，4-ジメチルフェニル-Ｎ’-メチルホルムアミジンとして残留しておりますが、その

残留濃度は極めて低いことが示唆されております。 

 108、109 ページ目に蜜蜂における残留試験の成績を添付しております。蜂蜜中におけ

る残留分析結果でございますが、108 ページで、蜂蜜中の残留値は、常用量群及び２倍量

群とも試験期間中におけるすべての試料で検出限界以下でございました。109 ページ目で

蜜蝋中における残留分析結果でございますが、蜜蝋中の残留値は、常用量群で処理期間の

21 日、42 日及び処理終了後７日時においてわずかに検出されておりますが、処理終了後

14 日以降は検出限界以下となっております。２倍量群では処理期間及び処理終了後 21 日

まで低い濃度で検出されております。しかし、処理終了後 28 日には検出限界以下となっ

ております。110 ページ目でございますが、虫体中における残留分析値でございます。虫

体中の残留値は常用量群で、処理期間 42 日から処理終了後 14 日まで検出されております

が、処理終了後 21 日以降は検出限界以下でございます。また、２倍量群では処理期間の

42 日から処理終了 21 日までわずかに検出されておりますが、処理終了 28 日には検出限

界以下となっております。 
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 続きまして、113 ページをお願いします。こちらが臨床試験の成績でございます。効能

を裏づける臨床試験といたしまして、秋季に実施した野外応用性試験及び急性接触暴露試

験の成績でございます。試験結果といたしましては 114 ページにございます。まず（１）

の有効性でございますが、処理開始前におけるミツバチヘギイタダニの平均寄生率は対照

区で 20.8％、常用量区で 38.8％及び２倍量区 36.6％でございました。アピバール処理３

週間では対照区 14.8％に対し、常用量区及び２倍量区の寄生率はおのおの 0.3％及び

0.1％を示しております。また、処理６週間では対照区の 18.7％に比較して、常用量区及

び２倍量区の寄生率はおのおの 0.6％及び 0.2％を示し、いずれも顕著なミツバチヘギイ

タダニの寄生率の低下が認められ、アピバールの有効性が確認されております。 

 （２）ミツバチの臨床観察ということで、安全性につきましては、既に 7-1-1 の資料で

ございますが、概要の 80 ページ目の試験です。国内で実施した安全性試験で安全性につ

いては確認しているということでございます。 

 （３）のミツバチを用いた急性接触暴露毒性試験につきましては、成蜂を用いたアミト

ラズの急性接触暴露毒性ＬＤ５０値は 16.9μｇ／匹でございました。文献によると、ミツ

バチヘギイタダニに対する接触暴露による急性毒性ＬＤ５０は 2.16 あるいは 1.7ｐｇ／匹

であると報告されております。ＬＤ５０値間に８×10６倍の差がございます。 

 続きまして、115 ページでございますが、アミトラズのミツバチヘギイタダニ及びミツ

バチに対する影響でございます。散布あるいは局所接触暴露によるＬＣ５０、あるいはＬ

Ｄ５０を示したものでございます。 

 局所直接暴露方法によりアミトラズのミツバチヘギイタダニ及びミツバチに対する急性

毒性ＬＤ５０値を比較したところ、差が認められております。およそ 1.5×10６倍ほど差が

出ております。従って、アミトラズはミツバチヘギイタダニに対して極めて強力な殺虫作

用を示しておりますが、宿主であるミツバチに対する毒性は低いものでございました。 

 続きまして、116 ページ、効果を裏づける臨床試験で、国内で実施した臨床試験、秋季

及び春季に実施した臨床試験でございます。治験施設は、施設１、アピ株式会社、岐阜県

でございます。施設２として長野県で実施しております。対照薬としては、既に承認のあ

るフルバリネートを 10％含有するやはり懸垂剤を用いて試験を行っております。 

 有効性の評価といたしましては、投与後３週及び６週にミツバチヘギイタダニ寄生数の

検査を行い、被験薬群の寄生数が無処置群と比較して有意に少なく、対照薬群と同等、も

しくはそれ以下であった場合、有効性ありと判定しております。安全性の評価といたしま
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しては、投与後のハチ群の状態に異常が認められず、投与後６週の成蜂数が無処置群と比

較して有意に減少していない場合、被験薬の安全性に問題はないものと判定しております。 

 118 ページに結果が出ております。施設１における成績につきましては、投与前のミツ

バチヘギイタダニの寄生数に、試験群間で有意差は認められておりません。被験薬群にお

きましては、投与後３週以降寄生数は減少し、投与後３週及び６週の寄生数は、無処置群

より有意に少なく、対照薬群と有意差はなかったことから、当該製剤については有効と判

定されております。施設２における成績につきまして、投与前のミツバチヘギイタダニの

寄生数に、試験群間で有意差はございませんでした。被験薬群及び対照薬群におきまして

は、投与後３週以降寄生数は認められておりません。無処置群では、投与後３週及び６週

においてもすべてのハチ群の寄生が認められたことから、当該製剤につきましては有効と

判定しております。総合成績として、対照薬群と同等な効能・効果を持っていると判断さ

れております。安全性の結果につきましては、当該製剤投与に起因すると考えられる異常

は認められておらず、安全性に問題はないと判定されております。 

 続きまして、123 ページでございますが、外国で実施した臨床試験でございます。 

 試験結果でございますが、125 ページをご覧下さい。下段の表で、駆除率 50％、90％、

99％に達した日数について比較しております。この表からいきまして、アピバールのミツ

バチヘギイタダニに対する駆除効果は既市販品のアピスタンと同等の臨床効果を示してい

ると評価しております。続きまして、126 ページ、やはり野外における臨床試験でござい

ます。こちらも海外で実施された試験でございます。試験結果といたしまして、129 ペー

ジをご覧下さい。下段の駆除率 50％、90％及び 99％に達した日数で比較を行っておりま

す。結果といたしましては、アピバールのミツバチヘギイタダニに対する駆除効果はアピ

スタンと比べて同等の臨床効果を示しているという評価となっております。 

 130 ページをご覧下さい。臨床試験の最後の試験でございます。131 ページに試験結果

を掲載しております。下の表に、駆除率 90％及び 99％に達した日数で比較をアピスタン

と行っております。アピバールのミツバチヘギイタダニに対する駆除効果は高く、アピス

タンと同等の臨床効果を示していると評価されております。続きまして、132 ページ、残

留性に関する試験でございます。135 ページをご覧下さい。蜂蜜中における残留分析でご

ざいますが、常用量群と２倍量群で実施しております。常用量群では処理期間及び処理終

了後の全期間を通じ、検出限界以下でございました。２倍量群では処理期間の 21 日時、

処理終了７日後及び 16 日後においてわずかに検出されておりますが、その後はおのおの
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検出限界以下となっております。136 ページに蜜蝋中における残留分析値を示しておりま

す。常用量群では処理期間の 21 日及び 42 日時においてわずかに検出されておりますが、

処理終了後ではすべての分析時において検出限界以下となっております。２倍量群では試

験期間を通じて低い濃度で検出されております。137 ページは虫体中における残留分析で

ございます。常用量群では、処理期間 42 日時及び処理終了後 14 日後まで検出されており

ますが、処理終了後 21 日以降は検出限界以下となっております。また、２倍量群では、

処理期間 42 日時以降、処理終了 21 日時までわずかに検出されておりますが、処理終了

28 日時には検出限界以下となっております。また、蜂児中における残留分析結果につき

ましては、下の表になっておりますが、２倍量群で処理期間の 42 日時にわずかに検出さ

れております。139 ページをお開き下さい。こちらも残留試験でございます。141 ページ

目に蜂蜜中における残留分析結果を示しております。やはり常用量群と２倍量群で試験を

実施しております。蜂蜜中の残留値は、常用量群及び２倍量群とも試験期間中におけるす

べての試料で検出限界以下となっております。142 ページに蜜蝋中における残留分析結果

を示しております。蜜蝋中の残留値は、常用量群で、処理期間の 21 日、42 日及び処理終

了後７日時においてわずかに検出されておりますが、処理終了後 14 日以降は検出限界以

下となっております。２倍量群では、処理期間及び処理終了後 21 日まで低い濃度で検出

されております。しかし、処理終了後 28 日には検出限界以下となっております。143 ペ

ージに虫体における残留分析結果を示しております。虫体中の残留値は常用量群で処理期

間 42 日から処理終了後 14 日まで検出されておりましたが、処理終了後 21 日以降は検出

限界以下となっております。また、２倍量群では、処理期間 42 日から処理終了後 21 日ま

でわずかに検出されておりますが、処理終了 28 日には検出限界以下となっております。 

 移行残留性につきましては、以上の結果を示し、本試験については蜂蜜中には全く残留

が認められておらず、蜜蝋中及び虫体中には加水分解物Ｎ-2，4-ジメチルフェニル-Ｎ’-

メチルホルムアミジンが残留し、蜜蝋中に検出された最高残留濃度は２倍量処理群で

0.27μｇ／ｇで、アミトラズ換算すると 0.49μｇ／ｇとなっておりました。 

 以上で、まとまりが悪かったですが、ご説明の方を終わらせていただきます。 

【○○委員】非常に複雑なのと、私も長くなりますけれども、こんなにまとめの悪い報告

書というのはめったに見ませんから、事務局も新人ですし、苦労が多いだろうと思います。

嫌みでは決してございませんで、だんだん素人がなれて、そのうちに効率がよくなるわけ

で、皆さん大変耐えておられたようで感謝申し上げます。そんなわけで非常に複雑なんで
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すが、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】ご苦労なさってご説明の後、恐縮なんですけれど、ちょっと伺っていて根本

的にわからなかったこと、スキームをちょっと伺いたいのですけれど、これは要するにミ

ツバチの安全性ということなんですね。というのは、それでいいんだろうと思うんですけ

れど、確かに蜂蜜にも全然残留しないし、ということで、それからまた試験の結果も人に

対する影響は結論としてはないようなので、それはそれでいいんですけれども、ちょっと

そのスキームだけ聞かせていただきたいと思いましたことと、それからもう１つは発癌性

試験が行われていて、注意書きにも、後で備考でしたか、何かも実際に記されているので

すけれど、マウスのリンフォーマが増加するんですね。マウスで増加するけれども、ラッ

トで２種類のラットを使って２年間の発癌性試験をやって、そして発癌性が認められない、

もしくは対照を上回ることはなかったということで、ラットで２種類やって出なかったの

で、ＪＭＰＲの方では実際上の人に対する影響はないだろうというふうに判断していると

いうわけです。ですから、そういう意味でもなおさら人のことを念頭に置いても問題ない

という結論になるということはわかるのですけれど、今のスキームの問題だけちょっとお

伺いできればと思います。以上です。 

【○○委員】事務局、あるいは動薬検でカバーできますか。 

【事務局】お答えになっているかどうかわかりませんが、この薬はあくまでもハチにつく

ダニを防除することが目的の薬でございます。アミトラズという成分は、長々毒性の説明

をいたしましたけれども既に動物用医薬品としても使われている成分なわけでございます。 

【○○委員】必要なかったわけですね。 

【検査第２部長】極端に申し上げますと、そういうことです。 

 ただ、最初の承認から時間もたっておりますので、追加的にいくつか特殊毒性とか、そ

ういったものを見るようにはさせていただいておりますが、基本的には既存品をハチに対

して使うということで、目的はあくまでもダニを駆除して、ミツバチが蜂蜜を生産できる

ようにしたいということでございます。 

【○○委員】よくわかりました。 

 同じピレスロイド系のもので、８本脚と６本脚でこれだけの差の出るものがあるという

のはなかなか難しいんだろうと思いますので、大変開発者の方のご苦労がしのばれました。 

【○○委員】他にご発言ございますか。 

【○○委員】この指摘事項の中で、ローヤルゼリーの残留試験の成績がないことからロー
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ヤルゼリーを食用にしないことということに対しまして、本剤を使用したハチ群のプロポ

リスとローヤルゼリーは食用にしないことというふうに書かれているわけですけれども、

実際に養蜂家は蜂蜜よりもローヤルゼリーだとかプロポリスが高価なものですから、これ

を捨てるというふうにはなかなかいかないだろう。とすると、使われる可能性があるとい

うふうに考えるわけですね。そうしましたら、データがなければローヤルゼリーへの残留

性の試験を求めるということの方が適切のように思うんですけれども、いかがでしょうか。 

【○○委員】ごもっともなご発言だと思います。どなたか関連でご発言ございますか。つ

まりローヤルゼリーに関する残留性を、これは、事務局、残留調査会からこれにストップ

がかかったんでしょう、結局は。ローヤルゼリーは外せと。 

【事務局】そのとおりでございます。 

【○○委員】一般薬ではそこまでは話は出なかった……。 

【○○委員】これは残留の方の問題ですので……。 

【○○委員】ですよね。 

 これは確かに、言うなれば蜂蜜が最終的な製品なわけで、私どもはハチを食っているわ

けではないのですから。そうすると、ハチに対して安全であっても、その産物である最も

高価なローヤルゼリーが廃棄されるのだったら意味ないじゃないかというようなごもっと

もなご意見。そういう意味では、残留調査会ですか、そこが納得するような資料添付をす

れば、あるいは場合によっては実験追加ということもあるかもしれませんが、そういう問

題が残りました。ですから、簡単にハチは無事なようですということで、ここで薬剤とし

て通していいのかどうか、それともそのローヤルゼリーのところまで考えてこれを１回戻

すべきなのかというところがどうも論点になりそうなのですが、いかがお考えか、お聞か

せいただけますか。どなたかご発言をお願いしたいと思いますが……。 

【事務局】当時のこの経緯でございますが、残留問題調査会の方からデータが十分ではな

い、科学的根拠が不十分であるというお話をいただきまして、メーカーとも検討した結果、

ローヤルゼリーについては輸入品が 95％、国内製造が５％ということで、流通上の問題

は特にありません。逆に言えば薬を使ってローヤルゼリーを廃棄することによって、例え

ば消費者にローヤルゼリーが供給されなくなるという、そういう心配はないだろうという

話でして、調査会にご理解していただいて、ローヤルゼリーを食用に供さないという形に

させていただいております。 

【○○委員】つまり、ローヤルゼリーは諦めても、とりあえずメーカー側としてはハチに
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問題がなければ通してというような希望があるということなんですね。 

【事務局】おっしゃるとおりでございます。 

【○○委員】ハチを生かすか――ハチを生かすではないですね。蜂蜜を生かして、ローヤ

ルゼリーはこの際当面諦めるかということのようですが、赤堀先生、どうですか。追加の

ご発言ございますか。 

【○○委員】今の事務局の説明でひとつわからないのは、日本で流通しているローヤルゼ

リーはほとんどが外国製品であって、日本人が食用するものにはならないから、だからそ

の辺については考えなくていいと、こういう話なのですか。 

【○○委員】いや、メーカー側はこれは問題にしないという説明だったと思うんですがね。 

【○○委員】でも養蜂家の立場にすれば、自分たちが作っている蜂蜜、そこから得られる

ローヤルゼリーなり、あるいはプロポリスはやっぱり使われる可能性があるんですね。そ

うすると、使用上の注意にこういうことを書きなさいというのは動物薬の部会の責任でも

あると思います。その使用上の注意に食用に使用しないことと書かれていますけれども、

もしそういうところで議論するのでしたら、やはり先ほど申し上げたようなデータがあっ

た方がより安全にこの薬を使うことができる。人への影響も見越した上での使用上の注意

を記載することができるというふうに思ったんですけれど。 

【○○委員】先生の仰ること、皆さんご理解できたと思うんですが、加えましてこれにつ

いて少しご意見いただきたいと思います。 

【○○委員】用法・用量のところで、最初に「本剤は採蜜期及びローヤルゼリー採取期以

外のミツバチの巣箱に対して使用する」という、そういう用法になっているんですね。で

すから、そもそもローヤルゼリーを使う時期には使わない製品だという、そこからスター

トして申請が上がってきています。また、既に承認されているアピスタンを見ても、同じ

ように使いなさいということで使われているので、養蜂家の方はわざわざ新しく製品が出

てきて、ローヤルゼリーも使えますよという、そういう売り方をしない限りは恐らく使わ

ないのではないかと思うんです。仮にローヤルゼリーをということになると、既承認のも

のに対してもデータを要求するような話にもなってきてしまうような状況かと思います。

現実に養蜂家の人たちがきちっとこういう時期には使いませんという話であれば、もう１

つ、両者を比較したときに、使用上の注意のところで、既承認のアピスタンの方は、「本

剤は採蜜期間中及びローヤルゼリー採取期間中は使用してはならない」と書いてあるので

すけれども、もう一方の今回申請したのは「使用は避けること」という、ちょっと表現が
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違います。使うなということであれば、「使用してはならない」という、使用上の注意と

用法を裏腹で同じことを書いてあるかもしれませんけれども、より徹底するという、そこ

から始まるのではないかと思っています。 

【○○委員】関連してご発言ございませんか。つまり、使用期間が限定されているのだか

ら問題はないのではないかという、要約するとそういうことですか。 

【○○委員】既存のものと同じように使うという、その前提も含めての話です。 

【○○委員】私どもは何かというとどうもハチは恐らく素人集団ではないかと思いまして、

今日事務局に何か資料を準備してよということで昨日お願いしまして、急遽「養蜂入門」

という部分的な抜粋ですけれど、何となくミツバチの部分的なものが少し理解できるかな

と思うんですが、ハチのことですから、１年中蜜を集めて歩いているのかどうか、これも、

私、正直言って分らない。冬になったら暖かいところへ移動しているというような話は聞

きますから、ひょっとするとそうなのかもしれませんけれど、ただ、それにしても昆虫で

すから、ライフサイクルはありますし、そう年中無休で蜜をとって歩いているわけではな

いだろうと思いますね。 

 そこら辺の２論あると思いますが、最終目的がローヤルゼリーであるなら、養蜂家に間

違っても使われてはならぬという心配も出てくる。さりとて時期が限定されているのであ

れば、しかるべく注意書きをきちっと書けば問題ないのではないかという２論だと思いま

す。 

 先生方のご意見、お互いにハチは素人ですから、ご遠慮なくご発言いただきたいと思い

ます。いかがでしょうか。他にご発言ありませんか。 

【○○委員】余りこういう発言はしたくないのですけれど、これはマウスの試験が一通り

されていますから、そこから残留したものが人の口に入った場合のことを類推することが

できるわけですけれど、その場合に、食品添加物として入ってくる可能性を念頭に置いて

も、この使用量で入ってくる場合には恐らくＪＭＰＲが判断しているように、ジェノトキ

シックケミカルでもありませんし、実質的にこれを偽って使用しても人に対する影響は恐

らく無視できるだろうと考えられるんですね。ただ、残留の委員会でクレームをつけてお

られるということですので、それに対立した意見を申し上げるつもりは全くございません。

一応コメントです。 

【○○委員】他にご発言ございませんか。 

【○○委員】恐らく養蜂家が実際に使う段になってローヤルゼリーをこれでとれないから
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本剤を使わないという話になれば、メーカー側の方で残留のデータを出してきて、用法・

用量の変更を申請するのではないかと思うんですね。現時点、ここで出ている分について

は、この用量・用法で使いなさいということで我々許可することになるのだと思うんです

が、それをおかしく使うかもしれないという話をし出したらどんな薬でもそうなるのでは

ないかと思うんですが。 

【○○委員】ごもっともです。あくまでもここに出てきたデータの範囲で、とりあえずハ

チの安全。ハチの製品についてはちょっと後へ置くということでのご発言のようですが、

○○委員。 

【○○委員】この中で残留問題調査会に出席しておられる先生はいらっしゃらないのです

か。 

【○○委員】○○委員、お願いします。 

【○○委員】メーカー側の当初の申請ではローヤルゼリーは含まれていなかった。ですか

ら、ローヤルゼリーには使えるというふうに。そのためには残留調査会としてはローヤル

ゼリーに残らないというデータをちゃんと出して下さいと。そうでないと、あるいは文献

でも結構ですということで要求したのですけれど、今日皆さん方に言っている黄色いもの

に入ってきた資料で、残留調査会審議結果というものが書いてある３ページですが、その

ことに対して対応というところをちょっと見ていただくと、テラマイシンについてはそう

いうデータがあるとされています。この薬についてはないのですけれど、糖液中にテラマ

イシンを添加して、それでミツバチがそれを食べるということで、それが蜂蜜へどう移行

するか、ローヤルゼリーにどう移行するかということを調べた結果なのですけれど、蜂蜜

への移行量よりもローヤルゼリーの方がはるかに少ない。だから、メーカー側としてはこ

れでいいのではないかという意見だったのですけれど、調査会は、ない以上、ローヤルゼ

リーを測定していないという。もう１つ、給餌ではなくて、飛んでいて接触するわけです

ね。ですから、暴露形態が違うということで、ちゃんとローヤルゼリーのデータを出して

もらわないと、休薬期間は設定できない。そういうことになったわけですね。５月 29 日

からポジティブリスト制になってしまう。そういう切迫した状況で、事務局の方に、メー

カー側はローヤルゼリーについては落とすと、そういうことでもよろしいのかということ

で問い合わせていただいたところ、メーカー側がローヤルゼリーについては廃棄するとい

うことでも結構ですと。そういう状況で残留調査会としては、それだったらいいだろうと。

そういう結論を下したということです。 
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【○○委員】要は、私の認識する範囲もそうなんですが、メーカー側はローヤルゼリーを

捨ててでも、とりあえずハチの安全のためにこれを世に出したいというのがどうやら目的

のようなんですね。 

 他にご意見いただけませんか。今までにご発言のない先生からそれなりの意見をお持ち

だと思いますので、ぜひ……。ご発言ありませんでしょうか。 

 要は、これは幾つの選択になりますかね。真正面から見て、とりあえずハチのためにも

安全だと。条件としてはローヤルゼリーを、これはどうもいい話なんですけれども、ロー

ヤルゼリーをカットすればこれで通るのかというのがまず１点ありますね。 

 ただ、ハチが生きている目的は蜂蜜もさることながら、ローヤルゼリーの生産だと。そ

れができないようなハチが元気でいてもしようがないじゃないかと言えば、じゃ、これは

もう１回そのデータをきちっとそろえるまで差し戻した方がいいじゃないかということに

なる。結局はこの２点になるのかな。それ以外の危険なデータというのは出ていないよう

に思いますのでね。ですから、残留調査会の問題をどうするということよりも、ここで薬

剤としてのこの物質を型どおり承認してもいいのか、目的をかなえないような薬を承認し

てもしようがないじゃないかと、非常に乱暴に言えばその２つに絞られてくると思うんで

す。どちらにしましょう。 

 この際、メーカー側の経済性の問題は無視するとなれば薬としてはいいかなということ

になると思うし、それじゃ全く世の中に出ても意味がないじゃないかということになれば、

ローヤルゼリーを絡めてもう１回再審査という形で差し戻すということになるわけです。 

２つに１つで、どちらか、ご意見ありませんか。あんまりこういうところでは私はいわゆ

る多数決で決めたくないんですね。ですから、何とか７、８割、６割方でもいいですから、

合意の上での承認であるなら承認、もう１度継続審議であるなら継続ということにしたい

と思うんです。ローヤルゼリーのデータをきちっとそろえるまで待つという継続か、それ

とも他には問題点は出てこないようですから、承認か……。 

【○○委員】先ほど○○委員のご説明にあったように、ローヤルゼリーはあきらめても今

回の申請は続けるかとメーカーにも聞かれていて、それに関してメーカーはそれでいいと

いう対応だったと思いますので、私は今回の申請と同じ状況の内容でここで審議して、そ

れで承認できるのであればそれでいいのではないかと私は思います。 

【○○委員】承認に１つ票が入ったような感じのご発言だと思います。他の先生、いかが

でしょうか。 
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【○○委員】説明をお伺いしていて、既に○○委員が仰られたことも含めて、先発の薬品

も既にそういう条件で出回っているということでもありますし、私はそういう意味でアピ

バールは承認ということで進めた方がよろしいかと思います。 

【○○委員】ありがとうございました。承認ということでご発言がございました。 

【○○委員】既に市販されているものは食用に供しないという使用上の注意がついている

のでしょうか。 

【○○委員】概要書の７ページ、今日差し替えられた部分も含めて、そこまで確認できな

いと思うんです。別な話ですけれど、先ほど残留問題調査会でも言われたようにポジティ

ブリスト制度という、そういう制度がこの 29 日、まさに来週月曜日から始まるというこ

とで、生産者の方は食用動物を飼って、出荷するときには相当これから気をつけていく話

になると思います。また、これも当然ＭＲＬを設定されていると確か書いてあったので、

ポジティブリスト制度に関する配慮、用法・用量をきちっと守って、使用上の注意を含め

て使って下さいという指導をこれからより一層していかなくてはいけないということもあ

りますので、そういうところは国としてもきちっと指導していただくという、そういうこ

とは私も当然部会としても注文しなくてはいけないと思います。 

【○○委員】よろしいですか。積極的にいわゆる継続というご意見はないように思います。

それでは、もう時間もかなり費やしましたので、承認ということでよろしいでしょうか。

そのかわり事務局からしかるべく必要な項目をきちっと、わかりやすい、かなりこの資料

には誤字脱字もありますので、もう１度よく見てもらって、抜かりないようにということ

が条件だと思いますけれどね、当然。その前に、○○委員、ご発言ございますか。 

【○○委員】先ほど○○委員の言われたことはどうなるのでしょうか。先発品が「使用し

てはならない」と書いてあるのに、これについては「使用を避けること」と書いてあるこ

との整合性はとらなくていいのかというお話だったと思いますが。 

【○○委員】ちょっと言い足りなかったので、「使用してはならない」というふうに当然

あわせて書かせるべきだと思います。片方にもし書いてない事項があって、今回に新しく

追加されるようなことがあって、必要であれば、先発のものもそういう指導をすべきだと

私は思っています。両方比べて齟齬のないような形で対応した方が、養蜂家の人も混乱を

生じないと思っています。 

【○○委員】それは事務局、あるいは農水省として当然可能なことですね。それを念押し

しておきたいのですが。大丈夫ですね。 
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【事務局】はい。最初に座長が仰ったように、もう１度資料については整備をちゃんとさ

せまして、なおかつ、使用上の注意等についても……。 

【○○委員】先発品についてもチェックを入れるということです。 

【事務局】先発品についても見直していきたいと考えております。 

【○○委員】いや、これはぜひ課長から返事をいただきたいんですが。 

【畜水産安全管理課長】ご指摘の点はアピスタンを使用した蜂群についてもローヤルゼリ

ーを食用に供しないことという使用上の注意を入れるということですね。それは可能かと

思いますので、その方向で処理していきたいと考えております。 

【○○委員】今この法制の変わる時期ですから、先発品が割を食うというクレームも当然

あるでしょうけれども、この際、ぜひよろしくお願いします。では、そういうことで、承

認でよろしゅうございますね。異論はないようです。 

【事務局】ありがとうございました。 

 それでは、先発品等の見直しも含めてとりあえず承認を可とさせていただきまして、薬

事分科会に報告させていただきたいと思います。なお、再審査期間につきましては６年と

し、劇薬指定とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

   関連事項：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 

   〔動物用一般医薬品調査会関係〕 

 

【○○委員】そうしますと、今に引き続いて、事務局、１つ問題がありますね。使用の規

制に関する省令、これが絡んできませんか。 

【事務局】座長のおっしゃるとおりで、当日配付資料の黒№29 でございます。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)ということでございます。 

 今般のこの改正につきましては、先ほどご審議いただきましたアミトラズにつきまして

使用規制省令に加えるということで、１ページ目の別表第１をご覧下さい。 

 医薬品名といたしまして「アミトラズを有効成分とする懸垂剤」、使用対象動物といた

しまして「みつばち」、ただし、用法・用量の中で採蜜期には使用しないという形になっ

ておりますので、「採蜜期を除く」。それから、用法及び用量で「みつばちの巣板４枚当た

り 0.5ｇ以下の量を巣箱内に懸垂すること」。これは参考といたしまして、アピスタンを

参考に用法及び用量の設定をさせていただいております。なお、使用禁止期間については、
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蜂蜜中 0.2ppm 以上の残留をしていないということで、使用禁止期間０日ということでバ

ーを入れさせていただいております。 

【○○委員】ただいまの説明につきましてご発言ございますか。よろしいですか。 

 これも承認するかしないかの問題ですね。では、承認でよろしゅうございますね。 

【○○委員】「採蜜期を除く」というのは、私も分らないですけれど、これはローヤルゼ

リー採取期も重なればいいんですけれど、もし違っているなら明記しないと、先ほどの議

論に振り返ってしまうと思うんで……。 

【事務局】たしか残留問題調査会だったと思うんですが、委員から同様の質問がございま

して、当時のメーカーの回答としては一応重なるというふうな回答をしておりました。 

【○○委員】○○委員、よろしいですか。 

【○○委員】はい、結構です。 

【○○委員】大分長くなりました。 

 突然ですが、10 分休憩にいたします。 

〔暫時休憩〕 

 

   〔動物用一般医薬品調査会関係〕 

   【新効能動物用医薬品】 

    ⑤メタカム 0.5％注射液 

 

【○○委員】それでは、再開いたします。同じく審議事項で一般薬の関係でございます。

⑤のメタカム 0.5％注射液の製造販売承認事項変更承認ということで、○○委員から説明

をお願いします。 

【○○委員】メタカム 0.5％注射液は、ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパ

ン株式会社から製造販売承認事項変更承認申請されたメロキシカムを有効成分とする犬、

猫用の注射剤であります。本製剤は、平成 18 年４月 27 日に開催された動物用一般医薬品

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。 

 なお、再審査期間は２年となります。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、ご説明させていただきます。 

 事前に配付しております赤№５のメタカム 0.5％注射液の製造販売承認事項変更承認申

請をお手元の方にご準備下さい。それでは、申請書と書かれているタグのところをお開き
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下さい。本製剤は、ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社から製造

販売承認事項変更承認申請されているメタカム 0.5％注射液でございます。 

 それでは、次のページをお開き下さい。主剤はメロキシカムでございます。注射剤１mL

中に本成分を 5.0mg 配合しているものでございます。７の用法及び用量でございますが、

既に犬につきましては承認を持っているものでございます。新たに下の猫の用法及び用量、

あるいは８の効能又は効果の猫の術後の鎮痛について新たに効能追加をするものでござい

ます。それでは、概要と書かれているタグのところをお開き下さい。概要書１ページ目で

ございますが、起源又は開発の経緯でございます。本製剤につきましては、非ステロイド

系抗炎症剤、ＮＳＡＩＤでございます。国内においては今回承認申請しております猫の術

中・術後の鎮痛剤として承認されているこのＮＳＡＩＤの注射剤は現在のところ現存して

おりません。本剤はバランス鎮痛法における選択薬の１つとして新たに加えられるものと

いうふうにメーカーの方から説明がございました。 

 それでは、概要の５ページ目をお開き下さい。安全性に関する試験でございます。メロ

キシカムの申請用量 0.3mg／kg と５倍量までを猫に投与して調べております。 

 結果といたしましては、0.9 又は 1.5mg／kg／day 群の猫では投薬に関連する変化が認

められております。1.5mg／kg／day 群の猫６例中５例で腎乳頭壊死が認められておりま

す。0.9mg／kg／day 群の雌３例中１例、軽度でございますが、及び 1.5mg／kg／day 群の

雌３例中２例の空腸に粘膜の糜爛が認められております。これらの所見はＮＳＡＩＤによ

く見られるもので、この薬理作用、プロスタグランジンの抑制に基づくものであると推察

されております。その他に対照群の雌１例及び 1.5mg／kg／day 群の雄１例の大腸に瀰漫

性炎症変化が見られておりますが、この所見は対照群にも見られていること、小腸が正常

であることから、猫によく見られる原因不明の粘膜性、あるいは潰瘍性結腸炎ではないか

と考えられております。0.9mg／kg／day 群の雌１例には盲腸に軽微な糜爛が認められて

おりますが、この所見は１例のみに見られ、明らかな用量反応関係が見られない、小腸に

糜爛が見られないことにより、偶発的なものと推察されております。 

 なお、糞便検査として人用の Haemoccult を使用しておりますが、その特異性には限界

があることが知られております。今回対象群においても糞便反応の陽性が高頻度で認めら

れておりますが、本方法を猫に用いた場合、その特異性に問題があったものと思われてお

ります。また、本方法は定性的なもので、表中の陽性の出現時間と潜血の程度には特に関

連はありません。今回、本方法が定性的であることを熟知していなかった試験担当者が、
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陽性反応を示したものの一部のものを主観的に重度と評価したと思われております。試験

期間中には全く糞便が得られない猫がおりましたが、その理由は不明でございます。試験

計画書の変更はしておりません。 

 結論として、今回の糞便検査結果から、本剤の猫の消化管出血に及ぼす影響を評価する

ことは困難と考えられておりますが、消化管の剖検を実施しておりますので、本剤の猫の

消化管に対する安全性の評価は可能と思われます。従って、糞便反応結果が本安全性の全

体の評価には影響を与えていないと思われております。 

 以上で、0.3mg／kg／day 群の猫では、投薬に関連する変化は全く認められなかったこ

とから、無毒性量は 0.3mg／kg と推察されております。 

 続きまして、９ページ目でございます。効力を裏づける薬理試験ということで、猫のエ

ンドトキシン試験を用いて、メロキシカムの用量依存的な解熱効果を、プラセボ対照、オ

ープン、クロスオーバー法により検討しております。 

 結果といたしまして 10 ページ目でございますが、メロキシカム投与後のＡＵＣからプ

ラセボ投与後のＡＵＣを差し引いたメロキシカム全用量の値の平均値は 6.98±1.072 で、

０よりも有意に大きいことから、メロキシカムはエンドトキシンによる発熱作用に対して

明らかに有効であったと評価しております。 

 なお、実はエンドトキシン試験を用いて猫の鎮痛作用を評価できるのかというご質問が

調査会でございました。これに対してメーカーからの回答は、一番最初の審議経過票にお

戻り下さい。ＮＳＡＩＤはサイクロオキシゲナーゼを抑制することによりその効果を発現

すると考えおります。エンドトキシン投与によりサイクロオキシゲナーゼが活性され、各

種プロスタグランジン合成が促進されて、種々の反応が生じるものと考えられております。

指摘事項回答書 15 の添付資料の文献に記載しているとおり、サイクロオキシゲナーゼは

胃腸管機能、腎機能、血液凝固、疼痛、発熱等に関与しております。エンドトキシン投与

による反応の抑制効果を見ることによって、ＮＳＡＩＤの効果を評価することは広く行わ

れているものでございます。ＮＳＡＩＤの鎮痛効果を評価するためには、エンドトキシン

投与による疼痛の評価をすることが最も好ましく、疼痛の評価は困難であるので、上記反

応のうち、客観的な方法で測定可能な直腸温を評価項目として選択しております。結果と

して、直腸温に対して本剤の効果には用量相関が見られ、本試験で求められた用量は術後

疼痛に対して有効であることが臨床試験で確認されているということでございます。以上

のことより、エンドトキシン試験を鎮痛効果のための用量設定試験とすることは妥当であ
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ると考えているという回答でございました。 

 10 ページ目に戻りまして、結果ですが、用量及び投薬順序別の反応変数の平均値をそ

れぞれ標準偏差とともに、表Ⅷ－３、分散分析の結果、表Ⅷ－４、それぞれ 11 ページ目

に示しております。投薬順序効果は認められておりませんが、メロキシカム用量と発熱反

応変数には有意な相関が認められております。表Ⅷ－３の反応変数の平均値の検討から、

投与量を 0.3 から 0.5mg／kg に増量させた場合の効果の増強は、0.1 から 0.3mg／kg に増

量させた場合よりもかなり小さいことが示唆されております。各用量間比較は、Student

－Newman－Keul 検定に基づく対比較によって行われております。その結果、0.1 対 0.3mg

／kg 並びに 0.1 対 0.5mg／kg の差は有意でございましたが、0.3 対 0.5mg／kg の差は有意

差はございませんでした。白血球数については、エンドトキシンによる明らかな血液学的

反応がすべての猫で認められておりますが、試験群及び試験実施時期の違いによる明らか

な差は認められておりません。以上、0.3 及び 0.5mg／kg は 0.1mg／kg に比べて、エンド

トキシン投与に伴う体温上昇を強く抑制しておりますが、0.3mg／kg と 0.5mg／kg には有

意差は認められておりません。0.1mg／kg ではすべての猫でエンドトキシン作用が抑制さ

れておりますが、平均の抑制効果が０と有意差は見られなかったことから、従って、

0.1mg／kg は不十分で、0.3mg／kg を用いることが適当ではないかという考察になってお

ります。 

 続きまして、12 ページ目でございますが、吸収、分布、代謝及び排泄でございます。

静脈内、皮下投与後の血漿中濃度推移を図Ⅹ、薬物動態パラメータ表を 13 ページの表Ⅹ

－１に示しております。消失半減期は、静脈内投与後 14.6 時間及び 16.8 時間、皮下投与

後 14.5 時間、経口投与後 15.6 時間で各投与経路間でほぼ同様でございました。皮下投与

では 1.5 時間後に最高血漿中濃度、1.1μg／mL に達しております。静脈内及び皮下投与

後の血漿中濃度－時間曲線下面積、ＡＵＣでございますが、13 ページの表Ⅹ－２に示し

ております。皮下投与後のバイオアベイラビリティーは、ＡＵＣの比較から 100％と算出

されております。血漿蛋白結合率は、メロキシカム 0.2 から 10μg／mL 血漿中濃度におい

て 97.6％でございました。なお、猫で本薬の代謝物は検討されておりません。しかし、

ラット、ミニピッグ、豚、牛、人で、本薬の各代謝物はそれぞれ量的には差が見られます

が、質的には類似しており、さらに、本薬には活性代謝物は報告されておりません。この

ようなことから猫における本薬の代謝試験は、本薬のリスク／ベネフィット評価に重要な

追加情報を与えないと考えておりますということでございます。 
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 続きまして、14 ページで、臨床試験でございます。メロキシカム 0.5％注射液を猫の術

後疼痛に対する効果と安全性を確認するために無投与対照群と比較し、２カ所の治験実施

機関で試験を実施しております。１カ所は京都にある試験施設で４実施施設、それから鳥

取県にある研究所が中心になりまして 15 実施施設で実施しております。また、現在同様

の目的及び投与経路で使用される同種同効薬の既承認薬剤がないので、無投与対照群を設

定せざるを得ないということになっております。続きまして、17 ページでございますが、

結果といたしまして、症例数及びその取り扱いで、症例数は 129 例でございました。プロ

トコル逸脱症例は表ⅩⅡ－２のごとく見られましたが、併用薬違反及び投与時期違反例以

外は有効性の評価に大きな影響を及ぼさないと考えられましたので、有効性の評価に採用

しております。安全性の評価には全例とも評価可能であるので、全例を安全性の評価に採

用しております。 

19 ページ、有効性の評価といたしまして、興奮状態及び活動性スコア値と触診時の疼

痛スコア値の合計の全症例での推移を図ⅩⅡ－１――17 ページ目の表でございますが、

開腹もしくは体表手術及び整形外科手術での推移をそれぞれ図ⅩⅡ－２、３、こちらも

17 ページに示しております全身麻酔終了後 24 時間までの全症例の各スコア及び各ＡＵＣ

を表ⅩⅡ－４、こちらが 21 ページの一番上でございます。開腹もしくは体表手術及び整

形外科手術の各スコア及び各ＡＵＣをそれぞれ表ⅩⅡ－５，６に示しております。投与前

の各スコアに被験薬群と無投与対照群間に有意差と認められておりません。全症例におい

て被験薬群の合計スコアのＡＵＣは無投与対照群間に比較して有意に低く出ております。

また、興奮状態及び活動性スコア並びに触診時の疼痛のスコアにおきまして、被験薬群の

各ＡＵＣは無投与対照群間に比較して有意に低いものとなっております。開腹もしくは体

表手術及び整形外科手術で層別解析したところ、いずれの手術様式においても被験薬群の

合計スコア、興奮状態及び活動性スコア並びに触診時の疼痛スコアのＡＵＣは無投与対照

群間に比較して有意に低いものとなっております。手術開始前からの合計スコアの変化量

につきましては、全身麻酔終了後７時点の経時測定データとして繰り返しのある分散分析

を行ったところ、交互作用に有意差は認められず、両試験群間には反応パターンに差はな

いとの結果になっております。こちらは表Ⅶ－７、８でございます。各観察時点での被験

薬群と対照群の差を検討したところ、１から 24 時間の全時点において被験薬群の合計ス

コアは対照群より有意に低値を示しております。本剤の術前１回投与による抜管後の 24

時間までの有効性が確認されております。それから、22 ページ目でございますが、安全
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性の評価ということで、有害事象は両群とも１例も認められておりません。帝王切開手術

２例に被験薬が投薬されておりますが、術後の母子の健康状態を調査したところ、2005

年１月 31 日時点で母子ともに異常は認められておりません。 

 結論といたしまして、メロキシカム注射液の術前１回投与により、猫の開腹もしくは体

表手術及び整形外科手術の手後の疼痛の緩和に対する有効性が確認され、また臨床応用上

の安全性に問題は認められておりません。以上のことより、メロキシカム注射液の術前１

回皮下投与は猫の術後の疼痛管理にとって有用な薬剤であると評価しております。以上で

ございます。 

【○○委員】ただいまの説明につきましてご発言をお願いします。 

【○○委員】これは術後の鎮痛薬として使われるということですね。 

【○○委員】そのように理解しておりますが。 

【○○委員】そうしますと、今の説明の中でもありましたけれども、かなり血漿蛋白質と

の結合度が高い。97.5％ですか。としますと、術後の血液凝固を防止するために、抗凝血

薬を併用されるということはないのでしょうか。 

 もしそうだとすると、例えばワルファリン系のようなものを使われるとすると、相互作

用として遊離型の薬物が多くなり、その薬物の作用が強く出てくる可能性があるので、そ

の辺のデータというのは求めておく必要はないか。あるいは使用上の注意で何かそれを反

映するようなことはないのでしょうか。 

【○○委員】ちょっと質問の意味がよくわからないのですが……。 

【○○委員】一般薬の方では調査の段階ではそれは話題にならなかったということなんで

すね。 

【○○委員】先生が仰っている意味がよくわからないのですけれども、もう少し具体的に

仰っていただければ……。 

【○○委員】具体的に発言したつもりだったのですが、これは術後の鎮痛薬として使われ

るわけですね。 

【○○委員】はい、そうです。 

【○○委員】そうしますと、術後の血栓防止のために抗凝血薬が使われるということは多

分あるのではないかと思うんですが、その時に、抗凝血薬として、例えばワルファリン系

のようなものが使われるとすると、血漿蛋白質と結合度が非常に高いものですから、薬物

の相互作用として、一方の薬物の遊離型が多くなる可能性があるのかなと思うんですね。
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そうしますと、それらの薬物の相互作用について何か判断するデータを必要とするのか、

あるいは一般的に言われておりますように、ワルファリンやその他の蛋白結合度の高いも

のと併用するときには作用が強くあらわれるというようなことがしばしば使用上の注意に

ありますけれども、そういったことについての議論はなかったのでしょうかという質問で

す。 

【○○委員】実際にはありませんでした。あと、仰るようなワルファリン等の抗凝固薬を

手術が適用になるような症例に対して使うことはほとんどないです。 

 それから、蛋白結合を有する物質との併用はというのがありますが、その前に具体的に

少し書いてあって、これに関しては最近というか、過去に申請されているＮＳＡＩＤに関

してはすべて書かれていることでして、基本的には整合性を持たせるためにこれまでのＮ

ＳＡＩＤと同じような使用上の注意というふうになっております。基本的には術前、術後

の段階で併用する一般的な薬物とメロキシカムとの相互作用によって大きな問題が起きる

ことはないであろうというふうに考えております。 

【○○委員】よろしいですか。他にご発言ございますか。 

【○○委員】体裁上の話かもしれません。使用上の注意で申請者の記載漏れかもしれませ

んけれども、概要書の 27 ページのところ、概要書の最後の２枚目のページですけれども、

そこで使用上の注意の設定根拠ということで、２番目に「使用者に対する注意」というの

を設定したということになっているのですけれども、申請書をひっくり返すとそこの部分

が抜けているので、多分申請者の記載漏れかと思うんですけれども、そこをちょっと事務

局の方で整理しておいていただけたらと思います。 

【○○委員】よろしいですか、今の点は。 

【事務局】はい、記入漏れだと思いますので、整備したいと思います。 

【○○委員】他にご発言ございませんか。 

【○○委員】既に承認されています犬では 0.2mg という常用量ですね。今回の有効量の設

定は 0.1 から 0.3、0.5 と、こういう設定にした根拠というのは、常識的に考えると犬と

同様の用量で十分効果が得られるかどうか、そこから実験というのはスタートするだろう

と考えますし、また犬の用量設定をやったときの実験のデータをもとにして普通は設定し

ていくのだろうと思うんですが、内容がどうもいまいちこの実験の計画がちょっと理解で

きないのですが、そして結論として 0.1 より 0.3 と 0.5 に有意差がなかったから 0.3 にし

たのだというお話ですが、では、犬で使われる 0.2 はどうなるのだと。そういう話になり
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ますね。これは動物種の違いであるとか、あるいは猫にはこの用量でなければ鎮痛効果が

得られないとかというデータは今のご説明の中にはなかったように思うんですが、いかが

でしょうか。 

【事務局】今のご質問、大変ごもっともなご質問だろうと思います。普通に考えれば、犬

が先にあって、猫がくるのだから、犬のことを踏まえた上で猫の開発をするのが当たり前

ではないかと、仰るとおりだと思います。 

 指摘事項のところに、タグがついてませんが、犬と同じ 0.2mg／kg 量で猫でも試験を行

わず、0.1mg／kg、0.3mg／kg とした理由について説明せよという指摘も我々行っており

ます。極めて仰るとおりだと思いますので、指摘を行っているわけでして、それに対する

回答が、ちょっと場所がわかりにくいのですが、申請書という青いタグのもっと前の方で、

ずっとデータがついておりまして、その前に指摘事項の表がついているのですが、それの

７ページというところです。２つセットでついてしまっているのでますますわかりにくい

のですが、17 年 11 月９日付の方なので、後ろから見ていただくと、３段表になっている

ものの７ページのところの 16 番という指摘がそれでございます。ちょっとわかりにくく

て申しわけございません。申請者からの回答はこういう回答でございます。 

【○○委員】今その内容を拝見しまして、私の質問の答えにはなっていないように思いま

すね。 

【事務局】海外で実際に販売もされているわけですので、そこを前提にして、今の回答書

の下の方に犬、猫、馬、牛、ブタとずらずらっと並んでいるかと思いますが、要するに実

際にこうやって使われているのだということを前提にした上での理由づけをされているの

だろうと思います。事務局としては、余り適切な設定ではないのかなというふうに思いま

すけれども、ただ、実際には 0.1、0.3、0.5 という用量設定の上で効力試験をしているわ

けでして、その中では少なくとも 0.3 というのが妥当だということにはなっているわけで、

0.2 はと言われると答えられないわけでございます。そういう点では 0.3 というのが実証

されたという理解でよろしいのかなと。申請者は動物種ごとに必要用量が違うのだから、

そこは同じでなければならんということではないのではないですかということを多分言っ

ているのだろうと思うんです。直接的なお答えにはなっていないかと思いますけれども、

やむを得ないのかなという理解を事務局はしたわけですが、ご指摘があればご指摘いただ

ければと思いますが。 

【○○委員】質問の趣旨は、実験計画の問題もありますが、基本的に犬でもう既に販売さ
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れて、この薬剤はかなり現場では使用されている薬なんです。それから、もう１点、非常

に価格が高いです。従いまして、0.2 と 0.3 では 1.5 倍違うわけですね。ですから、分り

やすく言えばランニングコストもかかるし、0.2 で十分有効であれば、場合によっては

0.3 の増量が必要なケースもあるという実験結果であれば、それはそれで臨床家は理解で

きるのですが、なぜ犬の 1.5 倍でないと猫は鎮痛効果を得られないかという根拠は明確で

はないんですね。それで大変疑問を感じたと。そういうことでございます。 

【○○委員】根拠はわかりましたけれども、それで、○○委員、犬並みに揃えろというよ

うなご意見でしょうか。それとも……。 

【○○委員】そうではなくて、0.3 という今回の実験結果の設定ですが、0.2 を設定しな

いで 0.3 という結果が出ていますので、極めて効果が十分見られなかった 0.1 の３倍です

よね。ですから、犬でその２倍で十分効果が得られるのであれば、やっぱり 0.2mg／kg で

使用できるのかどうか、メーカーにきちっと説明してもらいたいと、使用者側としてはそ

う思いますね。 

【○○委員】臨床現場の先生からのご発言ですから、そういう点では非常に重みがあると

思います。これは念のために表現されていないところでそのデータを持っているのかどう

なのか、できたら事務局、確認してもらえるとありがたいですね。 

【事務局】確認してみます。ただ、１度ヒアリングで指摘して出てきていないのを考える

と、もしかしたらない可能性があるかなとは思うんですけれど、ちょっとそこは……。確

認してみたいと思います。 

【○○委員】それで、しつこいですけれど、○○委員、これがやはり犬並みにそろえるべ

きだというお考えでしょうか。それとも大もとでそれぞれの動物でドーズを決めている。

言うなればメーカー側はそれに従って対処したいのだと思いますけれどね。それで妥協す

るのかという問題だと思います。 

【○○委員】こういう薬事審議会を通して認可された動物薬ですから、先ほど説明のあっ

た犬で 0.2、猫で 0.3、馬で 0.6 ですか、そういう基準はきちっと科学的根拠に基づいた

基準だというふうにユーザーは理解するわけですよ。従いまして、犬と猫の用量の違いの

説明がきちっとなされていない。つまり、もっとわかりやすく言うと 0.2 では猫は鎮痛作

用が弱いと。だから 0.3 なのだという根拠がないと、やっぱり十分ではないと私は思いま

すね。使う側から言ってもね。 

 ＮＳＡＩＤで注射薬というのは現在メロキシカムしかないんですよ。分りやすく言うと
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独占市場ですよね。従いまして、多くの臨床獣医師はこの薬剤を使わざるを得ない。それ

からも、安全性も犬で十分確認されていますので、そういうことを考えると、その辺は十

分理解したいなと使う側からは思いますね。 

【○○委員】一般薬の問題ですから、座長の○○委員をぜひ指名してご発言いただきたい

と思います。 

【○○委員】○○委員のご指摘のあった 0.2 でなくて、何で 0.3 なのかということに関し

ては、一般薬では議論になりませんでした。それで、なぜかというのは余り深くは考えて

いなくて、ただ、データとして各種試験がこのデータで、この用量で整備されているので、

一般薬の調査会は今回１回で承認を受けているんです。その点に関しては議論不足だった

かもしれないんですけれども、この申請の内容に問題があるわけではないので、承認とい

うことになっております。ただ、委員が仰るようなことに関しては説明を求めて、納得し

ておく必要があると思います。 

【○○委員】これは単純なようで難しい問題なんですね。やはり臨床現場で今後延々とこ

れが利用されるかもしれない。特に最近のペットと言っていいかどうかわかりませんが、

犬、猫の生活環境等々考えますと、やはり大変利用度の高い薬剤かもしれないと思われま

すので、○○委員、0.2 が出てこなかったら承認できないというようなお考えはあります

か。 

【○○委員】薬剤の使用の基準量というのは、１度こういう形で承認されますと、実際に、

仮にですよ、0.2 でも十分有効であれば、0.3 というのは既成事実になりますので、猫で

は 0.3mg／kg を使用する。恐らく馬で 0.6 というのは、予備実験の段階で多分これより高

ドーズでスタートしてこの 0.6 が設定されたのだと思うんですね。 

 そうしますと、基本的に薬というのは動物の体積が大きくなれば使用量は減るわけです。

一般論として少なくなっていくのですが、馬で 0.6 使わなければ効かないというのは、動

物の生理学的な問題がここに絡んでいるのだと思います。そうすると、そこで猫と犬の違

いが明確にされていないという理由がどうも用量設定の点で理解しにくいかなという感じ

がしますね。恐らく臨床家の間では犬の 1.5 倍投与しないと猫では十分な鎮痛効果が得ら

れないと能書に書かれているという理解になりますね。 

【○○委員】どうぞ。 

【○○委員】ちょっと説明というか、サポートなんですけれど、薬理試験で痛みのことを

数字で表してやった試験が犬ではあったのではないかと思うんですけれども、猫ではない
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んです。それが多分できなかったのだと思うんです。その結果として、発熱を抑制すると

いうことでデータを出して、そこがかなり微妙なところなんですね。恐らく 0.1 と 0.2 だ

と出ないのではないか思うんです。だから、発熱を抑制する試験に関してやった結果、

0.3 であればクリアなデータが出ているので、この用量を採用されたのではないかという

想像を私はしています。 

【○○委員】薬物の機能としては特にご発言がありませんので、そういう意味では承認の

方向へ限りなく向いているわけですね。今の使用のドーズの問題だけがちょっとひっかか

る。これは恐らく私が言うべき立場ではないかもしれませんが、メーカー側は製造元の大

もとに右へ倣えで、何も疑問を持たずに持ち込んできたのだろうと思いますし、それから

大変失礼だけれども、やはり農水の事務局としてもそういう点はいまひとつ臨床現場の細

かいところまでは理解し切っていなかったかもしれない。そういう点では少々問題があっ

たかもしれない。ですから、指摘も筋は通っているのだけれども、余り答えに対する受け

とめとしては的を射ていなかった。そこら辺に問題があると思うんです。 

 ですが、しょせん痛みを――これは私の個人的な発言でもありますけれども、痛みを本

当に体温だけで 100％押さえることができるのだろうかと思うと、これは私も大いに疑問

がありまして、１つの筋論でしかないと思うんです。そういう点からいくと、中川先生の

ご発言は絶対これは承認はまかりならぬというご発言でもないようですし、何らかの形で

使用成績が今後増えていけば、あるいは経験的に臨床家が身について、バリエーションで

応用していくのではないかなという感じもしないではないですね。 

 ですから、薬物としての機能を果たしているということであれば、とりあえず承認を可

としておいて、何らかの形でこの使用量についてメーカー側がもう少し誠意を持って何か

データを集めて、後日それなりの報告なり、あるいは臨床家へのアピール、もし 0.2 で大

丈夫ですというのであれば、何年かの後に審査がありますね。 

【事務局】はい。 

【○○委員】そういう時に場合によっては……。 

【事務局】もし承認されれば再審査期間を２年という形で……。 

【○○委員】それまでの間に場合によったらデータを集めてそれなりの対応をするという

ことは可能なのでしょうか。どうなんでしょう。 

【○○委員】鎮痛効果の有効性の判定は今仰られたように極めて安易なんですね。ですか

ら、再審査のところで本当に効果があったの、なかったのという議論をした時、もう既に
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一般薬の調査会で通ってきて、部会を通って、市販されているのだから、効果を積極的に

否定するデータがない限り認めましょうということになるんですね。 

 ということになりますと、申請時の時点で認可を認めるときに、厳しい有効性の判断基

準を、効果判定基準を設けてもらいたいという気がいたします。 

【○○委員】今ちょっと資料を拝見していて、恐らくこれは 0.3mg の設定はアメリカでの

実験だと思うんですよ。この最初の審議経過票の一番下のところに、同種薬との効果を比

較するために、ブトルファノールとの鎮痛効果の比較をアメリカでやったと。そのときに

メロキシカム 0.3mg／kg を使ってやっているんですね。ですから、前提はそっち側にある

のではないですか、この実験計画は。既にアメリカで 0.3mg で使用しているので、日本で

これを基準にして 0.5 と 0.3 と 0.1 を基準値につくったのではないでしょうかね。だから、

恐らく日本では確かめてないんですよ、0.2 は。確かめてないというよりは、0.2 が有効

かどうかは確認していないのではないでしょうかね。ですから、最初から実験計画が向こ

うでの認可の基準、いわゆる鎮痛効果が得られるドーズでスタートしたのではないですか。

恐らくね。 

【○○委員】ちょっと私の立場から動薬検の考え方を伺いたいんですが、向こうから輸入

するものは、大体原則的にあちらの基準に 100％従うのが原則――いや、原則というより

も鉄則ですか。それとも日本流にアレンジをして輸入するということがあり得るのですか。

そこら辺のところをちょっと、もし他の薬剤であっても何か事例があれば聞かせていただ

きたい。 

【事務局】国内で使う時によりよく使えるように開発試験をしていただくというのが基本

だろうとは考えております。 

 ただ、ご承知のように、データは海外のデータを積極的に使ってよろしいということに

なっているわけでして、用量設定試験の類、いわゆる基礎試験ですね、それについては海

外データを 100％使ってよろしいという整理になっておりますので、そういった海外での

基礎試験としての用量設定でこの用量が妥当だろうという判断がもしされるのであれば、

その用量をもって国内の臨床試験をして、それを確認するというのが通常のやり方でござ

います。そのやり方の中にもし国内では用量を変更した方がいいという判断が申請者の方

にあれば、そこにさらに国内での試験を追加するなり何なりしていく必要がある。ただ、

あるものを使っていいというのに、新たに試験をしてというのは、よほど問題がなければ

一般的にはやらないだろうと思うんですね。 
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 そうしますと、ごく一般的に言えば、海外での用量設定試験を根拠として国内で臨床試

験をする。臨床試験は基本的には１ドーズで、１つの用量でいいことになっておりますの

で、このような形になってくるのだろうと思います。この場合に犬で 0.2 が効かないかど

うかということについての説明はないわけですけれども、0.3 は確実に効いておるわけで

す。いわゆる申請のための資料の構成としては、一般的には妥当な構成になっているとい

うふうには考えます。 

【○○委員】つまり、現在の薬物を輸入する制度上に落ち度は何もないということですね、

結局は。とすると、○○委員のご意見、ごもっともだけれど、委員に引っ込んでもらうし

かないですね、これは。 

【○○委員】それは少しおかしいんじゃないですか。用量設定の根拠が妥当であると見た

ときには外国のデータを積極的に使えばいい。でも、それが妥当でない、何でその用量を

決めたかということについて疑問があるということであれば、その外国のデータを使うと

いうことに対して疑問が出てきたわけですね。用量設定においては。特にメーカー側はた

くさん使ってもらったら収入がふえる。でも、臨床家の人たちはできるだけ少ない用量を

使いたい。0.2 でもいいんじゃないかということであれば、やはり 0.3 を用量設定した根

拠が乏しい。あるいはそれがなければ日本では 0.2 はどうですかという質問に対して答え

なければいけない。その答えはなくて、外国のデータを積極的には使いましょうというこ

とでは答えにならないというふうに私は思うんですが。 

【事務局】ちょっととんちんかんかもしれません。話がちょっとそれるか、大きな話にな

りそうなのですけれど、畜種の差を比較したとき、必ず他の畜種、犬と猫でそういう用量

の比較をしなさいというような話にはつながらないようにしてください。猫の用量設定の

スリーポイントをとって、それで見るということで、資料の、あるいは用量設定の根拠と

しては妥当だと思います。その際、犬のデータがたまたまある。他にも馬とかあるんです

けれども、そういうのがあるから、それと必ず比べるべきではないか。でないと、用量設

定としておかしいのではないかというような議論になるのであれば、ちょっとそこは事務

局としても検討させていただかないと、この場ではそういう気はしますけれど。 

【○○委員】まず用量設定のこともそうです。それから、動物の鎮痛効果を見るパラメー

タは極めて乏しいわけですから、人で鎮痛効果があるというものを私達はただ利用してい

るだけなんですね。それは限界があることはわかっておりますけれども、それにしても有

効性を判定する効果判定基準が非常に乏しいという感じはします。 
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 もう１つ、私が最初に質問させていただきましたように、他の薬物とのドラッグインタ

ーラクション、これについては調査会で議論もされてこなかったということですので、非

常に気になるんですね。ですから、もしできましたらもう１度調査会でこれらの問題につ

いて再検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

【○○委員】○○委員。 

【○○委員】今のこの製剤の経緯をもう１度お話ししますと、犬用の手術時の鎮痛という

ことで１回承認を受けていまして、そのときに薬物相互作用とか安全性とか用量設定試験、

いずれも議論されておりまして、議論されていないのは猫に使った場合にということだけ

なんです。ですから、今回の議論は猫に使った場合の薬理試験のところと、猫に使った場

合の臨床試験、その２点だけですので、その２点に関しては大きな問題はないということ

で、承認をしているわけです。委員の仰るように、痛みに関する臨床的な評価はすごく難

しくて、犬の場合には薬理試験のところで用量を設定するための痛みのスコアリングをか

なりいろんなテストを運動機能試験等でやっていて、そこはかなりリーズナブルだという

ふうに思われていました。それで臨床試験でもスコアリングを別途されています。 

 猫の場合はそこが少し欠けていて、ただ、それ以上何ができるかという議論になったと

きに、基本的には薬理試験のところで今回の用量設定試験以上のものは望めないであろう

という判断で審査を終了しているわけです。ですから、これ以上のことを何か求めようと

思っても、現状ではできないということですし、我々一般薬の調査会としてこれで承認を

可としてもいいという判断をしている。ですから、余り議論していないということではな

くて、猫の分で追加する部分に関しては余り大きな議論はないであろうというふうに思い

ます。 

【○○委員】さて、座長の私もどちらかというと臨床系の人間ですから、両隣のお２人の

発言はそれぞれよくわかるんですね。いや、そのつもりでおります。ですが、やはり動物

薬の最終段階のこの会としては、とにかく一番大事なことは薬剤として世の中に出すべき

ではないという大きなミス、あるいは実験ミス等々を含めまして、いろんな大きなミスが

あった場合にはこれは差し戻しは当然だと思います。ですが、所定の量を使えば間違いな

く効果が上がるというのがわかっている。その部分だけを見ますと、これは承認を可とし

て問題はない。そこで問題なのは使い方の薬用量の問題ということが今絡んでいるわけで

すね。さて、どうしたものですかね。猫をお飼いの方がいれば、これは獣医師や、あるい

はプロとして猫を飼うのではなくて、ごく一般家庭も含めて猫を飼うという、つまり猫が
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いかに人になじまないで、難しい動物だということ、部分的にですね。これはご存じだと

思うんです。とても我々が要求する実験に 100％こたえてくれるような動物ではありませ

ん。いわんや臨床の現場でそういうものを扱うというのは非常に難しいというのは私個人

には理解できるんですね。ですから、データもあいまいだなということはよくわかるんで

す。なかなか数値なり、色なり、形でクリアカットにあらわれる、そういうデータは絶対

猫ではとれないですね。 

 そこら辺を踏まえて、私は決してメーカーの提灯持ちをするつもりはありませんけれど

も、薬剤として問題がないとすれば、これは承認の方向でとりあえずいいのではなかろう

か。そして、先ほど来言うように、もし問題点がそれであるのであれば、問題点があると

いうのは、薬を少なく使ってどうなんだというのを本当は臨床現場の先生方に試してもら

えるといいなと思いますけれども、これはちょっと乱暴な表現で、正直困惑しております。

これをどうまとめるべきか。客観的には承認の方向に向いているようにも思いますけれど、

今のそれぞれのご発言を伺いますと、乱暴なんですけれど、○○委員、さっきの発言、引

っ込めてくれるなんていう発言にまでなるわけでして……。何か妙案ありませんか、○○

委員。 

【○○委員】大変ご迷惑をかけているようですが、座長が仰るように、この薬を認可する

ことはまかりならぬという内容ではないんですね。ただ、今まで販売されて、犬で使用さ

れたドーズと猫のドーズに差があるのはどこに根拠があるのかということだけ説明をメー

カーにしていただければそれで結構ですから、その辺、例えばアメリカで多分実験をやっ

ているのだと思うんですね。ですから、その辺の説明を明確にしていただければよろしい

かと思います。 

【○○委員】それともう１つですね。先ほどの○○委員のご発言、非常に大事な部分だと

思うんですね。やはり国内に持ち込む以上は、それなりの認可する役所も、メーカーはも

ちろんのこと、そして最終的にはユーザーイコール、特にこの手の薬物は一般家庭にまで

及ぶわけです。ですから、そこら辺のところで、外国製品だから何でもそれに従わなけれ

ばならんというのも、あるいは極めて主体性のない、近頃の日本の非常に象徴的な部分だ

と思うんですね。ですから、もし問題がありそうだというような場合には、やはりもっと

積極的にメーカーと相談をして、という方向で今後改善を進めていただくというような事

務局への宿題をのっけまして、どうでしょうか。承認を可とするということでよろしゅう

ございますか。このものについて今の条件をつけるのではなくて、一般論としてぜひこれ
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は宿題にしていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

【事務局】はい、責任を持ってメーカーの方にこの 0.2 と 0.3 の違いを説明させるように

させたいと思います。ついついＥＵでも同じように 0.2 と 0.3 で承認されていたので、世

界的にそうなのかなとちょっと気持ちが緩んでいた部分もありましたかもしれませんので、

ぜひ責任を持ってそこは対応させていただきたいと思います。 

【○○委員】今後もこの手の問題は起きてくると思いますので、心してひとつよろしくお

願いします。では、承認といたします。 

【事務局】ありがとうございます。 

 それでは、承認を可といたしまして、薬事分科会に報告させていただきたいと思います。 

 なお、再審査期間は２年間ということでよろしくお願いいたします。 

 

   〔動物用抗菌性物質製剤調査会関係〕 

   【新効能動物用医薬品】 

    ⑥動物用タリビッド錠 15、同 50、同 100 及び同粒 10％ 

 

【○○委員】それでは、続きまして、抗菌性物質製剤調査会関係でございます。動物用タ

リビッド錠 15、同 50、同 100 及び同粒 10％の製造承認事項変更承認ということでござい

まして、調査会の○○委員、お願いします。 

【○○委員】それでは、紹介させていただきます。ただいまご紹介がありましたように、

本剤は、第一ファインケミカル株式会社の動物用タリビッド錠等４製剤は、オフロキサシ

ンを主剤とする錠剤又は粒剤でありまして、現在犬及び猫の細菌性尿路感染症の効能で承

認されています。今回の事項変更は犬の細菌性皮膚感染症の効能を追加するための申請で

す。 

 本件は、動物用抗菌性物質製剤調査会において３回審議されまして、４月５日に開催さ

れた調査会において資料を整備した上で調査会における承認の可否に関する事前の調査審

議を終了し、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年間とするという審議結果でした。詳細は事務局より説明がございます。よろしくお

願いします。 

【事務局】それでは、事務局からご説明いたします。事前配付資料の赤の№６をお願いい

たします。動物用タリビッド錠 15、50、100、あと、粒の 10％です。№６の１ページ目に
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ございますように、製剤が４製剤で、オフロキサシンを主剤といたしております。一番最

後の製剤につきましては「タリビッド錠」ではなく、「タリビッド粒 10％」にご訂正下さ

い。申しわけありません。 

 １枚めくっていただきまして、用法及び用量になりますけれども、体重１kg 当たりオ

フロキサシンとして１日量５から 10mg を５から７日間経口投与するということです。 

 効能又は効果のところですけれども、まず有効菌種なんですけれども、今回事項変更承

認申請ということですので、適応症のところに従来犬の細菌性尿路感染症と猫の細菌性尿

路感染症、この２つの効能は既に持っておりまして、その有効菌種として本剤に感性の次

の菌種、ブドウ球菌属、大腸菌とありました。これに対しまして、今回の追加のものは適

応症として犬の細菌性皮膚感染症、これはちょっと大きな字で書いてあります。これと有

効菌種としましては、既に菌種としてありましたブドウ球菌属ということで、事項変更承

認申請になっております。 

 これにつきましては、先ほど座長からご説明がありましたように、平成 17 年 10 月５日、

そして１枚めくっていただきまして４ページ目になりますけれども、18 年１月 31 日、そ

して 18 年４月５日の３回の丁寧なご審議をいただきまして、今回部会で審議ということ

になります。７ページ目ですけれども、使用上の注意です。使用上の注意の中に当然今回

効能追加されましたところの犬の皮膚感染症につきまして新しくつけ加えるものがあれば

つけ加えることだったのですけれども、使用上の注意、７ページの一般的注意の中の

（６）「犬の皮膚感染症には様々な原因があることから、本剤の投与にあたっては、病気

の状態をよく観察して慎重に投与すること」、これが追加になりました。 

それでは、概要に従いましてご説明いたします。概要というタグは後ろの方についてお

ります。一番最後のブルーのタグになります。この概要というタグをあけていただきまし

て、ご説明いたします。１枚めくっていただきまして、目次がございます。今回承認事項

変更承認申請ということですので、新規承認のものと比べまして資料が若干少ない。起源

又は開発の経緯がありまして、薬理試験として薬効を裏づける試験がつけられております。 

吸収等試験としましては、今回皮膚感染症ですので、オフロキサシンの犬における皮膚

組織移行性とオフロキサシンの皮膚組織内濃度とブドウ球菌属、有効菌種のＭＩＣ９０値

との関連という項目がございます。あとは臨床試験を実施いたしました。それをまとめま

して用法・用量の設定根拠として説明がなされております。２ページ目に移ります。開発

の経緯ですけれども、犬、猫を対象にした動物用タリビッド製剤は、犬及び猫の細菌性尿
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路感染症の経口治療薬として平成 13 年に承認されたということが書いてあります。外国

での使用状況ですけれども、諸外国におきましてはオフロキサシンを主成分とする小動物

用の製剤は市販されておりません。公衆衛生に関する調査といたしましては、これは最初

の承認のときに再審査がかかっております。平成 15 年３月 31 日付で再審査申請を行って

おりますということで、この再審査期間中に実施しました公衆衛生に関する調査として人

の臨床分離菌株、それから公衆衛生に係る４菌種、それから犬・猫の尿路感染症由来臨床

分離菌株の薬剤感受性と経時的変化を調べております。１ページめくっていただきまして、

人の臨床分離菌株における推移の表がございます。時間も押しておりますので余り細かい

説明はいたしませんが、その次のページ、４ページ目は公衆衛生に係る４菌種ということ

で、めくりまして５ページ目にＭＩＣブレークポイントの設定と書いてありまして、６ペ

ージ目は糞便由来の大腸菌、腸球菌の検査、それから７ページ目は尿由来の臨床分離菌株

ということで感受性の調査がなされました。８ページ目ですけれども、家畜衛生上の有用

性ということで、まず１点目として犬の細菌性皮膚感染症の発生状況ですが、犬の細菌性

皮膚感染症は、外耳道炎、ノミ寄生に次ぐ第３位の来院疾病であるという統計をつけてき

まして、たくさんある疾病であるという説明がつけてあります。 

 治療薬は今何があるか、代替薬は何があるかという話につきましては、１ページめくっ

ていただきまして、ページを振ってありませんけれども、８ページの次ですから、９ペー

ジ、10 ページに表７－１、７－２として現在犬の細菌性皮膚感染症の効能で市販されて

いる経口抗菌薬ということで示してあります。今回の承認申請が一番左のタリビッド、オ

フロキサシンということですけれども、この他に同じフルオロキノロン製剤といたしまし

て、その隣のビクタスＳ錠、オルビフロキサシン、それから一番右側にありますゼナキル

錠、マルボフロキサシンという類似のフルオロキノロン製剤も承認をいただいております。

という状況です。11 ページなんですけれども、開発の意義がございますが、開発の意義、

このように既にフルオロキノロン製剤がある中でなぜオフロキサシンの製剤かという調査

会でもご審議されて、問題になったところでございますけれども、開発の意義が３点ござ

います。 

 １点目が 11 ページのところに書いてあります。皮膚に対する組織移行性が高いことを

示すデータがございます。ということで、１点目は皮膚移行性が高いこと。それから、２

点目ですけれども、錠剤と細粒剤がありますことから、体重に応じた適切な投与量の設定

が可能であるということ。さらに、３点目ですけれども、外耳炎に高率に併発する同一細
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菌による細菌性皮膚感染症に対して薬剤感受性の高いオフロキサシンを含有する点耳薬と

本経口薬を併用できるという３点目のメリットがあるということで開発の意義を示してお

ります。 

 薬理試験ですけれども、12 ページ目、薬理試験としまして、表１に示しましたのがブ

ドウ球菌属の薬剤感受性成績ということで、表１を見ますと一番上がオフロキサシンで、

２番目が同種同効薬のオルビフロキサシンですけれども、これにＭＩＣ５０値、ＭＩＣ９０

値を比較しまして、本剤は同等、もしくは同種同効薬のオルビフロキサシンよりもＭＩＣ

５０値、ＭＩＣ９０値が低いということが示されております。めくりまして、薬剤感受性の

変化につきましての表２もつけられております。投薬前と投薬後で、ＭＩＣ５０値、ＭＩ

Ｃ９０値は変わらなかったという成績です。さらに、その次、15 ページ目、吸収等試験に

おきましては皮膚移行性に関しまして試験をしましたということで、16 ページの図１が

つけられております。この場合、ブドウ球菌属ＭＩＣ９０値の 1.56 を横に点線で示してお

りますけれども、これに対しましてオフロキサシン投与量で皮膚内の濃度を示しておりま

す。皮膚内の濃度が丸で示してありまして、投薬量が多くなるほど皮膚組織内濃度が高く

なるという成績がございます。さらに、その次、臨床試験成績ですけれども、17 ページ

目です。これは対照薬としてオルビフロキサシンを用いまして臨床試験を実施しました。

18 ページ目の真ん中ぐらいですけれども、試験のデザインですが、２）治療方法として

オフロキサシン、本剤につきましては５から 10mg／kg の用量で 1 日 1 回最大７日間の投

与をいたしました。対しまして、対照薬のオルビフロキサシンは 2.5 から５mg／kg の用

量で１日１回で最大７日間の投与ということをいたしました。 

 効果判定基準なんですけれども、19 ページ目です。19 ページ目の４の２）臨床評価と

いうのがございまして、臨床評価値としましては、そこの①、②、③、④と書かれました

発赤、膿胞、丘疹、掻痒の４項目を挙げまして、それについての観察をいたしました。そ

して、その臨床評価値につきまして総合的な臨床評価値の改善率、有効率を用いまして、

20 ページの上ですけれども、総臨床評価値の改善率という形で計算いたしました。表１

ですけれども、個々の症例についての有効性判定基準ということで、著効、有効、やや有

効、無効ということで、有効は改善率が 70％以上 85％未満という形で判定基準を設定い

たしました。また、細菌学的評価も表２に示したような評価基準がございます。というこ

とで、成績は 34 ページまで飛びますけれども、34 ページをあけて下さい。34 ページ、こ

こに臨床試験の投与量別有効率ということでまとめておりますけれども、まず 34 ページ
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の表１ですけれども、投与量別細菌学評価区分ということで、用量別に細菌学的に陰性化

したもの、不変・菌交代したものという形で示されております。また、臨床評価スコア自

体については 34 ページの表２ということで、それぞれのスコアにつきまして推移と、そ

の次のページ、35 ページの表３ですけれども、臨床評価項目別スコア改善率につきまし

ては用量別の値を示しております。 

 そして、37 ページになりますけれども、37 ページの表７ですけれども、こちらに犬の

細菌性皮膚感染症に対するオフロキサシン製剤の投与量別有効率ということで、投与量別

のスコア、それから有効率がどのくらいだったかということが記載されております。これ

につきまして、有効率はそれぞれ低用量、中用量、高用量で示されております。というこ

とがございます。あと、また臨床試験の成績から安全性を考えましたところ、それにつき

ましてはまたまとめがございまして、ちょっと戻りまして、臨床試験の中の 31 ページに

なりますけれども、安全性の評価ということですが、31 ページの７の２）有害事象のと

ころで、本剤、ＤＺ-1200 群の３例で有害事象が認められますけれども、２例は嘔吐で軽

度であった。もう１例は発咳になりますけれども、これにつきましては因果関係がない。

認められました嘔吐なんですけれども、既に使用上の注意に記載されている事項というこ

とが説明されております。 

 以上、臨床試験の成績の説明ですけれども、まとめといたしまして、33 ページ、用

法・用量の設定根拠ということで、先ほどのメタカムでもご審議いただいたところですけ

れども、投与量の設定はきちんとしているということが示されております。１つの投与量

設定の根拠として、皮膚組織移行性の観点から、先ほど前のところで吸排試験のところで

出てきましたけれども、図１、これは点数が３点なものですから、折れ線でかいたところ

ですね。有効菌種のＭＩＣ９０値になるのが 7.5mg／kg 付近である。それより高ければＭ

ＩＣ９０値を超えて、低ければ若干低くなるわけですけれども、このように用量依存性の

皮膚移行性があるということが１点。それから、臨床試験における投与量別有効率という

ことで、34 ページなんですけれども、臨床試験におきまして投与量別細菌学的評価をい

たしましたところ、そこの表１に書かれたような成績で、スコアにつきましては先ほどご

説明いたしましたような、そのような成績があるということで、最終的には 37 ページの

犬の細菌性皮膚感染症につきましてどの用量におきましても有効であったということが示

されている。この２点をもちまして今回の用量設定をいたしましたということです。そし

て、その後、投与期間の決定の根拠ですけれども、38 ページ、投与期間のところですけ
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れども、５日目のところでは有効率が 57.1％ですが、７日目では 75.5％ということで、

５日よりは７日投与したものの方が有効率が高いであろうということで、５から７日間投

与。有効菌種ですけれども、犬の細菌性皮膚感染症から分離されたブドウ球菌属というこ

とで、それを有効菌属といたしました。 

 使用上の注意で、先ほどご説明いたしました２例の有害現象は嘔吐ですが、既に嘔吐に

ついては細菌性尿路感染症の承認の時に記載がある。もう１つの発咳については因果関係

がないものと確認されたということをもちまして、39 ページに書きましたような用法及

び用量、それから効能又は効果、使用上の注意というようなことになっております。 

 最後に、使用上の注意につきましては、先ほど一番最初にご説明いたしましたところの

審議経過票の上から７ページ目に書かれましたような使用上の注意ということになります。 

以上でご説明を終わります。 

【○○委員】それでは、ただいまの説明につきましてご発言をお願いします。 

 どなたかご発言ありませんか。 

【○○委員】表７－１の犬の細菌性皮膚感染症で承認・市販されている経口抗菌剤の表の

中で……。 

【○○委員】何ページですか。 

【○○委員】これはページがないんですね。概要の８ページの次の表ですね。 

 ここでニューキノロン２種類の比較の中で、制限事項の内容の意味が少し違うんです。

これはメーカーから申請があったとおりに書くのが正しいんですか。それともそういう指

導をするんですか。前にもやはりこういうケースが幾つかあったというふうに記憶してい

るのですが、制限事項の中で、高用量の投与によっていわゆる関節面の異常が起こる。今

回皮膚疾患に対する認可というのはニューキノロンとしてはかなり高用量の投与になりま

すね。今までの尿路感染症に比べれば。そこで起こり得る可能性がある幼若動物で関節面

に異常が起こる。このことに対しては 12 カ月齢未満の犬及び猫には使用しないこととか

なり強く制限していますが、同じニューキノロンでもオルビロフロキサシンの場合は３カ

月齢以下の犬への投与は慎重に行うことと。その記載の内容の違いについて、メーカーの

申請どおりにこういうふうにするのかどうか、その辺だけちょっとお聞かせ下さい。 

【事務局】今回は事項変更承認申請でございますので、既にこの使用上の注意はついてい

たということなので、そのついていたことの根拠となるデータが多分オルビロフロキサシ

ンのときのデータとオフロキサシンのデータで違ったことによって、この記載か違ってい
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るのであろうということです。今回の申請は用法・用量も変わらない、効能・効果の追加

ということですので、その記載を変える必要はないのではないかということで、審査をい

たしました。 

【○○委員】わかりました。もう１点ですね。タリビッドの人体用薬の説明が載っていま

したね。有効菌。いろんな種類の疾病と菌種が載っています。ほぼ同じ薬剤ですから、当

然動物であろうと、そういう抗菌力を持っている。今回ブドウ球菌に対する皮膚疾患の申

請ですね。皮膚疾患で高ドーズでないと皮膚への移行性が高くならないというデータを先

ほど説明いただいて、10mg/Kg ぐらいの用量を使うわけですね、皮膚疾患の場合は。尿路

感染症の場合は７日間という制限がありましたけれども、場合によっては 14 日間ぐらい

使わなければ十分治癒しないというようなことも考えられますね。これだけスペクトルが

広い薬剤を高用量で使うことで、消化管内の細菌がかなり抑制されてしまって、それによ

る２次的な障害が、これは抗菌剤を使っている人は皆さんそういう経験があると思うんで

すが、その辺に対する注意というのは注意書きの中にないので、その辺はいかがなものな

のでしょうか。 

【事務局】使用上の注意は何らかの試験成績によって認められた場合には書くわけなんで

すけれども、例えば犬でたくさんというか、これは従来からこの用量なのですけれども、

これで投与して腸内細菌に影響があったとか、そういうデータがあれば書くような形とい

うことなんですね。ということなので、今回そのようなデータもついてきませんでしたし、

これは再審査にかかっているものですけれども、その際にそのようなデータもなかったた

めにこの使用上の注意のままであるのだろうということなんですけれど。 

【○○委員】よろしいですか。他にご発言ございますか。特にないようですね。 

 それでは、承認でよろしゅうございますね。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、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年間といたします。どうもありが

とうございました。 

 

   〔水産用医薬品調査会関係〕 

   【新効能動物用医薬品】 

    ⑦水産用テラマイシン散 

     水産用テラマイシン散－200 
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     水産用ＯＴＣ散「コーキン」 

     水産用ＯＴＣ散「コーキン」－200 

     水産用ＯＴＣ散 100Ｗ 

     水産用ＯＴＣ散 200Ｗ 

   【新効能動物用医薬品】 

    ⑧水産用ＯＴＣ散「ＴＧ」10％ 

     水産用ＯＴＣ散「ＴＧ」20％ 

     水産用ＯＴＣ散「ＴＧ」40％ 

   【新効能動物用医薬品】 

    ⑨水産用ＯＴＣ20％「協和」 

   【新効能動物用医薬品】 

    ⑩水産用ＯＴＣ「住友」ブルー 

     水産用ＯＴＣ「住友」200 

   【新効能動物用医薬品】 

    ⑪水産用ＯＴＣ散 10％「ＫＭＫ」 

     水産用ＯＴＣ散 20％「ＫＭＫ」 

     水産用ＯＴＣ散 50％「ＫＭＫ」 

   【新効能動物用医薬品】 

    ⑫水産用ＯＴＣ散 20％「バイオ」 

     水産用ＯＴＣ散 20％「バイオ」ＮＣ 

   【新効能動物用医薬品】 

    ⑬水産用ＯＴＣ散 20％「ＴＳＡ」 

 

【○○委員】それでは、続きまして、やはり審議事項、水産用医薬品調査会関係でござい

ます。これは⑦から⑬まで水産用テラマイシン散他 17 品目の製造販売承認事項変更承認

の可否ということで、座長の○○委員からご説明をお願いいたします。 

【○○委員】それでは、⑦から⑬までですけれども、水産用テラマイシン散他 17 品目は

コーキン化学株式会社、株式会社トーヨー技術研究所、協和発酵工業株式会社、有恒薬品

工業株式会社、川崎三鷹製薬株式会社、バイオ科学株式会社、セラケム株式会社からふぐ

目魚類の効能の追加を承認事項変更承認申請された塩酸オキシテトラサイクリンを有効成
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分とする魚類用の飼料添加剤であります。 

 本製剤は、平成 17 年 12 月５日に開催された水産用医薬品調査会において追加試験を行

うことを条件に事前の審議を終了しております。追加試験が終了し、さらに平成 18 年５

月 16 日に動物用医薬品残留問題調査会における休薬期間に関する事前の審議を終了した

ことから本部会に上程されるものであります。 

詳細につきましては事務局から説明があります。 

【事務局】まず初めに資料の差し替えをお願いします。本製剤の残留問題調査会における

審査が終了したのが５月 16 日でしたので、審議経過票を事前に送付することが間に合い

ませんでした。審議経過票に残留問題調査会の審議を加えたものを当日配付資料 28 とし

て本日お配りしておりますので、資料番号７の審議経過票の差し替えをお願いします。承

認は品目毎に与ええるという薬事法の規定に従い、審議事項としては⑦から⑬までオキシ

テトラサイクリン製剤を列記しておりますが、これらは共同開発で内容は全て同じですの

で、一括してご審議をお願いします。 

 それでは、資料番号７の申請書に添付されております概要に沿って説明させていただき

ます。目次のタグに重なって概要のタグがありますので、そこをお開き下さい。添付資料

概要の１ページをご覧下さい。塩酸オキシテトラサイクリンは現在すずき目魚類、あゆを

除くにしん目魚類、うなぎ目魚類及びかれい目魚類が使用対象動物となっていますが、ふ

ぐ目魚類は使用対象動物ではありません。平成 15 年の薬事法の改正に伴い、それまでの

規制対象外であったふぐ目魚類についても薬事法に基づく使用規制の対象動物に含まれる

こととなりました。しかしながら、現在ふぐ目魚類を対象として承認されている抗生物質、

又は合成抗菌剤がないことから、ふぐ目魚類の細菌性感染症に対する有効な治療方法が存

在しない状況となっております。このような中、ふぐ目魚類のビブリオ病対策に使用でき

る医薬品の開発は養殖業者の強い要望となっており、水産庁が中心となって独立行政法人

水産総合研究センター、製薬会社、都道府県の水産試験場の協力体制のもと、ふぐ目魚類

に使用できる医薬品の開発を進めてきたものです。 

 薬剤感受性試験は水産総合研究センター養殖研究所病害防除部が、吸収等試験について

は愛媛県魚病診断センターが、臨床試験の２カ所はともに長崎県水産試験場が実施してお

ります。そして、残留試験の１は福井県水産試験場が、残留試験の２は熊本県水産研究セ

ンターが実施しております。このように、本申請は、トラフグ養殖業者の要望にこたえて

官民協力体制のもと開発を進めてきたものです。 
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 本申請はふぐ目魚類のビブリオ病を対象に効能拡大の申請をしておりますが、ふぐ目魚

類におけるビブリオ病は条件性病原体と考えられており、ビブリオ病そのものの被害はそ

れほど多くありません。ふぐ目魚類で多い疾病はエラムシやハダムシなどの寄生虫感染症

です。しかしながら、ビブリオ病に感染したフグでは寄生虫寄生が重篤になったり、また

逆に寄生虫の寄生があるところにビブリオが感染することで症状が悪化することも知られ

ており、ビブリオ病の治療は養殖フグの魚病被害の低減に必要なことと考えております。 

 概要書の３ページ、安全性に関する試験をご覧下さい。１群を 30 尾とし、投薬常用量

の２倍用量、５倍用量及び 10 倍用量並びに対照の４試験区を設定し、投薬前６日間、投

薬期間７日間、投薬後８日間の計 21 日間、トラフグの一般状態及び死亡数を観察し、ま

た平均増体重及び飼料効率を求めました。一般状態では対照群を含む全群において投薬終

了４日以後にシュードカリグスの寄生によると思われる摂餌行動の不活発が観察された他

は、遊泳状態、体色に異常は認められませんでした。トラフグにおいてはシュードカリグ

スの寄生は健康な個体でも常に２、３個体認められ、寄生のない種苗の入手は困難です。

摂取行動が低下した時期はシュードカリグスの寄生が拡大した時期と一致しており、摂餌

の低下はシュードカリグスの寄生によるものと考察されました。一般に外部寄生虫の感染

は抗生物質又は合成抗菌剤の副作用を増強することはあっても、軽減することはないと考

えられております。従って、シュードカリグスの感染は本剤の安全性を確認する上で有意

な影響を与えるものではないと考えております。死亡については、２倍量投与群で休薬２

日目に１尾、５倍量投与群で投薬２日目、３日目及び休薬４日目、６日目に各１尾の計５

尾の死亡が観察されました。しかしながら、10 倍用量群では死亡が認められず、死亡と

本剤の用量との間の相関は認められませんでした。 

 一般の養殖環境においてもこの時期のトラフグはかみ合いをすることが多く、それによ

る死亡が普通に認められており、死亡個体の死亡状況から死亡原因はかみ合いによるもの

であり、薬剤投与による特異的影響ではないと考察されました。表１をご覧下さい。増体

重と飼料効率において用量相関性が認められております。ただ、これについてもシュード

カリグスの影響も否定できず、必ずしも本剤の投与が原因と断定することはできませんで

した。以上の結果から、成長抑制の可能性が示唆されているものの、重篤な副作用は認め

られず、本剤のトラフグに対する安全性が確認されました。 

 続いて、４ページの効力を裏づける試験をご覧下さい。効力を裏づけるため、Vibrio 

anguillarum のＭＩＣを測定しております。結果は次のページの表２に書いてあります。



 

 - 64 - 

トラフグ分離株５株についてはすべてＭＩＣは１μg／mL となっております。また、トラ

フグ分離株とブリ及びカンパチ由来株とは生物学的に同等であることが示されております

が、ブリ及びカンパチ由来株もすべてＭＩＣは１μg／mL となっております。次のページ、

６ページの吸収等に関する試験をご覧下さい。トラフグにおけるオキシテトラサイクリン

の吸収、体内分布、消長を調べるため、50mg 力価／kg を１回強制経口投与し、投与後１、

３、６、24、48 及び 72 時間における血液、筋肉、肝臓及び腎臓の組織内濃度を測定しま

した。結果は表３にあるとおり、筋肉では残留した薬物の排出が他の臓器よりも遅いこと、

肝臓及び腎臓では投与後数時間で最高濃度に達し、その後低下すること、筋肉よりも肝臓

及び腎臓の方が高い濃度で残留し、最も高く残留するのは肝臓であることが示唆されまし

た。 

 次のページ、７ページの臨床試験に関する資料をご覧下さい。本剤の開発は平成 15 年

の薬事法改正前、平成 14 年から始めたわけですが、申請が出されたのは平成 17 年になっ

てからです。このように申請が遅れた原因は、トラフグのビブリオ病における臨床試験の

難しさにありました。トラフグのビブリオ病は、私の学生のころは日和見感染症と言った

のですが、条件性感染症です。ですから、発生が確認されてもそのまま自然治癒してしま

う場合もあります。また、先ほども説明したように、トラフグには必ずといっていいほど

普通に外部寄生虫が感染しております。ビブリオ病に感染した場合には遊泳力が落ちるこ

ともあって、外部寄生虫感染症が拡大し、死亡原因が分らなくなってしまうのです。 

 そのような困難がある中、収集した臨床試験の結果ですが、表５をご覧下さい。これは

無投薬対照群も自然治癒してしまった例です。無投薬対照群の死亡率は 3.1％と低いので

すが、投薬群の死亡率 0.8％と比べると有意な差が認められております。 

 次のページをご覧下さい。表６はカリグスの寄生が認められた例です。無投薬対照群の

死亡率 18.9％に比べて、投薬群の死亡率は 13.1％でやはり統計学的に有意な差が認めら

れております。このように試験結果は明確ではないものの、臨床試験の結果、本剤の有効

性は確認されております。次のページをご覧下さい。残留性に関する資料です。トラフグ

は無胃魚といいまして、胃がない魚です。胃がない魚というのは１日中少しずつ食べ続け

るという生態を持っていますが、養殖状態では１日中餌を与え続けることはできませんの

で、１度に餌を食べるというトラフグにとっては自然でない状況で飼育されることとなり

ます。そのため、餌の形態の違いが残留性にも影響しております。福井県水産試験場では

ＥＰ飼料という固形飼料を用いて投薬しております。一方、熊本県水産研究センターでは
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モイスト飼料という半生タイプの飼料を用いております。次のページの表８をご覧下さい。

固形飼料を用いた福井県の試験結果では筋肉で 18 日目、肝臓で 27 日目に組織内濃度が残

留基準値の 0.2ppm 以下となっており、45 日目にはすべての試料で検出限界値以下となっ

ております。次のページの表９をご覧下さい。モイスト飼料を用いた熊本県の試験結果で

は投与後９日目で既に筋肉及び肝臓ともに組織内濃度が残留基準値以下となり、27 日目

にはすべての試料で検出限界値以下となっております。固形飼料を用いた福井県では熊本

県で使用したモイスト飼料に比べ、消化に要する時間が長くなり、その結果、薬餌の体内

貯留時間が長くなることにより、投薬魚の薬剤吸収量が増加し、残留期間が長くなったも

のと推察されております。 

 残留問題調査会の事前の調査審議では、固形飼料を用いた福井県の試験から休薬期間を

40 日とすることで所定の審議を終えております。 

 再び６ページの吸収等に関する試験をご覧下さい。ＭＩＣは１μg／mL だと説明しまし

たが、表３をご覧いただきますと、肝臓では６時間後に１を超えておりますが、筋肉では

いずれの時点においても１を超えておりません。この点に関連して、水産用医薬品調査会

では本剤の有効性に疑問があるということで、本剤を７日投与した後の体内残留濃度がＭ

ＩＣを超えていることを示す追加試験を実施することを条件として付されました。 

 一番前の審議経過票をご覧下さい。３枚めくっていただき、長崎県が実施した追加試験

の結果が別添資料１として添付されております。この資料の５ページの表４にその結果が

示されております。筋肉内濃度を見ると、６時間後に平均で 1.06 となっておりますが、

最低では 0.86 であり、１を超えておりません。ページを３枚めくって別添資料２をご覧

下さい。先に測定したＭＩＣは 0.5 の次に１を測定しておりましたので、正確なＭＩＣは

0.5 と１の間にあると思われました。そこで、詳細なＭＩＣを測定したところ、0.6 から

0.8 となりました。このことから水産用医薬品調査会から課せられた条件が満たされたと

判断し、本日ご審議いただくこととなりました。ご審議のほど、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ご発言をお願いします。 

 どなたかご発言ございませんか。どうぞ、○○委員。 

【○○委員】そもそもＭＩＣ等の組織の関係は私が調査会で質問したのですけれど、ここ

で微生物の専門の先生にちょっとお伺いしたいんですけれど、ＭＩＣをわずかでも超えて

いれば効果は期待できるのか、ある程度上回って、それで次の投薬までには多少切れるぐ
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らいでもいいというふうに考えるのか、そこはいかがなものなんでしょうか。例えばこれ

を見ると、0.6 とか 0.7 とかというのが仮にＭＩＣだということですね、新たに。例えば

血漿などを見ると３時間でも 0.5 とか 0.58 とか、６時間で 0.6 とか 0.71、0.97、辛うじ

て超えているものもある。このような状況で効果は期待できるものですかね。いかがでし

ょうか。 

【○○委員】いろんな条件で異なります。一般的に培地を用いた状態で菌をＭＩＣ以上に

曝しますと、非常に薬が効きます。ところが、皮膚にくっついている状態、いわゆるコロ

ナイズしているような状況では、ＭＩＣを超えたからって必ずしも効くものではないんで

すね。バイオフィルムという言葉はよくお聞きになると思うんですが、そういう状態のと

きは抗菌薬があまり効きにくい。特にテトラサイクリンですと、静止状態のステージにあ

る菌にはほとんど効かないということが言えると思います。ですから、ＭＩＣだけでは判

断できない部分があるかと思います。しかし、逆に生体中の血清などが作用すると、今度

はＭＩＣ以下でも十分効くことがあるわけです。非常にその判定は難しいと思います。 

【○○委員】よろしいですか。 

【○○委員】私には判断がつかないので一応お伺いしたんです。 

【○○委員】この薬を使って統計学的に処理されて、有意差があるということなんですが、

実際に死んだ数を見ますと、そんなに変わらんですよね。ですから、有意差はあるけれど

も、有意義な差であるかどうかという判定がなされたのかというのがちょっと疑問に思い

ました。その辺、いかがでしょうか。 

【○○委員】これは事務局でしょうか。どうぞ、○○委員。 

【○○委員】その辺は調査会でも議論になりました。 

 １つは、事務局からも説明がありましたけれど、このバクテリアというのは条件性病原

体ということで、魚の調子が悪い時に感染するとか、あるいは２次感染のようなもので感

染する。ただ、経験的にはそれで単独ではないにしても、結果的にはビブリオ病として死

ぬというケースがある。そういう非常に扱いにくい病気で、大体かかって被害が出るのは

小さい、稚魚の段階なんです。それで、結果的には臨床試験で非常に理想的な材料をとれ

なかった。そういう背景があって、ああいうデータになってしまった。それで、いろんな

委員の先生からいろんな意見が出たのですけれども、現場に詳しい人ですと、こういうよ

うな流行のパターンといいますか、あんまりはっきりしないような形で出て、ただ死亡率

は低いのだけれど、菌を分離すればビブリオぐらいしか出てこないとか、そういうような



 

 - 67 - 

ことがあるので、こういう出方をよくすると、一応統計上の差は出ているので、いいので

はないでしょうかというような意見で大体調査会はまとまりました。 

【○○委員】○○委員、よろしいですか。 

【○○委員】自然治癒もかなり高いようですから、無理して薬を使わなくても、損耗率が

１万匹の中で 50 匹死ぬところを 100 匹ぐらい死んでも（１％の消耗率は）いいのかなと

いう気が……。その辺のところはちょっとわりかりませんけれども、本当に薬を使わなけ

ればならないほどの状況かなという気がちょっとしたので。 

【事務局】私どもの方で魚病の統計をとっていると、ふぐ目で死亡原因が多いのはやはり

外部寄生虫感染症が非常に多いのですが、それと同時にビブリオもとれているものもある

ということで、両方の相互作用で被害が起きているのではないかというふうに考えており

まして、ビブリオを抑えることで今まで外部寄生虫で死んでいたというものも大分おさま

ってくるのではないかというふうに期待しております。 

【○○委員】よろしいですか。 

【○○委員】概要の３ページですけれども、テトラサイクリンを倍、倍投与していって、

体重の増加を見ていますね。投与量依存的にむしろ体重が減ってきているような感じがし

ますけれども、この理由は……。 

【○○委員】これがテトラサイクリンの影響か、影響じゃないかというはっきりしたこと

が分らなかったのですが、ただ、このときにシュードカリグスの感染が同じく広がってし

まっておりまして、シュードカリグスが体重が減っているものの方が、正確な統計はない

のですが、見た目は多かったということで、どちらの影響かはっきりしなかったというこ

とで、結論としては増体重が減る可能性はあるけれども、その他の影響はなかったという

ことで、安全性を確認したということになっております。 

【○○委員】よろしいでしょうか。ちなみに、15ｇ前後というのは大きさにすると 10 ㎝

ぐらいですか。 

【事務局】そうです。小さなものです。このぐらいだと思います。 

【○○委員】他にいかがですか。つまり、これは官民一体で開発したいと。これからます

ます盛んになるだろうと思われる養殖業の、特にフグの部分が今までネックだったわけで

すね。そこのところを何とかしようというのがどうやら目的のようですね。 

 他に何か否定的なご意見ありますか。 

【○○委員】このテトラサイクリンは骨の移行性がいいですよね。そういったことからい
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くとよくフグなんかは、から揚げなどにして食べますが、骨への移行性や残留性について

はいかがですか。 

【事務局】この試験では骨に対する残留は見ておりません。から揚げにする場合は高温で

処理されますので、特に問題ないと思っております。 

【○○委員】他にいかがでしょうか。ご発言……。特にないようです。特に否定的なご意

見はないと思います。承認ということでよろしいでしょうか。ということは、当初のよう

にこれで一括 13 番までというふうに解釈してよろしいですね。 

 それでは、赤い番号の７番から 13 番までがこれで終了でございます。 

【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、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年間といたします。 

 

   関連事項：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 

   〔水産用医薬品調査会関係〕 

 

【事務局】引き続き、議事次第（３）に飛びますが、ただいまご審議いただいた審議事項

⑦から⑬の承認に伴う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ご審議

いただきたいと思います。資料№15－２をご覧下さい。使用規制省令の別表１に医薬品と

して「塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤（別表第２に掲げるもの

を除く。）」とし、使用対象動物「ふぐ目魚類」、用法及び用量「１日量として体重１kg 当

たり 50mg 以下の量を飼料に混じて経口投与すること。」、使用禁止期間「食用に供するた

めに水揚げする前 40 日間」を追加したいと思います。ご審議、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を求めます。どなたかご発言ありますか。

特にないようです。 承認といたします。 

 

   （２）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】それでは、この次は生物学的製剤基準の一部改正ということでございます。

○○委員から説明をお願いします。 
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【○○委員】説明いたします。 

 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あ

ります。本改正案は平成 18 年４月 17 日に開催されまし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、本部会に上程されものです。 

 詳細につきましては事務局から説明があります。よろしくお願いします。 

【事務局】それでは、ご説明させていただきます。財団法人化学及血清療法研究所が既に

承認を持っておりますキメロンＨＣ、こちらが再審査期間６年間を終了いたしましたので、

新たに生物学的製剤基準に追加するものでございます。 

 赤い資料№14 をお手元にご準備下さい。表紙をおめくり下さい。血清類ジステンバ

ー・犬伝染性肝炎血清の項の次に、「抗猫ウイルス性鼻気管炎ウイルス・抗猫カリシウイ

ルス混合抗体（組換え型）」を新たに追加するというものでございます。 

 基準の中身といたしましては、大きく４項目ございまして、１つ目が定義、２つ目が製

法となっております。３つ目が３ページ目、試験法となっておりまして、最後に４項目め

が４ページ目になりますが、貯法及び有効期間となっております。それぞれの試験項目等

につきましては既に承認時にご審査していただいておりますものをそのまま製剤基準にし

たものでございます。よろしくお願いいたします。 

【○○委員】ただいまの説明についてご発言ございますか。特にないようです。 

 承認といたします。 

 

   （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 

   〔水産用医薬品残留問題調査会関係〕 

 

【○○委員】続きまして、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、15

－３、これについて残留問題調査会の熊谷先生が今日お休みでございますので、下田先生

から説明をお願いします。 

【○○委員】座長の代理で説明いたします。 

 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が厚生労働省により昨年 11 月 29 日に告示され、本年５月 29 日に施

行されます。この改正に伴い、動物用医薬品についても新たに多数の残留基準が設定され、

これらを超えて残留する食品の流通が禁止されることになります。このポジティブリスト
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制度の導入に対応するために、既存の動物用医薬品について、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とし、本部会でも審議してきました。

これまで審議してきた医薬品についての改正は５月 29 日に施行する予定です。 

 本日審議する６医薬品は農林水産省が実施した試験成績に基づき、新たに残留基準と整

合性のある使用基準を設定するものです。 

 本案の詳細については事務局より説明があります。よろしくお願いいたします。 

【事務局】ありがとうございます。 

 ただいま下田先生よりご説明いただきましたように、資料ナンバーが黒の当日配付資料

の№15－３となります。こちら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

いてということですけれども、先ほど下田先生よりご説明いただきましたような背景を持

ちまして、今回使用基準の改正案をご提出をいたします。改正の内容は先ほどのご説明の

とおりでございます。別表第１ですけれども、別表第１というのは、単剤につきましての

医薬品のリストということになりますけれども、個別に医薬品、使用対象動物、用法及び

用量、使用禁止期間を定めたものです。 

 医薬品といたしましては、そちらに書いてあります「塩酸オキシテトラサイクリンを有

効成分とする乳房注入剤」から「セファピリンベンザチンを有効成分とする乳房注入剤」

までの６医薬品になります。これにつきましては残留問題調査会で適切なご審議をいただ

きましたので、こちらにおきましても、データはついていないのですけれども、ご審議を

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発言をお願いします。 

【○○委員】ちょっと確認させていただきたいんですけれども、今から省令の一部改正と

いうことで、既にこの製剤、休薬期間は設定されているものを改めて使用基準に持ち上げ

るものなんでしょうか。 

【事務局】はい、そうです。これらは既存の製剤で承認の製剤でございますので、既に休

薬期間はついております。ほとんどの医薬品につきましては現在の休薬期間そのままとい

うことですが、１つの医薬品、一番最初の塩酸オキシテトラサイクリンを有効成分とする

乳房注入剤の使用禁止期間の乳の 144 時間のみ延びるということになります。この点に関

しましては、既に事前に今後延びる可能性があるということで、使用者の皆様にお知らせ

しておりますので、この案が了承されて、またパブリックコメント等所定の手続を経まし
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て使用基準の改正が行われるわけですけれども、この案が出ているということにつきまし

てはまたご連絡いたしますので、使用者の方の混乱を招くということはないと思います。 

【○○委員】もう１つ、細かい話で申しわけないですけれど、猶予期間というか、施行に

関して附則というか、どういう形で設定されるのでしょうか。一番気になるのは、先ほど

延長したものですね。それに関して案として示しているから、現場では混乱は生じないと

いう話だと思うんですけれども、他のものも休薬期間で問題ないという形でいっているの

で、即施行するのか、今までと同様に猶予期間をつけて使用基準とするのか、その辺は整

理されているのでしょうか。 

【事務局】これまでの対応としましては、公布から６カ月の猶予期間として、表示の猶予

期間を設定しています。まだそこまで考えていなかったのですけれども、即施行で差し支

えないと思います。 

【○○委員】よろしいですか。実際にはどういう形で末端に伝達されるんですか。 

【事務局】薬事法上はまだこれは使用基準になっていないということですので、とりあえ

ずのところは使用基準の改正という形ではありません。休薬期間が現行のものと同じもの

につきましては、もう既に休薬期間があるわけですから、そのままの状態です。使用基準

改正案が出ているということはパブリックコメント等でお知らせします。延びるものにつ

きましては、今後使用基準が改正されて、延びる予定ですという形で承認を持っていらっ

しゃる方の方からお知らせがいくという形です。あとは現在動物用医薬品検査所のホーム

ページで今後延びる予定ということでもう公表しておりますので、その形で皆様に周知徹

底されております。また、都道府県につきましても延びる予定ということでご連絡してお

ります。 

【○○委員】通達がいっているわけですね。 

【事務局】はい。通知がいっております。 

【○○委員】特にご発言ございませんか。では、これも一応承認ということになります。

よろしゅうございますね。 

【事務局】ありがとうございます。 原案どおり薬事分科会に報告させていただきます。 

 

  Ⅱ）報告事項 

   （１）動物用医薬品の承認事項変更承認の可否について 

   〔動物用一般医薬品調査会関係〕 
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   【新効能動物用医薬品】 

    ①レボリューション６％及び同 12％ 

 

【○○委員】そうしますと、これで一応審議事項は終了ということで、次に報告事項とい

うことになります。まず最初に一般医薬品調査会関係のレボリューション６％及び同

12％の製造販売承認事項変更承認の可否ということで、これは事務局から説明をいただく

のでしょうか。 

【事務局】ご説明させていただきます。お手元の資料№16、赤色のナンバーでございます

が、ご用意下さい。レボリューション６％及び同 12％、こちらはファイザー株式会社よ

り製造販売承認事項変更承認申請されたものでございます。成分及び分量といたしまして

は、６％製剤が主剤セラメクチンを 60mg、１cc 当たり含有しております。12％製剤はそ

の倍の 120mg を１mL 中に含有しております。今回の変更点といたしましては、２ページ

目をお開き下さい。６の効能又は効果におきまして、レボリューション６％、犬の部分で

新たにノミ卵の孵化阻害及び殺幼虫作用によるノミ寄生予防を追加しております。また、

同じく、猫のところでノミ卵の孵化阻害及び殺幼虫作用によるノミ寄生予防を追加したも

のでございます。同様に、12％製剤につきましても同じ効能・効果を追加しております。

また、この効能・効果の追加にあわせまして、用法及び用量につきましてもそれぞれこれ

らの効能・効果に対する用法を追加させていただいているものでございます。 

 審議経過といたしましては、平成 18 年４月 27 日に一般医薬品調査会の審議を経ており

まして、本剤については下記の事項について整備することを条件に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へ報告して差し支えないというものでござい

ました。下記の事項というのは、（１）と（２）でございます。（１）はノミ卵の孵化阻害

のメカニズムについて説明すると。（２）につきましては、本剤と同効の既承認ＩＧＲ剤

との効果を比較した記載を追加することということで、３ページ目に対応が記載されてお

ります。対応についてご了承いただきましたので、今回ご報告するというものでございま

す。よろしくお願いいたします。 

【○○委員】これはいわゆる審議ではございませんで、報告ですから、特段の何かご質問

等あれば承りますが、いかがでしょうか。よろしいですね。それでは、了承いたしました。

次へいきましょう。 

【事務局】ありがとうございます。 
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   〔水産用医薬品調査会関係〕 

   【新効能動物用医薬品】 

    ②アマリンレンサ 

 

【○○委員】今度は水産用医薬品調査会関係でございまして、アマリンレンサの製造販売

承認事項変更承認の可否ですね。これも事務局から説明をお願いします。 

【事務局】アマリンレンサの製造承認事項変更承認申請について報告させていただきます。

№17 の審議経過票をご覧下さい。申請者は日生研株式会社です。 

 本剤は、ブリのα溶血性連鎖球菌症の予防ワクチンとして 2001 年３月に製造承認され

ており、2004 年 12 月にはカンパチが効能追加されております。今回対象動物をブリ及び

カンパチの２種類からぶり属全体へと効能拡大するということで、製造承認事項変更承認

申請が出されました。平成 18 年４月 13 日に開催された水産用医薬品調査会では、本剤に

ついては審議の結果、承認を可とし、動物用医薬品等部会に報告しても差し支えないとさ

れております。アマリンレンサについての報告は以上です。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 特段のご質問等ございましょうか。特にないようです。了承ということです。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

   （２）動物用体外診断用医薬品の承認の可否について 

   〔動物用一般医薬品調査会関係〕 

   【測定項目が新しいもの】 

    ①犬用ＥＲＤヘルススクリーン 

    ②猫用ＥＲＤヘルススクリーン 

 

【○○委員】続きまして、犬用ＥＲＤヘルススクリーン及び猫用同じくＥＲＤヘルススク

リーンについて、これは動物用の体外診断用医薬品ということでございますが、これも事

務局からお願いします。 

【事務局】ご説明させていただきます。 

 その前に、実は一部変更がございましたので、今からお手元の方に差し替えの用紙をお
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配りいたします。全差し替えですので、先に配られているものについては破棄していただ

ければと思います。 

【○○委員】皆さん、行き渡ったでしょうか。では、事務局、お願いします。 

【事務局】それでは、ご説明させていただきます。 

 本製剤は、犬用ＥＲＤヘルススクリーン及び猫用ＥＲＤヘルススクリーンでございます。

いずれも動物用体外診断用医薬品として、製造販売承認申請がノバルティスアニマルヘル

ス株式会社からされているものでございます。当該体外診断薬につきましては、２ページ

目をご覧下さい。下から３段目の６、使用目的でございますが、犬の尿中微量アルブミン

の検出、猫用につきましては、猫の尿中微量アルブミンの検出ということでございます。

エライザ法を用いておりまして、７の動物用一般医薬品調査会審議結果といたしまして、

平成 18 年４月 27 日にご審議いただきまして、３ページ目をご覧下さい。指摘事項につき

ましては犬用も猫用も同一の指摘を受けておりますので、一括してご説明させていただき

ます。審議結果といたしまして、本剤につきましては、下記の事項を整備することを条件

に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へ報告して差し支え

ないというものでございます。下記の事項といたしましては２点ございまして、１点目が、

尿中微量アルブミン測定の臨床的意義を明確にすること。２点目といたしまして、使用上

の注意の一般的注意のうち、（２）及び（３）については、用語を見直す等、内容を整備

することというものでございました。対応といたしましてその下に対応が記載されており

ます。この内容につきましては、動物用一般医薬品調査会の方でご了承を得られているも

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。特段のご質問等ございますか。よろしいでしょう

か。それでは、了承といたします。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

   【測定項目が新しいもの】 

    ③牛乳中Ｐ測定キット「ＫＭＫ」 

    ④血液中Ｐ測定キット「ＫＭＫ」 

 

【○○委員】続きまして、同じく牛乳中のＰ測定キット「ＫＭＫ」及び血液中のＰ測定キ

ット「ＫＭＫ」ということで、これも動物用の体外診断用医薬品の輸入承認の可否という
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ことでございます。事務局から説明をお願いします。 

【○○委員】ご説明させていただきます。事前に配付しております資料、赤№20 と赤№

21 をご用意下さい。それから、誤字がございましたので、まず最初に訂正させていただ

きたいと思います。表題が「動物用医薬品輸入承認審議経過票」となっておりますが、こ

れは「輸入」ではなく、「製造」の誤りです。資料№20、21 とも同様の間違いになってお

ります。「製造」に修正をお願いいたします。それから、資料№20 の５、用法及び用量、

１ページ目でございますが、そちらの１｢検体用牛乳｣の項のところで２行目「冷蔵に保存

し」とございますが、「冷蔵庫に保存し」と修正をお願いいたします。 

 それでは、牛乳中のＰ測定キット「ＫＭＫ」及び血液中のＰ測定キット「ＫＭＫ」につ

きまして、こちらもエライザ法なのですが、測定原理等については同様ですので省略させ

ていただきますが、いずれも川崎三鷹製薬株式会社から製造承認申請されたものでござい

ます。２ページ目をお開き下さい。６の欄でございますが、効能又は効果といたしまして、

「牛：牛乳中プロゲステロン測定による妊娠診断」、血液中につきましては、「血漿又は血

清中プロゲステロン測定による妊娠診断」ということでございます。 

 動物用一般医薬品調査会審議結果といたしまして、平成 18 年４月 27 日の審議におきま

して、本剤については、下記の事項について整備することを条件に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へ報告して差し支えないとしております。 

 指摘事項の内容といたしましては、血液中、牛乳中いずれも同様でございますが、数値

を対数化した上で、適切な統計処理を行い、その成績を添付することというものでござい

ます。実際に成績を新たに添付していただきまして、その結果、一般医薬品調査会におい

て了承を得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。特段のご発言ございますか。よろしいようで……。

では、了承いたしました。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

   （３）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扱いについて 

      スルホンアミド（サルファ剤） 

    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扱いについて 
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      エンロフロキサシン、セファレキシン 

    ③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扱いについて 

      酢酸クロルマジノン 

 

【○○委員】それでは、続きまして、動物用医薬品の再評価について、これも事務局から

お願いします。 

【事務局】それでは、資料№22 をお手元にご用意下さい。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扱いについてでございます。成分が３つありまして、まず１

つ目、①スルホンアミド（サルファ剤）でございます。どのような情報があったかと申し

ますと、トリメトプリム又はオルメトプリムによって増強されたスルホンアミドが用量非

依存性に、犬に対し特異体質的な毒性が示されたという文献が１件ございました。この情

報についての対応に当たりまして、考慮した事項が２つありまして、１つが、対象品目、

これは日本で承認されているスルホンアミドを主成分とする品目ですが、それのうち、配

合成分が含まれている――配合成分というのはＴＭＰとＯＭＰです――製剤は２品目あり

まして、そのうち文献で報告されているのは１品目があるということが１つ。それから、

２つ目ですが、現在の使用上の注意にはスルホンアミドの犬への特異体質的な毒性に対す

る記載はないというこの２つでございます。そして、その対応ですが、犬を対象動物とす

るＴＭＰ又はＯＭＰを含むスルホンアミドについて使用上の注意【対象動物に対する注

意】副作用の項に、今回毒性が認められたそのことをこういうふうに羅列して、これを追

加記載することとして、再評価指定しないこととするというものでございます。 

 ２つ目ですが、②エンロフロキサシン、セファレキシンの成分についてでございます。

情報ですが、セファレキシン又はエンロフロキサシンを投与した犬の尿中グルコースを検

出試薬にて検査したところ、偽陽性を示す可能性を示唆する文献報告が１つあったという

ものでございます。この情報に対する対応に当たりまして考慮した事項は２つですが、１

つ目が、対象品目のうち、セファレキシン製剤を投与した犬では、日本で一般に用いられ

ている検査法であるストリップ方式の一部製品において偽陽性の検体が認められた。２つ

目ですが、人体用のセファレキシン製剤において、使用上の注意に｢臨床検査結果に及ぼ

す影響｣として、テステープ反応を除くベネディクト試薬、こういう注意事項が記載され

ているというものであります。その対応でございますが、その製剤の使用上の注意の【そ

の他の注意】に、｢尿糖検査では偽陽性を呈することがあるので注意すること」と記載す
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ることとし、再評価指定しないこととするとしたものであります。エンロフロキサシンの

方について記載がありませんが、エンロフロキサシンの方はストリップ方式の検査法には

特に影響は認められていない。錠剤のみの影響であったもので、今回は対応していないと

いうものです。 

 それから、③の酢酸クロルマジノン。情報は、酢酸クロルマジノンのマウス腹腔内投与

によるマウス骨髄細胞の姉妹染色分体交換及び染色体異常を指標とした遺伝毒性試験にお

いて、有意な増加が認められた。そのことから、マウス骨髄細胞におけるＣＭＡの遺伝毒

性が示唆された文献が１つというものであります。考慮事項ですが、１つ目が当該文献で

は血中のＣＭＡ濃度が明らかにされていない。２つ目が、対象品目は皮下移植剤であり、

腹腔内投与と比較して血中ＣＭＡ濃度は低く推移すると考えられる。３つ目ですが、続報

の文献がありまして、ヒトリンパ球の姉妹染色分体交換、染色体異常を指標とした遺伝毒

性試験において、ＣＭＡが用量依存性に、活性酸素のような役割を果たしている可能性が

示唆されたというものです。対応ですが、この文献１件をもって影響を与えるということ

は推測されないため、再評価指定をしませんが、引き続き同様の情報の収集に努めること

とするというものであります。以上です。 

【○○委員】ありがとうございました。特にご発言、ございましょうか。よろしいですね。 

【○○委員】言葉の問題だけで、訂正していただければいいんですけれども、スルホンア

ミドのところですが、下から５行目、「胆汁分泌停止又は壊死によって構成される肝臓病」、

これは変な言い方なので、「胆汁分泌停止又は壊死を伴う肝疾患」、そんな感じにしていた

だきたいと思ったんです。もう１つは、その下の「タンパク喪失腎症」というのは「タン

パク喪失性腎症」、その２点を修正した方がいいと思います。 

【○○委員】これはメーカー側からの回答文ですか。 

【事務局】主にメーカーからの回答文を踏まえて対応をつくったものであります。 

【○○委員】今のはやはり正しい日本語といいますか、専門語になるようにひとつ訂正を

お願いします。 

【事務局】はい、わかりました。 

【○○委員】他にございますか。よろしいですね。では、了承といたします。 

【事務局】ありがとうございます。 

【○○委員】次へいきましょう。 
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   （４）動物用医薬品の再審査について 

   〔動物用医薬品再評価調査会関係〕 

    ①ノビリスＴＲＴ・１０００ 

    ②日生研豚ＡＰワクチン１２５ＲＸ 

    ③ポーシリスＡＰＰ 

     ポーシリスＡＰＰ「Ⅳ」 

    ④スバキシン オーエスキー フォルテ 

    ⑤スバキシン オーエスキー フォルテ ＭＥ 

    ⑥ハイオネート 

    ⑦システックＳ、システックＭ、システックＬ、システックＬＬ 

    ⑧動物用タイロシンプレミックス「Ａ」２％ 

     動物用タイロシンプレミックス「Ａ」１０％ 

     動物用タイロシンプレミックス「Ａ」２０％ 

 

【○○委員】続きまして、動物用医薬品の再審査について、これも事務局から説明をお願

いします。 

【事務局】では、資料 No.赤の 23 をお手元にお願いいたします。全部で８つございます。

タグがついているかと思いますが、まず１番目のタグのところを開いていただきまして、

ノビリスＴＲＴ・１０００でございます。申請者はインターベット。効能・効果は鶏のト

リニューモウイルス感染による呼吸器症状の予防でございます。 

 下の方ですが、再評価調査会での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ものであります。資料の整備でございますが、１つ、２つ

とございます。この点について資料が整備されております。 

 ２つ目でございます。タグ２のところでございます。日生研豚ＡＰワクチン１２５ＲＸ

です。申請者は日生研です。効能・効果は、豚のアクチノバシラス・プルロニューモニエ

血清型１、２及び５菌感染症の予防です。審議結果でございます。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

えないというものでありました。 
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それから、３番目です。２つありまして、ポーシリスＡＰＰ、それからポーシリスＡＰ

Ｐ「Ⅳ」でございます。申請者はそれぞれ松研薬品とインターベットです。効能・効果で

すが、豚のアクチノバシラス・プルロニューモニエ感染症の予防です。審議結果でござい

ますが、これもやはり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いう

ものでございました。 

 ４つ目でございます。スバキシン オーエスキー フォルテ。申請者は共立製薬です。

効能・効果は、豚オーエスキー病の発症の予防です。審議結果でございますが、これも同

様に、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いうものでござい

ました。 

 それから、タグ５の５番目でございます。スバキシン オーエスキー フォルテ ＭＥ。

申請者は共立製薬です。効能・効果は、豚オーエスキー病の発症の予防です。審議結果で

ございますが、これも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いう

ものでございました。 

 それから、６番目です。ハイオネート。申請者はバイエルメディカルです。効能・効果

は、馬の非感染性関節炎の治療です。審議結果でございますが、これも有用性が認められ

るものとして部会に報告して差し支えないというものであります。 

 それから、７番目でございます。システックＳ、Ｍ、Ｌ、ＬＬです。申請者は三共ライ

フテックです。効能・効果は、犬糸状虫症の予防、吸血ノミ産下卵の孵化阻害並びにノミ

幼虫脱皮阻害、犬回虫・犬鉤虫及び犬鞭虫の駆除です。審議結果でございますが、資料整

備を条件とし、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いうもので

す。資料の整備事項でございますが、そこの３行目、ノミの孵化阻害及び脱皮阻害に対す

る有効性を確認するための調査項目としてノミの寄生状況を用いた根拠、これを書き加え

るという条件で、このことについて整備されております。 

 それから、８番目でございます。動物用タイロシンプレミックス「Ａ」２％、10％、

20％です。申請者はハヤシアグロサイエンスです。効能・効果。有効菌種がローソニア・

イントラセルラーリス。適応症が豚の増殖性腸炎です。審議結果でございますが、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いうものでございます。以上でご

ざいます。 

【○○委員】ありがとうございました。特段のご発言ございますか。 

【○○委員】私が言うのも変な話ですが、１番の方ですけれども、ノビリスの方ですが、
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効能又は効果のところで、「呼吸器症状」になっていますが、これは後で議論されるわけ

ですね。 

【事務局】そうです。 

【○○委員】わかりました。 

【○○委員】よろしいですね。他にご発言ございませんね。それでは、これも了承といた

します。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

   （５）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

【○○委員】続きまして、動物用医薬品の諮問・承認状況について、これも事務局からお

願いします。 

【事務局】それでは、ご説明させていただきます。資料 No.黒の当日配付資料でございま

すが、26 番でございます。Ａ４横になっておりますが、動物用医薬品の諮問・承認状況

でございます。１番として、諮問状況で、３ページ目までが諮問状況の資料でございます。

一番右に諮問年月日がございますが、いずれも平成 18 年５月 16 日付で諮問されたものの

一覧でございます。なお、２ページ目のメタカム以降、水産用テラマイシン等、実はいず

れも今回ご審議いただいたものでございます。 

 続きまして、４ページ目でございますが、承認状況の一覧でございます。これはこれま

でご審議いただきまして、分科会等で報告しまして、最終的には実際に承認になったもの

の一覧でございます。ご参考までにご覧いただければと思います。以上でございます。 

【○○委員】何かご発言ございますか。特にないようです。了承いたしました。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

   Ⅲ）そ の 他 

   （１）「徴候」等について 

 

【○○委員】続きまして、その他の項に入りますが、「徴候」等についてということで、

№24 でしょうか。事務局から説明をお願いします。 

【事務局】では、黒の№24、「徴候」等についてをお手元にお願いします。まず経緯でご
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ざいます。 

 （１）ですが、使用上の注意、そこにおける「症状」という文言は、再審査を行ってい

る際に「徴候」へ順次変更しているところであります。（２）でございますが、前回の部

会、今年の２月 22 日の部会におきまして、ネモバックという製剤ですが、「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」、これについて事項変更承認の審査が行われ

たわけですが、その際、「呼吸器症状」という、そこの「症状」というのが「呼吸器徴候

の軽減又は発現の予防」、そういう記載になるのが適当ではないかと、そういうご発言が

ございまして、効能・効果の記載については再評価調査会で審議するということで部会の

合意を得たところであります。そして、（３）でございますが、４月 26 日の再評価調査会

におきまして、（２）のネモバックではなくて、ノビリスＴＲＴ・１０００、これについ

て、やはり同じ効能・効果、「鶏のトリニューモウイルス感染による呼吸器症状の予防」、

これについて審議がありました。 

 その結果、再評価調査会においては、「症状」ではなく、「徴候」を用いることとし、ノ

ビリスの効能・効果を「呼吸器徴候の発現の予防」とするのが適切であるとして部会に報

告して、今後は部会及び他の調査会と調整をとりながら表現を整備することで合意された

ところであります。これが経緯でございます。 

 ２番目ですが、「徴候」「症状」「症候」、これらについて主な辞書といいますか、当課に

ありました辞書で関連するところを抜き出しております。（１）のブラッド獣医学大辞典、

これに「sign」「symptom」。「symptom」では、括弧内にありますが、「患者によって認識さ

れる病気の症候で、従って、動物には適当ではない」というような記載もあります。それ

から、（２）のステッドマン医学辞典など関連するところを抜き出しております。（５）、

最後のところの獣医師国家試験出題基準においては、「症候」「呼吸器症候」、そのような

記載もありました。以上でございます。 

【○○委員】これはその他ですけれど、報告ですか。議論ですか。まず。 

【事務局】これは部会の宿題もあったところで、再評価調査会で審議をしたという、１つ

は報告でして、あとは今後部会、あるいは他の調査会の意見も得ながら全体として調整す

る必要があるということで、その辺は審議していただきたいということです。 

【○○委員】ということは、この動物部会は最終的には各調査会からの意見を勘案しなが

ら最終的にまとめる責任があるということですね。 

【事務局】全体を見て……。 
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【○○委員】少なくとも動物関係のところでは統一したいということですよね。 

【事務局】はい。 

【○○委員】これはどうしましょうね。十分時間のあるときにそれぞれのいろんな立場か

ら、それこそ今ありましたように獣医師の国家試験にまで響いてくるとなりますと、例え

ば獣医学に限らず、畜産関係に使われているような動物を扱っている書物の中身も全部影

響を及ぼすということだと思うんです。恐らくここで導火線に火をつけますと、結末が見

えるのは半世紀ぐらい後ではないかというような感じもいたしますけれども、ただ、これ

をほっとくわけにはまいりません。座長の独断でちょっと方向性を見出したいと思うんで

す。 

 当然これは各調査会に同じような宿題が出るんですね。これから出るんですか。それと

もこの部会から出すんですか。 

【事務局】部会から調査会の方に検討した方がいいというふうにあれば、そのように事務

局は手続を進めたいと思います。 

【○○委員】立場上、そうしますと、この部会から各調査会に同じような宿題を提示して

いただいて、そこでそれぞれにそれぞれの立場がおありでしょうから、賛否両論あると思

うので、私、勝手なこと余り言ってはいけませんけれども、場合によっては一歩も譲らず

ということで、２面、３面併記ということも起こり得ることかなと思います。が、どうで

しょうか。今日ここでとやかく言うよりも、まず調査会へこの宿題を投げかけていただい

て、そして期間をどのくらいにするか、ちょっと考えなければなりませんけれども、その

結果を踏まえて、要約してしまうのではなくて、あらゆる結果の各調査会のポイントを集

めた上で、１度この部会へ上程していただくというのが筋かなと思うんですね。こちらか

ら一方的にこうしなさいというのは少々乱暴だと思いますし、それでは筋が通らないよう

に思いますが、先生方、いかがでしょうか。何かご意見いただけますか。 

 時間がもうかなりオーバーしていますから、端的なご意見でひとついただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。今、私が言ったようなことでよろしいでしょうか。 

【○○委員】獣医学大辞典という出版物もあるのですが、そこは確認していないのですか。 

【事務局】手元になかったということで、確認はしていないです。 

【○○委員】牧江委員 これを見て、「clinical sign」というのが１ページ目の下から

４行目にありますね。これは動物に対してよく使われるというか、専ら使われている言葉

なのか、その辺、この説明を読んだだけではわからないんですけれど。 
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【事務局】これは記載どおりに書いてある状況です。 

 獣医学大辞典はかなり前に出版されたものではないでしょうか。 

【○○委員】ええ、日本で出版された獣医学関係の用語辞典です。 

【事務局】あれは多分同じものであるとすれば、調べましたが、用語自体が載っていなか

ったと思います。 

【○○委員】最後の獣医師国家試験の出題基準、そこは英語との併記というのは特にない

んですよね。国内の試験だから。 

【事務局】それはありません。 

【○○委員】全く新しい言葉で「症候」という、他にない言葉なので、そこの扱いという

のもまたいろんな面で議論が起きるのかなと、その辺の感じはします。 

【○○委員】この部会では発案というか、言い出しっぺと言っては言葉は悪いですが、○

○委員だという認識をしているのですが、一言ございませんか。 

【○○委員】辻本先生の方がよくご存じかもしれません。英語で論文を出したときには、

動物には「symptom」はないと。「sign」だということですから、それをどう訳すかという

ことだと思うんですね。従って、「sign」を「症状」として訳しているのは適切ではない。

ブラッドの獣医学辞典にあるように、動物に「症状」を使うのは適切ではないというのは、

これは私は自明のことと理解しております。従いまして、厚労省の毒物・劇物調査会でも、

それまでＬＤ５０、急性毒性を求めるところに動物の「症状」と書いてあったのですが、

これは動物の「徴候」になりました。そういうことを考えますと、全体の流れとしては、

「sign」という言葉を使っていくのが適切だろうと思います。 

【○○委員】「sign」でいくんです。それとも日本語で何かをはめるんですか。 

【○○委員】私はあえて日本語にするとすると、「徴候」でもいいと思っております。 

【○○委員】ここで議論しないと言いながらちょっと余分な質問をしました。すみません。

いずれにしましても、大体雰囲気は皆さんつかんでいただいたと思います。やはり近頃俗

に言う片仮名言葉というのがやたらと流行りますけれども、もしいいものがあるのであれ

ば、正しい日本語を当てはめておくということも必要ではないかと思います。これも私の

勝手な言い方かもしれません。 

 いずれにしましても今日ここで議論するより、いかがでしょうか、先ほど私が申し上げ

ました事務局を通じて各調査会に１回投げかけていただく。その発信の責任元は事務局で

あると同時にむしろこの部会である。だから、部会から各調査会に１回宿題を出すという
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ことで一応ご了承いただいて、まずは事務局に宿題を出したいと思うんですが、それでよ

ろしゅうございますか。事務局は大変ですが、ひとつ引き受けていただきます。 

【事務局】わかりました。では、各調査会でこの件について議論するように手続を進めた

いと思います。 

【○○委員】大体半年もあれば全部一通り開催されますか。 

【事務局】少なくとも１回は議論にのせられると思いますので、各調査会で１回でまとま

るかどうかはわからないですが……。 

【○○委員】それは別として、少なくとも近未来にみんな各調査会に出ますね。 

【事務局】はい。そのようにします。 

【○○委員長】では、特にここでは期限をとりあえず切らずに、まずは発信していただく

ということでよろしくお願いします。 

【事務局】はい、わかりました。 

【○○委員】では、この件はそういうことでよろしいでしょうか。 

 お願いします。 

 

   （２）そ の 他 

 

【○○委員】いよいよ最後ですね。まだ何かありますか。 

【事務局】特にございません。 

【○○委員】それでは、議論並びに報告が終了ということで、恒例ですが、あとは次回の

開催予定日ということで終わりになるかと思いますが、予定はどうなっていましょうか。 

【事務局】それでは、№27 でカレンダーをお配りしておりますが、次回、８月 22 日とい

う案があるのですが、いかがでしょうか。 

【○○委員】火曜日でしたか。 

【事務局】火曜日です。 

【○○委員】８月 22 日というお盆明け、大学はまだ大半は休みだと思いますけれども、

この時期は海外出張等々でおいでになる方が多いと思いますが、３ヶ月先の話はそう簡単

に決まりませんので、とりあえず予定に入れていただくということで、よろしくお願いし

ます。８月 22 日、よほど多くなければやはり午後ですね。 

【事務局】はい、午後になると思います。 
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【○○委員】少々遅くても午前中は勘弁してほしいですね。遠方の方もいらっしゃるし。 

 では、そのようにお願いいたします。 

 

５．閉     会 

 

【○○委員】またまた２時間ばかり突破いたしまして、予定が大体無理なんでして、どう

もお力添えありがとうございました。 

 本日はこれで終了といたします。 

 


