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１．開     会 

 

【○○委員】それでは、定刻より１分ほど前でございますけれども、ただいまから動物用医薬品

等部会を開催いたします。 

 

２．畜水産安全管理課長挨拶 

 

【○○委員】まず始めに、畜水産安全管理課長から御挨拶をいただきます。 

【畜水産安全管理課長】本日はお忙しい中、またお暑い中、御出席いただきまして、まことにあ

りがとうございます。また、動物薬事行政の推進に当たりまして、日ごろから御助言、御指導を

いただいておりますことを感謝申し上げます。 

 さて、最近の動物衛生、動物薬事をめぐる情勢でございますけれども、まず食品衛生法に基づ

くポジティブリスト制度につきましては、5 月 29 日に実施されました。同日付で動物用医薬品の

使用基準につきましても本部会等での審議の結果も踏まえまして、一部変更され、適用されてい

るところでございます。食品中の動物用医薬品等の暫定基準につきましては、今後５年間かけて

食品安全委員会による評価を受け、見直しを行っていくこととなっておりまして、あわせて使用

基準、休薬期間の見直しも行うこととしております。本日はこのポジティブリスト制度下での残

留試験を含む毒性試験法とガイドラインの改正につきましても御報告させていただくこととして

おります。 

 次に、米国産牛肉の輸入再開問題につきましては、今年１月 20 日に農林水産省の動物検疫所成

田支所及び厚生労働省成田検疫所におきまして特定危険部位の一種でございます脊柱を含む米国

産子牛肉が発見されたことに伴い、すべての米国産牛肉の輸入手続が停止されていたわけでござ

いますけれども、その後、米国政府からの調査報告書の提出、日米専門家会合、日米局長級テレ

ビ会合、それから２度にわたるリスクコミュニケーションを経まして、６月 24 日から７月 23 日

まで日本向け牛肉の処理を行う認定施設の現地調査が行われまして、その結果を踏まえて７月 27

日から不適合がなかった 34 施設から輸入が再開されております。 

 今後は、これらの認定施設に対しまして、通常の査察に加えまして、米国側が行う抜き打ち査

察にも同行することによって、対日輸出プログラムの遵守状況を検証していくこととなっており

ます。また、今回の米国からの牛肉の輸入再開につきましては、７月 28 日に東京、大阪で消費者

等に対する説明会を実施して以降、今週木曜日まで全国８箇所で説明会を実施中でございます。 
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 以上、最近の情勢について御紹介させていただきました。本日は新たに９品目の動物用医薬品

の承認の可否等について御審議いただくほか、体外診断薬２品目の承認、それから 10 品目の再審

査結果等について御報告させていただくこととしております。 

 最後に、本日の調査会から前任の井上委員に代わりまして、新たに任命されました薬剤師会副

会長の○○委員にも御出席していただいておりますことを御紹介させていただきます。 

【○○委員】（一礼） 

【畜水産安全管理課長】それでは、よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

 

３．配布資料の確認 

 

【○○委員】それでは、まず最初に配布資料の確認について、事務局、お願いします。 

【事務局】それでは、事務局より当日配布資料の一覧ということで説明させていただきたいと思

います。既に机の上の方にお配りしております「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」をご覧ください。資料№赤の 8-1、8-2、8-3、それから番号は飛んでおりますが、

黒の 14 番から 20 番までございます。 

 まず赤の資料№8-1 につきましては「動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正につ

いて」の案ということで、A4 １枚で裏表のコピーになっております。それから赤の 8-2 でござ

いますが、これも同じく「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」の案で

ございますが、A4 ２枚組となっております。赤の 8-3 につきましても同じく「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」の案でございまして、A4 縦、裏表のコピーで１枚

紙となっております。それから黒の番号で資料№14「薬事・食品衛生審議会動物用医薬品等部会

議事次第」ということで、A4 縦、４枚組になっております。議事次第の次、３ページ目に委員の

出欠表、４ページ目に座席表が添付されております。資料№黒の 15 でございますが、A4 横で３

枚組「動物用医薬品の諮問・承認（事項変更を含む）状況について」でございます。黒の№16「平

成 18 年 11 月～12 月カレンダー」ということで、部会の最後に日程調整等に使わせていただきた

いと思います。続きまして、黒の№17「動物用生物学的製剤検定基準の一部改正等について」と

いうことで、これは 24 ページございます。それから黒の№18 でございますが、「動物用医薬品輸

入承認審議経過表」ということで、事前配布しております資料№５のマルボシル２％、同 10％製

剤につきまして、審議経過表を差し替えさせていただきたいというものでございます。それから、

黒の№19 でございますが、「動物用医薬品輸入承認事項変更承認審議経過表」、コバクタン「三共」
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とコバクタン、セファガードについての審議経過表でございますが、事前に配布しております資

料№６、コバクタン「三共」とコバクタン、セファガードの審議経過表の差し替えをさせていた

だきたいものでございます。最後に黒の番号で№20「動物用医薬品関係事務の取扱いについての

一部改正新旧対照表」でございます。A4 横で６枚綴りとなっております。 

 以上でございますけれども、お手元の方にもしお揃いでなければお手を挙げていただければす

ぐに準備させていただきたいと思います。よろしいでしょうか…。 

【○○委員】ありがとうございました。先生方、よろしいでしょうか、全部揃っておりますね。

はい、大丈夫なようです。それでは、早速審議に入りたいと存じます。 

 

４．議    事 

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ノビリス ORT inac            株式会社インターベット 

 

【○○委員】議事ですが、まず最初に動物用生物学的製剤調査会関係の①ノビリスについて、こ

れはきょうは○○委員が御欠席でございますので、○○委員から御説明をお願いいたします。 

【○○委員】それでは、①のノビリス ORT inac について説明します。ノビリス ORT inac は株

式会社インターベットから輸入承認申請されたオルニソバクテリウム・ライノトラケアレを有効

成分とする鶏用の不活化ワクチンであります。 

 本製剤は平成 18 年７月 24 日に開催された動物用生物学的製剤調査会において事前の審査を終

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。詳細については事務局から説明があります。 

【事務局】それでは、事務局から説明させていただきたいと思います。事前に配布しております

資料№赤の１番「動物用医薬品等部会資料 ノビリス ORT inac」をお手元に御準備ください。 

 資料の概要、後ろから２つ目のタグのところをお開きください。資料概要の「概-1」と書かれ

ておりますページをお開きください。Ornithobacterium rhinotracheale、以下、「ORT」と略さ

せていただきます。ORT は 1991 年に南アフリカにおいて呼吸器症状を呈した肉用鶏から分離さ

れたグラム陰性の桿菌でございます。本菌の鶏での起病性及び疾病との関連性が明らかとなり、
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日本においても本菌の浸潤が確認されましたことからワクチンの開発が開始されたものでござい

ます。 

 概-4 ページをお開きください。ORT  A 型菌の性状及び世界での現状について示しております。

本菌は 1996 年に正式に ORT として分類されております。鶏から分離されますのは 95％が A 型

であり、鶏での感染の主流は A 型と考えられております。ORT の感染は肉用鶏では３～４週齢で

多く認められ、死亡率は高いときで 10％程度と報告されております。また、単独感染では強い病

原性を示さず、鶏伝染性気管支炎ウイルスや弱毒のニューカッスル病ウイルス、トリニューモウ

イルスとの混合感染により強い病変を示すとされております。 

 続きまして、概-8 ページ目をお開きください。日本での浸潤状況を示しております。平成 11

年から 14 年まで５県下、５農場の死亡淘汰率が上昇しております。鶏群の病鶏あるいは死亡鶏よ

り本菌が分離されております。また、抗体調査の結果、本菌の日本での浸潤が確認されておりま

す。 

 続きまして隣のページ、概-9 ページをご覧ください。日本での分離株の病原性を示しておりま

す。臨床症状及び剖検所見において分離菌の病原性が確認されております。 

 続きまして、概-14 ページをお開きください。外国における使用状況でございます。また、隣

のページの概-15 ページをご覧ください。こちらが外国における使用説明書でございます。 

 それから、概-17 ページをご覧ください。ワクチン株の由来及び作出方法並びにワクチン株の

生化学的性状について示しております。1991 年に最初に分離された株を４代継代したものをワク

チン株として用いております。ワクチン株は ORT と同一の生化学的性状を示しております。 

 １ページ開いていただきまして概-18 ページをご覧ください。ワクチン株の病原性について示

しております。ワクチン株は弱毒ニューカッスル病ウイルス、あるいは IP ウイルス、トリニュー

モウイルスを感染させた後に感染させることで、より強い病原性を示すことが判明しております。 

 続きまして、概-20 ページ目をお開きください。ワクチン株の免疫原性について示しておりま

す。試作ワクチンを肉用種鶏の皮下あるいは胸部筋肉内に注射して、種鶏での抗体価の推移、そ

れぞれの種鶏由来肉用鶏での抗体価を測定するとともに、それぞれの種鶏由来肉用鶏に対して 14

日及び 21 日齢時に攻撃して有効性を検討しております。その結果、表１及び２に示すように種鶏

及び肉用鶏での抗体価に差は認めず、同等でございました。攻撃試験におきましては表３に示し

ますように 14 日齢時の攻撃において皮下及び筋肉内注射群種鶏由来肉用鶏ともに肺病変スコア

及び気嚢病変スコアの程度に対照群と有意差を認めております。 

 続きまして、概-22 ページをご覧ください。21 日齢時攻撃では表４に示しますように、皮下及
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び筋肉内注射群種鶏由来肉用鶏ともに気嚢病変スコアの程度に対照群と有意差が認められており

ます。 

 以上のことから、筋肉内注射及び皮下注射における抗体応答には差は認めず、同等であること、

攻撃試験においても筋肉内及び皮下注射ともに有効であることが確認されました。 

 続きまして、概-29 ページをお開きください。こちらに規格及び検査方法について示しており

ます。濃縮抗原液の菌数計測の検討及びワクチンの接種反応及び免疫出現時期の検討について示

しております。表１に示しますように、顕微鏡下での菌数測定方法の再現性及び信頼性が確認さ

れました。 

 表２に示しますように、次のページでございますけれども、安全性試験に剖検時の判定基準を

２用量を注射後３週目に病変スコア４以上を示さないことと設定しております。 

 続きまして、概-30 及び 31 ページをご覧ください。こちらに力価試験法の検討について示して

おります。鶏でのドーズレスポンス試験で得られた抗体価をもとに力価試験において有効性が担

保され、最低抗体価を統計学的に検討したところ、２10.55でございました。 

 続きまして、概-32 及び概-33 ページの下段に規格及び検査方法、その設定の理由及び自家検査

成績を示します。規格及び検査方法を設定して自家試験を行いましたところ、試作ワクチン３ロ

ットはいずれも規格に適合しておりました。 

 続きまして概-34 ページ、安定性に関する資料を提示しております。輸入ワクチン３ロットを

輸入後、２～10℃に 36 ヵ月間保存して、製造後、36 ヵ月間、安定であることが判明しておりま

す。 

 続きまして、概-36 ページをご覧ください。安全性に関する試験についてでございます。GLP

基準に従い、鶏での１及び８用量の安全性を確認したところ、ワクチンの６週齢鶏での安全性が

確認されております。 

 続きまして、概-39 ページをご覧ください。試作ワクチンの安全性と有効性について示してお

ります。１羽当たり 10５～10７個の菌数を含有する試作ワクチンを作成し、肉用種鶏を免疫しま

した。それぞれの群より定期的に採血し、抗体価の推移を検討するとともに、それぞれの群の種

鶏由来肉用鶏の抗体価を測定しております。その結果、表１、次のページ、概-40 ページでござ

います。表１及び次の表２に示しますように、種鶏及び肉用鶏ともに菌数 10７以上を含有するワ

クチンにおいて抗体価が高いことが判明しております。 

 さらに次のページでございますが、表３、４、５及び表６に示しますように、種鶏の週齢が 25、

35、40、54 週齢時に採取した種卵より孵化した肉用鶏においてそれぞれの群で攻撃を行い、肺及
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び気嚢の病変スコアについて対象群と比較検討しております。その結果、10７個以上を含有する

ワクチンにおきまして有効性が認められることが判明しております。さらに、攻撃時の抗体価と

病変スコアとの関係について整理したものを表７、概-44 ページでございますが、こちらに示し

ております。肺病変スコアにおいては対照群のスコアと比較して有意差が認められたときの抗体

価の幾何平均値にばらつきが認められましたものの、２9.7以上を示した群においては１例を除き、

有意差を認めております。気嚢病変においては抗体価の２8.0 以上ではすべて対照群と有意差が認

められております。 

 以上のように、肺病変の軽減に必要な抗体価にばらつきが認められるものの、２9.7 以上におい

ては軽減抗体価が安定して認められること、気嚢病変では２8.0 以上において安定した軽減効果が

認められたことから、抗体価が２9.7以上あれば有意に病変を軽減すると推察されております。 

 続きまして、概-45 ページに最少有効抗原量の検討について示しております。前資料の成績よ

り、ヒナでの最終有効抗体価を誘導する最少有効抗原量を検討しましたところ、１用量当たり２

×１０６個であったことが判明しております。 

 続きまして、概-49 ページでございます。免疫出現時期について示しております。４週齢鶏を

用い、皮下及び筋肉内注射での免疫出現時期を検討したところ、皮下及び筋肉内共にワクチン注

射後、２週目であることが判明しました。 

 それから、概-50 ページ目をお開きください。免疫持続期間及び注射回数の比較の検討につい

て示しております。４週齢の鶏を用いて胸部筋肉内、頸部中央部皮下注射の免疫持続期間及び注

射回数を比較したところ、胸部筋肉内注射１回、２回注射群ともにワクチン注射後、13 ヵ月の抗

体の持続を認めております。 

 続きまして、概-51 ページ目に臨床試験に関する資料を示しております。鹿児島県下の肉用種

鶏農場、２農場において試験を実施したところ、その結果、本ワクチンの野外での有効性及び安

全性が確認されております。 

 以上で御説明の方を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

【○○委員】それでは、ただいまの説明につきまして、御質問、あるいは御発言をいただきたい

と思います。どうぞ、○○委員。 

【○○委員】有効性のところで抗体価の話をしているのですけれども、資料を見る限り、群とし

ての平均の抗体価かと思うのですけれども、その辺、間違いないでしょうか。 

【事務局】そのとおりです。 

【○○委員】それでもって申請書の規格及び検査方法の小分、製品の有効性に関する力価試験の
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ところ、約４週齢の 10 羽のヒナを使って、その平均の抗体価ということを言っています。実際に

個々の 10 羽のヒナの抗体価を測っていると思うのですけれども、それぞれのヒナの抗体価の違い

というのはどの程度かおわかりでしょうか。 

【事務局】申請書ちょうど添付資料番号の２.．２．３～２．２．５になるのですが、審議資料の

概要書では示してありませんけれども、資料２として提出された方で個体によるばらつきは見て

あります。これによると、比較的ばらつきは少ないというふうに考えております。 

【○○委員】通常、ワクチン、鶏のものを調べてみると、10 羽使えば 80％なり 70％、鳥インフ

ルエンザに関しては厳密を期してすべての鶏が有効抗体価何倍以上という、そういうことで規格

値を規定しているので、通常は各個体で測っています。本剤に関して、個々での成績評価がまだ

十分ではないと私は理解しているのですけれども、本剤については群としての有効性しか評価し

ていないので、できればメーカーの方にも聞いてもらって、個々のデータと、気嚢炎とか肺病変

について、そこの違いがはっきりしているのであれば、もう少し別の角度から力価試験を評価で

きるのかなと私は思ったのです。申請された方法が悪いというわけではないのですけれども、今

まで見てきた例からすると平均抗体価というのは試験上、個々で測定できないヒナ、初生ヒナを

使ったとか、そういうときは非常に難しいですけれども、個々で測ることができるときはきちっ

とそこも含めて力価試験を検討していただけたらということで、今後の参考としてお知らせして

おきます。 

【事務局】ありがとうございます。今後の参考として審査に反映させていきたいと思います。 

【○○委員】○○委員、特にそのことで今回のこの製剤に問題があるのですか。 

【○○委員】この製品が悪いとか、そういう訳ではないです。 

【○○委員】わかりました。 

【○○委員】力価試験の方法として、もう少し検討する余地があったのではないかという、そう

いう参考意見です。 

【○○委員】はい。ほかに御発言、ございますでしょうか。どうぞ。 

【○○委員】もう一つ、資料の体裁の話なのですけれども、臨床試験の概要書に評価基準を設定

してということで記載しているのですけれども、その評価基準が示されていません。当然、元の

資料にはついていると思うのですけれども、ここの審議会の場では概要書しかないものですから、

そこはきちっとつけさせるように今後、指導してください。 

【事務局】わかりました。おっしゃるとおり、元の資料の方には評価基準は載っていますので、

今後は資料を整備させる上では評価基準も概要書の方に収載させるように指導してまいりたいと
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思います。 

【○○委員】そうですね。ひとつ今後、よろしくお願いします。ほかに御発言ございますか…。

毎度の話なのですけれども、この部会のことですから、ここで特に継続審議という積極的な御発

言がなければ、これはもう承認という形をとるわけですが、特にありませんか。よろしゅうござ

いましょうか。 

 はい、御発言はないようです。それでは承認といたします。 

【○○委員】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年間としたいと思い

ます。 

 

〔動物用一般医薬品調査会関係〕 

【新有効成分含有動物用医薬品】 

②クアドリゾール１            川崎三鷹製薬株式会社 

③クアドリゾール５            川崎三鷹製薬株式会社 

 

【○○委員】それでは、続きまして審議事項の一般薬関係でございます。②のクアドリゾール１

及びクアドリゾール５の輸入承認ということで、○○委員から説明をお願いいたします。 

【○○委員】クアドリゾール１及び５は川崎三鷹製薬株式会社から輸入承認申請されたベダプロ

フェンを有効成分とする犬用の運動器疾患に伴う炎症及び疼痛の緩和の治療剤であります。 

 平成 18 年７月 12 日の動物用一般医薬品調査会で審査され、事前の調査審議を終了し、動物用

医薬品等部会に上程して差し支えないこととなりました。詳細については事務局から説明をお願

いします。 

【事務局】それでは、事務局より御説明させていただきたいと思います。事前に配布しておりま

す赤の資料№２「クアドリゾール１, クアドリゾール５」の資料をお手元に御準備ください。 

 こちらの青いタグで「概要」と書かれておりますクアドリゾールの概要のところをお開きくだ

さい。１ページ目でございます。「起源または発見（開発）の経緯」でございます。本剤の主成分

であるベタプロフェンはフランスの CERM 社（現オルガノン社）が開発したプロピオン酸系に属

する非ステロイド系の抗炎症薬、以下「NSAID」と略させていただきますが、であり、Intervet 

International 社、以下「IVI 社」と略させていただきますが、IVI 社が製剤化し、Quadrisol の

名称で EU 他で販売を行っております。ベダプロフェンは他の NSAID と同じようにプロスタグ
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ランジン合成酵素であるシクロオキシゲナーゼ、以下「COX」と略しますが、COX を抑制するこ

とにより、抗炎症、解熱及び沈痛作用を発揮します。 

 本剤は臨床用量である 0.5mg／kg での慢性毒性試験や海外の臨床試験から、犬に対して本剤を

１ヵ月以上連続投与した場合でも安全であることが確認されており、加えて、繁殖に関しても悪

影響は観察されておらず、海外では妊娠犬に使用可能な唯一の NSAID でございます。 

 本製剤は無色から乳白色の水性ゲル剤であり、0.5mg 単位で投与の調整が可能なポリエチレン

製シリンジに充填されております。飼い主が直接薬剤に触れることなく、投与することも可能と

なっております。 

 続きまして、11 ページ目でございます。「２．物理的・化学的試験について」でございますが、

ベダプロフェンはシクロヘキシル-ナフタレン酢酸を出発物質として合成され、種々の解析により

その化学構造が決定されております。化学名、化学式及び分子量は 11 ページの下段に記載してあ

るとおりでございます。 

 続きまして、15 ページ目をお開きください。ベダプロフェン原体の規格及び検査方法、それか

ら 21 ページ目に製剤の規格及び検査方法を記載しております。また、これに従い、製剤の実測値

を 27 ページと 28 ページにかけて記載しておりますが、いずれも規格に適合しているという結果

でございます。 

 続きまして、43 ページをお開きください。「安定性に関する試験」についてでございますが、

原体の安定性につきましては、45 ページになりますけれども、表 3-1-1 の試験結果から、有効期

間 36 ヵ月と設定しております。 

 製剤の安定性試験は現在も継続中ですが、49 ページから 54 ページにかけてはクアドリゾール

１、それから 55 ページから 65 ページにかけてはクアドリゾール５のこれまでの安定性の試験結

果が記載されております。クアドリゾール１及び５ともに 25℃、相対湿度 60％で現在まで安定

性が確認できている最大期間の 12 ヵ月を暫定の有効期間として設定しております。 

 それから、66、67 ページをご覧ください。製剤の開封後の安定性を示しております。両製剤と

もに開封後８週間は安定であることが確認されております。 

 続きまして、69 ページでございます。「急性毒性に関する試験」でございますが、ラット及び

マウスを用いてそれぞれ経口、腹腔内、静脈内投与で試験が行われており、ラットにおける試験

成績を表 4-0-2、ちょうど中段の表でございます。それから、マウスにおける試験成績をその下の

表 4-0-3 に記載しておりますが、経口投与時の LD50はラットで 222 mg／kg～317mg／kg、マウ

ス 401 mg／kg～519 mg／kg でございました。 
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 次に 75 ページをお開きください。亜急性毒性試験でございますが、ラットを用いて 13 週間の

経口投与が行われております。その結果、血液学的検査において各群で再生性色素性貧血の所見

が認められております。回復期間後には血液パラメーターは正常に回復しております。 

 続きまして、92 ページをご覧ください。慢性毒性試験に関してでございますが、本剤の適用動

物種である犬を用いて実施しております。その結果、1.5mg／kg 投与群で消化管の肉眼的剖検所

見及び病理組織学的所見が認められ、本剤の無影響量は 1.0mg／kg という結果が得られておりま

す。 

 続きまして、99 ページをご覧ください。「特殊毒性に関する試験」でございます。まず生殖・

発生毒性試験ですが、３つの催奇形性試験を実施しており、これらの結果、５mg／kg の投与で

は繁殖能や妊娠及び出生時の発育等に影響は見られませんでした。 

 続きまして、次の 100 ページ目をご覧ください。変異原性試験等を記してありますが、すべて

の試験で陰性が確認されております。 

 続きまして、121 ページをお開きください。「安全性に関する試験」でございますが、犬を用い

た毒性・安全並びに生殖安全性試験、アレルギー活性測定試験から検討しております。毒性試験

結果からは１日推奨投与量の２倍量である 1.0mg／kg、21 日間の投与で忍容性は良好であったと

判断されております。安全性試験では無影響量は 13 週間の投与の結果、表 7-1-3、122 ページ目

でございますが、からは0.125mg／kgと判定されておりましたが、131ページ目をご覧ください。

131 ページにある倍の投与期間の 26 週間の結果では 1.0mg／kg と判定されております。 

 また、次のページに移りまして 132 ページ目に、直接口に投与し、また飼料に混ぜて投与する

という２種類の方法で消化管の忍容性を比較した結果、両投与方法による違いは認められており

ません。 

 続きまして 134 ページでございます。１mg／kg を妊娠犬に投与した試験で、母体及び新生児

ともに異常は認められず、妊娠犬に対しても安全に使用できることが確認されております。 

 続きまして、135 ページをご覧ください。モルモットの内皮及び表皮への投与でアレルギー活

性は陰性でございました。 

 続きまして、137 ページ目をご覧ください。「効力を裏付ける試験」でございます。160 ページ

までにかけてございますが、ベダプロフェンと他剤とのプロスタグランジン合成阻害作用の比較

ほか、COX-2 選択性の評価、LPS 誘発性の関節炎モデルでの用量設定試験、抗炎症作用、解熱作

用、潰瘍誘発作用について記してあります。その結果、142 ページをご覧ください。表 8-2-2 に

示したように、ラセミ体であるベダプロフェンの活性は全面的に＋異性体に起因し、144 ページ
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をお開きください。表 8-4-1 で、犬の血液を用いた試験では COX-2 の選択性がケトプロフェンの

1.0 に対してベダプロフェンは 14.0 と選択性が高いことが認められております。リポポリサッカ

ライドによる関節炎誘発実験犬における用量設定試験では表 8-5-2、ページで 146 ページにござ

います。総合スコア平均で有意な改善が認められており、第５群の 0.5mg／kg が至適投与量であ

ると判断されております。 

 続きまして、ページ 147 でございます。ベダプロフェンの抗炎症作用に関してですが、表 8-6-1

から図 8-6-3 までに、ちょうどページで 153 ページ目が図 8-6-3 になります。多様な実験動物を

用いた試験の結果を示してございます。その結果、ベダプロフェンの抗炎症作用はフェニルブタ

ゾンより強く、フロイントアジュバント誘発性の関節炎試験でその治療的投与においてケトプロ

フェンより強い作用を示し、原発性及び二次性の骨異常に対しての顕著な保護作用が示唆されて

おります。 

 続きまして、表 8-8-1、ページといたしましては 160 ページ目でございます。こちらに潰瘍誘

発作用の比較試験結果を示しております。最も低い潰瘍誘発性はベダプロフェンをゲル製剤で投

与した場合に観察されております。 

 続きまして、165 ページをお開きください。次に、犬における吸収等に関して御説明させてい

ただきます。表 10-1-1、これは 167 ページ目でございますが、単回経口投与後の、次に表 10-1-2

には、次のページになりますが、経口投与と静脈内投与後の、表 10-1-3 には反復経口投与後のそ

れぞれ薬物動態パラメーターが示されております。ベダプロフェンの生物学的利用能は 86～

100％、半減期は 10～13 時間、そして蓄積数は認められなかったとの結果が得られております。 

 続きまして、ページ 174 及び 175 ページをご覧ください。蛋白結合能は約 99％を超えている

ことが、そして用量直線性が確認されております。 

 続きまして、176 ページをご覧ください。本剤の薬物動態に与える食事の影響を調査した結果

を記しております。空腹時に投与したときに比較し、満腹時に投与した場合、生物学的利用能が

大きく低下したものの、餌と同時に投与した場合のそれは空腹時投与の約 80％であり、犬の忍容

性も良好であることが確認されました。 

 続きまして、177 ページをご覧ください。クアドリゾール１とクアドリゾール５の同等性試験

により、両製剤の同等性が確認されております。 

 続きまして、178 ページをご覧ください。代謝試験成績を記載しております。 

３種類の動物の肝ミクロソームを用いてベダプロフェンの in vitro 代謝実験を行った結果、代謝

物は５種類存在することが明らかとなりました。犬では活性が低く、78.5％が未変化体でござい
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ました。 

 続きまして、180 ページをご覧ください。犬における尿中排泄の成績を示しております。試験

の結果、ベダプロフェンは親化合物として尿中に排泄されないことが示されました。 

 続きまして、臨床試験で 185 ページをご覧ください。臨床試験は国内 18 ヵ所の動物病院にて

運動器疾患に伴う炎症及び疼痛が認められた犬 96 頭を用いて行った試験と、海外試験としてオラ

ンダの 13 ヵ所の動物病院で犬 219 頭を用いて行った試験とがございます。これらの試験の概要

は表 11-0-1 と表 11-0-2 に示しております。まず国内試験でございますが、被験薬は体重１kg 当

たり有効成分として 0.5mg を、対照薬はカルプロフェン製剤であるリマダイル錠を用いておりま

す。4.4mg／kg／day を目標に３～28 回の投与を行っております。被験群及び対照群の基礎デー

タを 187 ページに表 11-1-1、それから次のページに移りますが、表 11-1-4 にかけて示しておりま

す。有効性の評価は被験群で 68 症例を、対照群で 20 症例を用いて臨床観察から得られた炎症、

疼痛等のスコアに基づき、その改善率から有効率を算出しております。 

 192 ページに臨床スコアの推移を示しております。終了時には被験群、対照群ともすべての臨

床項目で有意な改善が見られ、また 193 ページに示した全体としての有効率では被験群の試験終

了時、有効率が 89.7％、対照群が 80.0％と本剤は既存品と同等以上の有効率が得られ、その効果

が確認されました。 

 なお、判定基準並びにスコア基準は 195 ページ、こちらに別添として記載させていただいてお

ります。 

 続きまして、196 ページをご覧ください。こちらが海外における臨床試験成績を記載したもの

でございます。１日１回、ベダプロフェンとして 0.5mg／kg を１～68 日間投与した急性症例 36

症例、慢性症例 69 症例について有効性を評価した結果、有効率は急性症例 91.4％、慢性症例で

86.8％と、両症例ともに有効性が確認されております。 

 以上でございますが、御説明を終わらせていただきます。 

【○○委員】御苦労様でした。ただいまの説明につきまして、御質問、あるいは御発言がござい

ましたらお願いします。座長の○○委員、何か追加等ございますか。 

【○○委員】特にありません。 

【○○委員】いかがでしょうか、どうぞ。 

【○○委員】申請書の体裁上の話で、使用上の注意、毎回同じようなミスがあるというか、申請

者の方も十分認識していない部分があるので、使用者に対する注意として、「医師の診断を受ける」

という言葉になっているのですが、これは「診察を受ける」ですので。 
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【○○委員】具体的にどこかページを。 

【○○委員】審議経過表の上から４枚目、「別紙」というところがあります。「使用上の注意」で

使用者に対する注意、上から６行目のところ、「医師の診断を受ける」というのは「診察を受ける」

という言葉で整理してきているはずです。あとこれは申請時にはまだ古い使用上の注意の指導の

状況だったのですけれども、今年、御承知のように４月に新しい使用上の注意を示しているはず

なので、そこも含めて改めて申請者に指導していただきたいと思います。 

【○○委員】事務局、今の御意見、よろしいですか。 

【事務局】はい。使用上の注意につきまして、先ほどの「使用者に対する注意」の（１）のとこ

ろで「直ちに医師の診断を受けること」となっておりますが、それについては「診察」と、これ

までの指導の経緯も含めまして、「診察」という形に申請者に指導させていただきたいと思います。 

 それから、また４月に出しております使用上の注意についての事務連絡に合わせまして、使用

上の注意全体を見直すことを申請者に指示したいと思います。 

【○○委員】よろしくお願いします。 ほかに御発言ございませんか。特にないようです。それ

では承認ということでよろしゅうございますね。 

〔「異議なし」の声あり〕 

【○○委員】では、事務局、そのように扱ってください。 

【事務局】ありがとうございます。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

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年間といた

します。また、調査会でご審議していただいた結果、本剤につきましては劇薬に指定するという

ことで処理させていただきます。ありがとうございました。 

 

【新有効成分含有動物用医薬品】 

④フラッシュベイト            有恒薬品工業株式会社 

⑤エコスピード              有恒薬品工業株式会社 

 

【○○委員】それでは、続きまして審議事項、やはり一般医薬品関係でございまして、フラッシ

ュベイト及びエコスピードの製造販売承認ということで、これも○○委員から説明をお願いしま

す。 

【○○委員】ラッシュベイト及びエコスピードは有恒薬品工業株式会社から製造販売承認申請さ

れたジノテフランを有効成分とする畜・鶏舎内及びその周辺のハエの成虫の駆除剤であります。 
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 平成 18 年４月 27 日及び平成 18 年７月 12 日の動物用一般医薬品調査会、平成 18 年５月 16

日の動物用医薬品残留問題調査会で審議され、事前の調査審議を終了し、動物用医薬品等部会に

上程して差し支えないこととなりました。 詳細については事務局からお願いします。 

【事務局】それでは、事務局より説明させていただきたいと思います。「概要書」と書かれている

タグのところをお開きください。「製造販売承認申請に関する添付資料概要」ということで、１ペ

ージ目のところをお開きください。「イ．開発の経緯」となっております。本品は畜鶏舎内及びそ

の周辺のハエ成虫の駆除で、水に溶かした溶液を畜鶏舎の壁、柱等に塗布または噴霧塗布して使

用するベイト剤でございます。 

 ジノテフランの国内外の使用状況は資料概要の４ページ目をお開きください。こちらに記載し

ておりますが、国内においては動物用医薬品としてはまだ実用化されておりませんが、農薬とし

ては 2002 年より発売されております。 

 本剤の安定性につきまして、少し飛ぶのですが、54 ページをお開きください。よろしいでしょ

うか。長期保存試験、加速試験及び過酷試験を実施した結果、温度、湿度並びに光に対する安定

性は特に問題がないことが確認できました。長期保存試験は現在 24 ヵ月まで確認されており、36

ヵ月まで継続する予定とのことでございます。 

 次に本剤の毒性につきまして、概要の 77 ページ目をお開きください。まずジノテフラン原薬の

毒性について、急性毒性はラットにおける急性経口毒性の LD50は雄で 2,804mg／kg、雌で 2,000 

mg／kg でございました。ラットにおける急性経皮毒性は雄、雌ともに 2,000 mg／kg 以上でござ

いました。亜急性毒性についてはラットを用いた 13 週間混餌経口投与毒性試験による無毒性量は

雄で 5,000ppm、雌で 500ppm であることが考えられております。慢性毒性はイヌを用いた 52

週間、混餌投与毒性試験による無毒性量は雄で 16,000ppm、雌で 640ppm でございます。先ほど

のページの方が 89 ページでございます。 

 それから、製剤の毒性は米国において既に農薬として登録されており、種々の毒性評価がされ

ている「Dinotefuran 20SD Insecticide」の賦形剤を乳糖から粉糖に置き換え、さらに増量のため

に添加されていたカルメロースを除き散剤としたものであることから、まずラットの急性経口毒

性試験を実施し、「Dinotefuran 20SD Insecticide」の同試験のデータと比較したところ、両剤と

も最高用量である 2,000mg／kg で死亡動物のみならず、一般症状の異常の発現も認められないこ

とにより、処方の一部変更による毒性の増強は特に認められないと判断し、急性経口毒性以外の

試験は「Dinotefuran 20SD Insecticide」の試験データを用いて本剤の評価を行っております。そ

の結果、急性経皮毒性、皮膚及び眼刺激性急性吸入毒性について、本剤は用法・用量並びに使用
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上の注意に従って使用される限りにおいては毒性的に特に問題となる知見はなかったということ

でございます。 

 それから、本剤に関する安全性については 108 ページをごらんください。本剤は畜鶏体に噴霧

する薬剤ではなく、用法上、畜鶏舎内の動物への暴露を極力避けるように使用するものですが、

飼養動物当たりの居住面積から計算される臨床用量を全量を動物に投与し、仮に 100％吸収され

たとしても体重１kg 当たりのジノテフラン投与量はジノテフランの最も低い免疫用量であるイ

ヌ慢性毒性試験より求められる数値の１／10 にも達していないことから、本剤は十分に安全性を

有すると考え、安全性試験は実施されておりません。 

 以上、本剤は畜鶏体に直接使用する薬剤ではなく、万一、畜鶏体にかかったとしても毒性、残

留性並びに安全性において特に問題ないと考えます。済みません、163 ページをご覧ください。

本剤は畜鶏体に直接使用する薬剤ではなく、万一、畜鶏体にかかったとしても毒性、残留性並び

に安全性において特に問題ないと考えます。169 ページをご覧ください。家畜が摂取したりかか

ったりするのを極力避けるために、噴霧箇所は使用上の注意に具体的に次の項目を記載しており

ます。まず、噴霧、塗布する箇所は取扱上の注意１で、畜鶏舎内の壁や柱等の家畜がなめること

ができない場所とし、特に家畜を繋留する場所や使用者が日常の作業で接触しやすい場所は避け

ることとしております。さらに、取扱上の注意２で家畜・家禽の飼料、飼料箱、飲水、飲水器、

搾乳機械等の保管場所の上部には本剤を塗布または噴霧塗布しないこととしております。また、

壁や柱等に噴霧塗布する際は処理面以外に薬剤が飛散したり跳ね返ったりすることをできるだけ

避けるために取扱上の注意３に、噴霧塗布に際しては、園芸用の噴霧器等、噴霧圧の低いものを

使用し、噴霧面から１ｍ程度離れた位置から塗布面に対し垂直に噴霧すること、決して家畜のい

る方向には噴霧せず、また風によって流れた噴霧液が家畜にかからないように作業を行うことと

記載しております。 

 資料概要の 109 から 110 ページの方を今度ごらんください。ジノテフランのイエバエに対する

効力を経皮投与した場合と経口投与した場合で比較したところ、感受性系統である CSMA 系イエ

バエに対する LD50は経口投与した場合、経皮投与した場合の１／80 以下でございました。また、

有機リン・ピレスロイド剤抵抗性系統である MJ 系イエバエの薬剤感受性系統である CSMA 系イ

エバエに対する抵抗性比は経皮投与の場合は 21 以上になるのに対し、経口投与では 3.5 で顕著な

差が認められております。 

 続きまして、113 ページから 117 ページにかけてでございますが、本剤の効力についてでござ

います。基礎効力試験ですが、まず薬剤希釈倍率は 10～40 倍が適当で、単位面積当たりの散布
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量は床面積 100 ㎡当たり 10ｇで 24 時間後のノックダウン数並びに致死数が最大になっておりま

す。したがって、本剤は畜鶏舎内外の床面積 100 ㎡に対して 10g を 10 倍から 40 倍の水に溶かし

て使用することとなっております。 

 それから臨床試験についてでございますが、153 ページをお開きください。この 153～158 ペ

ージにかけて収載させていただいておりますが、臨床試験、これにつきまして動物用一般薬調査

会から農場全体としてのハエ駆除効果が確認できないとの指摘がありましたことから、159 ペー

ジをお開きください。こちらに追加試験を収載させていただいております。観測ポイントをそれ

ぞれ６点に増やし、追加の臨床試験を実施しております。６農場を選択し、畜鶏舎の床面積 100

㎡に対して 10g を 100～400mL を水に溶かし、ベニヤ板製のパネルに１㎡当たり 100mg を塗布

したものを畜鶏舎内に設置し評価したところ、いずれの農場でも良好なハエ駆除効果が得られて

いるということでございます。追加した２農場での試験成績も農場全体でハエ駆除効果が得られ

たとのことでございます。 

 次に、本剤は畜鶏体に噴霧する薬剤ではなく、動物への暴露は極力避けるようにして使用する

ものですが、安全を見越して乳牛及び産卵鶏に対する残留試験を実施しております。163 ページ

をご覧ください。臨床予定量の５倍量を規定量の水で溶解して直接鶏及び牛に噴霧しております

が、乳汁、血液及び鶏卵のいずれにおいても有効成分のジノテフランはポジティブリスト導入時

における一律基準である 0.01ppm 以下であり、用法・用量及び使用上の注意に従って使用した場

合、畜産物への残留は避けることができると判断し、休薬期間を非設定としております。以上で

ございます。 

【○○委員】ありがとうございました。 ただいまの説明につきまして、御発言をお願いします。 

 ハエの成虫に直接関与するということで、事務局、鶏舎に限らず、畜舎はもう牛でも豚でも対

象は何でもいいという考え方でいいのですね。 

【事務局】はい、そうなります。 

【○○委員】どうぞ、○○委員。 

【○○委員】直接、薬効とは関係ないのですが、実験の中でハエのカウントの仕方を「１頭」と

書いたり「１個体」と書いたり、ウサギを「１匹、２匹」と書いたり、ラットを「１匹、２匹」

と書いたり、こういうのは特に問題はないのでしょうか。 

【事務局】済みません。ハエを「１頭、２頭」と書いておりましたら、明らかな間違いでござい

ます。 

【○○委員】110 ページの試験方法のところですね。間違えですね。 
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【事務局】ハエの場合は「匹」で統一させていただきたいと思います。 

【○○委員】そうですか。そうすると、それ以後の、例えば 114 ページにイエバエの成虫「50 個

体」と「個体」で表現してカウントしているところもありますし、どれかに統一する必要がある

のではないかと思いました。 

【○○委員】これはこの審議とは直接関係のない最近の物を数える単位の曖昧さというのがこう

いうところにも出てくるのではないかと思いますけれども、正式な書類になりますので、一般論

としてのやはり常識論はメーカー側にも守らせるようにひとつ御指導いただきたいと思います。

そうでないと、途中で何を読んでいるのだかわからなくなるという可能性がありますのでね。ひ

とつよろしくお願いします。 

【事務局】申請者に指示して修正させたいと思います。 

【○○委員】ほかに御発言はございますか。どうぞ。 

【○○委員】審議に関わる事柄ではありませんけれども、コメントです。 

 このジノテフランについては残留農薬等でも審議されているわけですけれども、弱い中枢神経

毒性があります。それで、人への影響などを考慮した場合に、神経毒性に対しては審議はかなり

神経質に行われるところがありますので、結果的に使用量との関係から見ると事務局が御説明に

なったように何も問題ないかのような結果になるのですけれども、高濃度では中枢神経毒性があ

るということがこの資料の中でもきちっと記載されているのです。それは中枢神経系、神経毒性

がある場合には実際の使用上の範囲で全く問題にならなくてもよく念頭に置いて使用していただ

きたいという希望があります。コメントでございます。 

【○○委員】ただいまの御発言は、例えば具体的に使用上の注意のどこかに一筆入れるという…。 

【○○委員】そういうことではございません。 

【○○委員】そうですか。これをお読みになって特に問題はないとお考えですか、使用上の注意。

例えば、この一番後ろの 174 ページからびっしりと書いてありますね。 

【○○委員】実際の使用量との関係では全く発現するはずのない毒性ではありますので、ここの

ところをちゃんとは見ませんでしたけれども、確かに記載はないですね。通常、ここで指定され

ている用量で使われない、非常に高濃度の時点で神経毒性があるということを書くことはかえっ

て混乱を招くということさえも一応私は念頭には置きます。ですからここで御審議の先生方がよ

く御了解いただいていれば、それでよろしいのだろうとは思いますけれども、先生方の御審議に

お任せいたします。 

【○○委員】はい。○○委員、どうぞ。 
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【○○委員】先ほどの○○委員の続きになるのですけれども、これは農薬として既に登録されて

販売されていると思うので、その農薬の使用説明書がここに添付されてあれば比較して評価でき

るのですが、これがないものですから、ちょっと何とも言えないのです。事務局の方で農薬の使

用書も入手していただいて、動物用医薬品に適用できる部分があれば当然記載していただきたい

ということで、よろしくお願いします。 

【○○委員】そうですね。事務局、よろしいですか。 

【事務局】農薬の方の使用説明書も確認させていただきまして、反映すべきところを反映させて

いきたいと思います。 

【○○委員】そうですね。当然これはそれぞれの畜舎、農家で直に扱うということになりますね。

よろしくどうぞお願いします。 

【事務局】一応事務局としての説明は、実は使用上の注意の方に使用者に対する注意というのが

ございまして、一番最初の審議経過表の２ページ目に使用上の注意の案というものがございまし

て、そこの使用者に対する注意の（３）で、これは文章が長くてちょっと見にくいのかなという

感じもするのですけれども、使用に際しては防護具を必ず着用し、できるだけ体の露出部を少な

くして薬剤を浴びないようにするとともに、吸い込まないように注意すること。なお、屋内での

使用の際には必ず喚起を行うことということでかなり、ただ、現場の話になると必ずここまでで

きるかどうかという問題も多分あるとは思うので、メーカーの方には農薬の使用説明書も確認し

てもらって、必要な使用上の注意等を記載してもらうようにしたいと思います。 

【○○委員】ぜひよろしくお願いします。ほかに御発言ございますか……。特にないようです。

それでは、承認でよろしゅうございますね。 

〔「異議なし」の声あり〕 

【○○委員】はい、承認とします。 

【事務局】ありがとうございます。それでは、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただき

ます。なお、本剤は直接、畜・鶏体に適用するものでないことから再審査期間は設定いたしませ

ん。ありがとうございました。 

 

【新投与経路及び新効能動物用医薬品】 

⑥フォーベット 50 注射液          ナガセ医薬品株式会社 

 

【○○委員】それでは、続きましてやはり一般医薬品関係でございます。「フォーベット 50 注射
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液」、輸入承認事項変更承認ということで、これも○○委員から御説明いただきます。 

【○○委員】フォーベット 50 注射液はナガセ医薬品株式会社から、輸入承認事項変更承認申請さ

れたフルニキシンメグルミンを有効成分とする牛及び豚用の細菌性肺炎における解熱及び消炎の

治療剤であります。平成 18 年１月 19 日、平成 18 年４月 27 日及び７月 12 日の動物用一般医薬

品調査会、また平成 18 年１月 24 日の動物用医薬品残留問題調査会で審議され、事前の調査審議

を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差し支えないこととなりました。詳細については事務

局から説明があります。 

【事務局】それでは、説明させていただきます。「概要」と書かれたタグのところをお開きくださ

い。「添付資料概要」ということで、１ページ目をお開きください。申請製剤のフォーベット 50

注射液は１mL 中に主剤としてフルニキシンメグルミンをフルニキシンとして 50mg 含有する非

ステロイド系の解熱消炎剤でございます。本剤は１ページの表 1-1.中の最下段に示しますように、

平成 15 年６月に牛の細菌性肺炎における解熱消炎剤として承認を取得しており、今回の申請は効

能効果に豚の細菌性肺炎における解熱及び消炎を追加するための事項変更申請でございます。 

 本剤はシェリング・プラウが外国で製造しており、外国での使用状況といたしまして、３ペー

ジ目をお開きください。表 1-2.にその承認状況を、表 1-3.に販売額と販売数量をそれぞれ示して

おります。外国での豚における承認はヨーロッパを中心に現在、８ヵ国で取得されており、主要

国における承認内容の概略を４ページ、A4 横になっておりますが、表 1-4.に示しております。 

 次に５ページ目からでございますが、安全性に関する試験成績を添付しております。この試験

では５～６ページの、６ページ目でございますが、表 2-1-1.に示しました方法、つまりフルニキ

シンとして 2.2、6.6 及び 11.0mg／kg で１日１回の連続９日間の投与及びフルニキシンとして

22mg／kg を１日１回、連続３日間投与した場合の安全性を検討しております。 

 試験結果といたしまして、７ページ目をお開きください。表 2-1-2.に要約しておりますが、高

用量群の脾臓重量に増加が認められ、この所見のみが投薬に起因する所見と判断されております。 

 次に 14 ページ目をお開きください。2-2.のところでございますが、ここに注射局所障害を詳細

に検討した試験結果を示しております。 

 試験は次の 15 ページの表 2-2-1.に示す方法、つまりフルニキシンとして 2.2mg／kg を１日１

回、連続３日間投与した場合の注射局所への影響が検討されております。最終投与後、28 日まで

経時的に剖検を行い、15 ページ中段の表 2-2-2.には肉眼観察の所見を、下段の表 2-2-3.には病理

組織学的検査の所見をそれぞれ示しております。この結果、注射部位における組織障害の回復は

順調で、障害部は投与後 28 日までに概ね消失または瘢痕化することが確認されております。 
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 続きまして 16 ページをご覧ください。効力を裏付ける試験でございます。フルニキシンはアラ

キドン酸代謝におけるシクロオキシゲナーゼ活性を阻害することにより、プロスタグランジンの

産生を抑制し、主としてこの作用により解熱・消炎作用を示すと考えられております。 

 16ページの図3-1-1.はフルニキシンとして1.0mg／kgの筋肉内投与により豚の生体内における

シクロオキシゲナーゼ活性が少なくとも 12 時間阻害されることを示唆するものでございます。ま

た、16 ページ下段の表 3-2-1.は Pasteurella multocida の培養菌液を子豚の腹腔内に投与して、

誘起した発熱に対して本剤のフルニキシンとして 1.1mg／kg 投与では投与後１時間、2.2mg／kg

投与では投与後２時間、3.3mg／kg では投与後３～４時間まで解熱作用が認められたとする結果

でございます。 

 次に 17 ページをごらんください。ヨーロッパにおける野外試験の成績でございます。この試験

では細菌性肺炎に罹患した豚にオキシテトラサイクリンの持続性注射剤と併用して本剤をフルニ

キシンとして 2.2mg／kg を筋肉内に単回投与し、対照群ではヨーロッパで既承認の類似製剤であ

るケトプロフェン製剤を対照薬として試験を実施しております。その結果、18～19 ページにかけ

まして図 3-3-1.、それから 19 ページにわたりまして図 3-3-5.まででございます。こちらに示した

とおり、本剤を投与した試験群における呼吸状態、元気消失、直腸温の改善率の推移並びに有効

率はいずれも対照群と同等の成績を示し、また 19 ページの真ん中にあります表 3-3-2.に示したよ

うに有害事象が観察されました。そのほかに本剤の副作用と判断された所見はなく、本剤の細菌

性肺炎における解熱消炎剤としての有効性及び安全性が確認されたと報告されております。 

 続きまして 20 ページでございます。吸収、分布、代謝及び排泄に関する資料でございます。ま

ず血中動態では 20 ページの上段の図 4-1-1.に示しますように、フルニキシンの濃度は投与後５～

30 分でピークを示し、その後、急速に低下しております。また、分布、代謝及び排泄につきまし

ては 20 ページの下段、表 4-2-1.に示しますように腎臓及び肝臓が代謝あるいは排泄の標的器官と

推察され、また次の 21 ページの図 4-2-2.に示すように、ほとんどが糞尿中に排泄されるという結

果でございました。また、代謝物としては 21 ページの図 4-2-2.に示すとおり、未同定の代謝物が

１つ検出されておりますが、いずれもフルニキシンを大きく上回って存在するものではございま

せんでした。 

 続きまして、23 ページをご覧ください。ここから 26 ページまでが臨床試験に関する成績でご

ざいます。表 5-1.で 24 ページから 25 ページにかけてございますが、京都府下及び愛知県下に所

在する計３箇所の養豚場において臨床試験を実施いたしました。試験群には本剤をフルニキシン

として２mg／kg を１日１回、１～３日間筋肉内投与し、同時に栄養薬としてベンジルペニシリ
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ン製剤またはベンジルペニシリンとストレプトマイシンの合剤を投与しております。対照群には

併用薬のみを投与しております。その結果、26 ページに示しておりますが、図 5-1.に体温、それ

から図 5-2 に呼吸状態及び発咳の合計スコア、そしてその下の図 5-3.の臨床スコアの改善率に示

されるとおり、体温の低下及びスコアの改善の程度は本剤を投与した試験群の方が早く、26 ペー

ジ上段右の表 5-3.に示したように、初回投与後４日の臨床試験スコアから算出した有効率は対照

群が 73.3％であったのに対しまして、試験群が 95.0％を示し、群間に有意差が認められました。

また、安全性につきましても有害事象を含めて本剤投与に起因する副作用は認められず、安全性

が確認されたと考えられております。 

 続きまして 27 ページ、残留性に関する試験でございますが、試験方法は 28 ページの表 6-1.に

示すとおりでございます。フルニキシンとして２mg／kg 及び４mg／kg を１日１回で３回連続投

与し、フルニキシンとその代謝物を HPLC 法で検出しております。その結果、29 及び 30 ページ

の表 6-2.、フルニキシンとその代謝物を HPLC 法で検出しております。その結果、29 及び 30 ペ

ージの表 6-2.及び 6-3.に示すとおり、２及び４mg／kg 投与群ともに最終投与後、21 及び 28 日

の時点において組織中及び臓器中にはフルニキシンと代謝物は検出されなかったという結果でご

ざいます。以上の結果から、本剤の豚における休薬期間を 28 日間と設定しております。以上で説

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御発言をお願いします。ど

なたか御意見等ございますか…。特にございませんね。 

 ちょっと確認ですけれども、一番前から７ページのいわゆる使用上の注意の文言ですね。いわ

ゆる地方公共団体の規定ですか、条例ですか、に従って云々というのが今定着しておりますね。

ここにはまだ「医療廃棄物」という言葉が使われているようですが、ぜひこれは例にならって徐々

に変えていっていただかないと。 

【事務局】はい。申請者に指示しまして、修正したいと思います。 

【○○委員】よろしゅうございますね。 

〔「異議なし」の声あり〕 

【○○委員】それでは、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、再審査期間につきましては、新投与経路ということで、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。 

【○○委員】それでは、次へ参りましょう。 
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〔動物用抗菌性物質製剤調査会関係〕 

【新投与経路動物用医薬品】 

⑦マルボシル２％、マルボシル 10％     明治製菓株式会社 

 

【○○委員】今度は抗菌性物質製剤関係でございまして、⑦マルボシル２％、同 10％の輸入承認

の可否ということでございます。座長の○○委員から御説明をいただきます。 

【○○委員】それでは、御説明させていただきます。 

 明治製菓株式会社より申請されましたマルボシル２％、マルボシル 10％はマルボフロキサシン

を主剤とする注射剤で、適用症は牛の細菌性肺炎及び豚の胸膜肺炎です。 

 本件は動物用抗菌性物質製剤調査会におきまして２回審議されまして、７月 13 日に開催された

調査会において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、動物用医薬品等部

会に上程して差し支えない。なお、毒劇薬には該当しないものとし、再審査期間は新投与経路動

物用医薬品ということで６年間とするという審議結果でございました。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、事務局から説明させていただきます。お手元の資料ですけれども、事前配

布資料の厚い方として№５－１と５－２、それから本日配布させていただきました薄い１枚紙と

して№18 をお手元に御用意ください。よろしいでしょうか。 

 それでは、黒の№18 の方からまず御説明いたします。マルボシル２％、マルボシル 10％でご

ざいますけれども、申請者は明治製菓株式会社、成分及び分量は４番に書きましたように、マル

ボシル２％におきましては１mL 中マルボフロキサシン 20mg、それから 10％におきましてはマ

ルボフロキサシン 100mg を含有する注射用の製剤です。 

 用法・用量でございますが、１日１回、体重１kg 当たりマルボフロキサシンとして下記の量を

３～５日間投与ということで、牛では動脈内投与と筋肉内投与で２mg、豚では筋肉内投与で２

mg です。休薬期間は牛：３日、牛乳：48 時間、豚：３日という承認申請になっております。 

 効能又は効果ですけれども、適応症が牛の細菌性肺炎と豚の胸膜肺炎、有効菌種は牛はパスツ

レラ・マルトシダ、マンヘミア・ヘモリチカとマイコプラズマ・ボビスです。豚はパスツレラ・

マルトシダ、アクチノバチルス・プルニューモニエとなっております。 

 本件は動物用抗菌性物質製剤調査会において２回、残留問題調査会において１回審議されまし

た。審議結果はそちらの方に記載されているとおりです。動物用抗菌性物質製剤調査会における
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承認の可否に関する事前の調査審議を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差し支えない。な

お、毒劇薬には該当しないものとし、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

とする。残留問題調査会におきましても部会に上程して差し支えないというような審議結果をい

ただいております。 

 まず１回目の抗菌性物質製剤調査会の御指摘と対応について御説明いたします。№18 の７の項

ですけれども、７の項の上に「平成 18 年４月５日」とありまして、継続審議の審議結果は別紙１

のとおり、対応が別紙２のとおりとあります。これにつきましてはお手元の資料№５－２を御用

意ください。この資料№５－２の１枚開いていただきまして審議経過票があります。またそれを

１つ開いていただくと①というタグがございます。そこに抗菌性物質製剤調査会審議結果につい

てのメモがあります。さらに開いていただきまして②のところがそれの指摘事項と対応になって

おります。 

 まず１つ目の５－２の資料の②のところの１ページ目をお開けください。番号として、１番目

が使用上の注意に関する訂正でしたが、これはそのとおり訂正されました。２番目には、これは

大きな指摘だったのですが、臨床試験において豚のマイコプラズマ性肺炎の症例について、肺病

変に関する検査が行われていないことから、有効性の評価方法として適切ではないため、豚のマ

イコプラズマ性肺炎を適応症に入れることは認められない。したがって、適用症から当該疾病を

削除するか、追加試験によって肺病変に関する試験をし、有効性の評価を行うこととありました。

この指摘に従いまして、豚マイコプラズマ性肺炎を適応症から削除するという、これは大きな御

指摘がございました。 

 ３番目の御指摘は、めくっていただきまして２ページ目ですけれども、これは有効菌種の血清

型と有効性の関連性の検討ということでしたけれども、試験成績により血清型による有効性の差

は認められないという考察をしております。 

 また指摘の４でございますが、１枚めくっていただきまして、不適切な記載ということの修正

ということでしたが、これも指摘に従い対応しました。 

 また、残留問題調査会におきましては特に大きな御指摘はございませんでした。 

 次に、本製剤の詳細につきまして資料番号５－２で説明いたします。５－２の「申請書」と書

いたタグを開いてください。ブルーになっておりますけれども、この申請書の１ページ目を見て

いただきますと、こちらはマルボシル 10％の申請書なのですけれども、ここに「成分及び分量」

ということで主剤以外のものについて記載してあります。マルボシル２％製剤はこの他に等張化

剤として D-マンニトールが含まれています。それは資料５－１の方を見ていただくとわかります。 



  24

 ５－２（マルボシル 10％）の方の資料でさらに説明させていただきますと、「概要」と書いた

ブルーのタグを開けてください。その５ページ目をお開きください、「起源又は開発の経緯」とい

うことで、マルボシル 10％についての記載になっております。マルボシル 10％は１mL 中にマル

ボフロキサシン 100mg を含有する製剤である。マルボフロキサシンは広範囲な抗菌スペクトルを

有するフルオロキノロン系の合成抗菌剤ということで、ヨーロッパをはじめ世界各国で動物用医

薬品としての申請がされて、承認がなされております。 

 このような記載がありまして、開発の意義のところの記載があります。５ページ目の「１．起

源又は開発の経緯」の中段に①、②、③とありまして、本製剤の特徴と開発の背景及び開発の意

義ということですが、①として筋肉内投与部位の損傷が極めて少ないこと。そして２番目として

牛に対しても静注可能な製剤であること。３番目として既存フルオロキノロン系の製剤よりも休

薬期間が短いというこの３点をもって開発の意義があるという申請者の説明になっております。 

 続きまして、８ページ目を開けてください。８ページ目ですが、表 1-2 にマルボフロキサシン

のヨーロッパ及び我が国での承認・使用状況の一覧表が書いてあります。対象動物としては犬、

猫の製剤もあるのですけれども、牛、豚の製剤として 1997 年以降、各国で承認を得ております。

世界的に人体用の医薬品はないという説明であります。 

 あとちょっと飛びますけれども、130 ページをお開きください。130 ページの左側の上の方に

表 8-1 とありまして、「獣医学分野の主要菌株に対するマルボフロキサシンの MIC50のまとめ」と

いうことで、いろいろな菌に対する感受性の成績がまとめてあります。 

 また戻りまして 26 ページです。26 ページの表 1-13、それから 1-14、さらに 27 ページの図 1-6

と図 1-7 には牛、豚の肺炎由来細菌についての感受性を示した図と表になっております。このよ

うな感受性を示しております。 

 また戻りまして 14 ページでございますけれども、14 ページの表 1-5、それから 15 ページの表

1-6 に示しましたのは、表 1-5 が牛の細菌性肺炎に対するマルボシル 10％の臨床効果ということ

で、臨床試験成績が記載されております。これを見ますと、表 1-5 ですけれども、マルボシル 10％

の筋肉内投与群の有効率が 94.2％、マルボシル 10％の静脈内投与群の有効率 91.7％に対しまし

て、対照薬として同系統のオルビフロキサシンの注射剤でありますメイビックス注射液５％の筋

肉内投与群の成績によりますと、有効率 93.5％ということで、有効率に関して対照薬との有意差

はありません。 

 15 ページの表 1-6 でございますけれども、これは豚の細菌性肺炎に対するマルボシル２％の臨

床効果ということで、マルボシル２％筋肉内投与群の有効率が 82.7％、そして対照薬であるオル
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ビフロキサシンの注射剤でありますメイビックス注射液５％の有効率が 82.5％ということで、こ

ちらも有効率に関して有意差がありません。ということで、これは有効性を示す資料となってお

ります。 

 また、17 ページを開けてください。17 ページには「家畜由来細菌の薬剤感受性の推移」とい

う表が出ております。マルボフロキサシンではございませんけれども、ERFX、エンロフロキサ

シンと OFLX、オフロキサシンについて、これは同系統の新キノロン製剤ですけれども、1999 年

から 2003 年までの薬剤感受性の推移を示しております。フルオロキノロン剤に対する感受性の

変化はほとんどありませんということを示す表になっております。 

 そしてさらに 117 ページをお開きください。117 ページ以降は安全性に関する試験ということ

で、牛の静脈内投与の試験、それから筋肉内投与の試験、そして豚の筋肉内投与の安全試験の成

績です。 

 118 ページの表 7-1 は反芻前の子牛における静脈内投与による安全試験の成績です。臨床常用

量の投与で、ほとんど変化は認められておりません。7-2 は反芻期の牛における静脈内投与の安

全試験になっております。これも認容性が極めて高かったという結論になっております。５倍量

までの投与になっております。 

 120 ページ以降は筋肉内投与の牛の試験ですけれども、121 ページの表 7-3 ですが、これは３

倍量までの投与をしておりますけれども、注射部位で若干の反応があった以外はほとんど変化は

ないという成績になっております。 

 次のページ、122 ページの表 7-4 は反芻前の子牛における筋肉内投与ということで、臨床常用

量の試験になっておりますけれども、一般症状は変化なく、投与部位の肉眼所見もなく、ただし

病理組織学的検査においては投与部位の筋肉内炎症及び壊死を認めたけれども、投与部位の損傷

における治癒過程は早いという結論になっております。 

 123 ページ以降が豚における安全性試験ということで、124 ページの表 7-5 が豚の筋肉内投与

の安全性試験成績になります。こちらの方も投与部位における壊死とか炎症が認められたけれど

も、治癒は認められたというような形になっております。 

 126 ページも豚の筋肉内投与の安全性試験成績になっております。いずれも注射部位における

認容性も高いというような成績になっております。 

 224 ページ以降ですけれども、224 ページを開けてください。224 ページ以降は用法及び用量、

効能又は効果の設定根拠ということで、224 ページには用法及び用量と設定根拠ということです。

用法では、実験感染による有効性の試験、臨床試験の成績より筋肉内投与、あるいは静脈内投与
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で有効性が認められたこと、それから豚におきまして 225 ページ、同様に筋肉内投与で有効性が

認められたと書いてあります。また、用量につきましても 225 ページと 226 ページで MIC の値、

それから血中濃度、それから実験感染の有効性試験、さらに臨床試験の成績より有効性が認めら

れたということが記載してあります。効能又は効果につきましても同様に、対象疾病が重要な疾

病であること、MIC の調査、それから臨床試験成績と第一次選択薬に耐性を示した対象菌株でも

有効であったというようなことで効能又は効果が認められたと書いてあります。また、休薬期間

の設定根拠は、229 ページ以降ですけれども、牛、牛乳、それから豚の試験を行いまして、日本

の暫定最大残留基準値を下回ることが認められるところということで、牛で３日、牛乳で 48 時間、

豚で３日という試験成績が示されております。これも牛の場合ですと日本の残留試験成績とそれ

から外国の残留試験成績をまとめまして、一番長期に残留されたところから算出した値を基準と

して３日に設定するというような試験結果となっております。牛乳におきましてもやはり日本の

残留性試験成績と外国で実施した残留性試験成績より 40 時間の休薬期間が算定されたのですけ

れども、それを 12 時間ごとの区切りの期間ということですと 48 時間ということですので、48 時

間に休薬期間を設定するということが述べられております。豚におきましても同様に日本の試験、

外国の試験成績より３日間の休薬期間が設定されております。 

 232 ページ以降は使用上の注意の設定根拠を述べております。以上で説明を終わらせていただ

きます。よろしく御審議をお願いいたします。 

【○○委員】御苦労さまでした。それでは、ただいまの説明につきまして、御発言をお願いしま

す。どなたか御発言ありますか…。 

 余分なことを言ってはいけませんが、こういう会社によって非常に上手にまとめてくるところ

と誤字脱字の多いところといろいろ個性があるようですが、今回のこの資料は割とよくまとまっ

ているかなというような印象を受けました。 

 特に御発言がないということは、毎度申し上げますとおり、これは資料が完璧で一言もないと、

まあ、そういうことではないでしょうけれども、特に問題なしという判断を皆さんがされたもの

と思います。では、承認でよろしゅうございますね。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

【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、

毒劇薬には該当しないものとし、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

いたします。 
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（３）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

〔動物用抗菌性物質製剤調査会関係〕 

 

【○○委員】そうすると、今の承認がされたということですと、引き続きまして、議事次第の今

日の予定のところを見ていただいて、（３）に飛ばなければいけませんですね。「動物用医薬品の

使用の規制に関する省令の一部改正」という項でございますが、事務局、よろしいでしょうか。 

【事務局】それでは、説明させていただきます。本日配布いたしました赤の番号の№８－２とい

う資料をお願いいたします。この資料は「動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正に

ついて（案）」ということですけれども、先ほど御了承いただきましたマルボフロキサシンを有効

成分とする注射剤の輸入承認に伴う使用基準の改正となります。 

 使用基準の別表１ですけれども、医薬品としてはマルボフロキサシンを有効成分とする注射剤、

対象動物、牛と豚、用法及び用量として、１日量として体重１kg 当たりに２mg 以下の量を筋肉

内に注射することという牛、それから豚も同様な用法及び用量となっておりまして、使用禁止期

間が先ほど御承認いただきました食用に供するためにと殺する前３日間、または食用に供するた

めに搾乳する前 48 時間という牛の使用禁止期間と豚の、食用に供するためにと殺する前３日間と

いう使用禁止期間となっております。 

 めくっていただきまして、裏側に新旧対照表という形でつくらせていただきました。右側が現

行ということで、マホプラジンを有効成分とする注射剤の次に、今回の改正案、マルボフロキサ

シンを有効成分とする注射剤を追加していただきたいという改正になっております。よろしく御

審議をお願いいたします。 

【○○委員】ただいまの説明のとおりですが、一応これは審議事項ということでございます。特

に御発言はございましょうか、事務局説明のとおりでよろしいと。 

              〔「結構です」の声あり〕 

【○○委員】はい、そのような判断でございます。どうぞ。 

【事務局】 ありがとうございます。原案通り、薬事分科会に報告させていただきます。 

 

【新効能動物用医薬品】 

⑧コバクタン「三共」           三共ライフテック株式会社 

⑨コバクタン、セファガード        川崎三鷹製薬株式会社 
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【○○委員】それでは、続きまして同じく抗菌性物質製剤調査会関係でございまして、コバクタ

ン「三共」、それからコバクタン、セファガード、これの輸入承認事項変更承認、これの可否につ

いて、これも○○委員から説明をお願いいたします。 

【○○委員】それでは、よろしくお願いいたします。 

 三共ライフテック株式会社のコバクタン「三共」及び川崎三鷹製薬株式会社のコバクタン及び

セファガードは硫酸セフキノムを主剤とする注射剤でありまして、現在、牛の肺炎を適応症とし

て承認されています。今回の事項変更は豚の胸膜肺炎の適応症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２回審議し、７月 13 日に開催された調査会におい

て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。

なお、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年間とするという審議結果でございまし

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、説明いたします。当日配布資料黒の№19、２枚紙になっております。それ

と事前配布資料であります赤の№６を用いて説明をさせていただきます。お手元に御用意くださ

い。 

 黒の№19 でまず御説明いたします。販売名がコバクタン「三共」、コバクタン、セファガード

と３つございます。コバクタン「三共」が三共ライフテック株式会社、コバクタンとセファガー

ドは川崎三鷹製薬株式会社の製品となっております。本品は硫酸セフキノムを主剤とする注射剤

で、３剤ございますが、同じ規格の医薬品となっております。成分及び分量は、主剤として硫酸

セフキノム、それから懸濁化剤としてオレイン酸エチルということで記載してあります。 

 用法及び用量のところに牛と豚がございますけれども、現在、牛の方の効能は既に承認されて

おりまして、今回の事項変更承認申請というのは豚の胸膜肺炎の適応症を追加するための申請で

すので、豚の部分のみの御審議となります。用法及び用量ですけれども、豚１日１回、体重１kg

当たり本品 0.04～0.08mL、硫酸セフキノムとして１～２mg（力価）を３日間、筋肉内に注射す

るということで、休薬期間は本剤投与後、豚で４日間という休薬期間です。効能効果ですが、牛

の肺炎は既に承認されておりますけれども、豚の豚胸膜肺炎が追加されております。 

 本件につきましては動物用抗菌性物質製剤調査会におきまして平成 18 年４月６日と７月 13 日

の２回、御審議いただきました。残留問題調査会におきましては８月９日の１回の御審議をいた

だきまして、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、動物用医薬品等部会

に上程して差し支えない。なお、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年間とすると
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いう御審議結果でありました。 

 １回目の抗菌性物質製剤調査会の御指摘と対応は７番目のところの（１）、（２）、（３）とある

ところに記載されておりますけれども、血清型による薬剤感受性の比較等の御指摘を受けました

けれども、指摘に従ってその対応をいたしております。 

 また、残留調査会におきましては特に御指摘はありませんでした。 

 次に№６に従って説明をいたします。赤の№６の資料をごらんください。「概要」と書かれたブ

ルーのタグを開けていただきまして、１－１ページをお開きください。「起源又は発見（開発）の

経緯」ということで、国内での開発経緯について、我が国では牛の肺炎の適応症が承認されてお

りますが、今般、Actinobacillus pleuropneumoniae による豚の胸膜肺炎の治療薬として本剤の

有効性、安全性が確認されたことから適応拡大を目的として承認事項の変更を申請しますと書か

れておりまして、海外での承認状況ですけれども、本剤は海外では豚へも効能が拡大されており

ます。 

 ということで、その次のページでございますけれども、表 1-3 の「EU におけるコバクタンの

承認内容」というところを見てください。効能及び効果のところ、豚で承認がございまして、豚

の１と２と２つありますけれども、１番目がセフキノム感受性菌による肺及び気管の細菌感染症

の治療という効能がございます。用法及び用量につきましても呼吸器感染症の用法及び用量がご

ざいまして、その場合、セフキノムとして２mg／kg bw 当たり連続３日間の投与という承認があ

ります。 

 めくっていただきまして、１－５ページになります。１－５ページの表 1-4 ということですけ

れども、これが平成 15 年、16 年に分離・同定された P. multocida 及び M. haemolytica 薬剤感

受性変化についての記載になっております。これは豚については適用外ですので Actinobacillus 

pleuropneumoniae ではございませんけれども、感受性の変化の表になっております。 

 またその次のページ、１－６をあけてください。１－６の表 1-5 が食品媒介性病原菌及び指標

細菌に対するセフキノム並びに他のセフェム系薬剤の薬剤感受性データということで、今回の申

請データになっておりますけれども、他のセフェム系の抗菌剤と比べて同等以上の感受性がある

という表になっております。これが豚由来の臨床分離菌株ですけれども、同じページの表 1-6 は

初回、牛の承認申請のときのヒト由来臨床分離菌株に関する薬剤感受性の成績になっております。 

 １－８を開けてください。１－８に薬剤感受性に関するまとめとして、セフキノムはヒトで臨

床的に問題となる食品媒介性病原菌・指標細菌に対し、他のセフキノム系薬剤と同等以上の抗菌

活性を有することが示され、耐性変異株を選択する可能性は他のセフェム系薬剤と比較して少な
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いものと考えられたという記載があります。 

 あとは１－９ページに「４．家畜衛生上の事項」といたしまして、「本剤の効能又は効果がある

とされる疾病の家畜衛生上の重要性について」ということで、伝染病の発生状況ですとか、死廃

の転帰をたどる例が多いとかというような記載がございまして、豚における胸膜肺炎の被害が大

きく、豚における胸膜肺炎の治療薬の必要性は高いということで家畜衛生上の重要性があるとい

う記載になっております。 

 １－10 につきましては代替薬について記載されておりまして、代替薬にはいろいろあるわけで

すけれども、チアンフェニコール、テトラサイクリン系等につきましては近年、耐性菌の出現が

認められるということ、それからニューキノロン系薬剤と新世代セフェムにつきましても書かれ

ておりまして、新世代のセフェム系薬剤についてはセフチオフルナトリウムを主剤とする「エク

セネル注」だけであるという記載があります。同種同効薬につきましては１－11 ページから述べ

られております。 

 １－22 ページをお開けください。こちらの１－22 ページのところの本文中にアンピシリン、

ジヒドロストレプトマイシン、カナマイシン、オキシテトラサイクリンなど第一次選択薬として

の使用実績の多い薬剤に対しては耐性菌の出現が増加しているということで、表 1－11 が示され

ております。 

 その後ですけれども、臨床試験の成績がページの６－１以降に記載されております。試験群の

設計として表 6-1 で示されておりますように、無投薬対照と本剤の１及び２mg（力価）／kg／日

投与群、それから対照薬として同じセフェム系の薬剤であるエクセネルの３mg（力価）／kg／日

の投与群が示されております。 

 ６－８ページの表 6-7 をご覧ください。有効性の判定の結果といたしまして４群設定しており

ますけれども、無投薬対照群では有効率が０％に対し、２群のコバクタン１mg（力価）／kg で

は 91.7％、３群のコバクタン２mg（力価）／kg では 96.7％、陽性対照群のエクセネル群では３

mg（力価）／kg 群で有効率 95％という結果になっております。 

 ７－１ページ以降に残留性試験の成績が記載されております。国内２ヵ所の施設におきまして

この製剤を常用量投与いたしまして、毒性試験法のガイドラインに従って試験を実施しておりま

す。表 7-1 にその残留試験の概要が記載されております。試験成績は表 7-3 になっております。

一番最後まで残ったのが注射部位筋肉でございますけれども、４日の値としましては定量下限値

未満となっております。またこの場合に暫定残留基準値が設定されておりまして、それとの比較

によりますところにおきまして、休薬期間４日間という形で推定をしております。 
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 ８は主要申請事項の設定根拠ということで、８－１ページです。最初に効能又は効果、用法及

び用量の設定根拠といたしまして、表 8-1 で豚由来菌のセフキノムに対する MIC 値、それから表

8-2 に筋肉内に２mg（力価）／kg 投与後の血漿中セフキノム濃度の経時的推移が記載されており

ます。 

 さらに、海外の臨床試験の用量設定試験結果といたしまして、表 8-4 が示されております。そ

こで示されておりますように、セフキノム投与群２mg（力価）／kg の３日間投与の場合の有効

率が 95.5％という値となっております。また、国内における設定根拠がそれ以降に示されており

ますけれども、この場合、国内での臨床試験の成績もありまして、以上の試験から Actinobacillus 

pleuropneumoniae による豚胸膜肺炎を対象とし、１～２mg（力価）／kg の３日間筋肉内注射を

用法・用量として国内において臨床試験を実施した結果、硫酸セフキノムの高い有効性が確認さ

れたという結論になっております。 

 ８－４ページですけれども、これらの結果に基づいて効能又は効果として適応症：豚胸膜肺炎

を追加すること、用法及び用量として豚に１日１回体重１kg 当たり本品（硫酸セフキノムとして

１～２mg（力価））を３日間筋肉内に注射する。休薬期間として４日間という設定がなされまし

た。使用上の注意の設定根拠につきましては、副作用を、今回の豚ではございませんけれども、

牛での追加をしたというようなことが書かれております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いします。 

【○○委員】御苦労さまでした。ただいまの説明につきまして、御発言をお願いします。既に承

認されている薬剤でございますので、本質論はもう既に終わっているということかと思いますが、

特に御発言はございませんでしょうか…。それでは、承認といたします。 

【事務局】ありがとうございます。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。 

【○○委員】そうしますと、先ほどの例にならいまして、（３）、ただいまの製品につきまして、

動物用医薬品の使用規制に関する省令の一部改正、これも絡んできますね。 

【事務局】はい、そうです。 

【○○委員】よろしくお願いします。 

【事務局】よろしくお願いいたします。先ほどの続きになりますけれども、赤番号の８－２の資

料をお願いいたします。その１枚めくっていただきまして２枚目が今回の硫酸セフキノムを有効

成分とする注射剤についての効能追加のことになります。 

【○○委員】８－２、よろしいでしょうか。先ほどしまい込んでしまったかもしれませんが。 
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【事務局】済みません、８－２の２枚目です。 

【○○委員】よろしいでしょうか。説明をお願いします。 

【事務局】硫酸セフキノムを有効成分とする注射剤につきまして、別表１が示してありますけれ

ども、使用対象動物としてアンダーラインを引きました豚の追加、豚の用法及び用量として、１

日量として体重１kg 当たり２mg（力価）以下の量を筋肉内に注射することを追加し、使用禁止

期間として、食用に供するためにと殺する前４日間という使用禁止期間を追加しております。 

 裏側になりますけれども、現行の硫酸セフキノムを有効成分とする注射剤、牛の後に豚の項を

追加ということになります。よろしく御審議、お願いいたします。 

【○○委員】先ほどと同様、これも一応審議事項ということでございますが、どなたか御発言ご

ざいますか、特にございませんか…。それでは、承認といたします。 

【事務局】ありがとうございます。原案通り、薬事分科会に報告させていただきます。 

【○○委員】それでは、始めましてから約２時間を経過して、ここで 10 分休憩いたします。 

                 〔暫時休憩〕 

【○○委員】それでは、再開いたします。 

 

（２）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

 

【○○委員】今度は日程に従いまして、まだ審議事項ですけれど、（２）「動物用生物学的製剤基

準の一部改正」、これについて事務局から説明をお願いします。 

【事務局】それでは、御説明させていただきます。資料、事前に配布しております赤い番号で７

番の「動物用生物学的製剤基準の一部改正について」をお手元に御準備ください。前から８ペー

ジ目、後ろから２ページ目になりますが、新旧対照表の３ページ目をお開きください。 

 既にツベルクリンにつきましては基準がございまして、この表の右側がこれまでの基準、左側

が今回新しく改正する基準案となっております。今回の改正部分につきましてはアンダーライン

でお示しさせていただいておりますが、ちょうど場所が後ろから２ページ目の付記４の「動物用

標準ツベルクリン」の部分でございます。これまでツベルクリンを独立行政法人農業研究機構動

物衛生研究所から配布していただいておりましたが、今後、動物医薬品検査所で配布することと

なったために、これを改正するものでございます。 

 具体的には付記４「動物用標準ツベルクリン」のところ、従来は「独立行政法人農業研究機構

動物衛生研究所から配布される」とされておりましたが、左側に書かれておりますように、「動物
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用標準ツベルクリン」、「動物医薬品検査所から配布される」というふうに基準を改正させていた

だきたいというものでございます。説明の方は以上でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。要は製造場所が変わるということなのでしょうか。 

【事務局】はい、そのとおりでございます。 

【○○委員】ただいまの説明につきまして、御発言ございましょうか…。特にございませんね。

それでは、これは承認といたします。 

【事務局】ありがとうございました。原案どおり薬事分科会に報告させていただきたいと思いま

す。 

 

（３）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

〔動物用一般医薬品調査会関係〕 

〔動物用医薬品残留問題調査会関係〕 

 

【○○委員】では、続きまして（３）「動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正」、先

ほど８－２を使って説明がございましたが、８－１及び８－３について、事務局、説明をお願い

します。 

【事務局】説明いたします。赤番号の№８－１を開けていただきたいと思います。この資料に示

しました№８－１の改正案でございますけれども、この改正案は８月９日に開催されました動物

用医薬品残留問題調査会において御承認をいただいた案になっております。資料番号８－１、こ

の使用基準改正案はエトキサゾールを有効成分とする外皮塗布剤という医薬品になってございま

すけれども、これはエトキサゾールを有効成分とするポアオン剤であるダニレスの製造承認に伴

う使用基準の新規設定を行うための改正ということです。 

 通常の御審議とちょっと違う点がございまして、このヤシマ産業株式会社のダニレスは今回承

認申請の資料もございませんですけれども、このものは既に動物用医薬品等部会の審査を終えて

おります。 

 御説明いたしますと、ヤシマ産業株式会社のダニレスは牛の体重 10kg 当たり１mL、エトキサ

ゾールとして 10mg を牛の背中線に沿って、頸部から尾根部までの皮下に滴下投与する製剤です。

放牧牛に寄生するマダニの脱皮阻害及びマダニ卵の孵化阻害を効能とするものでした。本製剤は

平成 16 年の９月２日の動物用医薬品等部会において承認を可とし、薬事分科会に報告して差し支

えない、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年とするという審議結果をい
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ただきました。その時点では「搾乳牛を除く」という別表第１に記載しております「牛（搾乳牛

を除く。）」の「搾乳牛を除く」という使用制限がかかっていなくて、休薬期間もなしという申請

内容でしたけれども、その後、食品安全委員会において、この原薬であるエトキサゾールとダニ

レスにつきまして、食品健康影響評価を受ける過程におきまして、エトキサゾール及び溶解補助

剤である N-メチル 2-ピロリドンを投与した牛皮下組織での残留性を確認する試験を実施いたし

ました。その結果を反映いたしまして、ダニレスの休薬期間として牛、７日、こちらの使用禁止

期間として記載しております食用に供するためにと殺する前７日間という使用禁止期間、それか

ら使用対象動物として搾乳牛には使用しないという承認内容の変更が適切であるとされまして、

平成 18 年５月 18 日付で食品安全委員会より農林水産大臣に食品健康影響評価結果の通知がなさ

れました。今回の使用基準改正案はこの食品健康影響評価結果に基づく改正となります。 

 別表第１をご覧ください。医薬品としてエトキサゾールを有効成分とする外皮塗布剤、使用対

象動物として牛（搾乳牛を除く。）、用法及び用量として、１日量として体重１kg 当たり１mg 以

下の量を頸部から尾根部に塗布すること。使用禁止期間として、食用に供するためにと殺前７日

間という使用基準の改正案でございまして、めくっていただきまして新旧対照表になりますけれ

ども、現行のエチプロストントロメタミンを有効成分とする注射剤の次にこの項を追加するとい

う改正になります。続いて御説明いたしましょうか。 

【○○委員】お願いします。 

【事務局】それでは、資料№８－２につきましては先ほど説明いたしましたので、資料№８－３

を御用意ください。この改正案はやはり８月９日の動物用医薬品残留問題調査会において御承認

をいただいたものです。 

 現在、セフチオフルナトリウムを有効成分とする注射剤については資料№８－３の表の右の欄

のとおりの使用基準、めくっていただきまして８－３の裏側になりますけれども、現行の使用基

準が記載されております。別表第１で右の現行のところでございますけれども、セフチオフルナ

トリウムを有効成分とする注射剤、アンダーラインが引いてありますが、食用に供するためにと

殺する前 20 日間で、牛ですけれども、豚では 10 日間という使用禁止期間になっております。で

すが、この使用基準のうち、牛及び豚の使用禁止期間は承認申請時の添付資料の残留試験成績に

おきまして検出限界 0.05ppm で検出されなかった時点ということを評価いたしまして、平成８年

の承認の際に定められた期間になっております。この時点におきましては、セフチオフルの食品

中の残留基準が定められておりませんでしたので、含有してはならないという基準に基づきまし

てこう定められておりました。その後、平成 13 年に厚生労働省によって牛、豚の筋肉等の残留基
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準が定められたことから、この残留基準に適合する範囲内で使用禁止期間を短縮するよう当該製

剤の承認保有者でありますファイザー株式会社から要望書が提出されました。この要望書には、

承認申請時に提出された国内実施の残留試験成績のほかに国外、米国で実施された残留試験成績

が新たに添付されておりました。今回の使用基準の改正案はこれらの成績に基づいたものです。 

 なお、搾乳についての使用禁止期間につきましては今回と同様の要望書によりまして、平成 16

年に牛乳の残留基準に適合する範囲で使用禁止期間の短縮が行われております。 

 ということで、もう一回見ていただきます。新旧対照表ですけれども、この改正によりまして、

牛の使用禁止期間が 20 日間から７日間へ短縮、豚の方は 10 日間から３日間への短縮ということ

になります。どうぞ、御審議をお願いいたします。 

【○○委員】ただいまの説明につきまして、どなたか御発言はございますか…。特にないようで

すが、ちょっと伺いたいのですが、注射剤の方はとにかく、８－１の方ですね。もう既にこれは

農家でもかなり使われていると思うのですね。この基準が変わった場合にどのように徹底される

のでしょうか。 

【事務局】これはまだ承認はされていません。 

【○○委員】いや、承認された場合に。 

【事務局】承認された場合に農家でどのように徹底するかということですか。 

【○○委員】つまり、現場にどのように伝わるのでしょうか。 

【事務局】添付文書には使用禁止期間という形で記載してありますので、その形で、あとは販売

会社さんの方からそういう使用方法ですよという形のお知らせがなされます。 

【○○委員】ということは、現実にはやはり共済なり獣医師なりがそれをメーカー側から知って、

それで現場に伝えるということになるのですか。 

【事務局】ただ、省令を改正しますと官報に載ります、お知らせを各都道府県に通知いたします。 

【○○委員】実際に農家の現場を見ますと、おじいちゃん、おばあちゃんが一生懸命牛を飼って

いるのですよ。それで薬はそこら辺に、もう倉庫に置いてあるわけですね。搾乳牛には使いなさ

んなということを言われても、今まで使ってよかったではないかという、もう現場のそういう問

題も踏まえてどう徹底するかということ、自由に使っていいよと言うのなら非常にラフでいいと

思うのですが、使ってはいけないよという、もう常識的に使われているところへどうやめさせる

かというのは非常に難しい問題が残ると思うのですね。ですから、お役所で文章をつくるのはわ

けないのでしょうけれども、それが末端までどう行くかというのはぜひそれぞれの機関でよくお

考えいただきたいと思うのです。これは私の要望です。 
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【事務局】わかりました。特に、この製剤はポアオン剤ということですので、かなり使われるか

もしれませんので、その点、注意いたします。 

【○○委員】余分な一言かもしれませんが。 

【事務局】いえ、どうもありがとうございます。 

【○○委員】現場で活用されなければ全く意味がありませんので、ぜひよろしくお願いします。 

【事務局】わかりました。 

【○○委員】他にどなたか、よろしゅうございますか…。それでは、これは承認といたします。 

【事務局】ありがとうございました。原案どおり薬事分科会の方に報告させていただきます。 

 済みません。あとはその他になるのですけれども、先ほど資料ができませんでした使用規制省

令の改正の一部改正についてを今御説明させていただいてよろしいでしょうか。 

【○○委員】資料はできたのですか。それでは配布をお願いします。 

【事務局】配布させていただきます。行き渡りましたでしょうか。 

【○○委員】８－４ですね。 

【事務局】はい。赤ナンバーの８－４ということでお配りいたしました。 

【○○委員】先ほどに遡るわけですね。 

【事務局】遡りまして、申し訳ございません。審議事項ということなのですけれども、これは本

日、動物用一般医薬品調査会関係でフォーベット 50 注射液というものの輸入承認事項変更承認を

審査していただきました。それに伴いまして、使用基準の改正を行いたいという案になっており

ます。改正の内容ですが、医薬品としては「フルニキシンメグルミンを有効成分とする注射剤」、

現状では牛と馬の承認がありまして、使用基準が定められております。これに今回の承認事項変

更承認に伴いまして、豚の効能が追加されるということで、「豚」の項目を追加したいということ

です。 

 具体的には使用対象動物に「豚」を追加いたしまして、用法及び用量のところに「１日量とし

て体重１kg 当たり２mg 以下の量を筋肉内に注射すること」。使用禁止期間としまして「食用に供

するためにと殺する前 28 日間」という追加をお願いいたします。 

 裏に新旧対照表が付いておりますが、現行の右側のところの牛と馬の項の下に「豚」を追加す

るという改正になります。よろしく御審議をお願いいたします。 

【○○委員】これは審議事項ということでございますが、特段の質問等ございましょうか。 特

に御発言はございません。それでは、これは承認といたします。 

【事務局】ありがとうございます。原案通り薬事分科会に報告させていただきます。 
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（４）動物用抗生物質医薬品基準の一部改正について 

 

【○○委員】それでは、続きまして（４）の「動物用抗生物質医薬品基準の一部改正」というこ

とでございます。 これも事務局から説明をお願いします。 

【事務局】赤ナンバーの９番で少し薄めの資料がございますので、御用意ください。 それでは、

№９をごらんください。「動物用抗生物質医薬品基準の一部改正（案）」ということですけれども、

動物用抗生物質医薬品基準は、薬事法第 42 条の第１項に基づく基準です。今回の改正の趣旨です

けれども、２点ございまして、（１）としましては、この動物用抗生物質医薬品基準、動抗基の製

剤総則と試験方法の中には日本薬局方に準じた記載が多数ございまして、今般、平成 18 年３月

31 日付をもって日本薬局方の第 15 改正が行われたということがあのますので、これと整合性を

図るために、またその他所用の整備のために当該基準の一部改正を行うというのが１点目の改正

の趣旨です。 

 ２点目ですけれども、動抗基におきまして乳房注入剤は青色１号を用いて着色しなければなら

ないという規定がございまして、その目的は、投薬した牛が生産する乳汁中の当該薬品の残留の

目安とすることということでこれまで管理をさせていただきましたが、今般、農林水産省の委託

事業におきまして乳房注入剤にかかる残留試験を既存の製剤につきまして実施いたしました。乳

房注入剤中の抗生物質と青色１号の消失が一致しないことが明らかとなったこと、それから本試

験結果に基づいて適切な休薬期間もしくは使用基準が設定されるということがございますので、

当該基準の乳房注入剤に係る製剤総則の見直しということで、本基準における見直しを行いまし

たということです。 

 ページをめくっていただきまして、これは新旧対照表になっております。アンダーラインが改

正される部分ということになります。ほとんどが日本薬局方の記載なのですけれども、これは事

前配布資料ということであらかじめ目を通していただいておりますので、乳房注入剤部分につい

てだけ御説明をいたします。 

 ページが振ってございませんで申しわけないですけれども、４枚目の一番下になりますけれど

も、「乳房注入エアゾール剤」というのがございまして、そこのもう一枚めくっていただきまして

裏側になります。第５項に、「本剤は、青色１号を用いて着色し」という左側の現行の規定に対し

て、「着色することができる」というふうに修正をいたします。これは現在は着色されているもの
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しかないわけですけれども、この規定を変えることによって着色しているもの、していないもの

の両方製造可能、規格として設定可能ということになります。 

 もう一つは、ブリリアントブルーFCF ということなのですけれども、「その場合」という形で、

「その場合……色素試験法で定量するとき」という形の「その場合」を入れました。その改正で

す。その下に「乳房注入剤」という剤形がございますけれども、５項目も同様に「着色し」を「着

色することができる。その場合」という形で改正を行いました。 

 あとは乳房注入剤に関してですと、もう少しめくっていただきまして後ろから３枚目になりま

す。試験法のところに標準溶液として、一番下ですけれども、「ブリリアントブルーFCF 国立医

薬品食品衛生研究所標準品」と書かれていますところを、「食用青色１号標準品」という形で修正

をさせていただきます。これはこの元の国立医薬品食品衛生研究所標準品というものがなくなっ

てしまったことによる改正になります。 

 そのほかの点は薬局方の改正によるものです。以上で説明を終わります。 

【○○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、御発言はございますか…。

特にないようです。 

 念のためですけれども、そうすると、メーカー側の意向によって青色をしたり、あるいは全く

無色のものが出てくるという可能性があるという話でしょうか。 

【事務局】はい、そうですが、もちろんメーカーさんも市場をリサーチされてから開発されると

いうことで、市場におきまして、農家さんが、例えば青色が入ったものがいいということであれ

ば青色の製品がそのままずっと残るかもしれませんし、青色を抜いた方がいいユーザーさんが多

いということであれば、またそのようなことになるかと思います。 

【○○委員】ということだそうでございます。御意見、ございませんか。御発言、どうぞ。 

【○○委員】参考までに教えていただきたいのですけれども、抗生物質と青色１号の消失が一致

しないということはどういうことなのですか。つまり、先に色が消えるのか、後から消えるのか、

どちらなのですか、それともバラバラなのか。 

【事務局】青色１号は含有量の規定がございますので、それほど製剤によって変わらない消失時

間となると思いますけれども、抗生物質の方は千差万別と申しますか、かなりいろいろあります

ので、製品によっては青色１号の消失の方が早い、また製品によっては遅いというようなバラバ

ラなことになります。 

【○○委員】よろしいですか。 

【○○委員】はい。今までの着色ということは科学的根拠が余りなかったということなのでしょ
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うか。 

【事務局】着色自体はそうなのですけれども、個別に休薬期間がついておりますので、休薬期間

を守っていただけば、それは有効成分の消失期間を見ておる休薬期間ですから大丈夫ということ

です。ただ、着色は乳房に注入したかどうかという目安ということで考えていただければと思い

ます。 

【○○委員】はい、了解しました。 

【○○委員】何か薬物の詳細に合わせて青色１号の濃度を変えれば簡単にできることではないか

というような気もしないではありませんけれども、まあよろしゅうございますか。 

              〔「結構です」の声あり〕 

【○○委員】それでは、これも承認ということにいたします。 

【事務局】ありがとうございます。 

 原案通り、薬事分科会に報告させていただきます。 

【○○委員】それでは、これで審議事項は一通り終了ということになりまして、以後は報告事項

でございます。 

 

Ⅱ）報告事項 

（１）動物用体外診断用医薬品の承認の可否について 

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕 

【測定項目又は原理が新しいもの】 

①フローチェック CP／CC         日生研株式会社 

 

【○○委員】改めて（１）のフローチェック CP／CC、それからニッピブル BSE 検査キット、体

外診断薬でございますね。事務局、説明をお願いします。 

【事務局】それでは、御説明させていただきます。 

 まず最初にフローチェック CP／CC について御説明させていただきたいと思います。報告事項

ということでございますので、どういうものか、あるいはこの製品の特徴について中心に御説明

させていただきたいと思います。それでは、事前に配布させていただいております資料番号赤の

10 番をお手元に御準備ください。表紙に「動物用医薬品製造承認審議経過票フローチェック CP

／CC」と記載されているものでございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、まず最初に審議経過表に沿って簡単に御説明させていただきます。まず販売名が「フ
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ローチェック CP／CC」、申請者が日生研株式会社でございます。成分及び分量につきましてはち

ょっと長うございますので、ご覧いただければと思います。用法及び用量につきましては次の別

紙１、使用方法、それから判定という形で記載されております。それから、表紙に戻りまして６

の効能又は効果は「犬の糞便中の犬パルボウイルス抗原及び犬コロナウイルス抗原の検出」とい

うことで、動物用生物学的製剤調査会におきます審議結果といたしまして、審議年月日：平成 18

年７月 24 日、審議結果：本申請については下記のことを条件に承認を可とし、動物用医薬品等部

会に報告して差し支えないとなっております。その条件といたしましては「犬パルボウイルス及

び犬コロナウイルスの検出感度について明確にし、「使用上の注意」に反映させる」ことというこ

とで、使用上の注意に記載を追加していただいております。 

 それでは、概要書の方をお開きください。まず概－１と書かれているページでございます。 

 本申請のキットはイムノクロマト法により犬パルボウイルスと犬コロナウイルスを同時に検出

する診断キットでございます。起源又は発見（開発）の経緯に関する資料に記載しておりますが、

犬パルボウイルスは、犬に急性かつ致死率の高いウイルス性下痢症を引き起こします。一方、犬

コロナウイルスは致死率はパルボウイルス感染症と比べて高くはありませんが、罹患率の高い急

性の下痢症を引き起こします。この２つの下痢症の鑑別、あるいは共感染の診断は臨床上重要で

あるとの考えのもと、開発を進められておりました。イムノクロマト法は簡便かつ迅速に結果が

得られることから、本キットでもこれを採用しております。 なお、現在のところ、本申請のキ

ットと関連する診断キットはパルボウイルス感染症を対象としたもののみでございまして、６製

剤が市販されてございます。 

 概－19 ページをご覧ください。こちらが診断キットの原理と構成の概要を説明した資料でござ

います。図概 8-1 のところをご覧ください。イムノクロマト法は金コロイド等の着色粒子で標識

した抗体とニトロセルロース膜に固定した捕捉用抗体を用い、抗原をサンドイッチ法により可視

的に検出する方法でございます。本キットではパルボウイルスとコロナウイルスの２つの抗原を

同時に検出するようになっておりますので、２種類の金コロイド標識抗体を検出板の左端にござ

います検体添加部位の直後に含ませ、それぞれの抗原に対応する捕捉用抗体も固相化部位の位置

をずらし、２ヵ所に塗布してあります。本キットで金コロイドで標識する抗体にはマウスモノク

ローナル抗体を、捕捉用抗体にはウサギポリクローナル抗体を使用しております。検体添加部位

に検体液を添加しますと、この部位から図の右の方向に向かって検体液が毛細管現象により流れ

ます。流れていく検体中にパルボウイルス、あるいはコロナウイルスの抗原が存在しますと対応

する金コロイド標識抗体と結合し、この抗原抗体複合体が捕捉用抗体に捕捉され、最終的に赤紫
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色のラインとして可視化されるものでございます。ニトロセルロース膜上の右側に反応終了確認

部位がありまして、この部位に赤紫色のラインが出現した場合に検査が成立したものとみなし、

検体中に各抗原が存在するか否かを各抗原に対応するラインの出現の有無で判定するというもの

でございます。以上でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。報告ということでございますので、審議ではございませ

んが、何か特段の御質問等ございますでしょうか、よろしいですね。それでは、これは了承しま

したというのが正しい表現のようですが、続いて 11 番の資料でお願いします。 

 

【測定項目又は原理が新しいもの】 

②ニッピブル BSE 検査キット        株式会社免疫生物研究所 

 

【事務局】それでは、同じ報告事項でニッピブル BSE 検査キットについて御説明させていただき

たいと思います。 

 それでは、最初に２ページ目にございます審議経過表の方をごらんください。販売名「ニッピ

ブル BSE 検査キット」、一般名が「牛海面状脳症診断用酵素抗体反応キット（ワンポット前処理

法）」ということでございます。申請者は株式会社免疫生物研究所、成分及び分量につきましては

別紙１ということでご覧いただければと思います。別紙１は次のページです。 使用方法につき

ましては、４ページ目にございます別紙２に記載させていただいております。 それから、使用

目的でございますが、牛延髄における異常プリオン蛋白質の検出でございます。 

 動物用生物学的製剤調査会の審議結果といたしまして、審議年月日：平成 18 年７月 24 日、審

議結果、本剤については承認を可とし、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないとされてお

ります。 

 それでは、概要書に沿って、どのような製品的ポイントがあるか御説明させていただきたいと

思います。ちょっと飛ぶのですが、概要書の２ページ目を最初にお開きください。開発の経緯の

ところでございますが、平成９年度より畜産対応研究、平成 15 年度より農林水産技術会議事務局

の委託プロジェクトで BSE の基礎研究を行っているところでございます。並行して、平成 14 年

度より動物衛生研究所と BSE の検査キットの開発の共同研究の契約を結び、さらに平成 16 年度

より株式会社免疫生物研究所と株式会社ニッピが共同研究を進めてきたものでございます。 

 ２ページ目の 1.3.2 になりますが、本キットは前処理キット及び検出用キットからなっており

ます。牛延髄から調整したホモジネートに蛋白分解酵素を作用させて正常なプリオン蛋白質を分
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解させ、残った異常型プリオン蛋白質を酵素免疫測定法、この場合はサンドイッチエライザ法を

用いておりますが、これによって検出しております。基本原理は既承認となっております一次ス

クリーニングにも使われておりますフレライザ BSE 及びプラテリア BSE と似たような原理を使

用しております。ただし、３つの改良点によって操作性の簡便化、作業の安全の向上性、感度の

向上性を図っておるものでございます。 

 それが、次の３ページ目の表 1.3.1 に示してございます。こちらが本製剤の特徴となる改良点

でございます。特に、前処理において改良が検討されており、第１の改良点につきましては、新

規に開発したバイオマッシャーというものを使い、簡単にホモジネートをつくれるようにしてあ

ります。さらに、このバイオマッシャーを用いまして単一の緩衝液、単一の容器を用いて検体を

作るといういわゆるワンポットで最後まで行うという方法で前処理を行うようにしております。

この場合、遠心によって、これまでのキットのような抗原の精製・濃縮を必要としておりません

ので、３番目として、さらに高い感度を示すように抗体を選びまして、高い検出系を構築してお

ります。 

 次に６ページ目をお開きください。表 1.3.4 でございます。こちらに示すように、BSE の陽性

検体について希釈系列をつくって感度を調べております。国内検体及びアイルランド検体、別々

に試験をしておりますが、本製剤におきましては 10～30 倍の希釈まで測れ、これは既承認薬と

ほぼ同等か若干よい結果となっております。さらに、下の表の 1.3.5 において 37℃高温処理検体

を用いた検出感度の比較を行っております。これは 37℃で劣化させたサンプルを使うことによっ

て本製剤とプライテリア BSE の比較を行っているものでございます。37℃で一晩加温した状態に

おきましてもほとんど感度が低下しないのみか、既承認薬より若干感度がよいということがこち

らの成績からわかっております。簡単ではございますが、以上でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。どなたか御発言ございますか…。特に御質問等ないよう

です。ありがとうございました。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

（２）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ビニューバックス NBE     メリアル・ジャパン（株） 

 

【○○委員】続きまして、医薬品の再審査についてですか、事務局、お願いします。 
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【事務局】それでは、赤で№12 と書いてある資料をお手元に御用意ください。 

 まずタグの１でございます。ビニューバックス NBE、これはメリアル・ジャパンが申請したも

のであります。効能・効果は鶏のニューカッスル病、鶏伝染性気管支炎及び産卵低下症候群-1976

の予防でございます。審議結果でございますが、有効性及び安全性に関する評価に基づき有用性

が認められるものとして、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないという審議結果を再評価

調査会でいただいております。この使用上の注意ですが、ここにはちょっと書いてありませんが、

４月５日付の事務連絡の内容に若干合っていない箇所もありますので、それは修正するように指

導する予定でございます。 

 ①番につきましては以上です。 

 

②クリオマレック（RI SPENS＋HVT）     メリアル・ジャパン（株） 

 

【事務局】次に②のタグでございます。クリオマレック、申請者はメリアル・ジャパンです。効

能・効果は鶏のマレック病の予防でございます。 再評価調査会での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、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないとの

審議結果をいただいております。 

 それから次でございますが、③のタグですが、これにつきましては現在資料整備中でございま

すので、きょうの報告からは除かせていただきたいと思います。 

 

④日生研 TGE・PED 混合生ワクチン     日生研（株） 

 

【事務局】④のタグでございます。日生研 TGE・PED 混合生ワクチン、申請者は日生研株式会

社です。効能・効果は、乳汁免疫による子豚の豚伝染性胃腸炎の軽減及び豚流行性下痢の発症の

阻止もしくは軽減でございます。 

 調査会での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

差し支えないとの審議結果をいただいております。 

 

⑤スイムジェン TGE／PED     （財）化学及血清療法研究所 

 

【事務局】それから⑤のタグです。スイムジェン TGE／PED、申請者は（財）化学及血清療法研
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究所でございます。効能・効果は乳汁免疫による子豚の豚伝染性胃腸炎及び豚流行性下痢の予防

でございます。 

 調査会での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

差し支えないとの結果をいただいております。 

 

⑥２価 MD 生ワクチン（HVT＋SB－1）     （株）ゲン・コーポレーション 

 

【事務局】それから⑥のタグでございます。２価 MD 生ワクチン（HVT＋SB－1）でございます。

申請者はゲン・コーポレーション。効能又は効果はマレック病の予防でございます。 

３枚めくっていただきまして「４」と書いてありますが、調査会での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結果をいただいております。 

 

⑦“京都微研„豚オーエスキー病不活化ワクチン     （株）微生物化学研究所 

 

【事務局】それから、⑦のタグでございます。“京都微研”豚オーエスキー病不活化ワクチン、申

請者は微生物化学研究所でございます。効能・効果はオーエスキー病ウイルス感染による妊娠豚

の死流産予防及び乳汁免疫による産子の豚オーエスキー病の発症予防でございます。 

 これにつきましても、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の結果をいただいております。これにつきましても使用上の注意に一部修正

すべきところがありますので、それは指導いたします。 

 

⑧フェリドバック PCR     （社）北里研究所 

 

【事務局】それから⑧のタグでございます。フェリドバック PCR、申請者は北里研究所です。効

能又は効果は猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス感染症、及び猫汎白血球減少症の予防で

ございます。 

 審議結果ですが、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の結

果をいただいております。これにつきましても若干、使用上の注意の修正を指導する予定です。 

 

⑨クロミカルム錠 5mg、同 20mg     ノバルティスアニマルヘルス（株） 
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【事務局】それから、⑨のタグです。クロミカルム錠 5mg、同 20mg、申請者はノバルティスア

ニマルヘルス（株）です。効能又は効果ですが、犬の飼い主から離れることに起因する分離不安

症（飼い主のいない間の破壊、吠えの行動並びに不適切な場所での排便、排尿行動）治療の補助

でございます。 

 この審議結果でございますが、資料の整備を条件としまして、有用性が認められるものとして

部会に報告して差し支えないとの審議結果をいただいております。資料の整備ですが、そこの下

に書いてありますが、１つ目が、「１度」を「１回」とすることという修正です。それから、２）

ですが、「分離不安の」というものを「分離不安症」と「症」を入れるということです。３）も同

様に「症」を入れるということです。１枚めくっていただきまして、効能・効果の記載から先ほ

どの「分離不安－」というその部分を削除するという審議結果をいただきまして、このようなこ

とで整備するということになっております。 

 それからもう一枚めくっていただきまして、クロミカルム錠 20mg というのが⑨のタグの３枚

目にあります。これもやはりノバルティスアニマルヘルス（株）が申請者でありまして、効能又

は効果も先ほどの５mg と同じです。 

 審議結果は一番下にございますが、審議結果につきましても、先ほどと同じように資料の整備

を条件として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ことで、資料の

整備事項につきましても先ほどと同様でして、対応も審議会の指摘のとおり行うということにな

っております。 

 

⑩フォーベット 50 注射液     ナガセ医薬品（株） 

 

【事務局】それから、⑩のタグでございます。フォーベット 50 注射液、申請者はナガセ医薬品（株）。

効能・効果は牛で、細菌性肺炎における解熱及び消炎です。 

 そして添付資料一覧でございますが、「×」が４つついておりますが、これはこの審議経過票に

ついていないということで「×」をつけてしまっておりまして、これは再審査の申請書自体には

すべてついておりますので、これは全部「○」の間違いです。 

 そして、審議結果でございますが、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

支えないという結果をいただいております。 
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⑪ノルバサン サージカルスクラブ     （株）キリカン洋行 

 

【事務局】それから⑪でございます。ノルバサン サージカルスクラブ、申請者はキリカン洋行で

ございます。効能及び効果は、犬又は猫の手術野の殺菌消毒でございます。 

 そして審議結果でございますが、これにつきまして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の結果をいただいております。以上でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。御発言ございますか、どうぞ。 

【○○委員】あらかじめ御連絡しておけばよかったのですけれども、クロミカルム錠 5mg、同

20mg の方ですけれども、審議結果のところで、次の最後の２枚目になりますが、最後から２行

目の「再審査終了後に商人事項」の「商人」が間違っておりますので、これは訂正しておいてく

ださい。 

【事務局】済みません、ありがとうございます。 

【○○委員】誤字ですね。よろしいですか。 

【事務局】はい。 

【○○委員】他にございませんか、どうぞ。 

【○○委員】⑧のフェリドバック PCR の使用上の注意の点でお聞きしたいのですけれども、これ

はこのように改正というか、改定するということなのでしょうか。それとも、これは以前からあ

ったものなのでしょうか。 

【事務局】これをさらに４月５日に事務連絡で使用上の注意の記載要領を若干変えるという通知

を出しておりまして、それに合わせるように変えるということを考えております。 

【○○委員】これは以前のものではないのですか。 

【事務局】これは使用上の注意案ですので、これは少し変わっているものです。 

【○○委員】以前から変わっているということですね。その経緯をもう少しはっきりしてほしい

ことと、あとは⑧の３枚目になりますか、「使用上の注意」と書いてあるページの２枚目のところ

なのですけれども、副反応の（３）過敏体質のものでは云々というこの１つのパラグラフがあり

ますけれども、ここに関して非常に問題があるというふうに私は思っていて、猫の場合にどの程

度わかっているかということがはっきりしているのかというふうにお聞きしたかった。というの

は、私はこの関係の仕事をしていて、恐らくもう少し違う書き方をすべきなのだろうというふう

に思っていて、ただこれはワクチン全体に関わることなものですから、例えば犬の場合と猫の場

合と全く違うと思うのです。ですから、犬の場合のアレルギー反応をどのように記載するかとい
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うのは大体もうわかってきております。ただ、猫の場合のアレルギー反応をどのように書くかと

いうのは非常にわからないことが多いので、その辺を、たまたまこのワクチンが出てきましたけ

れども、今後、どういうふうに書くべきかをもう少し慎重にしないといけないというふうに思う

のです。ですから、特にワクチンによる副反応で死亡例等が出ていますので、この辺の書き方を

もう少し整備すべきだと私は思っております。 

【事務局】これは前からこのような記載になっているのかどうかは、今ちょっと調べております。

今後、検討すべきということについては、これはもう少し相談する必要があると思います。 

【○○委員】ちょっと確認ですけれども、これに限らず、何かいわゆる使用上の注意全般にもう

一度目をきちっと通さなければいけない部分があるのではないかという御発言でしょうか。 

【○○委員】ごめんなさい、全般ではなくて、私が指摘しているのは、犬と猫に使われているワ

クチンにおける副反応、アレルギー反応のことをこの使用上の注意で、最新の知見に基づいて整

備してほしいというのが私の希望です。 

【○○委員】要点は事務局、よろしいですね、今の。 

【事務局】はい。 

【○○委員】ちょっと私から質問ですけれども、そうすると、この再評価調査会だけでこれを見

て、いわゆる大本になった一般薬であるとか、あるいは抗菌剤等々に再評価の段階でもう一回お

ろして見直した内容を確認しているということではないのでしょうか。 

【事務局】再評価の段階では、調査会自体は再評価調査会で行っております。 

【○○委員】もしその調査会で異論が出なければそのままここへこのように出てくる。ですから、

それは大本の調査会である一般薬、あるいは抗菌剤等々、いわゆるそこにはおりていないわけで

すね。ですから、そこでもう一回問題点があるかどうかの見直しというのはそのチャンスがない

ということになりますね。 

【○○委員】○○委員の御発言は、猫にワクチネーションしたときに起こり得る副反応の中で「ア

レルギー反応」という表現が犬とは違っているので、表現は適切にすべきであるという御提案だ

ということだと思うのですね。 

【○○委員】そうです。 

【○○委員】再評価調査会ではこのワクチンについて検討したところ、特に死亡例が出るとか、

あるいは特別な副反応が出るとか、これまで以上のものはなかったということで従来の表現を踏

襲させていただいた。したがって、部会に報告して差し支えないという結論に達しましたけれど

も、この部会で○○委員の御発言があるようでしたら、それは最先端の研究をされておられる先
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生ですので、全体にわたっての見直しをする必要があるということではないかと思うのですが。 

【○○委員】そうですね。最新の知見が加わったということであれば、やはりどこかでもう一回

見直さなければいけないということになると思いますが、どうぞ。 

【○○委員】動物用医薬品の副作用に関して、動物医薬品検査所の方にも臨床の獣医師の先生、

あるいは製剤関係の業者からも集まるようになっています。そういうシステムの中でいろいろな

情報があって、また体系的に整理している段階です。文献的にも新しい情報があれば当然再評価

なり再審査の方にも反映していくという、そういう体制になっていますので、貴重な症例、特に

副反応又は副作用に関しては、動物医薬品検査所の方でどんどん集めて、必要があれば当然使用

上の注意に反映していく、そういう体制を整えつつあります。こういう発言があれば当然それも

参考にしながらいろいろな形で整理していきたいと思っております。 

【○○委員】具体的にはどういうルートでそれが伝わるのですか。 

【○○委員】現在、薬事法上のルートということであれば、直接獣医師の方がファックスなり、

あるいは電子的な情報の報告システムがありますので、獣医師会雑誌なり関係の業界紙というか、

そういう獣医師関係の雑誌には報告システムを伝えております。そういう形で逐次集まるように

はお願いしておりますけれども。 

【○○委員】例えば、○○委員にもう一回振りますが、具体的にこの問題をそうすると再評価調

査会でもう一回検討し直してもらうのでしょうか、それとも事務局預けになるのでしょうか。 

【○○委員】再評価調査会で議論するときには、新しいこういう文献が出てきた、あるいはこう

いう表現をしてきたけれども、そういうものは適切ではないという何か根拠になるものが公表さ

れたものを受けて、それに基づいて使用上の注意を訂正させていくというのは基本的な姿勢だと

思うのですね。したがって、そういう公表されたものも提示されていない段階の中で新しい御発

言があれば、事務局の方で先ほど○○委員がおっしゃられたような形での情報収集をして訂正し

ていくという対応になろうかと思うのですが、ですから、そういう御指摘を今いただいたという

ことで私はいいのかなと思っているのですが。 

【○○委員】ここは公的な場所ですからなんですが、一般論としてそのルートが確保されている

のかどうか。どうぞ。 

【○○委員】ちょっと確認ですけれども、それで先ほど事務局の方にお聞きしたのは、例えばこ

のアレルギー反応のところの文章が以前の承認のときの文章なのか、今回、変えているものなの

か、それによって随分違うものですから教えていただきたいと。 

【事務局】今、確認できまして、これは今回で変えているわけではありません。 
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【○○委員】わかりました。それで、たまたまうちで仕事をしていて、2002 年から 2005 年の間

に重要な文献が５つぐらい出ているのです。それはほとんど犬に関することで、犬に関してはも

っときっちりと書けるようになったのです。ただ、猫に関しては非常に研究が乏しくて、これは

ちょっと書き過ぎなのだというふうに思うのです。ですから、犬のことと猫のことをごっちゃに

しているところがあるものですから、多分、これは犬で大体わかってきたことをファジーに書い

てあるということで、ですから犬はもっとしっかり書く、猫はわかっていることだけを書くべき

と、そういうふうに思います。ですから、犬の方でこういった使用上の注意が出てきたらもっと

はっきりとどうしたらというふうに言えるのですけれども、猫の場合にはまだわかっていること

に限定して書くべきであろうというふうに私は思います。 

【事務局】それでは、その御指摘を受けて、事務局の方でもどういうふうな書き方がいいのかを

検討させていただきたいと思います。 

【○○委員】どうぞ。 

【○○委員】もともとこれは報告事項ということですけれども、この資料を読んでちょっと不思

議に思ったのは、すべて使用上の注意の後に「案」とついていまして、全部に対してそういうふ

うに書いてあるのですけれども、これは報告事項ですから、私の最初の理解では、再評価調査会

で案として出てきたのであれば、何も審議するところではないのですが、どこに対する案なのか

判らないので、書き方としては余り適切ではないのかなと思います。それで、先ほどの辻本先生

の意見のようなことが出てきたときに、じゃあどうするというのが困りますよね。一般的に他の

ところはじゃあいいのかというのがちょっと疑問に思うのですけれども。 

【○○委員】事務局、明確な説明をお願いします。 

【事務局】この「案」につきましては、一応部会において調査会の審議の報告という形なのです

が、この部会で報告が終わった段階でもう一回メーカーさんに部会で報告して了承いただいたと

いうことを連絡して最終的にメーカーが資料を整備することになっておりまして、その前段階で

あるということで「案」つけてきているということになっております。 

【○○委員】ちょっといいですか。 

【○○委員】どうぞ。 

【○○委員】ちょっと事務局的な発言になりますので、申し訳ございません。この再評価の事務

処理につきまして、一時、薬事関係の業務が滞ってしまい、現在、かなりハイペースで今まで滞

っていた再審査をやってきています。そこの中で使用上の注意、本来なら再審査の中できちっと

やらなければいけないのですけれども、そこをかなり処理を早くするということで進められてい
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ます。使用上の注意につきましては、承認事項から届出事項に変更したように当局の指示も変わ

っておりますので、最終的に再審査、ここで報告が終わった後で差し替えるという、そういう暫

定的な措置で進めますということで調査会の方にもお断りして、また部会の方にも以前、お断り

した形で、まだそれが続いているという状況です。御承知のようにかなり再審査処理が進み、ほ

ぼ終わりつつあるというか、滞っていたものがはけてきていますので、今後はこの「案」という

ものも取ったような形で審議会、調査会の方でもやっていただけることになろうかと思います。

これはまだ事務局の整理の段階ですので、暫定的な形で案という形で部会に報告させていただい

ていると、そういうことで承知しておきたいと考えています。皆様にもよろしく御理解いただき

たいと思います。 

【○○委員】納得されましたか。 

【○○委員】要するに、ここでは基本的には審議をするところではないという理解でいいのです

ね。 

【○○委員】基本的にはそうですね。特段の異論がなければこれはこの部会と言いますか、聞き

おくということになるのだと思いますけれども、やはり明らかな異常といいますか、異論があれ

ばこれはまずは事務局へ返せばしかるべく筋は通るのですね、そうすると、ここでは。 

【事務局】はい。 

【○○委員】ちょっとここのところはおかしいよというような、あるいは気になるような、何と

かしてくださいということを事務局に伝えればしかるべくルートを戻って、そこで修正がされる

というふうに理解していいのですか。 

【事務局】はい、そのようにします。 

【○○委員】そういうことでいいですか。何かひとつ……。 

【○○委員】やはり私は納得できなくて、再審査の調査会で決めたことをこの部会に報告すると

いうシステムですよね。ですから、「案」があるのはおかしいと。 

【○○委員】調査会として了解しておりますのは、先ほど○○委員の方から御発言がございまし

たように、たくさんたまっていた。本来なら「案」を取って調査会で議論した結果、これをこう

いうふうに訂正しますという最終的なものが出てきて初めて部会に報告するというのが本来の建

前である。しかしながら、余りにもたまり過ぎているので、報告する段階では案だけれども、そ

れはもう事務局に一任するという形で進めさせていただきたい。そして、今たまっているものを

早く処理をして正常な形になったときには、今、○○委員の言われるような形での提案になって

いくだろう。それまでしばらく時間をいただきたいという事務局側の御提案があって、調査会で
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はそれを認めてきた。部会でもそういう形で御報告させていただいたと思っておりましたので、

案の形で出すことについては御了解いただいていたというふうに調査会でも考えておったのです

が。 

【○○委員】改めまして、今のような御発言でこの部会の皆さん、そのことについては了承いた

だけますか。特段の異論はないと。それで、特にこれは滞っているのは早急にけりがつきますか。 

【○○委員】また事務的な発言ですけれども、きょうの資料、最後の⑪を見ていただきましても、

再審査期間は平成 17 年７月 11 日、それから３ヵ月内に再審査申請書を出すということで、現在、

ここで報告しているのはほぼ１年前に再審査申請が出されてきているものということでございま

す。ですから、ようやく１年以内に追いついたと、そういう状況です。まだ鋭意再審査関係を進

めております。実質的には１年以内に再審査申請がなされて、１年以内には終了しなければいけ

ないというそういう標準事務処理期間も定めておりますので、それに合致するような形でほぼで

き上がりつつあるということです。もう少しで今の異常状態は脱するというふうに思っています。 

【○○委員】ということだそうでございますので、ここはひとつ部会の委員の皆さん、窮状を少

し理解してあげて、少々の、表面上の表現のよしあし、これは少し目をつぶる。ただ、内容につ

いての問題点はやはりその都度事務局へダイレクトに返して、しかるべく処理をしていただくと

いうことで了解していただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

【○○委員】最後に、それでは、事務局が処理をされるということですね。 

【事務局】そうです。 

【○○委員】わかりました。その件に関して、一番最新の知見に基づいた公平な表現ができるよ

うにお手伝いしますので、よろしくお願いします。 

【事務局】ありがとうございます。 

【○○委員】そうですね。事務局、やはり適材適所と言いますか、何か問題点があったときには

それこそほかの調査会も含めて委員の先生方たちをいい意味で利用すべきだと思いますので、ひ

とつよろしくお願いします。 

【事務局】ありがとうございます。 

【○○委員】それでは、この件は了承ということにいたします。ありがとうございました。 

【事務局】ありがとうございました。 
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（３）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

【○○委員】もう少しありますね。（３）「動物用医薬品の諮問・承認状況について」、これも事務

局、お願いします。 

【事務局】それでは、資料番号黒の 15 番をお手元に御準備ください。A4 横で３枚組になってい

るものでございます。よろしいでしょうか。「動物用医薬品の諮問、承認（事項変更を含む）状況」

でございます。最初の１ページ目、「１．諮問状況（事項変更も含む）」ということで、現在、薬

事食品衛生審議会に諮問を平成 18 年８月 10 日付で行っておりますフロロコール２％液につきま

して、今後、調査会等、あるいは当会で御審議いただくという形になると思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 それから２つ目のカラムですが、「２．承認状況（事項変更も含む。調査会審議以上）」という

ことで、これまで当部会、あるいは各調査会で御審議、あるいは御報告させていただいたものに

つきまして承認状況を一覧とさせていただいております。品目名を２番目のカラムにずっと並べ

させていただきまして、一番右に承認年月日ということで、最近承認されたものについて一覧と

させていただいております。これまで各調査会並びに本会におきまして御審議等をしていただき

まして、誠にありがとうございました。以上でございます。 

【○○委員】ただいまの御説明につきまして、特段の御質問等ございませんか。はい、了承いた

しました。 

＜事務局より補足＞ 

再審査申請においては、申請書の参考事項欄に、再審査申請時点の「使用上の注意」を記載す

ることとなっている。 

そのため、再審査の審査過程において、「使用上の注意」に不備等があった場合には、その修

正案として「使用上の注意（案）」を「使用上の注意」の代わりに記載し、再審査が終了した時

点で、「使用上の注意の変更について」の届出により、「使用上の注意」を変更しているところ

である。 

これは、再審査申請と並行して、承認事項変更申請等が行われた場合の事務処理の交錯を避け

るためであり、届出の必要のない承認申請の参考事項欄の「使用上の注意」とは取扱いが異なる

ので、ご了解願いたい。 
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（４）動物用医薬品のための毒性試験法等ガイドラインの（５）残留に関する 

      試験の改正について             

 

【○○委員】さらにありますね。（４）の「動物用医薬品のための毒性試験法等ガイドラインの（５）

残留に関する試験の改正について」、これも事務局、お願いします。 

【事務局】それでは、「動物用医薬品のための毒性試験法等ガイドラインの残留に関する試験の改

正について」ということです。当日配布資料の黒の№20 になります。横長の紙でございますけれ

ども、お手元に御用意ください。 

 この「動物用医薬品のための毒性試験法等ガイドライン」というのは承認申請の添付資料の毒

性試験法などの試験法に関するガイドラインになっております。この中に（５）としまして「残

留に関する試験」というのがございます。１ページ目の現行と改正案というところの現行の方を

見ていただきまして、これが「動物用医薬品事務の取扱いについて」という大きな通知の中の別

紙の中の第４「ガイドライン等」の中の１番「動物用医薬品のための毒性試験法等ガイドライン」、

その中の（５）が「残留に関する試験」ということになっております。 

 これを改正するということなのですけれども、改正の趣旨は、本年５月 29 日に食品衛生法に基

づく食品中に残留する動物用医薬品等に関するポジティブリスト制度が導入されたことに伴うも

のです。この制度が導入されたことによりまして、新しく承認申請される動物用医薬品につきま

しては承認と同時に残留基準値が設定されるということになります。 

 現行のガイドラインは１ページに書いてありますけれども、（５）「残留に関する試験」のアン

ダーラインを引いた「なお」以下なのですけれども、２行目、「食品一般の成分規格の項の６の（１）

の表中第１欄に掲げるものを有効成分として含有する動物用医薬品にあっては、試験（その２）

を、その他の動物用医薬品にあっては、試験（その１）を適用することとする。」これは、（その

２）を適用する成分規格の項の６というのは、食品衛生法におきます残留基準を示しております。

したがって、残留基準があるものについては試験（その２）、それ以外のものについては試験（そ

の１）を適用するというのが現行のガイドラインになっております。ところが、先ほど御説明い

たしましたようにポジティブリスト制度の導入に伴いまして、今後は承認に伴って残留基準がで

きるということになりますので、この「（その１）」の部分を削除するということが必要となりま

す。そのことに伴いまして、この改正になりました。 

 この改正につきましては、水産用医薬品調査会と残留問題調査会におきまして御意見をいただ
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きました。細かい説明は省略いたしますけれども、そういう食品衛生法の改正に基づく大きな変

更であるということです。以上で説明を終わります。 

【○○委員】ただいまの説明につきまして、特段の御質問等ございますか…。特にございません

ね。では、了承といたします。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

Ⅲ．そ の 他 

（１）ディートについて 

 

【○○委員】では、続きまして、日程に従って「その他」に入りますが、「ディートについて」、

これは事務局からお願いします。 

【事務局】では、№13 の１枚紙でございます。お手元に御用意をお願いいたします。これは再評

価調査会に事務局から御相談したことでございます。 

 まずこの情報でございます。ディートの神経系への影響に関する文献報告４件、これを受けま

して、厚生労働省で昨年８月にディートに関する検討会が開催されまして、その検討会での結果

を踏まえまして、ディートに関する通知を出しております。その概要ですが、後ろの方を見てい

ただきまして、真ん中の上の方に「検討された文献」というのがあります。これが４件でして、

ラットへの神経に関する影響というのがこの４件、デューク大というところから出されておりま

す。 

 そして「検討結果の概要」というのが次にあります。（１）から（４）までございます。（１）

ですが、我が国において使用されている 40 年以上の間、薬事法に基づく副作用は報告されていな

い。これはヒトの方の医薬品の話ですが、それから販売停止措置を講じている国はない。デュー

ク大学の報告には試験方法の不備があるため、現時点での評価は困難、それから（２）としまし

て、現時点では販売停止等の措置を講ずるだけの科学的根拠はない。（３）としまして、製品中の

ディート濃度・使用方法の目安等を明記させる必要がある。（４）としまして、デューク大学の報

告において認められた神経毒性については追加試験を行う必要がある。また、同様の研究報告に

注視していく必要があるということが厚生労働省の検討会の結果の概要です。 

 そして、厚生労働省が出した通知、「当該通知の概要」というところに簡単にまとめております。

１としまして、用法・用量について次の内容が含まれるように改定することということでちょっ

と書いてありませんが、子供は扱わないというようなことが書いてあります。それから（２）と
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しまして、一般用医薬品は添付文書にディート濃度を明記すること。それから２としまして、使

用上の注意が改定された旨を消費者に情報提供すること。３としまして、当面の間、国内の副作

用の発生状況、安全性に関する国内外の研究報告等を毎年定期的に報告すること。４としまして、

ディートの神経系への影響に関する試験を実施し、その結果を報告することというものです。 

 参考としまして、これは動物用医薬品の方ですが、動物用としましては 82 製剤ございます。た

だし、動物用医薬品ではなく、医薬部外品としてエアゾール剤とか液剤、散剤、その他というの

は首輪のようなものです。これが全部部外品としてあるというものです。 

 そして、一番右側の理由というところですが、事務局としてはこの厚生労働省の通知を踏まえ

まして、動物用についても使用者に対して措置を検討する必要があるであろうと判断しました。

ただし、ディートを含有する動物用の医薬品、これは承認されておらず、先ほどの 82 製剤はすべ

て部外品でございます。そのことから、再評価としては取り扱わないと書いてありますが、再評

価の制度自体が医薬品と医療機器もそうですが、それに対する制度でありまして、部外品は対象

ではないということから、再評価としては取り扱わず、調査会においても事務局からの御相談と

いうことで御助言をいただいたということでございます。 

 表に戻っていただきまして、考慮事項でございます。最初の黒ポツですが、ディート、これは

医薬品での承認品目はなく、動物用では部外品のみであるということです。人用における医薬品

と部外品の違いでございますが、ツツガムシの忌避の効能がある場合は医薬品、ない場合は部外

品という１つの分類があります。それから、ツツガムシの効能がないものに関しては概ね濃度で

区別しているということでして、12％以上であれば医薬品、10％以下であれば部外品ということ

と聞いております。 

 それから、２つ目の黒ポツですが、動物用の部外品について副作用は報告されていない。剤形

はエアゾール、液剤、散剤、首輪などがある。それから使用者に対する注意、これはかなりさま

ざまで、様式は余り一定ではないということです。それから次のポツですが、厚生労働省では先

ほどの通知でございますが、業者からの報告とか副作用の発生状況、それから国内外の研究報告

についても特段新たな知見は得られていないと聞いております。 

 そして、動物用医薬部外品としての対応でございますが、ディートを含有する部外品の使用上

の注意について次の内容が含まれるように改定することということでありまして、まず使用者に

対する注意、これが目、口、耳などに入らないようにすること、万一入った場合には大量の水や

ぬるま湯でよく洗い流すこと。それから、万一、人体に異常を来した場合は本剤がディートであ

ることを告げて診察を受けること。本剤投与後、完全に乾くまでは動物に触れないこと。保管上
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の注意としまして、小児の手の届かないところに保管することということで対応したいというこ

とについて御相談させていただきます。以上でございます。 

【○○委員】相談事項ということでございますが、御発言、どうぞ。 

【○○委員】本来なら再評価調査会のときにお願いしなければいけなかったことかもしれません

が、実は動物用薬ではないのでということで審議することではない、対象外ということもあった

のですけれども、動物用医薬部外品ということで、お願いという形でもし可能ならばお願いした

いことがあります。それは、製剤の濃度を表記するということを是非していただければありがた

いと。実際に中毒情報センターにしろ、人の救急医療の先生にしろ、中毒の判断、あるいは予後

の判断と言いますか、そこにおいて濃度が全くわからない、情報が全くないということで非常に

困っておるという話も聞いております。それから、加えて溶剤に何を使っているかということが

毒性に強く影響するけれども、その情報も全く製剤の中に記載されていない、非常に困っておる

ので、できればそういった動物用医薬部外品であっても濃度と、あるいはどういう溶剤が使われ

ているかということの表記をお願いするということは可能なのでしょうか。 

【事務局】検討しまして、何かもしも手続的に難しいということであればまたちょっと御相談し

たいと思いますが、できるかどうか検討してみたいと思います。 

【○○委員】メーカーの答えは企業秘密といわれているのです。それで中毒医療の救急の先生方

は非常に困っておるということのようですけれども、実際に中毒が発生するという状況を踏まえ

てこのような情報提供があるということであれば結構ですが、それは情報提供をするのはメーカ

ー側の責任のひとつと考えますので。 

【○○委員】マイクを使っていただかないと、記録しておりますので。 

【○○委員】いえ、記録に残さなくても結構です。（笑声） 

【事務局】メーカーみずからが書いてもいいというふうに言えばいいかもしれませんが、書かせ

るというのはもしかしたら無理かもしれません。そこは検討させていただきたいと思います。 

【○○委員】要は、これはここでは動物用の医薬部外品ということですが、もっと大本では医薬

部外品という扱いなのですか。つまり、人を中心にして考えた場合、ここで問題にしているのは。 

【事務局】それは医薬品の方ですが…。 

【○○委員】濃度によって、12％以上と 10％以下と、11 だったらどうなのだろうという感じも

しないではありませんが、難しい。 

【事務局】ただ、厚労省の通知としては医薬品と医薬部外品、両方についての安全対策の通知は

出しております。 
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【○○委員】ただ、これは対象が違うかもしれませんけれども、そういう医薬でないものについ

ては効能効果をうたってはいかんとか、何かそういう規定があるみたいですね。例えば、健康食

品の場合にはその効能を表示をしてはいかんという問題があるやに聞いておりますけれども、こ

ういう場合に何を対象にして、つまり人を対象にして、簡単に言うと殺虫剤でしょう。 

【事務局】そうです。 

【○○委員】ですから、これを動物の関係でも利用する可能性があるということなのでしょうか。 

【事務局】人用のものを動物用に。 

【○○委員】ええ。ですから、その延長上に、人の延長上に動物がいるというふうに考えればい

いのでしょうか。 

【事務局】どちらが先かというのはあるかもしれません。ちょっと難しいかもしれませんが、動

物用につきましては、承認されているものは濃度自体は人と比べては最大 6.46％までしかないと

いうことで、濃度自体は人用と比べると低いものになっています。 

【○○委員】そういうものが使われている。相談事項ということで、今の御発言のように、可能

かどうかわかりませんけれども、もし気になることがあればここで先生方に挙げていただいて、

どこまで網羅されるかは別としましても、こういうものが問題になりましたよということのやは

り連絡は、まあ主体は厚生労働省だと思いますけれども、伝えていただく必要があるのではない

かと思いますね。ほかに御発言、どうぞ。 

【○○委員】もしそういう伝達、依頼がこの部会から出るのでしたら、コメントですが、小児の

手の届かないところに保管するという人に対しての指示事項と同様の形をぜひ私はお願いしたい

と思います。元々この人で問題になりましたのは、カナダで子供に対する規制に入ったのに、日

本ではどうして入らないのかという投書、そういう要望があったことに基づいております。それ

で、今、報告をお聞きの先生方はこの参考、つまり 13 の裏面ですけれども、真ん中にある「検討

結果の概要」の（１）、（２）、（３）と（４）の間にある判断の乖離にお気付きだと思うのですけ

れども、これは（１）も（２）、（３）も正しいし、（４）も正しい結果であります。それで、神経

毒性があることはその論文を見る限りにおいてはいずれも神経の専門家が見て間違いがないので

すけれども、赤堀先生もおっしゃいましたように、濃度がよくわからないのですね。それで、こ

の論文のいずれでも正確にどの濃度に達しているのかがよくわからないのです。ただ、ここの部

会に話に戻りまして、子供がもしこのディートを動物、犬、これは忌避剤ですので、殺虫剤では

ないのですけれども、忌避剤ですので虫がそれなりに嫌がってつかなくなるというわけですね。

それで、愛玩動物のために飼っている方がそういうふうに考えてたくさん噴霧して、そこに子供
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が抱擁したりして肌を接触させるというようなことになるとすると人に対して危惧している状態

と同じことが起こるので、ここでもそういう御検討をいただくことは適切なのではないかと思い

ます。 

【○○委員】そうすると先生、今一歩進んで、例えば特に室内にいる犬、猫でしょうか。これに

対する注意事項を小児と同じように何か加えるというようなお考えはありますか。例えば、小児

の手の届かない、あるいは室内のペットに直接かからないといったような何か注意をした方がい

いというお考えでしょうか。 

【○○委員】動物で許可がされているのでしたら、それの取り扱いとしてそれはなされた方がい

いように思います。問題は、実態であり、この４つの論文が全体的に正しいかどうかがわからな

いのです。つまり、事実は事実なのですけれども、本当にその濃度に達しているかどうかが、そ

れから我々が日常的に使った場合にそういうことが起こる濃度の１／100 まで達しているかどう

かが、まあ 100 倍と考えますので、１／100 まで達しているかどうかがギリギリよくわからない

ので、それで実験が必要であるというところにとどまっているのですね。それで、これの製造に

関係したり輸入に関係しておられる業者の方が、会社が大変多いのですね。それで、そこの方た

ちが力を合わせて今実験をやっているところなのですね。従って、恐らく業界の方たちはこれを

取り下げたりすることは受け入れないと思うのですけれども、ただ小児の問題に関してはカナダ

での事例などがありますので、医薬品に関してはそういう取り扱いに気をつける、子供を対象に

してですね。それから、ビショビショ、ビショビショいっぱい足などに皆さん塗るわけですけれ

ども、それほどたくさん使用するのには気をつけるようにするというようなことがありますので、

それと並行してペットの方ではジャブジャブやっていたのでは意味がありませんので、それに即

した注意喚起をしてほしいという要望は当然行われてしかるべきなのではないかと思います。 

【○○委員】ありがとうございました。事務局、動物用医薬部外品ということになると、実際に

は事務局でどこまで関与できるのですか。関与はないのですか。それとも、関与はしているけれ

ども、ただ、こういう調査会、あるいは分科会等では直接関係ないという範囲のものなのでしょ

うか。 

【事務局】再評価の制度の対象としては関係ないと言いますか、対象外になってしまいますので、

再評価調査会の再評価に関する審議ということでは対象にできないのですが、事務局としてはや

はりそういう指導はできますので、今回も今御指摘いただいた２点につきましては紙の表の方の

下から２つにそこは、完全に乾くまでは動物に触れないことと、それから小児の手の届かないと

ころに保管すること、そういうものを記入するように指導することとしたいと考えております。 
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【○○委員】わかりました。ほかに御発言ございますか…。そうすると、特に御発言がなければ

先ほどの御発言の濃度の件、もし可能であればやはり一言加えてもらう。加えてもらえるかどう

かはわかりませんけれどもね。まあ、とにかくそれを伝えていただくということかと思います。

ほかにはよろしいですか…。 

 これは、ということで了承でも承認でもなく、相談ですから、はい、承りましたという範囲の

答えしか言いようがないのですが、今の注文が出ました幾つかについてはぜひ確認して、しかる

べく対処をしていただきたいと思います。 

【事務局】わかりました。 

【○○委員】ということでよろしゅうございますね。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

（２）動物用生物学的製剤のうち診断液の検定対象範囲の見直しについて 

 

【○○委員】それでは、あと報告事項のその他の（２）でございますね。「動物用生物学的製剤検

定基準の一部改正等ついて」、これも事務局から説明をお願いします。 

【事務局】御説明させていただきます。資料№、黒の 17 番をお手元に御準備ください。こちらは

平成 18 年８月８日付で局長名で発出しております各都道府県やあるいは関係団体に出しており

ます「動物用生物学的製剤検定基準の一部改正等について」という通知でございます。内容的に

は動物用生物学的製剤の抗原検出用体外診断液につきまして、薬事法改正やあるいは国際的な動

向、検定実績等の状況に鑑みまして、国による品質確保制度を見直してきたところでございます。

そうした中で、家畜伝染病予防法に規定される家畜伝染病及び届出伝染病の確定診断等に用いる

抗原検出用体外診断液以外の体外診断液につきまして検定対象から除外したということを通知し

ているものでございます。 

 具体的にはページを開いていただきまして２枚目でございますが、A4 横になっております。左

と右がございまして、右に「現行」と記載されておりますが、こちらの「診断液の部」、アンダー

ラインが引かれたものが幾つかございます。本来、こちらは検定に関する標準事務処理期間を、

それぞれのものにつきましてこれだけ標準処理期間がありますよというものを示しているもので

ございますが、こちらのそれぞれアンダーラインの引かれた製剤の名称をごらんいただければと

思います。こちらのアンダーラインの引かれた製剤につきまして検定対象から８月８日付で除外

されたということでございます。 
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 なお、本日の報告事項のⅡの（１）で御報告させていただいておりましたフローチェック CP

／CC につきましても、実は犬パルボウイルスと犬コロナウイルスの抗原検出キットということ

ですので、今般の検定範囲の見直しに入ります。しかし、平成 18 年７月 24 日に開催しました動

物用生物学的製剤調査会で本剤の検定基準案につきましては、8 月 8 日前だったということで御

審議をしていただいております。その後、８月８日に本通知が出たということで、本剤に関する

検定基準の改正手続につきましては中止させていただくということになりました。その件につき

ましてもあわせて御報告させていただきたいと思います。以上でございます。 

【○○委員】ただいまの説明につきまして、特段の御質問等はございましょうか。特にございま

せんか。これで品質が落ちるということはないのでしょうね。 

【事務局】薬事法を改正して品質管理制度がかなり厳しくなってきておりますので、なかなかそ

う簡単には落ちないということ、あとこれまで検定という制度で全ロットについて検査しており

ましたが、今後は収去という形で製造所、あるいは一般に販売されているものから薬事監視員が

取りに行きまして、それを検査するということになります。そういう形で製品の品質につきまし

ては今後とも担保できるだろうというふうに考えております。 

【○○委員】ぜひそのようにお願いしたいと思います。御質問等はございませんか。それでは、

これは了承といたします。 

【事務局】ありがとうございました。 

【○○委員】やっと終わりました。 

 

（３）そ の 他 

 

【○○委員】そうすると、あとはその他のその他、これは慣例に従いますと次回の開催日でござ

いますね。 

【事務局】資料№16 でカレンダーをお配りしております。次回ですが、11 月の 21 日の火曜日は

いかがでしょうか。 

【○○委員】いかがでしょうかと今お伺いするよりも、この日にしたいわけですね。たしかそれ

なりの理由があるはずなので、一応書きとめていただきまして、何とか先生方、御都合がつくよ

う、まさか朝からやりませんよね。 

【事務局】やりません。 

【○○委員】では、一応次回は 11 月 21 日火曜日を予定していただいて、やはりボリュームはき
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ょうぐらいありそうですか。今日は珍しくまだ表は明るいのですね。予定よりもわずか 25 分オー

バーしただけという極めて異例なことで運びました。それでは、先生方、どうぞ書きとめていた

だいて、何とか御都合がつくようにひとつよろしくお願いいたします。 

 

５．閉     会 

 

【○○委員】では、本当にほかにはもうありませんね。 

【事務局】ありません。 

【○○委員】では、これで閉会といたします。いろいろどうも御苦労さまでした。 


