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１．開     会 

 

【○○委員】定刻になりましたので、ただいまから動物用医薬品等部会を開催させていた

だきます。 

 

２．部会長あいさつ 

 

【○○委員】実は、今期から新しくメンバーが２人替わるということで、先般私が部会長

ということで任命されました。私にとりましては長い間、いろんな形で薬事審議会に参加

させていただいておりますけれども、最終的な目的は、国民生活の安全をいかに守るか。

その先には、国民のＱＯＬを求めているんだというふうに理解しております。 

 その役割の１つとして、動物用医薬品の部会や調査会があると考えておりますので、不

慣れでございますけれども、先生方の御協力を得て、この役を務めさせていただきたいと

思っております。どうかよろしくお願いいたします。 

 

３．部会長代理指名 

 

【○○委員】この部会は、薬事・食品衛生審議会令という政令がございまして、その第７

条の第５項には、部会長が事故あるときには当該部会に所属する委員または臨時委員のう

ち、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理することになっておりまして、これ

までも動物用医薬品等部会には、部会長代理を決めておりました。この部会長代理はこれ

までですと、部会長が指名するということで来ておりますけれども、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

【○○委員】それでは大変恐縮ですけれども、私の方から○○先生を部会長代理というこ

とで指名させていただきたいのですが、御了解いただければと思います。 

 どうもありがとうございました。 
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４．畜水産安全管理課長あいさつ 

 

【○○委員】それでは初めに、畜水産安全管理課長からお願いいたします。 

【畜水産安全管理課長】動物用医薬品等部会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し

上げます。 

 委員の先生方には、本日は御多忙中にもかかわらず部会に出席していただきまして、ま

ことにありがとうございます。また、日ごろから動物薬事行政の推進に当たり、御助言、

御指導いただいておりますことを感謝申し上げます。 

 最近の動物衛生、畜水産物の安全確保をめぐる情勢でございますけれども、御存じのよ

うに今年１月に入りまして、宮崎県清武町の繁殖肉用鶏農場で鳥インフルエンザの発生が

ございました。この発生を皮切りに、宮崎県と岡山県の合計４農場で鳥インフルエンザの

発生が確認されたわけでございますけれども、迅速な蔓延防止措置がとられまして、今月

３月１日の午前０時をもちまして、すべての移動制限が解除されております。 

 これらの発生に関与したウイルスにつきましては、２年前に中国の青海湖で大量死した

野鳥から分離されたウイルス、現在では世界で広く分離されているウイルスでございます

けども、遺伝子の塩基配列から、このウイルスとの近縁関係が確認されております。侵入

ルートにつきましてはまだ確認されておりませんけれども、専門家による解明をお願いし

ているところでございます。 

 また、昨年審議していただきまして、ことし初めに承認されました鳥インフルエンザワ

クチンにつきましては、迅速な殺処分により、今回、蔓延防止措置が図られたということ

で、まだ使用する段階には至っておりませんけれども、このワクチンが承認されていると

いうことで、大変心強く思っております。 

 次に、米国産牛肉の輸入問題でございます。昨年７月末に輸入手続が再開されて以降、

ことし２月５日に横浜港に到着した貨物の中に、米国農務省発行の検査証明書に記載され

ていない牛肉が含まれておりました。 

 これはＳＲＭ、特定危険部位ではございませんけれども、日米間の家畜衛生条件違反と

いうことで、当該輸出施設からの日本向け輸出は中止されております。 

 また先月 22 日には、神戸港に到着した米国産ソーセージに、原料として牛肉が使われて

いたことが発見されまして、今月５日から米国産ハム、ソーセージ、ベーコンにつきまし

ては、全ロット検査するという対応が行われております。 
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 米国からの牛肉につきましては、加工品はまだ輸入が認められていないということで、

これにつきましても家畜衛生条件違反ということで、厳しい対応を行っておるところでご

ざいます。今後とも食の安全に万全を期すという観点から、適切な対応を行っていきたい

と考えております。 

 今申し上げましたように、動物衛生をめぐる事情、食品安全をめぐる事情、大変気を引

き締めて取り組んでいかなければいけないという状況はまだ続いておりますけども、委員

の先生方には引き続き、動物衛生、動物薬事行政の推進に当たり、御指導、御助言をいた

だければと考えております。 

 本日は、動物用医薬品７品目の製造販売承認等の可否等につきまして、御審議いただく

ことになっております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 

５．配付資料の確認 

 

【○○委員】それでは審議に入らせていただきますけれども、その前に、まず事務局から、

配付資料の確認をお願いいたします。 

【事務局】当日配付資料につきまして、御確認させていただきたいと思います。 

 本日お配りしている資料につきまして、いずれも黒い番号が打たれております。最初に

資料番号 13-2 は、動物用医薬品の再評価に関する資料でございます。③で豚丹毒生ワクチ

ンの取扱い、Ａ４縦で裏表に印刷がされております。 

 続きまして 14-2 は、動物用医薬品の再審査についての資料でございます。プログラムＡ

錠 11.4mg、プログラムＡ錠 57.0mg の使用上の注意の案でございます。Ａ４・１枚となっ

ております。 

 それから、配付資料一覧に書いてないんですが、黒い番号で 15 番、平成 19 年度定期再

評価スクリーニング対象成分という資料を、Ａ４・３枚紙で追加させていただいておりま

す。 

 それから黒い番号で 16 番、動物用医薬品の諮問・承認状況についてでございます。こち

らはＡ４横紙で裏表に印刷したものが１枚紙でございます。 

 それから黒い番号で 18 番、生物由来感染症定期報告についてでございます。こちらもＡ

４横紙で裏表に印刷がされております。 
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 資料番号 19 番、動物用医薬品等部会議事次第でございます。これらＡ４縦で４枚紙とな

っております。この中に委員の出欠、それから座席表もあわせて添付させていただいてお

ります。 

 資料番号 20 番でございますが、平成 19 年５月、６月のカレンダーでございます。最後

に次回、当部会開催の日程を決めさせていただくのに利用させていただければと思います。 

 それから番号が打ってないんですが、動物医薬品検査所機構図がＡ４横紙で裏表に印刷

されております。こちらが１枚でございます。 

 以上で、当日配付資料のすべてでございます。落丁、欠落がございましたら、お手を挙

げてお知らせいただければと思います。いかがでございましょうか。 

【○○委員】いかがでしょうか。ございますか。 

皆さんお持ちのようです。ありがとうございました。 

 

６．議    事 

Ⅰ）審 議 事 項 

（１）動物用医薬品の製造販売承認等の可否、毒・劇薬の指定及び 

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＞ 

①“京都微研”マイコミックス３（新配合動物用医薬品） 

         ＊製造承認の可否及び再審査期間の指定 

 

【○○委員】それでは、審議に入らせていただきます。 

 まず、審議事項（１）「動物用医薬品の製造販売承認等の可否、毒・劇薬の指定及び再審

査期間の指定について」でございますが、まず初めに、動物用生物学的製剤調査会関係が

ございます。 

 ①の“京都微研”マイコミックス３（新配合動物用医薬品）ですけれども、調査会座長

の○○委員から御説明をお願いいたします。 

【○○委員】本製剤は“京都微研”マイコミックス３で、株式会社微生物化学研究所から

申請されたものであります。 

 主剤は豚インフルエンザＡ型ウイルス、パスツレラ・ムルトシダの皮膚壊死毒、それか

らマイコプラズマ・ハイオニューモニエの不活化３種混合ワクチンであります。 
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 効能・効果は豚インフルエンザ、パスツレラ・ムルトシダによる萎縮性鼻炎の予防及び

豚のマイコプラズマ肺炎による肺病変形成の抑制及び増体量抑制の軽減であります。 

 平成 19 年２月７日の動物用生物学的製剤調査会において審議を終了し、本部会に上程さ

れたものであります。 

 詳細は、事務局の方から説明願います。 

【○○委員】事務局、よろしくお願いいたします。 

【事務局】それでは御説明させていただきます。 

誠に申し訳ございません、長くなりそうですので、着席して御説明させていただきたい

と思います。 

【○○委員】どうぞ、お願いいたします。 

【事務局】それでは、事前に配付しております、資料番号赤の１番をお手元に御準備くだ

さい。 

 最初に、一番最初のページの審議経過票をお開きください。本製剤は、株式会社微生物

化学研究所から製造承認申請されました“京都微研”マイコミックス３でございます。本

製剤は豚インフルエンザ、毒素産生パスツレラ・ムルトシダ感染による萎縮性鼻炎の予防、

及び豚のマイコプラズマ肺炎による肺病変形成の抑制、及び増体量抑制の軽減を効能・効

果とする不活化ワクチンでございます。 

 それでは、「申請書」と書かれたタッグのところをお開きください。２ページでございま

すが、こちらに示しますように、３つの主剤については既に動物用医薬品として承認され

ておりまして、今般、新配合動物用医薬品として御審議をお願いするものでございます。 

 それから概要の１ページ、起源又は開発の経緯をお開きください。本ワクチンは、豚呼

吸器症候群に深く関与すると考えられている豚インフルエンザ、萎縮性鼻炎及びマイコプ

ラズマ肺炎のコントロールを目的に開発されております。 

 本ワクチンの特徴といたしまして、豚インフルエンザ、パスツレラトキソイド及びマイ

コプラズマ不活化全菌体抗原に加え、脂肪酸加リン酸アルミニウムゲルアジュバントを含

有することが挙げられております。 

 製造用株の性状につきましては既承認のものですので、今回省略させていただきたいと

思います。 

 当該製剤において工夫がされたアジュバントの検討について、御説明させていただきた

いと思います。概－38 ページをお開きください。中段下の 2-3、アジュバントの選定をご
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覧下さい。 

 隣の 39 ページの表 2-3-1-1 に示しますように、オイルアジュバント、リン酸アルミニウ

ムゲル及び脂肪酸加リン酸アルミニウムゲルの３種類のアジュバントについて、比較検討

がされております。 

 次の概－40 ページをお開きください。こちらに記載の写真 2-3-1-1 に示しますとおり、

脂肪酸加リン酸アルミニウムゲルは注射局所の反応が軽度で、表の 2-3-1-2 に示すとおり、

すぐれた抗体応答を示しているため、本アジュバントが採用されております。 

 次に、本ワクチンの最終有効抗原量と、最小有効抗体価との関係につきまして、概－29

ページをお開きください。インフルエンザにつきましてはこちらに記載しております試験

から、攻撃ウイルスの回収期間が短縮され、またその回収量も少なかったときの抗体価 80

倍を最小有効抗体価としまして、またこれを示すために必要な抗原量として、既承認製剤

と同じ抗原量である、１ドース当たり 256ＨＡ以上と設定されております。 

 次にパスツレラにつきましてですが、概－33 ページをご覧下さい。こちらの表 2-2-2-2-1

におきまして、既承認製剤において規定されたＡＲの発症防御に必要な抗ＰＭＴ抗体価２

倍を示す際の最小有効抗原量が、既承認製剤と同じ、１ドース当たり 2000 モルモット単位

であることが確認されております。 

 また、マイコプラズマにつきましても、概－34 ページをお開きください。こちらから 38

ページにかけてでございますが、こちらの試験成績をもとに、概－36 ページ及び 37 ペー

ジの表 2-2-3-追 1-1 から追 1-4 までの成績により、肺病変面積が統計学的に小さく、増体

量効率がよいときの血中抗マイコプラズマ抗体価として８倍以上が必要であることが確認

され、抗原量として１ドース当たり、不活化前生菌数として 109.3CCU／ml と決定されてお

ります。 

 次に、概－119 ページをお開きください。３種類の抗原と、混合した際の干渉性に関す

る試験について記載しております。 

 最小有効抗原量を、次の概－120 ページの表 8-6-1 の組み合わせで配合した試作ワクチ

ンを豚に注射して、抗体価の推移を確認しておりますが、混合化による抗体応答の低下は

認められませんでした。干渉作用がないことが確認されております。 

 次に、概－105 ページで、安全性に関する試験でございます。常用量投与当日に発熱、

元気消失、食欲減退等の一般症状の異常が認められる個体が確認されました。 

また、注射局所の観察において、被験薬投与後３日間、軽度の腫脹が認められましたの
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で、これらについて本ワクチンの安全性に関する記載といたしまして、申請書の申－12 ペ

ージをお開きください。こちらに書かれております使用上の注意のうち、【対象動物に対す

る注意】に、この点について明記しております。 

続きまして、概－105 ページにお戻りください。アジュバントの消長確認試験では、肉

眼所見において、投与後４週の時点で、既にアジュバントと思われる流出物は認められま

せんでした。同時点の病理組織学的検査においても、安全性の確認されている一般的なア

ルミニウムゲルアジュバントと同様で、組織像にアジュバント成分の凝集物等は認められ

ておりません。 

次に、臨床試験に関しましてですが、概－124 ページをお開きください。千葉県及び宮

崎県の２農場で、合計 120 頭の豚を対象に、試作ワクチンの野外応用試験を実施しており

ます。 

概－126 ページをお開きください。表 12-4、豚インフルエンザ、パスツレラ、マイコプ

ラズマに対する抗体応答は良好で、両施設とも陰性対照群と統計学的に比較して、有意差

を認めております。 

また、表 12-5 において、試験群の増体重量の改善、出荷日齢の短縮が確認されておりま

す。 

また、表 12-6 により、被験薬投与後の臨床異常、下痢、呼吸異常及び注射局所の反応の

発現率は、陰性対照群と統計学的に同等であったことから、本ワクチンの安全性について

も確認されたものとしております。 

以上の成績をもとに、本ワクチンの効果・効能につきまして、豚インフルエンザ、毒素

産生パスツレラ・ムルトシダ感染による萎縮性鼻炎の予防、及び豚のマイコプラズマ肺炎

による肺病変形成の抑制、及び増体重量抑制の軽減とされたものでございます。 

続きまして、規格及び検査方法の設定に関しまして、概－65 ページをお開きください。

パスツレラ皮膚壊死毒素の不活化の状態を、小分製品について確認するために、無毒化試

験が設定されております。これは概－63 ページ、2-4-4-追４に記載されております。 

類似製剤（パスツレラ・ムルトシダ（アジュバント加）トキソイド）の製剤基準に記載

の条件を準用し、検討が進められた結果、毒素が完全に不活化されている場合であれば、

毒素に由来する黒色壊死斑は試験期間中に認められず、製剤基準記載の条件を準用するこ

とが可能であることが確認されております。 

その他、規格、検査方法の設定に関する試験、試作ワクチンの製造記録及び検査記録及
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び安定性については、概－88 から 104 ページに記載しております。こちらの試験成績に基

づきまして、２℃から 10℃保存で、有効期間を２年間と定めているものでございます。 

最初の審議経過票にお戻りください。こちらの７番目の欄、動物用生物学的製剤調査会

審議結果でございますが、本申請につきましては平成 19 年２月７日に開催されました。動

物用生物学的製剤調査会で御審議をいただきまして、２点について資料を整備することを

条件に承認を可とし、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。 

その２点につきましては、１．効能又は効果欄の記載「増体量抑制及び飼料効率低下の

軽減を」を「増体量抑制の軽減」とすること。 

２．使用上の注意【一般的注意】に「（４）本剤はと畜場出荷前４週間は使用しないこと」

を記載することというものでございます。 

以上で、御説明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】ありがとうございました。 

 それでは委員の先生方から、ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等はござい

ますでしょうか。 

 いかがでしょうか。 

 これは調査会で有効性について、特に議論はありませんでしたでしょうか。 

【○○委員】有効性は以前の製品と同等でありますので、それほど議論になりませんでし

た。ただ、アジュバントが新規なものですから、その残留の面で議論が出まして、アジュ

バントとして認められている４週間は、出荷制限をつけた方がいいという判断をしました。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 そのほか、先生方で何かございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、御承認いただいたものといたします。 

【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６年間とさせていただきたいと思います。 
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②フェロバックスＦＩＶ（新有効成分含有動物用医薬品） 

 ＊製造販売承認の可否及び再審査期間の指定 

③フェロバックスＦＩＶ ＦＤＡＨ（新有効成分含有動物用医薬品） 

      ＊製造販売承認の可否及び再審査期間の指定 

 

【○○委員】続きまして、②フェロバックスＦＩＶ、それから次の③も同じ有効成分です

ので、一括して御説明、御審議をいただきたいと思います。 

フェロバックスＦＩＶ、これはフォートダッジの略でしょうか、ＦＤＡＨの２つの製剤

につきまして、座長の○○委員からお願いいたします。 

【○○委員】ただいま御説明いただきましたフェロバックスＦＩＶ、それからフェロバッ

クスＦＩＶ ＦＤＡＨ。ＦＩＶの方は北里研究所、ＦＤＡＨの方はフォートダッジ株式会

社から申請の出ました製剤で、効能・効果は、猫免疫不全ウイルスの持続感染の予防であ

ります。 

 平成 19 年２月７日の動物用生物学的製剤調査会において審議を終了し、本部会に上程し

て可とされたものであります。 

 詳細は、事務局の方から説明があります。 

【事務局】それでは御説明させていただきます。 

 なお、フェロバックスＦＩＶ、それからフェロバックスＦＩＶ ＦＤＡＨが共同申請と

いうことで全く同じものであり、説明の方は事前に配付させていただいております資料番

号赤の２を用いて御説明させていただきたいと思います。 

 一番最初の審議経過票をご覧下さい。本製剤は社団法人北里研究所及びフォートダッジ

株式会社から、製造販売承認申請されましたフェロバックスＦＩＶ及びフェロバックスＦ

ＩＶ ＦＤＡＨでございます。 

 本製剤は先ほども御紹介ありましたが、猫免疫不全ウイルスの持続感染の予防を効能・

効果とする不活化ワクチンでございます。新有効成分動物用医薬品として御審議いただけ

ればと思います。 

 詳細につきまして、まず最初に、概要書とタッグのあるところをお開きください。こち

らのまず１ページをご覧下さい。ＦＩＶの病気は難治性で繰り返し発症するために、猫や

飼い主さんにとっては負担の大きい疾病となっております。しかしながら、ＦＩＶには幾

つかのサブタイプがございまして、さらにサブタイプの中でも株間で遺伝的な多様性があ
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ることから、これまでなかなか有効なワクチンを開発することができませんでした。 

 北里大学はＦＩＶの発見者で、フロリダ大学の山本と共同研究を行い、米国で分離され

たサブタイプＡのペタルマ株と、静岡県の猫から分離しましたサブタイプＢの静岡株を混

合して使用することにより、日本の国内で最も流行しておりますサブタイプＢの株にも有

効なワクチンができることを、今回明らかにしたということでございます。 

 本ワクチンは、米国における権利を有するフォートダッジ・アニマルヘルス社が製造し、

国内の権利を有する北里研究所がその小分品を輸入し、販売するものでございます。 

 概要の１ページの下のところですが、米国においては 2002 年に承認を受け、既に臨床で

利用されているということでございます。 

 それでは、製造方法に関する資料につきまして、５ページをお願いします。本ワクチン

には、ペタルマ株が持続感染している猫リンパ球由来の継代細胞と、静岡株が持続感染し

ている猫リンパ球由来の継代細胞を使用しております。それぞれ培養後、ホルマリンで細

胞をそのまま固定不活化し、抗原として用いております。 

 不活化はされておりますが、腫瘍原性に関して試験を行っております。それが概－９と

書かれたページをお開きください。こちらの資料 2.1.2.3 でございますが、ハムスターに

接種して不活化前の状態でも腫瘍原性がないことを確認しております。 

 続きまして、規格及び検査方法の設定でございますが、概－123 ページから 127 ページ

にかけて記載しております。本ワクチンはｐＨ測定試験、無菌試験、不活化試験、ホルマ

リン定量試験、毒性限度確認試験、安全試験及び力価試験を設定しております。 

 なお力価試験に関しましては、概－95 ページをお開きください。資料 2.2.9 でございま

すが、ここでウイルスの外皮膜蛋白質の量をＥＬＩＳＡ法で測定することにより、計量す

るという力価試験の検討を行っております。 

 次に、安定性に関する資料でございますが、概－144 ページをご覧下さい。資料区分５

でございますが、輸入後に国内で行った試験で、概－156 ページの表 5.2.7 にありますよ

うに、27 カ月目の試験において規格に適合しており、有効期間は 24 カ月に設定されてお

ります。 

 次に安全性に関する資料で、概－157 ページ、こちらは資料区分９となっております。

１用量と 10 倍量を猫に注射し、その反応を確認しています。 

概－159 ページの試験成績でございますが、10 用量投与群で元気消失及び食欲不振が認

められていますが、いずれも軽度で一過性のものということでございます。 
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 また、投与後の局所反応についてでございますが、次のページの概－160 ページ。１用

量の第１回目で全頭において液状物の貯留が認められておりますが、投与後４週で全頭回

復しております。 

 第２回から４回投与では、投与部位に変化は認められておりません。 

10 用量では第１回から第３回まで液状物の貯留が認められておりますが、第４回投与で

は変化は認められておりません。 

 本ワクチンはアジュバントとして、２種類のポリマーと少量のオイルを使用しておりま

すが、これは国内でも既に承認され、販売している３種あるいは５種のワクチンと同じ成

分、同じ量が入っておりますので、アジュバントの安全性に関しては問題ないのではない

かという考えを、申請書はしております。 

 それから、概－178 ページをご覧下さい。本ワクチンは既に感染してしまっている猫を

対象外としておりますが、こちらの概－178 ページの資料 9.2 におきまして、誤って感染

している猫に注射してしまった場合でも、安全であることを確認しております。 

 次に概－184 ページ、薬理試験に関する資料でございます。ペタルマ株と静岡株の最小

有効抗原量は、ペタルマ株と静岡株をそれぞれ、ワクチンを免疫した猫に直接攻撃するこ

とにより、その感染防御能をもとに決定しております。 

 このワクチンの最小有効抗原量は、概－190 ページをご覧下さい。こちらの表 10.1.3 に

より、ペタルマ株が相対力価 0.75。それから概－198 ページの表 10.1.8 より、静岡株が

0.5 の、合わせて 1.25 と決定しております。このワクチンの米国における規格は、ペタル

マ株が 0.75、静岡株が 0.25 の、合わせて 1.0 になっておりますが、日本で行った試験に

関しましては、この 10.1 の試験で、静岡株はこの規格ではより効果が高いと思われます

0.5 で、合計 1.25 ということにしております。 

 次に、概－199 ページをご覧下さい。資料 10.2 でございますが、８週齢の猫、12 週齢の

猫、６カ月齢の猫にワクチンを注射し、反応性を比較しております。 

 概－202 ページをご覧下さい。表 10.2.1 に示しますように、抗体価の比較により行って

おりますが、発育齢による反応の違いはございませんでした。 

 次に概－204 ページ、資料 10.3 になりますが、ワクチンを２週間隔と３週間隔で注射し

たときの反応性の違いを比較しております。 

 こちらも抗体価による比較になりますが、概－206ページ、表10.3.2に示しますように、

やはり接種間隔による反応の違いはございませんでした。 
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 次に概－207 ページ、資料 10.4 になります。設定した規格に基づいて作成されたワクチ

ンのペタルマ株及び静岡株の攻撃試験、直接攻撃する試験に対する有効性を示しておりま

す。 

 この攻撃試験ですが、対照群の猫がほとんど感染してしまうというような、強いウイル

ス力価で攻撃してしまいますと、ワクチンの防御能を超えワクチン群の猫も感染するので、

そこで攻撃には、対照群の 70％程度が感染するウイルス力価を目標にして設定しておりま

す。そのため感染防御率につきましては、対照群の感染率を考慮した防御率で表現されて

おります。 

 概－209 ページをお開きください。表 10.4.1 に示しますように、ペタルマ株では対照群

で５頭中５頭が感染し、ワクチン接種群では 10 頭中７頭で感染が防御されております。 

 しかしながら、静岡株ではワクチン接種群では 10 頭中１頭で感染しておりませんが、対

照群で５頭中２頭しか感染していないため、ワクチンの効果を明確に示すことができてお

りません。 

 なお抗体価は、例えば概－210 ページの表 10.4.2 に示しますように、静岡株に対しまし

て 20 頭中 15 頭で抗体応答が見られております。 

 続けて概－218 ページ、資料 10.6 でございます。国内で最も流行しているサブタイプＢ

に対する効果を、野外の伝播様式と同様になるよう、接触感染試験により調べております。

ワクチンを注射した猫と、しない猫を２年間にわたり、青森２株を感染させた猫と同居し

て飼育しております。 

 その結果、概－221 ページをご覧下さい。表 10.6.1 に示しますように、対照群では８頭

中３頭が感染したのに対し、ワクチン群では１頭も感染しておりません。この成績から本

ワクチンは、野外に応用した場合でも十分効果が期待できるのではないかと考えられてお

ります。 

 次に、追加免疫効果についての資料でございますが、概－230 ページをお開きください。

図 10.7 で示しますように、初年度の３回の注射から、１年後に１用量を注射することによ

り、ブースター効果が見られております。２年目の抗体価が高く維持されております。 

 次に、概－231 ページをご覧下さい。資料区分 14 でございますが、臨床試験に関する資

料でございます。米国においては、689 頭の猫を用いた試験が行われております。この試

験では、有効性に関しましては検討されておりませんでしたが、安全性に関しましては十

分に安全であるということが確認されております。 
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 国内で実施した治験の成績は、237 ページの資料 14.2 に示しております。投与群 89 頭、

対照群 48 頭の計 137 頭が治験に参加しております。このうち 129 症例に関して安全性の評

価を行ったところ、数頭で一過性の消化器症状や投与部位の反応が認められましたが、安

全性には問題ないとの見解でございました。 

 また、124 症例に関して有効性の評価を行っております。有効性の評価は抗体価の推移

に基づいて判定しておりますが、投与群では良好な免疫反応が認められ、その抗体価は室

内で実施したほかの試験のものと違いがなく、適正な免疫状態が得られているものと考え

られております。 

 しかしながら、感染防御能を確認する目的で実施した投与群 11 頭、対照群 10 頭を用い

た攻撃試験では、ペタルマ株に対する十分な防御率を示すことができませんでした。詳細

な解析では、ウイルスの増殖を抑制していることを示唆する成績は得られておりますので、

ワクチンは作用していたものと思われております。 

 ただ、攻撃ウイルスの力価が予定より高くなり過ぎたのが原因で、感染してしまったも

のではないかと推測されております。 

 確認のために、臨床試験に用いたものと同じロットのワクチンを用いて、再度攻撃試験

を実施しております。それが 212 ページの 10.5 の資料でございます。 

 215 ページをお開きください。表 10.5.1 に示してありますように、使用したワクチンの

有効性には問題がなかったことを確認しております。 

 以上の成績から、本ワクチンの必要性、有効性、安全性及び品質に関しまして、製剤と

して基準を満たしているものと考えているということでございます。 

 それでは、最初の審議経過票をご覧下さい。７の欄に示しますように、動物用生物学的

製剤調査会審議結果でございますが、本申請につきましては、平成 19 年２月７日に開催さ

れました、動物用生物学的製剤調査会におきまして御審議いただき、次の資料を整備する

ことを条件に承認を可とし、本部会に上程して差し支えない。なお、再審査期間は、新有

効成分含有動物用医薬品ということで、６年とするとされております。 

 整備すべき資料というのが○印のところでございますが、臨床試験成績及び副作用報告

等の資料により、本製剤の副反応が同等のアジュバント成分を含む他剤と同等以下である

ことを示すことというものでございます。 

 以上で、御説明を終わらせていただきたいと思います。 

【○○委員】ありがとうございました。 
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 ただいまの説明につきまして、委員の先生方から御質問、御意見等ございますでしょう

か。 

 ○○委員、お願いします。 

【○○委員】この資料の中に、このワクチンを皮下注射することによって、1000 から１万

分の１の確率で腫瘍が発生する、線維肉腫が発生するという記載がございます。 

 そして用法及び用量ですが、そこのところに「８歳齢以上の猫に、１回１ml ずつ２～３

週間の間隔で３回皮下注射する」と記載されているんですが、同じ部位に接種をしないこ

とを条件として中に書き込んでありながら、用法・用量のところではそういう注意が一切

ないんですね。 

 我々臨床家からすれば、２～３週間隔で３回皮下注射するという部分に、「部位を変えて」

とかいうことを入れるべきだろうと考えますね。それが１点。 

 それから、いわゆる皮下注射を規定された部位に注射をすることという条件が、最初に

制限事項の１番に入っていますよね。そことの整合性が用語の上で、問題がちょっとある

かなという感じがしますね、使用者側からしましてね。 

 それから、攻撃試験のウイルス量が極めて多かったので、感染したんじゃないかという

結論ですよね。そうすると、ワクチネーションして十分免疫タイターが上がっていると確

認されているデータをたくさんつけながら、攻撃試験ではウイルス量が多くて感染してし

まったと。この試験は一体何だったんだろうかって、我々は思っちゃうんですね。 

 要は防御できなかったものが、結構確率的には高いんですよね。８分の３ぐらいですか。

つまり、８頭のうち３頭は攻撃試験で陽性になってしまう。試験の方法が、攻撃ウイルス

が多過ぎたため、強過ぎたためにこういう結果になったのであれば、十分答えが出るよう

な攻撃試験をやり直すべきなんではないかなという感じを受けてしまうんですが、その辺

いかがですか。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 今の○○委員の御質問といいますか御指摘といいますか、２点あったと思います。１つ

は、反復して投与するときの注射部位、適用部位に対して、注意事項に触れなくていいの

かと。 

 もう１つは臨床試験、あるいは薬理試験の中で有効性の判断をするときに、試験系に問

題が少しあったのではないかという御指摘だと思うんですが、○○委員、調査会で何か議

論ありましたでしょうか。 
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【○○委員】ＦＩＶというのは、まず一番問題になったのは、通常のワクチンですと、効

能・効果に「本病の予防」という字が必ず入るんですが、これには入っておりません。「持

続感染の予防」という、極めて特異な文章になっています。 

 というのは、本ウイルスによる直接な病気の惹起というわけではなくて、免疫が抑制さ

れるために日和見感染を起こして最終的に死ぬ。それが猫免疫不全ウイルス感染症の実態

でありますので、そういう面で、審議でも非常に難しい。つまり、再現性が非常に難しい

ということが１点。 

 それから攻撃試験も、通常の攻撃試験ですとこのようにウイルスを接種するわけですけ

れども、このウイルスの場合には感染猫の例えばけんかがあって、創傷部位からのウイル

ス感染といったものが主になりますので、これも再現性が非常に難しい。 

 ではどういう試験設定をさせれば、このウイルスが病気で有効と判定できるのかという

のは大分問題になりまして、恐らくそういうのを満たすような試験設定はできないんだろ

うという結論になりました。 

 そのために、アメリカで使用実績があるということと、同居感染の場合に抑えていると

いうことの２点で、有効性があると判定してもよろしかろうと。そのために、これからの

実際に応用した際の副反応であるとか、いろんな面の調査をしっかりしなさいよという条

件をつけて、ここに上程してもよいだろうということにしました。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 ○○委員の御指摘されたことは、調査会でも十分御発言があって、議論した末での結論

であったということです。 

 もう１点、投与部位のところは、事務局の方がよろしいでしょうか。 

【事務局】おっしゃるとおりで、複数回投与するのであれば、確かに部位を変えるなりす

べきと考えます。ある意味で、現場サイドで通常どのように行われているかという問題も

あるのかもしれませんが、先生の御指摘のとおり、そこについては注射部位をできるだけ

変えて打つというのが適切であろうと思っております。 

 できれば使用上の注意に、書き方の文言の問題はあると思うんですが、そこは申請者と

も相談して、部位を変えて打つようにという注意を入れさせていただければと思っており

ます。 

【○○委員】４番の使用上の注意のところに、１番に「注射部位を厳守すること」という

注意が入っているわけですよね。注射部位を厳守するというのは、臨床家から言うと注射
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する場所というふうにとれるんですよ。でも、この用語の持つ意味は、皮下・筋肉・静脈

内という意味の部位なんですよ。これも非常に臨床家は混同する。 

 だから注意事項というのは、日本語をもうちょっとわかりやすく書くべきだろうと思い

ます。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 表現の仕方は事務局と部会長に御一任いただくことにしまして、使用上の注意に、特に

適用部位のところについては修正をするということでよろしいでしょうか。 

【○○委員】申請資料の整備をお願いしたいんですけども、これは既に外国で承認されて

いる製剤なので、外国での使用説明書を普通、概要書にもつけてもらっているんですが、

今回のこの資料にはついていないので、ちょっとそこを確認したいんです。実際にそこの

中身と、申請されている中身をちょっと確認させていただきたいです。 

【事務局】おっしゃるとおりで、調査会のときには添付されておりましたが、事務局の不

手際で添付されておりませんでした。今、お手元にお配りさせていただきたいと思います。 

【○○委員】ありがとうございました。 

今、御指摘の点は、調査会で十分議論したということで、資料として提出されなかった

ということですので、後でまた追加させていただきたいと思います。 

 そのほか委員の先生方で、御質問、御意見ございますでしょうか。 

 それでは特にないようですので、御指摘いただきました資料の整備、それから使用上の

注意を一部修正するということを条件に、両製剤につきましては御承認いただいたものと

させていただきます。 

【事務局】ありがとうございます。使用上の注意等につきまして、整備することを条件に

いたしまして承認を可とし、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でございますので、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】ありがとうございました。 

 

 

 

＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

④コンベニア注（新有効成分含有動物用医薬品） 
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          ＊輸入承認の可否及び再審査期間及び毒・劇薬の指定 

 

【○○委員】続きまして、動物用抗菌性物質製剤調査会関係で、④コンベニア注射液です。

これは新有効成分含有動物用医薬品ということで、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局】それでは説明させていただきます。お手元に赤の資料ナンバー４、緑の表紙の

ものをお手元にお持ちください。これで説明させていただきます。 

 １枚めくっていただきまして、審議経過票がございます。販売名がコンベニア注。申請

者名がファイザー株式会社。成分・分量はそちらに書いてあるようなものになっておりま

す。 

 セフォベシンナトリウムを主剤といたしておりますけれども、本品は第３世代セファロ

スポリン系抗生物質であるセフォベシンナトリウムを主剤とする用時溶解の注射剤です。 

 用法及び用量ですが、１ml 当たり 80mg 力価となるように、注射用水で溶解して用いま

す。 

 適応症は、犬、猫の細菌性皮膚感染症。有効菌種はそちらに記載されておる菌種になっ

ております。 

 本件につきましては、審議経過票に示されておりますとおり、動物用抗菌性物質製剤調

査会で、平成 18 年４月、７月、10 月に３回御審議いただき、資料整備の後、平成 18 年 11

月 21 日に本部会で審議をされました。 

 １枚めくっていただきまして、８番になります。審議年月日が平成 18 年 11 月 21 日とな

っておりまして、審議結果につきまして、「以下の点について動物用抗菌性物質製剤調査会

で再審議すること」という内容になっております。 

 この後再審議ということなので、ページの上の方に戻りまして、審議年月日、平成 19

年１月 29 日の動物用医薬品抗菌性物質製剤調査会に諮られました。このときに再審議した

結果、資料を整備することを条件に、部会に上程して差し支えないとされました。 

 毒・劇薬には該当せず、再審査期間、新有効成分含有動物用医薬品ということで、６年

間とするという御審議結果をいただきました。 

 また本剤につきましては、前回の本部会におきまして、概要について御説明いたしまし

たので、本日は前回の本部会及びその後の抗菌調査会の審議について説明いたします。 

 別添資料と書いてあります４番のタグをあけてください。これが前回、本部会での御指

摘事項と、それに対して申請者がつけてきた回答書になります。 
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 １ページをめくっていただきますと、指摘事項として１点目、臨床試験において「膿瘍」

と診断した症例について。「細菌性皮膚感染症の診断の分類における「膿瘍」の定義を明ら

かにし、「膿瘍」と診断した症例の具体的な症状について整理し、それらが申請の適応症で

ある細菌性皮膚感染症に該当することについて十分な説明を行うこと」という御指摘であ

りました。 

 これに対して回答をつくってまいりましたが、表１をご覧下さい。表１に、成書に記載

されている皮膚の細菌性感染症の定義を示しております。 

 この中で、３段目のカラムの深在性膿皮症の下から３行目に「皮下膿瘍」とございます。

またその下に「皮下膿瘍は猫に多発し、通常、咬傷に起因する」と書かれておりまして、

「硬い、あるいは波動を示す皮下の腫脹が認められることが多いが、既に自潰して排液し

ていることもある」という定義が書かれております。 

 この定義に従いまして、次のページに表２がございます。表２は、臨床試験における細

菌性皮膚感染症の診断基準を申請者の方で作成しておりまして、この臨床試験の開始時に、

治験に参加した獣医師を対象に説明会を開催いたしました。 

代表例の写真として図１を示して、獣医師さんに説明したということです。その共通の

認識のもとで、臨床試験を実施しましたという説明がされました。 

この臨床試験のときですが、図１の膿瘍のところを見ていただきますと、このように皮

膚感染症として判断できるような症例であったということです。 

あと臨床試験の膿瘍症例を、実際の症例がどのようなものであったかということにつき

まして、３ページの表３を示しております。臨床試験における膿瘍症例の臨床症状スコア

及び有効率と書かれております。 

この中で、猫のところで滲出物のところを見ていただきますと、（０～３）のスコアであ

りますが、０というのが滲出物なしの症例ですが、これは猫において１例しかなかったと

いうことです。 

臨床試験で得られました膿瘍症例は、犬 15 症例、猫 63 例のうち、滲出液がなくて自潰

していない膿瘍であったと考えるのが１例しかなく、それ以外はいずれも滲出液陽性だっ

たことから、既に自潰した膿瘍か、指による圧迫あるいは外科的処置が施された皮内、あ

るいは皮下の膿瘍であったと考えられます。 

一例の写真がありましたので、図２に示しております。投薬前の写真、それから投薬 14

日後の写真を示しております。 
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これらのことから、臨床試験の膿瘍症例は表２の診断基準に合致するものでありまして、

細菌性皮膚感染症の範疇にある膿瘍と断定できると結論づけております。 

指摘事項の２は、次のページをご覧下さい。これは使用上の注意についての御指摘でご

ざいました。 

指摘２．「本剤の使用上の注意の【取扱い上の注意】の（２）及び【その他の注意】の（１）

及び（２）について、使用者の理解しやすさという観点で検討すること」という御指摘で

ございます。 

これに対して回答としましては、申請者がそこに書いてありますような、【取扱い上の注

意】の続きとして、【その他の注意】に書いてありました、色調の変化を続けてつけるとい

う回答書をつくってまいりましたが、これにつきましても抗菌性物質調査会で御審議いた

だきました。 

それにつきまして、その次の５のタグをあけていただきたいと思います。また１ページ

めくっていただきまして、抗菌性物質製剤調査会の中での御指摘の２番目ですが、２ペー

ジになります。 

使用上の注意について、先ほどの承認申請者の作成してまいりました表を、また新たに

検討いたしましたところ、また抗菌性物質製剤調査会において新たに検討されて、訂正案

で示されたような形の修正がなされました。 

【取扱い上の注意】の（２）として、「本剤の溶解後は遮光して２～８℃で保存し、４週

間以内に使用すること。また、添付されているシールに溶解日を記入の上、バイアルの見

やすい箇所に貼付すること」と書かれまして、溶解日をしっかり書くようにという御指摘

でございました。 

【その他の注意】のところには、（１）として「本剤の溶解液は時間の経過とともに、帯

黄色か～帯赤色に変化する」ということ。 

それから（２）といたしまして、「本剤を、室温・散光条件下で４週間保存した場合に、

力価は溶解時に比べ約 20％低下し、また、in vitro の試験系において細胞毒性が見られた

という成績がある」ということで、これは調査会の指摘に従って試験をした結果を、間違

いのような形で記載するという形で、この訂正案を出しております。 

そして最終的に、すべての使用上の注意を反映させたものがタグの６になります。タグ

の６の【取扱い上の注意】の（２）ですとか、【その他の注意】の（１）、（２）がこの書き

方によりまして修正されております。 
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以上、本部会で御指摘いただいたことにつきまして、抗菌性物質製剤調査会で御審議い

ただき、このような修正をした上、本部会に上程して差し支えないとされました。 

以上で説明を終わります。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 調査会でもう一度御審議願いたいということに基づきまして、メーカーの方から再度提

出された資料に基づいて、部会で指摘したことを中心に御審議をいただいた結果、調査会

ではこの部会に上程して差し支えないということになったようでございます。 

 特にこれに関して、○○委員から御発言があったように思いますが、これでよろしいで

しょうか。 

【○○委員】これで結構だと思います。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 そのほか、先生方で特にございませんでしょうか。 

 それでは本剤につきましては、御承認いただいたものとさせていただきます。 

【事務局】ありがとうございます。 

 承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。なお再審査期間は、新有効成分

含有動物用医薬品ということで６年間とし、毒・劇薬には指定しないことといたします。 

 

（２）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、審議事項（２）に移らせていただきたいと思います。それは、た

だいま御審議いただきましたコンベニア注射液を御承認いただきましたので、これに伴う

動物用抗生物質医薬品基準の一部改正が伴ってまいります。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局から御説明をお願いいたします。 

【事務局】事前配付資料、赤の 10 番をお手元に御用意ください。これは動物用抗生物質医

薬品基準医薬品各条のセファロニウム類の項の次に、次のように加えるという、先ほど御

審議いただきました、コンベニア注に関する記載を追加するという改正でございます。セ

フォベシン類ということで、追加をさせていただきます。 

 さらに、注射用セフォベシンナトリウムの試験法ですとか規格のあたりを、今回御承認

いただきましたコンベニア注のものをもとにして、この規格書であります動物用抗生物質
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医薬品基準の書き方で書き直して収載しております。よろしく御審議をお願いいたします。

【○○委員】ありがとうございました。 

 ただいまの説明に関しまして、御意見、御質問等ございますでしょうか。 

 特にございませんか。 

 それでは、承認いただいたものとさせていただきます。 

【事務局】ありがとうございます。 

 原案どおり薬事分科会に報告させていただきます。 

 

（３）動物用医薬品の製造販売承認等の可否、毒・劇薬の指定及び 

再審査期間の指定について 

＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

⑤フロロコール２％液（新効能動物用医薬品） 

          ＊製造販売承認事項変更承認の可否及び再審査期間の指定 

 

【○○委員】 続きまして、＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ですが、⑤フロロコー

ル２％液の御審議です。 

 事務局から御説明をお願いいたします。 

【事務局】 赤の資料番号５番を御用意ください。表紙に審議経過票がございますので、

これに沿って説明させていただきます。 

 本品は既に豚の胸膜肺炎の効能を有しておりますが、今回の事項変更により、牛の効能

を取得しようという申請になっております。審議経過票の方には、今回申請の牛について

のみ記載されております。 

 販売名はフロロコール２％液。申請者名は有恒薬品工業株式会社。本品は、フロロコー

ルを主剤とする液剤となっております。 

 用法・用量は、１日１回、体重１kg 当たりフロルフェニコールとして、下記の量を代用

乳に均一に混じて３～５日間経口投与する。 

 牛（生後３カ月を超えるものを除く）ということで、５～10mg。 

 休薬期間は、本剤投与後下記の期間は、食用に供する目的で出荷等を行わないというこ

とで、牛４日間とつけております。 

 効能又は効果は、牛：細菌性肺炎。有効菌種はパスツレラ・マルトシダ、マンヘミア・
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ヘモリティカです。 

 １点、修正をお願いします。７番のところですが、「動物用一般医薬品調査会」と書いて

ございますけれども、これが「抗菌性物質製剤調査会」の誤記になっております。申しわ

けございません。 

 審議年月日が、平成 19 年１月 29 日です。 

審議結果として、動物用抗菌性物質製剤調査会における承認の可否に関する事前の調査

審議を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差し支えない。なお、再審査期間は新効能

動物用医薬品ということで、２年間とするという御審議結果です。 

 またその後、残留問題調査会にかかりました。審議年月日が平成 19 年２月６日。 

審議結果は、動物用医薬品残留問題調査会における休薬期間の可否に関する事前の調査

審議を終了し、動物医薬品等部会に上程して差し支えないということになります。 

 それでは御説明に入ります。申請書と書かれたタグの別紙３というところで、新旧対照

表がつけられてございます。新旧対照表ですので、事項変更承認申請の変更前の欄が左に

ありまして、変更後の欄が右にございます。 

 かなりの項目について変更がなされておりますけれども、例えば一番上の薬事法 14 条第

１項の規定の一番右の欄ですが変更理由として、法改正による記載整備ということになり

まして、かなりの部分が薬事法の改正による記載整備になっております。 

 今回の事項変更申請に当たりまして重要な点を申し上げますと、１ページの一番下の用

法及び用量が、変更後で７になっております。ここで牛についての追加をしております。 

 また、次の２ページの効能又は効果のところで、牛細菌性肺炎を追加しております。 

 また使用上の注意に関しましては、牛に対する使用上の注意の追加もされておりますけ

れども、また本剤について記載の整備もいたしたということで、例えば２ページの真ん中

あたりの使用上の注意というところで、「本剤を牛に投与する場合は」という形の注意がつ

けられておりますし、２ページの下から 10 行目ぐらいの制限事項の中で、「本剤は３カ月

齢を超える牛には投与しない」とか、その下の副作用のところに、「子牛を用いた安全性試

験において、高用量群で一過性の下痢及び血清クロール値の増加が認められた」という申

請に際しまして、実施した安全性試験の結果も反映されております。 

 さらにその次のページの３．適用上の注意の（１）「本剤を牛に投与する場合は、代用乳

への混和は用時に行うこと」という使用上の注意もつけられております。 

 以上、事項変更の中身について御説明いたしました。 
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 概要のタグをあけていただきまして、簡単に本剤の概要に沿って御説明をいたします。

目次の次の１ページ、起源又は開発の経緯ですが、その次のページの表 1-2 に、「フロロコ

ール 200 注射液」というものがございます。200 注射液ですけれども、これも既に再審査

期間が終了し、当部会に報告して差し支えないという御審議結果が得られているものでご

ざいます。 

 このように、牛の細菌性肺炎に適応する注射剤が既にございまして、再審査期間も終了

し、部会に報告されています。 

 また、経口投与剤として本剤を開発した理由につきましては、次の３ページの上の方に

書いてございますように、「注射剤に比べて投与が容易に行われることにより、子牛に与え

るストレスが軽減されること」それと、「注射局所の障害性を懸念する必要がない」という

ことが記載されております。 

 また、「代用乳に薬剤を添加して投与することは作業上、合理的である」と述べておりま

すし、３ページの一番下ですけれども、「フロルフェニコールは経口吸収が極めて良好な特

徴を有した薬剤である」とも記載されております。 

 本剤の開発で事項変更をするに当たりまして、４ページに示されておりますような、安

定性、それから安全性、薬理試験、吸収等試験、臨床試験、残留性試験を実施しておりま

す。 

 ６ページには、同種同効剤が示されております。同種同効薬としまして、エンロフロキ

サシンを含有する経口投与剤と、リン酸チルミコシンを含有する経口液が示されておりま

す。このリン酸チルミコシンの経口投与薬を、臨床試験における対照薬として使用してお

ります。 

 ８ページは、安定性に関する資料ということですが、表 2-1 に代用乳中の安定性の試験

の成績が出されております。代用乳に添加後１時間、40℃または 70℃で保存いたしまして

も、フロルフェニコールは 93％以上残存し安定であった。 

 なお、使用上の注意には先ほどお示ししましたように、「代用乳への混和は用時に行うこ

と」と記載されております。 

 ９ページからは、安全性試験になっております。９ページから 10 ページにかけての表

3-1 ですが、ここに子牛の安全性試験の試験方法、そして 10 ページの 3-2 にはこの試験成

績が示されております。 

 １カ月齢の子牛に生理食塩液の投与群、それから 10mg／kg（臨床適用最高量）の投与群
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と、２倍量に当たります 20mg／kg の投与群、各３頭に７日間投与いたしました。７日間と

いうのは、承認の最長投与日数である５日プラス２日の、より長い投与期間を置いており

ます。 

 一般状態等を観察しましたところ表 3-2 で、２倍量群で１頭に下痢便、それから血液生

化学検査で若干の変化が認められましたけれども、常用量群では異常が認められませんで

した。 

 次に、飛んで申しわけございませんけれども 15 ページに、効力を裏づける試験がござい

ます。表 4-1-1 は、今回の臨床試験で分離された有効菌種に対するＭＩＣ。表 4-1-2 は、

臨床試験以外で分離された有効菌種に対するＭＩＣになっております。平成７年に注射剤

の承認を得てから、感受性の変動を認められていませんということです。 

 15 ページから 18 ページの間は、用量設定試験を行っております。細菌性肺炎の子牛 40

例を用いました。 

18 ページの表 4-2-2 をご覧下さい。こちらに試験群として５群あります。被験薬投与群

の 2.5mg／kg、５mg／kg、10mg／kg と、対照薬としてチルミコシンの 6.25mg／kg と 12.5mg

／kg を書いてございます。この５群により試験をいたしました。 

試験方法ですけれども、16 ページに示されております臨床症状のスコア配点表がござい

まして、これに基づいてスコアをつけまして、臨床スコア改善率により、各症例について

効果を判定いたしました。その結果につきまして、また表 4-2-2 に戻っていただきますけ

れども、示されております。 

この有効率の成績から、５～10mg／kg を臨床適用量として適当であると結論づけており

ます。 

また、19 ページから 21 ページには、吸収等試験の成績が示されております。19 ページ

の図 5-1-1 ですが、これは注射剤を対照薬といたしまして、本剤、被験薬との血中濃度の

比較を示しておりまして、表 5-1-1 は薬物動態パラメータを比較しております。 

20 ページは図 5-2-1 として、フロルフェニコール及び代謝物の構造が書かれておりまし

て、その下の表 5-2-1 には、投与後２時間の代謝物と、親化合物であるフロルフェニコー

ルの体内分布が書かれております。 

この３つの代謝物は、いずれもフロルフェニコールよりも低い値でございまして、また

「抗菌活性も示さないものである」と記載されています。 

21 ページの表 5-1-3 ですが、排せつ関係の試験成績になります。投与後 72 時間までに、
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表の中段の一番右側になりますけれども、代謝物も合わせて投与量の 89.6％が尿中排せつ

されて、糞中には 1.9％が排せつされておりますという成績になっております。 

次の 22 ページから 29 ページが臨床試験成績となります。23 ページから 24 ページにか

けての表 6-1 をあけてください。こちらに臨床試験の試験法が書いてございます。３カ所

の施設におきまして、22～87 日齢の 132 例、３群に分けましてフロルフェニコール本剤の

５mg／kg と 10mg／kg、そして対照薬でありますチルミコシンの 12.5mg／kg の３群に分け

まして、３～５日間の投与。投与終了後２日で効果判定をしております。 

診断基準は、体温 40℃以上、スコア合計７以上、また有効菌種が分離されたものという

ことです。 

効果判定基準は、スコアが 24 ページの上の方に示されておりますけれども、臨床スコア

の改善率が 70％以上で有効となります。 

結果でございますが、25 ページの表 6-3 に有効率が書かれております。一番上の行を見

ていただきますと、５mg／kg で 80％、10mg／kg で 93％、対照薬が 85％となっておりまし

て、これらは統計学的な有意差がないと書かれております。 

さらに、28 ページには表 6-7 が示されておりまして、これが転帰（再発率）についての

表です。これにつきましても一番上の行、５mg／kg が 13％、10mg／kg が 11％、対照薬投

与群が 21％ということで、これも統計学的な有意差がないということになります。 

29 ページをあけていただきますと表 6-10 が示されておりまして、これが有害事象に関

する成績になりますけれども、有害事象は認められておりません。 

次に 30 ページから 32 ページには、残留性試験成績が示されております。 

31 ページをあけていただきたいと思います。表 7-1 が材料及び方法になりまして、子牛

における残留性試験の方法が示されております。２カ所の施設におきまして、１～２カ月

齢の子牛で臨床最高適用量につきまして、最小投与期間ですが残留基準というものがあり

まして、これは 0.2ppm になります。 

32 ページですけれども、これが成績になっておりますが、表 7-2 と 7-3 が、それぞれの

施設における残留試験の成績になります。 

これを見ていただきますと、投与後２日で基準値であります 0.2ppm 以下となりまして、

２日、４日目では検出限界値でございます 0.05ppm 未満となっております。これを根拠と

いたしまして、申請者は休薬期間４日を申請しております。 

以上、説明をさせていただきました。これにつきましては、抗菌性物質製剤調査会と残
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留調査会の確認をとっております。 

以上です。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの説明に関しまして、先生方から御質問、御意見等ございますで

しょうか。 

 申しおくれましたけれども、抗菌性物質製剤調査会関係につきましては、関係の委員の

先生がお二人とも欠席であったものですので、直接事務局の方から御説明いただきました。 

 いかがでしょうか。 

 特に御意見ございませんか。 

 それでは、特に御意見、御質問等もないようですので、御承認いただいたものとさせて

いただきます。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、再審査期間を新効能動物

用医薬品ということで、２年間といたします。 

 

（４）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

 

【○○委員】続きまして、先ほどと同じですけれども、ただいまフロロコール２％液を御

承認いただきましたので、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、

審議させていただきたいと思います。 

 資料ナンバー９だと思いますが、事務局からお願いいたします。 

【事務局】事前配付資料の赤ナンバー９をご覧下さい。動物用医薬品の使用の規制に関す

る省令の一部改正にいついて（案）を示しております。 

 先ほど御審議いただきました、フロルフェニコールを有効成分とする飼料添加剤の製造

販売承認事項変更に伴いまして、別表１にアンダーラインで示したものを追加するという

ことです。 

 フロルフェニコールを有効成分とする使用添加剤の中で、使用対象動物として牛（生後

３カ月を超えるものを除く）。 

用法及び用量としまして、１日量として体重１kg 当たり 10mg 以下の量を飼料に混じて

経口投与すること。 
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使用禁止期間は、食用に供するためにと殺する前４日間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】ありがとうございました。 

 それでは御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 特にございませんか。 

 それでは、御承認いただいたものとさせていただきます。 

【事務局】 ありがとうございます。 

 原案どおり薬事分科会に報告させていただきます。 

 

（５）動物用医薬品の製造販売承認等の可否、毒・劇薬の指定及び 

再審査期間の指定について 

＜動物用一般用医薬品調査会関係＞ 

⑥マストリチン（新有効成分含有動物用医薬品） 

          ＊製造販売承認の可否、再審査期間及び毒・劇薬の指定 

 

【○○委員】続きまして、⑥に審議を戻させていただきます。＜動物用一般用医薬品調査

会関係＞で、⑥のマストリチンです。 

 これは、○○委員からお願いいたします。 

○○○委員 マストリチンは共立製薬株式会社から、製造承認申請されたグリチルリチン

酸モノアンモニウムを有効成分とし、牛の泌乳期乳房炎における炎症の改善を効能・効果

とする乳房注入剤であります。 

 平成 19 年１月 30 日に開催された、動物用一般用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。 

 詳細につきましては事務局から説明があります。よろしく御審議のほどお願いいたしま

す。 

【○○委員】お願いいたします。 

【事務局】それでは引き続きまして、詳細につきまして御説明させていただきたいと思い

ます。 

 事前に配付しております、資料番号赤の６番をお手元に御準備ください。最初の審議経

過票をご覧下さい。 
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 本製剤は、共立製薬株式会社から製造承認申請されましたマストリチンでございます。

グリチルリチン酸モノアンモニウムを主剤とする、牛の泌乳期乳房炎における炎症の改善

を効能・効果とするものでございます。 

 用法及び用量は、１分房当たり 10ml、グリチルリチン酸として 600mg を、泌乳期の乳房

炎発症乳房内に注入するものでございます。 

 投与は１症例につき１回とし、本剤投与後、直ちに泌乳期用乳房注入剤（有効成分セフ

ァゾリン）を、用法・用量に従って投与する。 

 グリチルリチン酸モノアンモニウムは、動物用医薬品としては初めての申請であること

から、新有効成分含有動物用医薬品として御審議願えればと思います。 

 それでは、概要とあるタッグのところをお開きください。そちらの１ページ、起源又は

発見の経緯、1.1 開発の経緯でございます。こちらは１ページから８ページに示しており

ますが、現在、乳房炎治療に抗生物質が広く用いられております。その効果はまだ十分で

はなく、抗炎症作用を有するグリチルリチン酸モノアンモニウムを抗生物質と併用して乳

房炎の治療に応用したところ、泌乳期乳房炎に対する改善効果が認められたことから、承

認申請されたものでございます。 

 ９ページをお開きください。資料番号２と３、物理的、化学的試験及び安定性試験につ

いて御説明させていただきます。 

 ９ページに、グリチルリチン酸モノアンモニウムの製法が示されております。本物質は

吸湿性のある白色の粉末で、甘草の根から抽出し、アンモニウム塩として生成されており

ます。 

 原薬の規格は、粧原基、原薬製造元の規格等を参考に、性状、確認試験、ｐＨ、純度試

験、乾燥減量、強熱残分、定量法の７項目を設定されております。これは、申請書の別紙

規格１を御参照いただければと思います。 

 それから製剤の規格でございますが、承認申請書の別紙１、マストリチンの規格及び検

査方法をご覧下さい。製剤の規格は原薬の規格、日局の製剤総則、製造指針等を参考に、

性状、確認試験、ｐＨ、無菌試験、不溶性異物検査、実容量、定量法の７項目が設定され

ております。 

 続きまして、概要の 65 ページをご覧下さい。こちらに原薬の安定性試験、それから概要

の 74 ページが製剤の安定性試験の成績を示しております。 

 原薬は高温下で、製剤は光曝露により、わずかながら色調の変化が認められております
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が、含量を含む他の試験項目への影響は認められず、長期保存、原薬で 18 カ月、製剤で

12 カ月での安定性が確認されております。 

 続きまして、概要の 81 ページをご覧下さい。資料番号４から７ということで、毒性試験

及び安全性試験について御説明させていただきます。 

 81 ページのラットの急性毒性試験でのＬＤ50は、経口投与で 2000mg／kg 以上、腹腔内

投与で 300～500mg／kg でした。 

 それから 84 ページで、ラットの亜急性毒性試験。経口投与 30 日の試験でございますが、

28mg／kg 投与群で肝細胞の壊死。 

また、88 ページをお開きください。マウスの腫瘍原性と書かれておりますけど、慢性毒

性試験といたしまして、インスリン投与96週のものでございます。229mg／kgの投与群で、

雄の飲水量が減少しております。 

それから、90 ページをお開きください。こちらがラットの催奇形性試験、飲水投与での

試験でございますが、催奇形性は認められませんでしたという結果でございます。 

また、94 ページ、97 ページでございますが、細菌及び哺乳類の培養細胞を用いた変異形

性試験も陰性でした。 

それから 102 ページ、安全性試験でございますが、常用量３倍量、泌乳牛の４分房を１

日１回、３日間連続投与しております。安全性については問題がないという結論でござい

ました。 

それから、111 ページをご覧下さい。資料番号８、９で、薬理試験についてでございま

す。 

グリチルリチン酸につきましては、116 ページをお開きください。炎症性サイトカイン

の産生抑制。 

それから 117 ページ、好中球の遊走抑制作用。 

それから 121 ページにございます、乳房炎発症時の乳汁中体細胞におけるヒスタミン産

生抑制作用等が認められております。 

次に、124 ページの表をご覧下さい。ブドウ球菌性臨床型乳房炎の分房に抗生剤及びグ

リチルリチン酸モノアンモニウムを、グリチルリチン酸として 100、400、600mg 投与した、

最小有効量試験の成績が示されております。本成績から、最小有効量を 400mg／分房とし

ております。 

続きまして、135 ページをご覧下さい。雄のラットを用いた薬理試験におきまして、高
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血圧、腎臓及び心臓の体重比重量増加、体重の減少、静脈及び多飲症が認められておりま

す。 

続きまして、142ページをご覧下さい。資料番号10の吸収等試験の成績でございますが、

左の 142、右の 143 ページに、搾乳牛３頭に２倍量を投与した吸収試験の結果が示されて

おります。 

投与後 0.5～１時間後には血中にグリチルリチン酸が検出され、12 時間後に最高濃度に

達した後、半減期約 15 時間で低下し、５日間で 0.1μｇ／ｇから定量限界未満に達してお

ります。 

次の 144 ページをご覧下さい。２倍量を投与した分布試験の結果が示されております。

吸収試験で最高濃度を示した、投与 12 時間後の臓器、組織のすべてに分布が認められ、平

均濃度は腎臓が 1.9μｇ／ｇと最も高く、筋肉が最も低い値で 0.26μｇ／ｇを示しており

ます。 

隣の 145 ページでございますが、２倍量を投与した排せつ試験の結果が示されておりま

す。糞及び尿中の濃度の推移から、吸収されたグリチルリチン酸は主に腎臓を経由し、尿

中に排せつされることが示唆されております。 

続きまして 161 ページで、臨床試験成績についてでございます。消炎酵素剤動物用キモ

チーム２万 5000 単位を投与する 32 頭、38 分房からなる対照群と、67 頭、79 分房からな

る試験群の２群で試験を行っております。 

投与前後の全身症状、乳房及び乳汁を観察。検査してスコア化し、得られた有効率を 164

ページの表７に、また乳房の腫脹、硬結の改善率を 165 ページの表８に示しております。 

試験群の有効率、改善率とも、対照群と比較して同等または有意に高い値が示されたこ

とから、本剤乳房炎に対する炎症の改善効果は、対照薬と同等以上と考えております。被

験薬の安全性に、臨床試験成績では特に問題はなかったとのことでございます。 

続きまして 168 ページ、資料番号 13 で、残留試験についてでございます。２施設での乳

汁中残留試験で得られたグリチルリチン酸濃度の推移を 170 ページ、それから２つ目の試

験の成績は 173 ページに示してあります。 

濃度は搾乳のたびに低下し、常用量群では 4.5 日、２倍量群では 5.5 日で全頭定量限界

未満の 0.05μｇ／ml 未満を示しております。 

174、175 ページに、グリチルリチン酸のヒトへの８週間経口投与試験から、無作用量を

２mg／kg、ＡＤＩを 0.2mg／kg と設定している文献の概要を示したものでございます。 
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次の 176 ページには、ＦＤＡでグリチルリチン酸を一般に安全と認められる物質として

認めていること。食品ごとに安全添加量を定めていることが示されております。 

なお、ＡＤＩとして 0.2mg／kg／日を、成人換算で１日当たりの摂取給与量 10mg を採用

し、牛及び牛乳の摂取に基づくグリチルリチン酸摂取量を試算した結果、牛からの摂取量

は摂取給与量の約 0.1％と極めて少ないこと。乳汁については、３日時点での摂取量が約

２％まで低下し、加工食品からの摂取量約 30％に比べてその影響が小さいことから、牛乳

については休薬期間 72 時間と設定し、牛の休薬期間については、セファゾリン乳房注入剤

と同じ３日間とすることとされております。 

最初の審議経過票をご覧下さい。７つ目の欄、動物用一般医薬品調査会審議結果及び動

物用医薬品残留問題調査会審議結果でございます。こちらに示しますように、本申請につ

きましては平成 19 年１月 30 日に開催されました、動物用一般医薬品調査会で御審議いた

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。 

また、平成 19 年２月６日に開催されました、動物用医薬品残留問題調査会で御審議いた

だき、休薬期間に牛３日間を追加することを条件に、休薬期間の可否に関する時点の調査

審議を終了し、本部会に上程して差し支えないとされております。 

以上でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 ただいま御説明いただきましたけれども、委員の先生方から御質問、御意見等ございま

すでしょうか。 

 これは１つ、単独で有効性があるという薬ではなくて、セファゾリンの、いわゆる抗菌

性物質の効果を高めるという意味で効果があるということですが、こういう形での有効性

を認めるというのは、私、初めてのような気がするんですけれども、その辺いかがでしょ

うか。 

【事務局】多分、初めてのタイプではないかと思っております。 

【○○委員】このものそのものには有効性は認めないけれども、他の薬物と併用すること

によって、他の薬物の効果を高めるという形のものだと思います。 

 その辺について何か、調査会で議論ございましたでしょうか。 

【○○委員】１つは、有効性のところで併用すると。そうしますと、併用する薬剤がすべ

て抗菌物質の対象になるのかということと、それから市販されているものでも、同じセフ
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ァム系でも違うものがそれぞれあるわけですけれども、そういうふうなところで効用を考

えたときにどうなのかということで、追加の試験をしていただいたりしております。 

 単独では効能・効果として謳えない。その辺のところで実際に使用に当たっては、使用

上の注意ということで、かなりその辺の話が出て、対応をするようにということで行って

おります。 

【○○委員】こういう形での有効性を認めるかどうかというのは初めてのケースになりま

すので、少し御審議をいただきたいと思うんですが。 

 どうぞ、○○委員。 

【○○委員】普通であれば配合剤として組み合わせるのが一般的だと思うんですけれども、

それに関する検討がなされていないので何とも言えません。将来的に誤用を防ぐというこ

とであれば、配合できなければワクチンのように乾燥品と液状で組み合わせて、用時溶解

して使うとか、セットで販売できるような、そういう整理ができればいいんですけど、開

発しているメーカーはセファゾリンの製剤を持っていないので、そこはまたそれぞれの協

力が要るかもしれませんけども。 

 いずれにしても使用上の注意で、休薬期間はセファゾリンに合わせて設定しているとい

うことで、別の製剤を使わない限りは問題ないと思うんです。獣医師さんが何でも使える

という誤解を招くような方向性には、私は余りしたくないと思います。 

【○○委員】この有効成分そのものには効果が認められないけれども、他の薬物を使うと

効果があるということで認めていきますと、次から次に出てくるような気がするんですね。

そうすると客観的に、あるいはサイエンティフィックに、本当に有効性があるという見方

は、かなりシビアに判断しておかないと、何でもありという気がするので、その辺がちょ

っと心配だというのが１つです。 

 それから、○○委員から今お話がありました休薬期間の問題も、グリチルリチン酸その

ものではなくて、一緒に使うセファゾリンの休薬期間に合わせているんだと。その辺につ

いてもサイエンティフィックに考えて妥当かどうかということについて、この２点を少し

議論しておく必要があるかなと思っているんですが、いかがでしょうか。 

 どうぞ、○○委員。 

【○○委員】１つ、最初の方ですけれども、これはセファゾリン、グリチルリチン酸を使

わずに乳房炎の治療をしている。それにこのグリチルリチン酸投与を併用するということ

で、症状の軽減は明らかに違うという臨床試験の結果は出ております。 
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 ですからそういうふうなことから、効能・効果というところは症状の軽減のところにな

ってきている。ですから併用することによって、患畜に対する負荷が軽減されていくとい

う判断はされるんではないかと考えます。 

【○○委員】いかがでしょうか。 

 概要の 123 ページの有効性の評価ということで小さな表が出ておりますが、この表の見

方は、無効が 49％あったと。無効とやや有効を合わせると 60％であったということですか。

無効から有効まで合わせると 70～84％、すなわち有効以上は 30％であったというデータな

んでしょうか。 

【事務局】123 ページの真ん中に有効性の評価とございますが、これは個々の乳房につき

まして、上のスコア基準を利用して、何％の改善率になったかを求めまして、そのパーセ

ントに応じて、49％以下であれば無効、50～69％の改善率であればやや有効、70～84％で

あれば有効、それ以上であれば著効という評価基準を示したものでございます。 

【○○委員】なるほど。ありがとうございました。ちょっと表が見にくかったんですけど

も。 

 いかがでしょうか。 

 有効性については併用することによって、臨床兆候からは有効であるということを、調

査会では判定したといことでございます。 

 有効性に関しましては調査会の結論、決定に、特に御異議ございませんでしょうか。 

 将来のことを考えるとちょっと心配だなという気もしないでもないんですけど、調査会

で十分議論された結果ということで、それを受け入れるということでよろしいでしょうか。 

 それではもう１つ残っておりました休薬期間のことに対しまして、○○委員からちょっ

と御発言いただきましたけれども、そのほかの先生方で何か。 

 グリチルリチン酸については特に休薬期間等は考えなくてもいいけれども、一緒に使わ

れるセファゾリンの休薬期間に合わせて、これでも決めておきたいということですが、状

況としてはよくわかるんですが科学的に考えて、この物質のグリチルリチン酸の休薬期間

を決めるのに、そのデータに基づかないで決めることになるんですが、その辺の妥当性も

少し御議論いただいておかないといけないかと思います。 

 いかがでしょうか。 

 どうぞ、○○委員。 

【○○委員】混合製剤、配合剤については長い方に合わせて設定するという形になってい
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ますね。今回、用法・用量で併用するという話であれば、その併用した中で長い方に合わ

せるのが、食品関係から見れば妥当な選択じゃないかなと思っています。 

【○○委員】私も配合剤になっておれば、先生のおっしゃるとおりかなと思うんですけど、

全く別々に単独で使っていってということですから、休薬期間を決める根拠としてはちょ

っと乏しいかなと。それをあえて安全性の面から設定したということについての妥当性で

すね。 

 ○○委員、何かコメントいただけますでしょうか。 

【○○委員】これを見ていてなかなか難しいなと思っていたので、私も余りよくわからな

かったんですが、確かに今お話を伺って、また資料を見ていたりすると、そのあたりを部

会長が問題にされるのは当然のことかなと思っております。 

 ですから、マストリチンそのものになるモノなんとかというやつとか、どの程度の毒性

というか。これは臓器が非常に全体にいって、最後は腎臓で排せつされるというところも

あるし、またヒトへの影響もありますので。特に乳房炎の治療になってきますと、治療し

た後ですね。そのときはもう効果がないかもしれませんけど、その後またミルクとして使

うわけですので、そういったところも配慮は必要かなというところは気にはなります。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 特に科学的なデータには基づいていないけれども、使用のされ方、状況を考えますと、

より消費者に対する安全性を考えて、一緒に使われるセファゾリンの休薬期間に合わせた

いという判断をとってよろしいでしょうか。 

 どうぞ、先生。 

【○○委員】抗菌剤による乳房炎の治療を側面から炎症を抑える薬ですから、用法・用量

の中に有効成分セファゾリンとわざわざ指定しているのは、先ほど伺ったこのメーカーは

セファゾリン製剤を持っていないということなので、セファゾリン以外の抗菌剤はだめな

んですか。 

【事務局】実際問題データの関係からいくと、セファゾリンのデータしか収集していませ

んので、もしかしたらほかの試験もやれば効果があるのかもしれませんけど、今回この場

で審議していただくにはセファゾリンだけかと思っております。 

【○○委員】いや、ほかの成分ではだめなのかなという意味は、用法・用量の中に有効成

分セファゾリンって記載して構わないものなんですか、限定して。製剤を指定して使いな

さいという指示は構わないんですか。 
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【事務局】それは全然、法規的には問題ございません。 

【○○委員】そうしたら、セファゾリンの安全性を考えると、３日間ないしは牛乳では 72

時間ということですから、そのことをここに明記すればいいんじゃないですかね。例えば、

セファゾリンの安全基準に従って、以下の期間は使用上の注意として、この期間はだめだ

ということを設定すればいいんじゃないですか。 

 グリチルリチン自体が、あたかも牛では３日間、牛乳では 72 時間の制限というふうに受

けとめちゃうから問題があるような気がするんですけどね。ですから、設定の根拠をここ

へ書いておけばいいんじゃないですかね。 

【○○委員】幾つかの対応があると思いますが、１つは、こういった休薬期間を定めます

と箱の中に明示されると。したがって、使用者は極めて目につきやすいし、それを守るだ

ろうと。使用上の注意にだけ書くとそれは出てこないので、例えば読まないとすると、そ

れが守られないかもしれない。 

 したがって、こういったふうに休薬期間も定めておいて、かつ使用上の注意に、今、○

○委員の御指摘のようなものを書くと。なぜ、休薬期間をこのように設定したかというこ

とが、使用上の注意を読むとわかるようになる、そういう書き方はありますでしょうか。 

【事務局】それは可能です。用法・用量の中にも３日間と書かせていただいた上で、使用

上の注意にも、こういう理由からセファゾリンと併用することが用法・用量で定められて

おりますので、それと合わせた３日間は一緒に投与されているはずですから、３日間は絶

対に食用に供さないようにすることとか書くことは可能です。 

【○○委員】そうですか。そうだとすると、本当にサイエンティフィックじゃないけれど

も、消費者の安全を考えた上での対応であるということが強調されて、それが使用上の注

意に書かれているとすると、少し納得できるかなという気がします。 

【事務局】わかりました。また、使用上の注意の方は座長と相談して、文言等を整備させ

ていただければと思います。 

【○○委員】○○委員、そういう対応でよろしいでしょうか。 

【○○委員】はい。 

【○○委員】どうぞ、先生。 

【○○委員】今の話なんですけど、セファゾリンしか使わないということは、使用上の注

意の（６）で規定するということですか。 

【○○委員】いえ、セファゾリンのことについてではなくて。 
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【事務局】 ３日間の休薬期間の。 

【○○委員】セファゾリンと併用するというのを規定しているのは、使用上の注意の適用

上の注意（６）というやつで規定しているんですか。 

【事務局】 いや、用法・用量。一番最初のところで、５番の欄に用法・用量がございま

す。１分房当たりということで、２行目の一番最後のところから、「本剤投与後、直ちに泌

乳期用乳房注入剤（有効成分セファゾリン）を用法・用量に従って投与する」と、用法・

用量の中でも設定されています。使用上の注意にも、実は書かれております。 

【○○委員】ちょっと微妙なところですが、○○先生、御了解いただけましたでしょうか。 

【○○委員】はい。 

【○○委員】そのほかございますでしょうか。 

 それでは復唱いたしませんけれども、○○委員の御指摘のあったことを、使用上の注意

に何らかの形で反映すると。その反映の仕方については、事務局と座長とで調整させてい

ただくということでよろしいでしょうか。 

 それでは、そのほか特に御意見がないようでございますので、一部使用上の注意を修正

することを条件に、御承認いただいたものとさせていただきます。 

【事務局】ありがとうございます。 

 それでは、使用上の注意を一部修正することを条件に承認を可とし、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、本剤は毒・

劇薬には指定しないもの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。 

 

 

 

 

 

⑦プラク－ティック（新有効成分含有動物用医薬品） 

         ＊製造販売承認の可否、再審査期間及び毒・劇薬の指定 

 

【○○委員】続きまして、⑦プラク－ティックの可否についてでございます。 
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 これは○○委員から御説明いただけますでしょうか。 

【○○委員】プラク－ティックは、ノバルティスアニマルヘルス株式会社から、製造販売

承認申請されたピリプロールを有効成分とし、犬におけるノミ及びマダニの駆除を効能・

効果とする滴下剤であります。 

 平成 19 年１月 30 日に開催された動物用一般用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。 

 詳細につきましては事務局から説明があります。よろしく御審議のほどお願いいたしま

す。 

【事務局】それでは引き続き、御説明させていただきます。事前に配付しております、資

料番号赤の７番をお手元に御準備ください。 

 審議経過票をご覧下さい。本製剤はノバルティスアニマルヘルス株式会社から、製造販

売承認申請されましたプラク－ティックでございます。 

 本製剤ピリプロールを主剤とする犬用の滴下剤で、犬のノミ及びマダニの駆除を効能・

効果とするものでございます。 

 概要書と書かれた黄色いタッグの１ページで、Ⅰ．起源又は開発の経緯でございます。

有効成分ピリプロールは国内において合成された化合物を、ノバルティスアニマルヘルス

社が、動物用医薬品として開発したものでございます。 

 構造はⅠ－１に示しておりますとおり、既に農薬や動物用医薬品において殺虫剤として

使用されている、フィプロニルと同じフェニルピラゾール系に分類される化合物でござい

ます。 

 その作用機序は、神経伝達物質であるγ－アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）の受容体に作用する

薬剤でございます。 

 次のページをお開きください。本剤につきまして、海外において物理的、化学的試験、

毒性試験、薬理試験等の各種基礎実験を行い、国内においては国内種であるフタトゲチマ

ダニを用いた in vitro 薬理試験及び 12 施設における臨床試験などを実施した結果、本剤

の有効性、安全性を確認したことから承認申請されたものでございます。 

 本剤の特徴は、２の項に示したとおりのものでございます。 

 また、３ページをご覧下さい。本剤は諸外国でも並行して開発を行っておりましたが、

ヨーロッパにおきましては昨年 12 月に、承認を取得したということでございます。 

 概要の９ページをお開きください。物理的、化学的試験についてでございます。有効成
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分ピリプロールにつきまして、構造決定及び物理化学的性質に関する試験を実施しており

ます。 

 15 ページをご覧下さい。原薬ピリプロールは結晶性の粉末であり、表Ⅱ－６に示したよ

うに、脂溶性で水にほとんど溶けません。 

 25 ページをお開きください。規格及び検査方法設定のため、製剤３ロットについて国内

で試験を実施し、性状、確認試験、質量偏差試験、純度試験及び定量法の各項目を設定し

ております。 

 35 ページで、安定性試験についてでございます。表Ⅴ－１及び２に原薬ピリプロールの

安定性試験条件を、それから少し飛びまして 43 ページの表Ⅴ－９及び表Ⅴ－10 に、製剤

の安定試験条件を示しております。 

 原薬、製剤ともに長期保存試験、それから加速試験及び苛酷試験を実施した結果、いず

れの試験においてもほとんど経時変化は認められず、安定ということでございました。 

 なお、長期保存試験については、継続中ということでございます。 

 続きまして 59 ページで、毒性試験についてでございます。初めに、急性毒性についてで

ございますが、ラットを用いた単回投与試験においては、経口投与ではＬＤ50 は 200～

2000mg／kg と推定され、臨床適用経路である経皮投与では、2000mg／kg においても死亡例

は認められておりません。 

 さらに 60 ページでございますが、国内において毒・劇薬試験の観点から追加試験を実施

したところ、ＬＤ50は約 300mg／kg と推定されております。 

 なお、製剤における急性毒性試験につきましては、先ほどお手元に配付させていただい

ております。調査会では提出されておりましたが、こちらの部会の概要書に添付し忘れて

しまいまして、申しわけございません。 

製剤の毒性試験をまとめたものでございますが、経口投与におけるＬＤ50は 300～2000mg

／kg、経皮投与では 2000mg／kg 以上という結果でございました。 

続きまして 61 ページ、亜急性毒性試験についてでございます。ラットを用いた 28 日間

反復経口投与毒性試験の結果は、62 ページの表Ⅶ－１をご覧下さい。毒性学的に意義のあ

る死亡、臨床症状、血液学的検査、尿検査項目への影響及び肉眼的病理所見は認められず、

生化学的検査で認められた所見はいずれも一時的なものであり、本質的には被験物質の代

謝、あるいはラットの適応性によるものと考えられたことから、無影響量は 0.3mg／kg／

day、無毒性量は 20mg／kg／day と結論されております。 
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また、慢性毒性試験について、64 ページから 65 ページで 90 日間経口投与毒性試験の結

果でございます。死亡、臨床症状、体重、血液学的検査、尿検査結果及び肉眼的病理所見

等には、変化あるいは対照群との差異は認められておりません。 

生化学的検査及び病理組織学的検査におきまして認められた変化は、いずれも適応性変

化を起源とするものか、あるいは回復期間終了後におおむね回復的とされる変化であった

ことから、無影響量は 0.1mg／kg／day、無毒性量は 3.0mg／kg／day と結論されておりま

す。 

その他の毒性試験につきまして、67 ページをお開きください。まず最初に催奇形性試験。

69 ページに変異原性試験。それから 71 ページに、染色体異常試験を示しております。い

ずれも陰性であることが確認されております。 

次に、74 ページをご覧下さい。製剤を用いた局所刺激性試験を行った結果、皮膚刺激性

は示さず、75 ページに示すように、目に対しては軽度の刺激性を示しましたが、ＥＵ基準

においては平均刺激スコアが、目に刺激性ありの定義に該当しなかったことから、目に刺

激性ありに分類はされないと判断されております。 

また、77 ページをご覧下さい。こちらに示すように、皮膚感作性は示さないと結論され

ております。 

次に、対象動物に対する安全性試験について、79 ページをお開きください。表Ⅸ－１に

示しますように、本試験では臨床適用最高用量の１、３、５倍量を月１回、６カ月間の反

復投与を行い、次の 80 ページに示しますように、臨床症状や投与部位の状態等を観察し、

170 日後に剖検し、病理組織学的検査を実施しております。 

その結果、３倍量以上では一過性の有害事象が認められておりますが、１倍量では投与

に関連した有害事象は認められず、本剤の対応性が確認されております。 

次に薬理試験について、89 ページをお開きください。ピリプロールの in vitro 感受性

試験を実施し、ネコノミ、それから 90 ページにございます、クリイロコイタマダニ及びリ

シナス・マダニに対する高い感受性が確認されております。 

また 91 ページに示したように、国内種であるフタトゲチマダニに対しても効果を有する

ことが確認されております。 

92 ページをお開きください。用量設定試験の結果、12.5mg／kg が妥当な用量であると判

断されております。 

94 ページをお開きください。この用量を用いた試験の結果、表Ⅹ－７及び表Ⅹ－８に示
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しますように、ノミに対しては 12 時間から、マダニに対しては 36 時間後から、90％以上

の駆除効果を示しております。 

また、用量確認試験におきましてはノミにつきまして、96 ページをお開きください。そ

れから、マダニにつきましては 98 ページから 103 ページの結果に示しますように、いずれ

も１カ月間の駆除効果の持続性が確認されております。 

一般薬理試験は、106 ページをお開きください。表ⅩⅠ－１に示しますように、マウス

の一般行動、ウサギの一般状態及び心拍数、血圧、呼吸数並びにマウスの小腸輸送能につ

きまして試験を行っております。 

高用量では幾つかの項目に変化が認められておりましたが、低用量での差異は認められ

ず、特異的な薬理作用は認められないと結論されております。 

続きまして吸収等試験について、115 ページをお開きください。放射性標識体を用いた

ビーグル犬における試験の結果、薬物は全身、特に皮膚及び被毛に多く分布することが確

認されました。 

薬物動態プロファイルを検討したところ、皮膚からの吸収は緩慢で、吸収後は速やかに

２種の代謝物に代謝されることが確認されております。 

次に、128 ページをお開きください。表ⅩⅡ－11 に示しますように、ピリプロールは被

毛中に長くとどまり、その半減期は 13.6 日という結果が得られております。 

続きまして、130 ページをお開きください。ビーグル犬に局所の反復投与、すなわち４

回の常用量投与に続いて、５回目に３倍量の投与を行った結果、130 ページの図ⅩⅡ－６

に示したとおり、５回目の投与における腫瘍代謝物のＣmax 及びＡＵＣとも約３倍という

結果が得られ、用量との間に線形性が確認されました。 

また、図ⅩⅡ－７に示しますように、被毛中のピリプロール濃度には、反復投与による

蓄積は認められませんでした。 

次に臨床試験についてでございますが、133 ページをお開きください。試験は国内の 12

機関において、ノミ及びマダニのいずれかの寄生が認められる犬、183 症例を対象に実施

しております。 

陽性対照として、市販の同種同抗生剤であるフロントラインスポットオンドッグを用い、

無作為割りつけによる比較試験としております。 

135 ページをお開きください。被験日程の表を示しておりますが、投薬後６週間にわた

って観察を行い、有効性についてはノミ及びマダニの計測を行い、ノミについては寄生数
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をスコア化してからそれらの結果に基づいた駆除率を算出し、試験群間で比較を行ってお

ります。あわせて有害事象の観察を行い、安全性について評価しております。 

試験結果につきましては、138 ページをお開きください。まず、ノミに対する有効性は

表ⅩⅣ－５に示したとおり、両群ともに投与後１日からノミ駆除効果が認められ、投与後

１日から６週までの駆除率及びノミの寄生スコアとも、群間に有意差は認められませんで

した。 

次に、マダニに対する有効性は、142 ページをお開きください。表ⅩⅣ－13 に示してあ

るとおり、ノミと同様、投与後１日から６週までの駆除率及び寄生数ともに、群間で有意

差は認められておりません。 

また、安全性に関しましては 145 ページの表ⅩⅣ－21 でございます。両群とも１例に有

害事象を認められましたが、いずれも回復しており、有害事象の発現頻度には統計的有意

差は認められませんでした。 

以上の結果から、本剤は対照薬と同等の駆除効果を有することが確認されたことから、

本剤が犬におけるノミ及びマダニの駆除に有効であり、また安全性についても問題ないも

のと結論されております。 

それでは、一番最初の審議経過票にお戻りください。７の動物用一般用医薬品調査会審

議結果にお示ししますように、本申請につきましては、平成 19 年１月 30 日に開催されま

した動物用一般医薬品調査会で御審議いただき、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。 

また、原体のピリプロールは劇薬に指定し、製剤の方は劇薬に指定しないとされており

ます。 

以上でございます。ありがとうございました。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 ただいま御説明いただきましたけれども、御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 どうぞ。 

【○○委員】申請書の使用上の注意のことですけども、これも外国で既に承認されている

製剤ということで、先ほどワクチンの概要書についてなかったんですが、こちらの方は外

国のＥＵの添付文書という形で示されています。 

 概要書の８ページの次に、別紙１という形で添付されています。それと承認申請書を突

き合わせしたときに、若干漏れているところがある。それと６ページからの既承認の製剤
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との比較で、もう少し追加するべきことがあるんじゃないかなという気がしています。 

 ＥＵの立場で書いてあるところで、日本で当然のこととして書かれていないこともござ

いますけども、例えば猫には使用しないという。２kg 以下という制限で除かれる、犬は除

かれるんですけども、獣医さんの権限で猫にも使う場合もあるので、そこはＥＵの方は使

わないということを示していれば、この製剤については当然示した方がいいだろうと思っ

ています。 

 あと、ウサギにも使用しないと書いてあるので、ウサギも獣医師のところに飛び込めば

使う可能性もあるので、また毒性試験のところを見ても、若干目にも刺激があるという製

品ですので、書いた方がいいだろうと思っています。 

 あともう１つ、犬がなめることができない場所に投与して、投与後は他の犬とお互いに

なめさせないようにすると。投与部位はなめるところじゃないのはわかっているんですけ

ども、隣の子犬同士がじゃれ合ってという、そこのところは避ける必要がある。それにつ

いて６ページのフロントラインのスポットオンのところで、対象動物に対する注意の中ほ

どのところで副作用（１）として、（お互いになめないように注意する）という括弧書きが

ありますので、そこは書いておいた方がいいだろうという、私の意見です。 

【○○委員】いかがいたしましょうか。委員の御発言ですけれども、外国で使われている

使用上の注意には記載されているもの。日本でも書いておいた方がいいだろうという御意

見ですけれども。 

【事務局】猫やウサギに対する作用というのは、どうもこの系統の成分一般的な話らしく

て、そういう意味では使用上の注意に、その旨書かせていただくということでよろしいか

と思っております。 

 それから、フロントラインスポットオンドッグの使用上の注意で、２の（１）で他の動

物がなめた場合の注意書きということで、これにつきましてもプラク－ティックの方では

２の副作用の（２）で、「動物がなめた場合、一過性の流涎が見られることがある」という

書き方をしておりますが、さらにそれ以上に、「そのため」以降をつけた方がいいというこ

とで。 

 わかりました。それについては使用上の注意に追加させていただくということで、申請

者を指導させていただきたいと思います。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 そのほかございますでしょうか。 
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 委員からの御指摘をいただきましたので、使用上の注意を一部修正することを条件に、

御承認いただいたとさせていただきます。 

【事務局】ありがとうございます。 

 それでは、使用上の注意を一部修正させていただくことを条件に承認を可とし、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、原体のピリ

プロールは劇薬に指定し、本製剤につきましては劇薬に指定しないこととさせていただき

たいと思います。 

 ありがとうございます。 

 

（６）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＞ 

・再審査終了した生物学的製剤の製剤基準 

           ・事項変更承認に伴う変更 

 

【○○委員】続きまして、審議事項の（２）動物用生物学的製剤基準の一部改正について

です。①、②、③とありますが、②と③をまとめて最初に御審議いただければと思います。 

【事務局】審議事項の（２）動物用生物学的製剤基準の一部改正についてということで、

最初の①にシードロット・システム規格原案等、②再審査終了した生物学的製剤の製剤基

準、③事項変更承認に伴う変更ということです。 

 ①は制度的にも全く新たな制度でございまして、今後のワクチン関係の品質管理に非常

に大きな影響を与えるものですので、３つのうちの一番最後に、動物医薬品検査所の方か

ら御説明させていただきたいと思います。 

 先に②と③を、私の方から御説明させていただきたいと思います。事前に配付しており

ます資料の、赤い番号の８－２をお手元に御準備ください。 

 まず最初に、再審査が終了し、動物用生物学的製剤基準に各条を追加するものというこ

とで、「ア」から「ツ」まで 18 品目ございます。 

 従来から再審査期間６年間が終了しまして、特に問題がないとされたものにつきまして

は、動物用生物学的製剤基準に追加することをしております。そのための手続でございま

す。 
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 なお、１）の「イ」の牛サルモネラ２価（アジュバント加）不活化ワクチンと書かれて

おりますが、２価につきましては、それぞれサルモネラ・ダブリンと、サルモネラ・ティ

フィムリウムという名称を書かせていただきたいと思っております。 

 それから、③の事項変更承認に伴う変更ですが、２）、123 ページでございます。ア、鶏

脳脊髄炎生ワクチンと、イ、豚コレラ生ワクチン製造用原種ウイルスでございます。 

 まず、「ア」の鶏脳脊髄炎生ワクチンということで、新旧対照表の 128 ページの下の方に、

ウイルス含有量試験について新たに変更を設けております。これは実はこの後に報告事項

としてございます、ＡＥ乾燥生ワクチンの承認に伴い変更されるものでございます。 

 また、129 ページをご覧下さい。中ほどの４の貯法及び有効期間の欄にアンダーライン

が引かれておりますが、これにつきましては文言の整備をさせていただいております。他

の書き方に合わせておるものでございます。 

 それからもう１つの、豚コレラ生ワクチン製造用原種ウイルスでございますが、新旧対

照表の 139 ページになります。こちらの上から８行目あたりでございますが、有効期間が

定められております。これまで８年間とされておりましたが、これを 10 年間に延長するも

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。 

 ③につきましては、先ほど事務局からお話しございましたように、（１）の「イ」のとこ

ろで一部訂正されたということと、それから一部は報告事項が承認されてから改正という

ことになりますけれども審議事項でないということで、この段階で御審議いただければと

いうことでございます。 

 いかがでしょうか。 

 特に御発言ございませんでしょうか。 

 それでは、事務局から一部訂正がありましたけれども、御承認いただいたものとさせて

いただきます。 

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

います。 

 

・シードロット・システム規格原案等 
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【○○委員】それでは先ほど、ちょっと事務局からも御説明いただきましたけれども、①

のシードロット・システム規格原案等についてですが、動物医薬品検査所の方からお願い

いたします。 

【事務局】お手元にお配りさせていただいております、資料ナンバー８－１番を御用意く

ださい。 

 動物用ワクチンのシードロット・システムにつきましては、今までも何回かこの本部会

で御説明させていただいているところでございます。 

 今回は審議事項ということでございまして、実際にシードロット・システムを始めるに

当たりまして、必要なシードの規格、それと規格の中に入っています新しい４つの試験方

法を動物用生物学的製剤基準に収載いたしますので、動生剤基準の一部改正という形にな

りますので、御審議という形でございます。 

 まず８－１の資料の最初のところで、「シードロット・システム」とはという御説明があ

るんですけども、これも前回から御説明させていただいていますので簡単に。 

 要するに、製造用株ですとか製造用細胞をマスターシード、ワーキングシード、プロダ

クションシードというふうに３段階に区分いたしまして、それぞれに規格及び検査方法を

設け、そして継代数を制限して管理をする一連の製造体系でございます。 

 「シードロット・システム」を導入するに至った背景ですけども、２．に記載させてい

ただいております。まず、「動物用医薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力（「ＶＩ

ＣＨ」）でございますが、この中でアメリカ、ＥＵは既にシードロット・システムを導入し

て、そういった形で品質管理をしています。日本はまだしていないということで、実際の

ガイドラインを決めるに当たって、そういったところから齟齬が生じてきまして、日本が

シードロット・システムの導入を検討しますと言ったのが、事の発端でございます。 

 当然、シードロット・システムを導入することになりますと、ワクチンの合理的な品質

管理もできますし、今、国家検定をやっているわけでございますが、その国家検定も効率

化できるというメリットがあるということでございます。 

 こういったことから、実際シードロット・システムを導入しましょうということで、２

ページの（４）にありますように、日本動物用医薬品協会を事業実施主体としまして、こ

のシードロット・システムを導入する事業を立ち上げまして、平成 17 年度から３カ年計画

で実施していくというところでございます。 

 そういった中で、今回御紹介させていただきますシードの規格、それから４つの新しい
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試験方法を検討してきて、先般、動物用生物学的製剤調査会の方で御審議をいただきまし

て御承認ということで、今回上程させていただくものでございます。 

 それでは４ページから御審議していただきます、シードロットの規格を御説明させてい

ただきます。これも前回、簡単に御説明させていただいたのでございますけれども、実際

シードロット・システムを導入したワクチンにつきましては、このシードロット規格に合

致して製造管理をしていただくと。これを守っていただくという形になります。 

 まずシードロット規格は、大きく４つの柱で構成させてございます。まず１つがワクチ

ンシード、病原体そのものの規格。 

その次に、ウイルスの場合、それを増やす細胞が必要になってきますので、その細胞に

関する、セルシードに関する記載。 

それから３番目が、卵で増やすものもありますので発育卵に関する規格。 

最後に４番にその他という、４つの柱で構成されてございます。 

まず、１番のワクチンシードでございますが、定義がございまして、先ほど申しました

ようにマスターシード、ワーキングシード、プロダクションシードというふうに、３段階

に区分されているということでございます。 

1.2 のところに継代数の範囲がありますが、ウイルスの場合はマスターシードから製品

までを５代以内、細菌の場合は 10 代以内までというふうに範囲を規定させていただいてお

ります。 

別途データ等によって、それ以上、またはそれ以下というものがあれば、それは承認と

いう形になりますので、その継代数にしていただくという形になります。 

それから作成方法、保存方法は承認の中で規定された条件でという形になります。 

一番大切になってきますのが、その次の 1.5 のところから、シードの由来並びに規格及

び検査方法がございます。まずシードにつきましては、由来に関する記録をきちっととっ

ていただくと。起源ですとか継代歴といった記録をきちっと確保していただくということ

が、まずポイントでございます。 

実際にシードにつきまして、規格及び検査方法が規定されているわけでございますが、

それが５ページの上からになります。この規格及び検査方法も、４つに分けて規定させて

いただいてございます。４つというのは、生と不活化、それからウイルスと細菌。したが

って、生のウイルス、生の細菌、不活化のウイルス、不活化の細菌というふうに、４つに

分けて規定をさせていただいてございます。 
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まず最初が、生ウイルスワクチンのシードに関する規格及び検査方法でございます。ま

ず、この規格及び検査方法の設定のコンセプトはなるべく上流の、いわゆるマスターシー

ドの段階でがっちり試験をやって、それから下流、いわゆるワーキングシード、プロダク

ションシードの段階では必要最低限の試験にしましょうと。上流でがっちり押さえて、下

流では必要最低限というコンセプトのもとに設定されてございます。 

したがいまして、まずマスターシードウイルスにつきましては、同定試験、無菌試験、

マイコプラズマ否定試験、それから新しく設定されています外来性ウイルス否定試験、対

象動物を用いた免疫原性試験、対象動物を用いた安全性確認試験、それから病原性復帰否

定試験の７つの試験が設定されてございます。これがマスターシードウイルスの規格及び

検査方法でございます。 

今度はその下の、ワーキングシードウイルスになりますと、無菌試験とマイコプラズマ

否定試験のみ。 

その下のプロダクションシードウイルスにつきましても、無菌試験とマイコの否定試験

だけが設定されているという形になってございます。 

これが、生ウイルスワクチンのシードの規格及び検査方法でございます。 

続きまして、６ページの上の 1.5.2.2 から、生の細菌のワクチンのシードの規定でござ

います。これも先ほどと同じように上流の方でがっちりやって、下流の方ではなるべく必

要最低限ということで、マスターシード菌については同定試験、夾雑菌否定試験、対象動

物を用いた免疫原性試験、対象動物を用いた安全性確認試験、病原性復帰否定試験、以上

が規定されてございます。 

その下のワーキングシード、プロダクションシードについては、夾雑菌否定試験のみが

設定されているということでございます。 

これが、生ワクチンのシードの規格になってございます。 

７ページからは、不活化ワクチンのシードの規格でございます。まず、不活化のウイル

スワクチンのシードの規格でございますが、これにつきましてもマスターシードウイルス

については同定試験、無菌試験、マイコプラズマ否定試験、外来性ウイルス否定試験が規

定されてございます。 

その下のワーキングシードウイルス、プロダクションシードウイルスにつきましては、

それぞれ無菌試験とマイコプラズマ否定試験のみが設定されてございます。 

最後に、不活化のバクテリアのワクチンでございます。これのマスターシード菌につき
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ましては７ページの一番下からになりますが、同定試験、夾雑菌否定試験が設定されてご

ざいます。 

ワーキングシード、プロダクションシードは、夾雑菌否定試験のみが設定されてござい

ます。 

これが、ワクチンシードの規格及び検査方法でございます。 

続きまして、８ページの真ん中からがセルシード、つまりウイルスを増やす側の細胞に

関するシードの規定が定められてございます。これも、株化の細胞と初代の細胞の大きく

２つに分けられてございます。 

まず株化細胞の規定でございますけれども、これもマスターセルシード、ワーキングセ

ルシード、プロダクションセルシードというふうに、３段階に規定が分けられてございま

す。 

これらの継代数の範囲につきましては、マスターセルシードからプロダクションセルシ

ードまでは、20 代以内とさせていただいてございます。 

作製方法、保存方法が決められていまして、９ページの上の方から、今度はセルシード

の由来、それから規格及び検査方法になります。由来に関しましては、その起源ですとか

継代歴、培養液等を記録していただくという形になっています。 

今度は実際の規格及び検査方法でございますが、株化細胞のマスターセルシードにつき

ましては培養性状試験、起源動物種同定試験、無菌試験、マイコプラズマ否定試験、外来

性ウイルス否定試験、核学的（染色体）性状試験、それから 10 ページの中ほどになります

が、腫瘍形成性／腫瘍原性試験、以上が規定されてございます。 

これも上流の方でがっちり試験をしていただいて、下流のワーキングセルシード、プロ

ダクションセルシードについては、培養性状試験と無菌試験とマイコの否定試験がそれぞ

れ設定されているだけという形でございます。 

これが、株化細胞のセルシードの規格及び検査方法でございます。 

次に、11 ページの中ほどからが初代細胞、プライマリーの細胞の規定でございます。初

代細胞の場合は、基本的に動物なりから採ってきて、すぐ使うというのが原則になります

ので、この初代細胞についてのワーキングプライマリーセルシードですとか、プロダクシ

ョンプライマリーセルシードというのは、一時的に保存する場合のものというふうに考え

ていただければと。基本的にはすぐ採ってきて、マスタープライマリーセルシードなりを

すぐ使うのが一般的ではないかと考えています。 
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下からちょっと上のところですけども、2.2.2 に使用の条件という項目があります。基

本的に今後のワクチンの製造には、初代細胞ではなくて株化細胞を使ってくださいという

規定がございます。 

ただし、これから説明いたします 2.2.5 の規格及び検査方法に適合する場合であれば、

初代細胞を使って構いませんよという規定がされています。その初代細胞の継代数の範囲

は、10 代以内となってございます。 

11 ページの下の方から、実際に初代細胞の規格及び検査方法が規定されているんですが、

先ほども申しましたように、初代細胞は動物から採ってきてすぐ使うというのが前提にな

ってきますので、余りいろんな試験を規定できないだろうと。したがって、採る動物の方

をがっちり押さえておいて、とってきた細胞については最低限の試験をしましょうという

形になっています。 

したがいまして、まず初代細胞が採取される動物、初代細胞を採って来る動物はＳＰＦ

動物規格に適合したものから採ってきてくださいと。採ってくる動物の方がある程度クリ

ーンなものからとってきて、採ってきた初代細胞については、そのマスタープライマリー

セルシードについては、培養性状試験と無菌試験とマイコプラズマ否定試験をやっていた

だくと。 

一時的に保存するようなワーキング、プロダクションプライマリーセルシードについて

は、培養性状試験と無菌試験とマイコの否定試験をやっていただくという形になってござ

います。 

これが、初代細胞の規格及び検査方法でございます。 

続きまして 12 ページの下の方から、発育卵の規格を設けさせていただいております。卵

で増やすものもございますので、その卵についての規格でございます。 

卵も先ほどの初代細胞と同じように、生まれた卵をすぐ使うというのが基本になってき

ますので、先ほどの初代細胞と同じような規格の設定になってございます。つまり、まず

卵を産む動物がクリーンなものであること。つまり、ＳＰＦ動物規格に適合した動物から

とれた発育卵を使ってくださいというのが、まず大前提になっています。 

その発育卵については孵卵性状試験、先ほどの培養性状試験に該当するものですけれど

も、この孵卵性状試験をやっていただくという形になってございます。これが発育卵の規

格及び検査方法でございます。 

そして最後に４番で、その他の材料。培地ですとか消化液といったものについてはいろ
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んなものがありますので、それぞれ規格を決めるわけにもいかないだろうということで、

最低限微生物や異物が混入していないものという規定をさせていただいてございます。 

これが、シードロット規格でございます。 

続きまして、このシードロット規格の中に出てきます、新しい試験方法が４つございま

して、それを 13 ページ以降から御説明させていただきます。 

これはちょっと初めてかと思いますが、今回シードロット・システムを導入するに際し

て、新しい試験方法を４つ規定させていただきました。 

まず 13 ページが、外来性ウイルス否定試験法でございます。これはマスターシードウイ

ルス及び、マスターセルシード中に検出し得る外来性のウイルスが存在しないことを調べ

る方法でございます。 

今までも動生剤基準には、迷入ウイルス否定試験という項目があったんですけれども、

言うなればこれよりもちょっと厳しい、かなり厳格な試験が外来性ウイルス否定試験でご

ざいます。マスターの段階で、これでぎっちり外来性ウイルスを否定していただいて、後

の方ではそういう試験はしないという形になってございます。 

この試験方法も、共通ウイルス否定試験というのと、特定ウイルス否定試験と大きく２

つに分かれてございます。 

共通ウイルス否定試験の方は、一般的な感受性細胞ですとか、発育鶏卵にマスターシー

ドを接種してＣＰＥが出ないとか、ＨＡがないとか、染色して異常がないというものを見

ていただく試験でございます。 

特定ウイルス否定試験の方は、14 ページの下からになるんですけども、個別に指定され

た病気以外の、このウイルスを、特にこのワクチンについては否定しておくべきだろうと

いうものがある場合には、ＦＡでそのウイルスを否定するという試験でございます。 

この特定ウイルス否定試験の中でも、既に今の動生剤基準の中で個別に規定されている

病原体が 11 疾病ございまして、それについては 15 ページの真ん中の 3.2 のところから個

別ウイルス否定試験ということで、11 疾病に対して９種類の試験方法がそれぞれ規定され

てございます。 

つまり、鶏白血病ウイルスですとか、細網内皮症ウイルスといったものは、個別ウイル

ス否定試験の中で規定してある方法で否定をしてくださいということでございます。それ

以外で、「これ」というふうに必要なウイルスがあれば、それは特定ウイルス否定試験とい

うことで、ＦＡで否定をしていただくという形になってございます。 
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 これが、外来性ウイルス否定試験の概要でございます。 

 続きまして、19 ページになります。19 ページからは２つ目の試験でございますが、対象

動物を用いた安全性確認試験法でございます。 

先ほどの外来性ウイルス否定試験だけでは、すべての病原性因子がチェックできるとい

うわけでもないので、この生ワクチンのマスターシード中にワクチン接種対象動物に対し

て、病原性因子が存在しないよということを in vivo で調べてもらうというのが、対象動

物を用いた安全性確認試験でございます。基本的にはマスターシードを対象動物に接種し

て、臨床観察をするという方法でございます。 

次に３つ目の試験法が 20 ページにあります、対象動物を用いた免疫原性試験法でござい

ます。これは、シードは継代によっても免疫原性が変化しないよということを調べる方法

でございます。 

したがいましてマスターシードと、ウイルスなら５代、バクテリアなら 10 代継代したも

のを、それぞれ対象動物に打ってもらって、免疫原性が変わってないよということを調べ

る方法でございます。 

具体的な方法は、ウイルスとかバクテリアによって違うので具体的には規定していない

んですけれども、基本的にはそういった比較試験の方法になってございます。これが免疫

原性試験でございます。 

最後に 21 ページから、病原性復帰否定試験法でございます。これはいわゆる製造用株の

病原性が継代によっても復帰したり、増強したりしないといことを確認する試験でござい

ます。これは既にＶＩＣＨの方で取り上げられているトピックでございまして、その中で

ある程度試験方法が煮詰まってきていますので、それを法文化したものでございます。 

具体的には、対象動物を用いた in vivo でマスターシードを５代継代として、病原性が

復帰しない、または増強しないことを、臨床観察で確認をするという方法でございます。 

以上が、シードロット・システムを導入するに際して、新しく規定する４つの試験方法

でございます。今回、シードロット規格、それから４つの試験方法を同世代基準に収載す

るという一部改正でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 委員の先生方で御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 これは、インターナショナルハーモナイゼーションのためには非常に重要なことだと思

うんですが、実際にこれを任せたときに、これのとおりにやられているかどうかというチ
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ェック体制はどのようになりますか。 

【事務局】それはＧＭＰの方の話になりますので、今回薬事法が改正になって、いわゆる

製造用株の原薬たる医薬品という範ちゅうになりますので、薬事法のＧＭＰの規制がかか

る範ちゅうになってきました。したがいまして、ＧＭＰの査察ですとか、当然製造管理者

が自主的に点検する中で、ちゃんと指導としても守って、製造管理、品質管理しているよ

ということが、そこで担保できると考えております。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 どうぞ。 

【○○委員】まず１つ目ですけど、ワクチン製造用に株化細胞を基本的に使うとおっしゃ

ってられたと思うんですが、その株化細胞の規格の要件とか、そういうものは決められる

んでしょうか。 

【事務局】個別に、例えば vero 細胞だったらこうじゃなきゃならないよとか、ＢＨＫなら

こうじゃなきゃならないよというのを、今決めるつもりはないです。 

【○○委員】最低限、腫瘍原性の試験をやれというようなこととか、総論的でもいいんで

すけど、ワクチン製造用の株化細胞としては、最低限こういう要件を整えていなきゃいけ

ないというような基準のつくり方はやらないと。 

【事務局】腫瘍原性については、10 ページの中ほどに腫瘍形成性／腫瘍原性試験というの

が規定されてございますが、これをクリアすればいいという形になっています。 

【○○委員】それだけクリアすれば、ほかのことは一応はいいと。 

【事務局】はい、それ以上の規定はないです。 

【○○委員】それから同じような話なんですけど、ＳＰＦ動物規格というものは、現実に

存在しているんですか。 

【事務局】これは正直申しまして、まだ今、検討している段階でございます。冒頭御紹介

させていただきました、動物用医薬品協会の方でやっています事業の中で、ＳＰＦ動物規

格を今、検討している段階でございます。 

 このＳＰＦ動物規格につきましても、いずれは同製剤基準の中に収載しようと考えてい

ますので、その事業で煮詰まってきましたら、またこちらの方で御審議していただくとい

う形になると思います。 

【○○委員】はい、わかりました。 

 それと卵を使ったやつで、13 ページの 3.2.1 で孵卵性状試験ですが、これも例えば対照
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の発育鶏卵としてどれだけの数を使って、そのうちの何％が生き延びるとか、そういうよ

うな規格をつくるのか、それともこのままなのか。 

【事務局】具体的にこの中では対象とする数はないんですけども、通常、医薬品の各条の

承認申請書の中では、例えば１回のロットの中の５％ですとか、何百個ですとかを検査対

象にしますという規定になりますので、ロットの大きさによってパーセントで規定するも

のもあれば、数で規定するものもありますので、それは個別の製品の中で検査する対象と

なる数ですとかパーセントが規定されている形になると思います。 

【○○委員】ということは、同製剤基準の中にあらかじめ書き込むんじゃなくて、個別の

要件に従って、マスターシードウイルスの産生に使われる卵の性状試験が、それぞれ違っ

てくることが起こり得ると。 

【事務局】数ということでは、例えばものすごく大きいロットになりますと、５％とか何％

と決めるとその数だけでもすごく多くなってしまうので、そういう場合には個別に、人間

ができる範囲内ということで、何個というような規定になるかと思います。 

 けれども、そんなに大きくないロットですと、実際の使われる卵の５％ですとか何％を、

孵卵性状試験をしますという形になると思います。 

【○○委員】多分それは無菌試験なんかの抜き取りと同じようなもので、最初のプールが

物すごく大きくなったときに、ほんのわずかとってきたのでは検出感度が悪いわけですよ

ね。だからそういうようなサイエンティフィックに、この辺も少し煮詰めた方がいいんで

はないかなという気も。 

 だから本当に必要なのか、必要であるならば、化学的な合理性のあるものにしておいた

方がいいような気がちょっとしました。 

【事務局】はい。 

【○○委員】それともう１つ個別で、外来性ウイルス否定試験に用いる免疫血清ですけれ

ども、それはシードウイルスをつくった動物に由来してはいけないとか、そういうような

ことは書き込まないんですか。基本的に違う種でつくったものでないと……。 

【事務局】ここで使う免疫血清の規格までは、ここでは決めていません。 

【○○委員】どこか別のところで。 

【事務局】そうですね。個別の承認の中で規定されるべきものかと思います。 

【○○委員】総論的に、ウイルスのプロダクションに使ったサブストレートになる動物種

と異なっていないと、何か迷入している場合に。 
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【事務局】そうですね。基本的には多分そういう話だと思います。 

【○○委員】どこかに書いておいてもいいんではないかという気もしますけれども。 

【事務局】はい、わかりました。 

【○○委員】あと、特定ウイルス否定試験を設けられているんですけど、ＣＯＦＡＬだと

か、方法論的にかなり古いというか、そろそろＰＣＲだとか、そういう方法を使ってもい

いんではないかなという気もするところがあります。わざわざ何十年も前の試験方法を今

書き込むのは、本当にいいのかなという気もちょっとしちゃうんですけど。 

【事務局】まずは、個別ウイルス否定試験のところで具体的に書かせていただきます試験

方法は、既に今の動生剤基準の各条の中で定められている方法でございます。とりあえず

まずそこは押さえておくべきだろうということで、今回それを記載させていただきました。 

 一応、同製剤基準の通則の中で、試験方法についてはこれよりも同等以上と思われるも

のは、それに変えてもいいよという記載がありますので、今の一番の最新の、これよりも

いい方法だというものがあれば、それは変えていただいてもいいですし、そもそもＣＯＦ

ＡＬなんてやらないよということならば、そこを削って新しい方法に変えることも、いず

れ検討したいと思っています。 

【○○委員】わかりました。どうもありがとうございました。 

以上です。 

【○○委員】それは今後の検討にしたいということでよろしいですね。 

【事務局】はい。 

【○○委員】 今、○○委員から幾つかの御質問があったんですけども、その中で、物に

よってはこれから規格を検討しなければいけないことがあるわけですね。 

【事務局】ＳＰＦとかはそうです。 

【○○委員】その規格は、例えばどこか第三者評価といいますか第三者の機関で、一度規

格がいいかどうかというチェックを受けるといいますか、評価を受けるということをお考

えですか。それとも動薬検だけで決めていって、それに準じてやっていくということなん

でしょうか。 

【事務局】まず、動物用医薬品協会の中で事業をやっていますので、その中には製造メー

カーの方や輸入の方も入っていまして、その中でまず実際、これでいいかということを検

討します。 

 その検討委員会の中でもわからないことがありますので、ＳＰＦ動物を供給しているよ
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うな会社ですとか、ＳＰＦの協会にいろいろ問い合わせをして、こういう規格でもいいか

なというのを今、検討しています。 

 したがいまして、フィールドの方と我々とで、一応これでいいだろうということで、今

度こちらの方で御審議というふうに上げていただくという形になると思います。 

【○○委員】わかりました。最終的にはここで、規格等についても議論するということで

すね。 

【事務局】はい、お願いします。 

【○○委員】どうぞ。 

【○○委員】１つ忘れちゃったんですけど、その病原性復帰試験ですが、そこで動物の数

を２頭、あるいは２割以上と書いてあるんですが、例えばポリオウイルスの病原性復帰な

んかを検出しようと思ったら、こんな数では全く不可能だろうと思うんです。 

 例えばこういう動物を使った試験以外に、メクロタイオシーケンスのわかっているもの

についてはそういうものを調べるとか、そういう別の方法論もあり得るのではないかと思

うんですけど、その辺はいかがでしょうか。 

【事務局】もちろんこれはミニマムリクワイアメントみたいなもので、ＶＩＣＨで２頭と

いう形で今決まっているものですから、こういう形にせざるを得なかったんですけれども、

当然もっと効率のいいといいますか、確実に出ていくことのできる方法があれば、それを

採用するのは考えていますし、個々の医薬品の審査の中で、もっとこの方法がいいでしょ

うというものがあれば、審査の中で申請者に指摘をして、可能ならばそれを入れていただ

くという形になろうかと思います。 

【○○委員】多分、いろんな方法論を検討しようと思っても、こういう基準があったりす

ると、２頭やればそれでいいという安直な考え方をされると、逆にとられてしまうと、科

学の発展を阻害する要因にならんかなというような心配もちょっとしました。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 そのほかございますでしょうか。 

 それではまだこれから個々について、規格等については検討する課題もあるけれども、

進め方の基本的なところとしては、この原案を御承認いただいたということでよろしいで

しょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

【○○委員】ありがとうございました。 
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【事務局】ありがとうございます。 

 それでは原案どおり、薬事分科会に報告させていただきたいと思います。 

【○○委員】ちょっと休憩をとった方がいいと思います。10 分間ですので 25 分から始め

させていただきたいと思います。 

〔暫時休憩〕 

 

Ⅱ）報告事項 

（１）輸入承認事項変更承認の可否について 

＜動物用一般用医薬品調査会関係＞ 

フォーベット 50 注射液（新効能動物用医薬品） 

 

【○○委員】それでは再開の時刻になりましたので、始めさせていただきます。 

 審議事項はすべて終わりましたので、次の報告事項からになります。 

 まず、（１）「輸入承認事項変更承認の可否について」ですが、事務局から説明をお願い

いたします。 

【事務局】それでは御報告させていただきます。事前に配付しております、資料番号赤の

11 番をお手元に御準備ください。 

 こちらはフォーベット 50 注射液でございます。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ものでございます。 

 成分及び分量は、本品１ml 中、フルニキシンメグルミン 82.95mg を含有する注射剤でご

ざいます。 

 事項変更承認申請ということで、今回変更される点につきましては、６の効能又は効果

に、牛の急性乳房炎における解熱を追加するものでございます。 

 ７の動物用一般用医薬品調査会審議結果におきまして、平成 19 年１月 30 日に開催され

ました同調査会におきまして、本剤については本調査会での承認の可否に関する事前の調

査審議を終了し、本部会に報告して差し支えないとされたものでございます。 

 以上でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 ただいま御説明いただきましたけれども、委員の先生方から御質問等ございますでしょ

うか。 
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 それでは特にないようですので、フォーベット 50 注射液については、報告させていただ

きましたことを了承したとさせていただきます。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

（２）製造販売承認事項変更承認の可否について 

＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

ＡＥ乾燥生ワクチン（新用量動物用医薬品） 

 

【○○委員】続きまして、（２）「製造販売承認事項変更承認の可否について」です。 

よろしくお願いします。 

【事務局】事前に配付しております、資料番号赤の 12 番をお手元に御準備ください。日生

研株式会社から製造販売承認事項変更承認申請されました、ＡＥ乾燥生ワクチンでござい

ます。 

 効能・効果といたしましては、鶏の脊髄炎の予防でございます。 

 実はこの製剤、前回の本部会におきまして事務局より、部会審議という形で上程させて

いただいておりました。８の動物用医薬品等部会審議結果のところですが、部会の方から、

「本剤については、以下のことを整備することとし継続審議する」ということで、既承認

製剤との比較表を作成し、動物用生物学的製剤調査会において、申請区分を再度検討する

ことということです。 

７の欄の動物用生物学的製剤調査会審議結果をご覧下さい。審議年月日、平成 19 年２月

７日に開催されました同調査会におきまして、本申請につきましては医薬品等の申請区分

を、区分 11 の「新用量動物用医薬品」とし、調査会審議、部会報告、再審査期間は設定し

ないこととされております。この審議結果を受けまして、今回部会に再度報告させていた

だくものでございます。 

 なお、変更点につきましては、５の用法及び用量の欄をご覧下さい。従来、経口投与の

場合ということで、群の数パーセント（２～５％）の鶏に対し、溶解用液で溶解したワク

チンを１羽当たり 0.2ml ずつ投与するとされたものに、新たに飲水投与の場合を追加する

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。 
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 ただいま御説明いただきましたことに関して、何か委員の先生方から御意見、御質問等

ございますでしょうか。 

 特にないようですので、ＡＥ乾燥生ワクチンについては、御報告どおり了解していただ

いたものといたします。 

【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グルタールアルデヒド 

            ②オフロキサシン 

            ③豚丹毒生ワクチン 

 

【○○委員】続きまして、（３）「動物用医薬品の再評価について」です。３件ございます

が、事務局から御説明をお願いいたします。 

【事務局】赤でナンバー13 と書いてある資料を御用意ください。１枚めくっていただきま

して、①グルタールアルデヒド含有製剤の取扱いでございます。「（案）」と書いてあります

が、これは削除していただきたいと思います。 

 これに関する情報が２つありました。＜情報１＞ですが、in vitro で弱い変異原性が認

められたというものです。 

 それから＜情報２＞としまして、環境中（特に水系）に放出されて、水生生物に影響を

及ぼす可能性があるという２つの情報がありました。 

これにつきましての＜対応＞は下の方でございますが、使用上の注意に in vitro におけ

る変異原性についての報告を書くこと。 

それから、薬液が河川、湖沼などを汚染するおそれのある場所、それから水生生物に被

害を及ぼすおそれのある場所では使用していないという、水系汚染に対する注意を追加記

載することとして再評価指定はしない。ただし今後、関連情報の収集に努めることとする

という対応となりました。 

それから３ページで、②オフロキサシン含有製剤の取扱い。これも「（案）」を削除して

いただきたいと思います。 

これにつきまして＜情報＞ですが、ラットにおいて精子数とその運動性が顕著に減少し
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たという文献報告が１件ございました。 

これにつきましての対応ですが、使用上の注意に、ラットに対して経口投与した場合に、

精子数とその運動性が顕著に低下したとの報告がある。こういうことを追加記載すること

として再評価指定はしないが、今後、関連情報の収集に努めることとするということにさ

れました。 

次でございますが、５ページと６ページについて差しかえさせていただきます。黒で

No.13－２の１枚紙で当日配付資料です。こちらの③豚丹毒生ワクチンの取扱いでございま

す。 

＜情報＞でございますが、と畜場で摘発された慢性型関節炎の豚から分離された株が、

その性状からワクチン株であるという文献報告がございました。 

それについて再評価調査会（平成 17 年 10 月）で審議いただきまして、豚丹毒は家畜伝

染病予防法では届出伝染病であると。それからと畜場法では廃棄となるということで、と

畜豚からワクチン株が検出されることがあれば、ワクチンの安全性に大きな問題を生じる

可能性があると。 

しかしながら、本文献情報のみでは分離株がワクチン株であるとの断定は困難であるこ

と。それから、現在までにワクチン株の病原性復帰の可能性を示唆する報告や、ワクチン

接種に伴う慢性関節炎型豚丹毒の発生報告がないことから、現時点では再評価指定はしな

いが、野外分離株とワクチン株との関連性、豚丹毒生ワクチンの接種と慢性関節炎型豚丹

毒との因果関係について調査を行うことになりました。 

そして、＜調査結果の要旨＞でございます。１．豚丹毒生ワクチン接種豚における豚丹

毒の発生が確認されなかったこと。及び、同居豚の感染が確認できなかったという豚接種

試験を製造メーカーが実施いたしました。その結果、従前からの本ワクチンの使用方法が

適正なものであったというものであります。 

２．家畜衛生統計等データに基づいて、リスク評価を実施しております。そして、「と畜

豚から分離された血清型１ａ型（生ワクチン株と同一の血清型）のすべてがワクチン由来

株であると仮定した場合、生ワクチン接種豚のと畜検査でワクチン株が検出され、排出さ

れる推定確率」を出しまして、それが１万 101 頭に１頭であるということ。 

それから、今回の情報となりました論文の株を調べたところ、ワクチン株由来であるこ

とを否定できない株が 14％でありました。それを勘案すると、先ほどの１万 101 頭よりも

さらに低くなることが考えられます。 
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またさらに、生ワクチン接種豚の豚丹毒による廃棄率が 0.007％であったというメーカ

ーの野外調査。それから、豚丹毒生ワクチンの接種と慢性関節炎型豚丹毒との因果関係は

かなり低いと。生ワクチンの持つ本質的な特性の範囲を、大きく逸脱するものではないと

推察されました。 

３番目でございますが、これもメーカーによって実施されましたＳＰＦ豚を用いた接種

試験。これにおきましては、豚丹毒のワクチンの接種後に起こる局所以外の体表への発赤

や丘疹が認められまして、この現象は生ワクチンの病原、弱毒菌が血流を介して、親和性

の極めて高い関節組織へ運ばれる可能性があると。そして今回の発症に至るという現象が

起きるということは完全否定できないというのも１つ、豚の接種試験でわかったことです。 

４番目としまして、以上のことから、豚丹毒生ワクチンのリスクのさらなる低減を図る

ために、豚丹毒生ワクチンに対するリスクが高いと考えられますＳＰＦ豚等の豚に対して、

「使用上の注意」に、不活化ワクチンの使用に関する記述追加などの措置を講じることを

考慮すべきとされました。これが調査結果です。 

その調査結果を踏まえまして、今年の２月１日に再評価調査会で御議論いただきました

結果が、この＜対応＞でございます。 

使用上の注意に、「副反応のおそれのある豚等、特に豚丹毒菌に感受性の高い豚に対して

は、不活化ワクチンの使用を考慮すること」を記載することとして再評価指定はしないが、

今後、関連情報の収集に努めることとするという対応になっております。 

以上でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 ただいま御説明いただきましたことに関しまして、御質問、御意見ございますでしょう

か。 

 それでは特にないようですので、ただいまの３件、グルタールアルデヒド、オフロキサ

シン、豚丹毒生ワクチンにつきまして、報告どおり御了承していただいたことにいたしま

す。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

（４）動物用医薬品の再審査について 

＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

①日生研イノボＭＤ２価・ＦＰワクチン 
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 ②プログラムＡ錠 11.4mg、プログラムＡ錠 57.0mg 

③インゲルバックＰＲＲＳ生ワクチン 

 

【○○委員】続きまして、報告事項（４）「動物用医薬品の再審査について」ですが、これ

も３件ございます。事務局からお願いいたします。 

【事務局】赤で No.14 と書いてある資料を、お手元に御用意をお願いします。１枚めくっ

ていただきまして１つ目が、日生研イノボＭＤ２価・ＦＰワクチンでございます。日生研

が申請者でございまして、効能又は効果はマレック病及び鶏痘の予防でございます。 

 下の方の審議結果でございますが、「資料整備を条件とし、有効性及び安全性に関する評

価に基づき有用性が認められるものとして、動物用医薬品等部会に報告して差し支えない」

というものです。 

 資料の整備というのはその下に書いてありまして、「使用上の注意の記載を用法・用量と

整合性がとれるようにすること」ということで、これは整備されております。 

 ２つ目でございますが、５ページをお開きください。プログラムＡ錠の 11.4mg でござい

ます。ノバルティスアニマルヘルス株式会社が申請者でございます。 

 効能・効果ですが、犬または猫に寄生するノミの駆除でございます。 

 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。 

 次に７ページで、プログラムＡ錠の 57.0mg でございます。申請者は、先ほどと同じよう

にノバルティスアニマルヘルス株式会社です。 

 効能又は効果ですが、犬に寄生するノミの駆除でございます。 

 審議結果は、「有効性及び安全性に関する評価に基づき有用性が認められるものとして、

動物用医薬品等部会に報告して差し支えない」というものです。 

 ８ページの使用上の注意でございますが、これはまた差しかえになっておりまして、

No.14－２という黒で書いたものがあります。これは本日御欠席されている○○委員からの

御指摘がありまして、犬及び猫に対する注意の１、制限事項の（３）に、差し替え前の方

は、「本剤は体重１kg 以下の」と書いてあります。この「１kg」を「５kg」にした方がよ

いのではないかという御意見をいただいております。 

 これは７ページの真ん中の用法・用量に、「体重１kg 当たりニテンピラムとして１～

11.4mg を経口投与する」ということで、その下に体重として「11.1～」と書いてはあるん
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ですが、体重１kg ですとプログラムＡ錠は１錠だと 57 ということで、１kg 当たり 11.4mg

をオーバーしてしまうということで、５kgであれば57÷５ということで最高用量の11.4mg

以下になるということから、本剤は体重１kg 以下ではなくて５kg 以下の犬にすべきではな

いかというものでございます。 

 あと、この薬は犬だけです。差し替え前の方は「犬及び猫」と「猫」が入っております

のでそこは訂正して、このように差しかえということで、メーカーより資料が提出されて

おります。 

 それからもう１点、９ページでございます。インゲルバックＰＲＲＳ生ワクチンでござ

います。これは、財団法人化学及び血清療法研究所が申請者でございます。 

 効能又は効果ですが、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス感染による子豚の生産阻害の軽

減及び繁殖用雌豚の繁殖成績の改善でございます。 

 審議結果でございますが、資料整備を条件とし、有効性及び安全性に関する評価に基づ

き有用性が認められるものとして、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないというこ

とです。 

 その資料でございますが対応にありますとおり、「調査対象施設における調査年の前年以

前の事故率及びＰＲＲＳ感染農場における事故率を確認できる資料を添付しております」

ということで、資料整備がされております。 

 以上でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 一部資料の差し替えもございましたけれども、ただいまの報告事項に関しまして、何か

御質問等ございますでしょうか。 

 それでは特にないようですので、日生研イノボＭＤ２価・ＦＰワクチン、プログラムＡ

錠 11.4mg、プログラムＡ錠 57.0mg、インゲルバックＰＲＲＳ生ワクチンについて、報告ど

おり御了承いただいたものといたします。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

（５）平成 19 年度定期再評価スクリーニング対象成分の選定について 

＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

 

【○○委員】続きまして、報告事項（５）「平成 19 年度定期再評価スクリーニング対象成
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分の選定について」です。 

 事務局からお願いいたします。 

【事務局】黒で書いてあります資料 No.15 を、お手元に御用意ください。平成 19 年度定期

評価スクリーニング対象成分でございますが、生物学的製剤とそれ以外に分かれておりま

す。 

まず生物学的製剤でございますが、全部で 25 成分あります。１つ目ですが、１．平成

14 年度に新規承認された医薬品の成分が、①にあります２成分でございます。 

 ただ２．としまして、平成 14 年度に再審査が終了した医薬品の成分が、①にあります７

成分でございます。 

 １枚めくっていただきまして３．として、平成 12 年度再評価スクリーニング対象成分が

①の 16 成分ありまして、それら生物学的製剤は 25 成分となります。 

 次のページの、生物学的製剤以外のものです。これは 65 成分ございまして、１番目にあ

ります平成 14 年度に新規承認された医薬品の成分ですが、これは①が実施する成分となり

ますが、これは該当なしというものです。 

 ２番目としまして、平成 14 年度に再審査が終了した医薬品の成分が、①の７成分でござ

います。 

 ３．としまして、平成 12 年度再評価スクリーニングの対象成分が、①の 58 成分であり

まして、以上 65 成分で、そして後ろの方に成分一覧としまして、生物学的製剤がニューカ

ッスル病の不活化ワクチンから、25 番のぶりα溶血性レンサ球菌症不活化ワクチンの 25

でございます。そして生物学的製剤以外が、１番から 65 番までの 65 成分であります。 

 以上です。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 御質問等ございますでしょうか。 

 特にないようですので、平成 19 年度定期再評価スクリーニング対象成分の選定について

も、報告どおり御了承いただいたものといたします。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

（６）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

【○○委員】報告事項の最後になりますけれども、（６）「動物用医薬品の諮問・承認状況
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について」、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局】それでは、御報告させていただきます。当日配付資料の黒い番号 16 番でござい

ます。 

 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。前回、本部会が開催

されました平成 18 年 11 月 21 日の次の日から、平成 19 年３月６日本日までに、１．諮問

状況ということで、薬事・食品衛生審議会の方に諮問されたものが、抗菌剤でエクセネル

注、それから一般医薬品でプラク－ティックとなっております。 

 それから当該期間に承認されたものといたしまして、２のところで、まず生物製剤でご

ざいますが、“京都微研”キャトルバクト３。 

裏面に移りまして、生物製剤が３品目ございますが、いずれも鳥インフルエンザウイル

スに対するワクチンでございます。オイルバックスＡＩ、“京都微研”ポールセーバーＡＩ、

ナバックＡＩでございます。 

 それから一般用医薬品が４品目ございまして、ダルマジン、クアドリゾールの１と５で

ございます。最後にプリオザイム、こちらは牛海綿状脳症由来の異常プリオンタンパク質

の汚染除去に用いるものでございます。 

 以上が、承認されたものの一覧でございます。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 先生がたの方から、御質問等ございますでしょうか。 

 特に質問等もないようですので、動物用医薬品の諮問・承認状況については、報告どお

り御了承いただいたものとさせていただきます。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

 

 

 

Ⅲ）そ  の  他 

（１）日局クレオソート含有製剤の使用上の注意の記載について 

 

【○○委員】それでは、【その他】に入ります。（１）「日局クレオソート含有製剤の使用状

況の注意の記載について」ですが、事務局から説明をお願いいたします。 
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【事務局】それでは、赤で No.17 と書いてあります資料を、お手元にお願いいたします。

日局クレオソート含有製剤の使用上の注意の記載についてでございます。これは再評価ス

クリーニングの関連でございます。 

 経緯でございます。クレオソートにつきましては、平成 11 年度の再評価スクリーニング

の対象成分でありました。平成 12 年 11 月に再評価調査会で審議されまして、括弧内につ

きまして、「使用上の注意に記載すること」ということになりました。 

 そこの括弧内でございますが、クレオソートに発がん性が認められたとする報告があり

まして、再評価指定はしないが使用上の注意を記載しなさいということで、使用者に対し

ては石けんでよく洗うこと。対象動物に対しては、発がん性が認められたとする報告があ

るということを書くことになりました。 

 （２）でございます。これは昨年 12 月ですが、クレオソートを有効成分とする胃腸剤の

「パーロンＫ」がございますが、その原薬の提供元の大幸薬品株式会社の担当者がお見え

になりまして、パーロンＫに使われている日局クレオソートと、発がん性があるとされた

工業用クレオソートは別なものであって、パーロンＫの原薬であるクレオソートには発が

ん性がないという説明があったわけです。 

 （３）で、この情報に基づきまして、本年２月の再評価調査会におきまして、下の２に

ある取扱いについて御審議をいただいて、結果としてなっております。 

 ２の日局クレオソート含有製剤の取扱いについて、「（案）」は削除してください。この取

扱いについては、日局クレオソートに発がん性を認める文献がないことから、11 年度の再

評価スクリーニングの結果によって、使用上の注意に記載された箇所は削除するという結

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。 

 ただいまの報告に関しまして、委員の先生方、御質問等ございますでしょうか。 

 特にないようですので、御了承いただいたものといたします。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

（２）生物由来製品感染症定期報告について 

 

【○○委員】続きまして、【その他】の（２）「生物由来製品感染症定期報告について」で
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す。 

 事務局からお願いいたします。 

【事務局】それでは、黒で No.18 と書かれております１枚紙を、お手元に御用意お願いい

たします。これは生物由来製品の感染症定期報告でありまして、薬事法に基づきまして、

生物由来製品の製造販売業者は生物由来製品について、定期的に感染症が発生していない

かどうかというのを農林水産大臣に報告しなくてはならないということになっていまして、

その報告状況について、農林水産大臣は薬事食品衛生審議会に報告することが法律で定め

られているものでございます。 

 2006 年１月から 12 月に報告があったものを一覧にしております。その一番右の欄に「感

染症報告」という欄がございますが、表と裏両方ともに感染症報告なしということで、１

年間に農林水産大臣に報告されたものについては、感染症の報告がなかったというもので

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。 

 委員の先生方から御質問等ございますでしょうか。 

 特にないようですので、定期報告について、御了承いただいたものといたします。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

（３）そ の 他 

 

【○○委員】それでは【その他】の「その他」になりますが、委員の先生方から特に何か

御発言ございますでしょうか。 

 なければ事務局、何かございますか。 

【事務局】１点、連絡事項がございます。本日お配りしておりまして、番号のついていな

い１枚紙がございますでしょうか。新旧となっております。 

 まず、縦長の方の一番上に畜水産安全管理課長と書いてあるものから御説明します。こ

れまで承認審査につきましては畜水産安全管理課ですが、本省の薬事関係班、それから動

物医薬品検査所が協力して実施してきております。 

 ただし現在、食品の安全性確保に関する事項、残留性とか薬剤耐性菌、ポジティブリス

ト制度などが施行されておりまして、承認審査の際に確認する事項が大変増えていること、
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それからまた高度になっているということがあります。 

 一方では、そのようなポジティブリストに対応した使用基準の遵守をするための薬事監

視をしたり、未承認医薬品の輸入の監視を行ったり、さらには安全性確保のための企画立

案業務が非常に増えてきたという背景がございまして、これまで本省と動物医薬品検査所

の両方で行ってきた承認審査事務を、今年の４月から動物医薬品検査所に一本化すること

にしております。 

 そして今、お手元にお配りしました畜水産安全管理課、こちらは本省の方でございます

が、真ん中に点線で囲ってございます、左側の現在の体制でございますが、薬事安全基準

班が再審査とか再評価、副作用などについて担当しております。薬事審査第１班が一般薬

と生物学的製剤。薬事審査第２班が抗菌性物質製剤と医療機器も扱っております。それか

ら薬事監視指導班が、使用基準に沿って使用されているか取締まったり、未承認医薬品の

使用がないかとか、輸入について監視しているところです。 

 この４班がやっています承認審査事務を動薬検に持っていくということで、右側の「新」

の方ですが、薬事安全企画班が安全のいろんな基準をつくると。それから、いろんな調整

をすることを行う。薬事審査管理班が製造業の許可とか、承認したときの告示の改正とか

省令の改正を行う。それから、薬事監視指導班はこれまでどおり未承認薬品の輸入とか、

薬事法の使用基準に基づく動物用医薬品の使用とか、そういう監視指導をすると。 

 １班減るんですが係長を増やしたり、そういうような企画立案や監視指導に特化すると

いう組織替えを行う予定です。 

 一方、後ろになりますが、動物医薬品検査所でございます。こちらの方の左側の「新」

の方の上から２つ目あたりに「審査調整課」という、ちょっとわかりづらいですが、点線

で囲ってあるところが左上にあると思います。企画連絡室の中にあります。 

 審査調整課という課を１つ新しくつくりまして、その中に生物学的製剤の係、一般薬の

係、抗菌性物質製剤係を新しく設置しまして、承認審査業務を担っていくという体制に移

ることにしております。 

 この組織替えによりまして、現在審議会は本省の畜水産安全管理課が事務局をしており

ますが、今後の審議会は、動物医薬品検査所が事務局をすることになります。 

 これに伴いまして、現在部会の委員であります○○委員が、辞任することになっており

ます。 

 以上でございます。 
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【○○委員】ありがとうございました。ということになっていくそうです。 

 それでは○○先生、ちょっとごあいさついただけますか。 

【○○委員】この４月から動物医薬品検査所の方での審査を受け持つということで、今ま

で本省の方で審査担当していたんですけども、実際は審査もしながらほかの行政対応もす

るということで、なかなか仕事がはかどらないという状況でした。 

 これから動物医薬品検査所の方で専任体制ということで、業務が変わります。申請する

方もかなり期待しておられます。こちらの方も今、受け入れ体制を整えている段階です。 

この組織が固まったのは昨年 12 月の 20 日過ぎに、総務省からの最後の査定の中で決ま

ったということで、それ以後いろいろ準備を進めているんですけども、まだいろんな問題

点をクリアしておりません。 

４月以降も審議会をこちらの方で開催するという話もありますけども、まだまだ本省と

詰めていく状況です。しばらく御迷惑をかけるかもしれませんけども、冒頭、部会長がお

っしゃいましたように、いろんな形で新しいものをきちっと審査して、世の中に出すとい

う体制の中で、私たちもこれから努めていくということで、皆さん方の御協力もお願いし

たいと思います。 

審査を受け持つということで、当然ながら部会の方を私、離れざるを得ません。ただし、

事務局としてまた皆さん方の御協力をよろしくお願いしますということで、あいさつにか

えさせていただきます。 

３年少しの間、非常にいろんな経験を積まさせていただきました。また、これを私の糧

にして、今後も精進していきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありが

とうございました。 

【○○委員】ありがとうございました。 

 特にこの件に関して、何かお尋ねしておきたいことはございますか。 

 よろしいですか。 

 まだ決まっていないところもあるようですので、またそのときによろしくお願いいたし

ます。 

 そのほか何か、事務局でございますか。 

【事務局】 特にございません。 

【○○委員】それでは、本日の議事はすべて終了させていただきます。 

 次回の開催日を決めなければなりませんが。 
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【事務局】 先日、ファクスで委員の皆様の御都合について照会させていただきましたが、

再度調整の都合が出てしまいまして、再度改めて御都合を照会させていただいて、また御

連絡させていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【○○委員】次回につきましては本日決まりませんが、また改めて調整させていただくと

いうことですので、よろしくお願いいたします。 

 

 

７．閉    会 

 

【○○委員】それでは、本日は長時間にわたりまして御審議いただきましてありがとうご

ざいました。ちょっと時間もオーバーいたしましたけれども、お許しいただければと思い

ます。 

 どうもありがとうございました。 

 


