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１．開   会 

 

【赤堀部会長】定刻に少し早いようですけれども、委員の先生方、お揃いの様子ですので、動物

用医薬品等部会を開催させていただきたいと思います。 

 本日は、井上委員、熊谷委員、合田委員、下田委員及び山口委員から御欠席という連絡をいた

だいております。本日の出席者は、18名中13名ですので、本部会の定足数に達しております。 

 

２．動物医薬品検査所長挨拶 

 

【赤堀部会長】はじめに、動物医薬品検査所長からお願いいたします。 

【動物医薬品検査所長】今年の夏は、記録的な暑さでございましたが、ようやく和らいで参りま

した。本日は、雨模様の中、先生方には、お忙しいところ当所までおいで頂きありがとうござい

ます。 

 動物医薬品検査所で審査業務を引き受けて半年近くになりますけれども、この間、動物医薬品

検査所の方で承認審査調整委員会というものを設定いたしまして、承認申請が上がってきた新し

いものについて、いち早く調整して審査を受け付けるということ、また、どういう形で審査を進

めようかということも含めて、スタート時点で交通整理をして審査を開始するというシステムを

つくりあげてきました。 

 また、申請されている方々にも、逐次、こちらの状況というものを伝えて意思疎通を図ってい

きたい。そういうふうに考えていますので、皆様方にもまた御相談することがあれば、よろしく

お願いします。 

 動物衛生を取り巻くトピックでございますけれども、鳥インフルエンザが今年１月、２月に発

生し、その疫学的な調査結果が先週９月６日に食料・農業・農村政策審議会の家畜衛生部会家き

ん疾病小委員会という場で報告されました。これにつきましてはホームページでも掲載されると

聞いておりますけれども、簡単に申し上げますと、国内へのウイルスの進入ということを見ます

と、実際にＨ５Ｎ１型というウイルスが分離されており、それは野鳥も含めて、また、中国、韓

国、モンゴルといったところからも分離されている株と類似しているという疫学的な調査結果を

見まして、国内へのウイルスの侵入は、海外から渡り鳥によって持ち込まれた可能性が高いとい

うような結論が得られております。 

 また、実際に農場内へのウイルスの侵入ということにつきましても、侵入の防止対策状況の疫

学的な調査、農場の方にも行って検査した結果ですけれども、まだ対策に漏れがあったというこ

とで、農場へのウイルスの侵入は、人為的な原因によるものではなくて、野鳥や野生動物により

持ち込まれた可能性が高いというような結果となっております。 
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 このような結果を踏まえまして、今後、さらに感染経路を検討するということになっておりま

すけれども、野鳥の継続的なモニタリングや、早期の現地調査が引き続き必要だということにな

っております。 

 さらに衛生対策として、養鶏場の衛生管理の再チェックを行うなど、バイオセキュリティーの

対策をより一層徹底して欲しいというような中身になっております。 

 また、今度は馬のインフルエンザの発生があり、今年の８月、マスコミにも取り上げられ、ま

た競馬の開催が一時中止というような話もありました。これにつきましても、先週９月７日にＪ

ＲＡからの報告ということで、ウイルスのタイプがＨ３Ｎ８で、現在、ヨーロッパ、アメリカで

流行している馬インフルエンザのタイプと同じ分類に入るということで、世界的に流行している

ものが日本にも入ってしまったというような状況かと思います。 

 インフルエンザの馬のワクチンにつきましては、36年ぶりということですので、36年前に発生

したときに、日本でもきちんとしたワクチネーションをしようということで開発されてきて、そ

れ以後、逐次、欧米の流行状況を見ながら株を入れ換えてきております。ことしの馬防疫協議会

において株をそろそろ入れ換えるべきだということが結論づけられておりまして、株の検討をし

ている 中に発生しております。 

 実際に今、使われているワクチンに、Ｈ３Ｎ８のワクチン株が入っておりますけれども、より

流行株に近いものを選択するという、そういう考えで入れ換えをしていこうという状況になって

おります。 

 ワクチン自体が効かないという、そういう状況ではなくて、一定の効果ありということ 

で、感染はしても発症は防止するという、そういうような形で私たちもとらえております。 

より一層的確なワクチンの改良というものを引き続きやっていかなければいけないというふうに

認識しております。 

 このような形で、インフルエンザは、冬だけではなくて夏にも感染があるということを認識し

ております。 

 本日の医薬品の審議をこれからお願いするわけでございますけれども、医薬品の製造販売承認

関係が３件、あとそれにからむ製剤基準あるいは使用規制の一部改正の件があり、製剤基準に関

しては、以前からお願いしておりますシードロット関係の基準改正にからむものでございます。 

 それと報告事項といたしまして、製造販売の事項変更関係、それと再審査、再評価関係と盛り

だくさんございますので、御審議よろしくお願い申し上げます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 
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３．配布資料の確認 

 

【赤堀部会長】それでは、議事に入る前に、事務局から配布資料の確認と連絡事項の御報告をお

願いいたします。 

【事務局】配布資料について説明させていただきます。 

 お手元に配布資料一覧という１枚紙が赤と黒の２色で示してあると思うのですが、御用意くだ

さい。 

 まず上の当日配布資料、本日たくさんございますので、順に説明させていただきます。 

 まず資料番号１－２、牛用バイコックス／豚用バイコックスの化学名訂正についてという資料

がございます。 

 続きまして資料の４－２、こちらの方はベトメディン チュアブルの申請書、事前に配布させ

ていただいておりますちょっと灰色がかった水色の厚い資料ですが、こちらの方の申請書の18ペ

ージの差し替えです。合わせてご覧ください。 

 引き続きまして資料番号の10、10－２、10－３、10－４で、動物用生物学的製剤基準の一部改

正についてというものが４部セットで、少し濃い紙に印刷されたものがあるかと思いますが、こ

ちらの方も当日配布資料です。 

 続きまして資料番号11－１、動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について、①

マルボフロキサシンを有効成分とする注射剤。②メロキシカムを有効成分とする注射剤、この２

つございます。クリップで止めてあるかと思いますけれども。こちらの方につきましては、番号

がふってない紙が１枚ずつ、両面印刷のものが別に置かれているかと思いますが、マルボシル

２％及び同10％の休薬期間の変更に伴う動物用医薬品の使用の規制に関する省令の改正案につい

て。 

 それから、もう１枚がメタカム２％注射液の休薬期間の変更に伴う動物用医薬品の使用の規制

に関する省令の改正案についてというものがございます。こちら番号がついてないのですが、合

わせて御覧ください。 

 続きまして11－２、こちら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とい

うことで、③トルトラズリルを有効成分とする注射剤のものでございます。 

 続きまして資料番号12番で、横書きの両面の１枚の紙になりますが、こちらの方が動物用医薬

品の諮問・承認状況についてでございます。 

 それから、13番の資料になりますが、こちらの方は議事次第、それから、出欠表、座席表及び

カレンダーを１つにまとめたものがございます。 

 そのほか、下の段に事前送付資料といたしまして資料の１から９までが記載されてございます

が、お手元の方で足りない資料等もしございましたら、手を挙げていただければ用意いたします
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けれども、いかがでしょうか。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 先生方で資料、当日配布資料の数が多いのですけれども、お手元におありでしょうか。 

 特にないようですので、お願いいたします。 

【事務局】続きまして本日の審議に先立ちまして、利益相反について連絡させていただきます。 

 前回に引き続きアンケートへの御協力、どうもありがとうございました。 

 今回の審議に関する利益相反に関する申し出状況ですが、いずれの議題についても御退出いた

だく委員及び議決に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでしたので、このまま審議の

方をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 事務局からは以上です。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 

４．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並びに再審査期間及び毒劇薬の指定 

について 

            〈動物用一般医薬品調査会関係〉 

① 牛用バイコックス及び豚用バイコックス （バイエルメディカル株式会社） 

 

【赤堀部会長】 初に審議事項（１）番ですけれども、動物用医薬品の製造販売承認等の可否並

びに再審査期間及び毒劇薬の指定についてです。 

 はじめに、動物用一般医薬品調査会関係の①牛用バイコックス及び豚用バイコックスの製造承

認等の可否についてです。 

 調査会座長の和田先生からお願いできますか。 

【和田委員】牛用バイコックス及び豚用バイコックスは、バイエルメディカル株式会社から製造

販売承認申請されたトルトラズリルを有効成分とし、コクシジウム病の発症防止を効能とするも

のであります。 

 本製剤は、平成19年７月31日に開催された動物用一般医薬品調査会及び同年８月16日に開催さ

れた残留問題調査会において事前の審議を終了し、本部会に上程されるものです。 

 なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年となります。 

 詳細につきましては、事務局から説明があります。お願いいたします。 

【赤堀部会長】お願いいたします。 
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【事務局】それでは、事前に配布させていただきました資料番号赤の１と２という２つシールを

貼ったものを御用意ください。 

 タグがたくさんあるのですけれども、申請書（写）という水色のタグがありますので、そちら

の方をお開きください。 

 なお、説明する前に、本日、御欠席の合田委員の方から、この化学名に誤記がありますという

御指摘がありまして、それをもとに訂正させていただいているのが当日配布資料のNo.１－２と

いう１枚紙のものでございます。このように化学名については訂正をお願いいたします。 

 それでは、中身について御説明させていただきます。 

 本剤は、バイエルメディカル株式会社から製造販売承認申請されました牛用バイコックス及び

豚用バイコックスでございます。 

 本剤は、トルトラズリルを主剤とする経口投与剤で、牛用バイコックスの効能・効果は牛のア

イメリア属原虫によるコクシジウム病の発症防止、豚用バイコックスの効能・効果は、イソスポ

ラ スイスによるコクシジウム病の発症防止でございます。 

 このトルトラズリルを主剤とする動物用医薬品は初めてでございますので、新有効成分含有動

物用医薬品として御審議をお願いいたします。 

 また、この２製剤は、用量ですとか効能が若干異なりますが、基本的には同じような製剤でご

ざいまして、多くの資料が共通しておりますので、これからの説明、それから、御審議も合わせ

てお願い申し上げます。 

 それでは、詳細につきまして概要により御説明させていただきます。 

 概要というタグがありますので、そちらを開いていただいて、 初、目次がありますので、６

ページをお開きください。 

 このトルトラズリルは、当時、コクシジウム剤の主流を占めておりましたイオノファア系抗コ

クシジウム剤に抵抗性を示すコクシジウムに対する新しい抗コクシジウム剤として開発されまし

て、まずは鶏用、それから、豚用、牛用ということで、諸外国で承認されてきているものでござ

います。 

 11ページをお開きください。 

 真ん中下あたりから牛の臨床面における有用性ということでございますが、牛に寄生するコク

シジウムのほとんどはアイメリア属で、これらが腸粘膜に寄生して、主に子牛に下痢の症状を発

症するというものでございます。この牛のコクシジウム症は、数多くの発生調査報告がされてお

りまして、本病が我が国において高度に浸潤しているということが明らかになってございます。 

 豚の臨床面における有用性につきましても15ページからになりますが、豚のコクシジウム症は、

アイメリア属とイソスポラ属というのが知られておりますが、現在はこのイソスポラ スイスが

優性種でございまして、ほ乳期の子豚に重篤な下痢を起こさせるものでございます。18ページに
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その写真が載っておりますが、こういうものでございます。この豚のコクシジウム症も全国的に

浸潤しているということが示唆されてございまして、現在、豚のコクシジウム症の治療を効能・

効果として標榜している医薬品は、我が国にはないという問題点もございます。 

 続きまして外国における本剤の使用状況ですが、20ページの表にこれらがまとめられてござい

ます。 

 牛用は２カ国で、豚用は39カ国で承認され、市販されているというものでございます。 

 続きましてちょっととびますが35ページをお開きください。 

 物理的・化学的試験でございますが、本剤の有効成分でございますトルトラズリルは、構造式

はこういうものでございまして、その物理的・化学的性質を40ページに簡単に示させていただい

ております。白色の結晶性の粉末というものでございます。 

 続きまして47ページをお開きください。 

 安定性に関する試験でございますが、まず原薬の安定性でございますが、上の四角で囲ったと

ころに示します３ロットの原薬につきまして、下の四角の３つの条件でこの安定性を調べたとこ

ろ、いずれの条件におきましても経時的な変化は認められず、安定な化合物であるということが

確認されました。 

 今度は製剤の安定性なのですけれども、60ページになります。 

 これにつきましても、先ほどと同じように、上の四角で囲った製剤３ロットにつきまして、下

の四角の３つの条件で保存安定性を調べましたところ、いずれの条件においても経時的な変化は

認められず、安定な製品であるということが確認されてございます。また、長期保存試験では18

カ月間の安定性が確認されておりますので、本剤の有効期間は18カ月というふうになってござい

ます。 

 続きまして74ページをお開きください。 

 急性毒性に関する試験でございますが、表Ⅵ－１にはその結果の一覧を簡単に示したものでご

ざいますが、このトルトラズリルをラットに経口投与した際のＬＤ50は雌で2,000mg／kg以上と

いうふうになってございます。また、代謝産物であるこのトルトラズリルスルホンをラットに経

口投与した際のＬＤ50は、雌雄ともに5,000mg／kg以上という形になってございます。 

 76ページが亜急性、慢性毒性に関する試験でございますが、これにつきましても表Ⅶ－１にそ

の結果をまとめてございますが、まず亜急性毒性試験、つまりトルトラズリルをラットに３カ月

間混餌投与した際の無毒性量は、この表の一番上段になりますけれども、雄で1.1mg／kg／日、

雌で1.2mg／kg／日、代謝産物ですと、下から２段目の15週間の混餌投与になりますが、雄で

11.2、雌で14.7mg／kg／日というものでございました。 

 また、慢性毒性でございますけれども、この表ですと、トルトラズリルをラットに30カ月間、

混餌投与する際ということでございますが、上から３段目になりますが、雄で1.0mg／kg／日、
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雌で1.3mg／kg／日というものでございました。 

 それから、特殊毒性につきましては、95ページから97ページの表にその結果がまとめてありま

すけれども、いずれも特記する毒性はなく、その代謝産物であるトルトラズリルスルホンも同様

であったということでございます。 

 少しとびますが144ページをお開きください。対象動物についての安全性試験でございます。 

 表Ⅸ－１に子牛と子豚の結果がそれぞれまとめられてございますが、まず子牛については単回

経口投与と３日間連続経口投与というのをやっているのですけれども、いずれも常用量と３倍量

で試験をしておりまして、試験の結果の欄が真ん中にあるのですけれども、ここに記載されてい

るような血液学的な変化というものはありましたが、いずれも投与終了後21日から28日以内でお

おむね快復しており、本剤を子牛へ常用量を使用しても安全性には問題ないというふうになって

ございます。 

 また、豚につきましても、これと同じように単回経口投与と３日間連続経口投与とがございま

して、いずれも常用量と３倍量、単回投与の場合は５倍量まで試験をしていますけれども、これ

まで試験をして、試験の結果の欄に記載されているような、こういった血液学的変化がありまし

たが、これも投与終了後漸次快復するということで、子豚への常用量を使用しても安全性には問

題ないというふうになってございます。 

 それから、一番下の段には、ほ乳豚における他剤との併用投与による安全性ということで、鉄

剤との併用試験というものを行っておりますけれども、この投与に起因する異常も認められてお

りません。 

 続きまして今度は156ページを御覧ください。 

 効力を裏付ける試験でございますけれども、まず158ページにトルトラズリルの作用機序の説

明がありまして、右の159ページにそれをわかりやすく図で説明したものが載ってございます。 

 このトルトラズリルは、原虫の核膜腔ですとかミトコンドリア及び小胞体に作用しまして、細

胞の呼吸ですとか核のエネルギー代謝系に損害を与えたり、またマクロガモントのみが持つウォ

ール・フォーミング・ボディーというものを破壊しまして、いわゆるオーシストの壁を形成する

ことができなくさせたり、こういったことでコクシジウムの発育のステージのさまざまなところ

に作用して、その効果を発揮するというものでございます。 

 160ページに牛用バイコックスの方の用量決定試験がございますが、この牛コクシジウム原虫

を人工感染しました牛にトルトラズリルを５mg、15mg、25mg／kgで投与いたしまして、それぞれ

の効果を評価いたしました。その結果を次のページの表Ⅹ－２－１に示してございますが、特に

15mg以上でオーシストの排泄が有意に抑制されたということで、牛用バイコックスの常用量を

15mg／kgと決定したということでございます。 

 それから、今度は165ページからが豚用バイコックスの用量決定試験でございますけれども、
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自然感染あるいは人工感染させた子豚を対象にしまして、今度はトルトラズリルを10mg、20mg、

30mg／kgで投与しまして、それぞれの効果を評価しましたところ、表Ⅹ－３－１に示しますよう

に、10mgから効果が認められましたが、その後の用量確認試験の結果とかを考慮いたしまして、

より確実な効果が認められる20mg／kgを豚用バイコックスの常用量と決定したというところでご

ざいます。 

 続きまして、今度は吸収・分布・代謝・排泄でございますけれども、牛における吸排は182ペ

ージからになります。 

 182ページの真ん中の四角で囲ったところが薬物動態学的パラメーターを示していますが、こ

のトルトラズリルの吸収は遅くて、分布は広範囲で、代謝・排泄も遅いというようなものでござ

いました。 

 また、豚につきましても、186ページにその吸排が載ってございまして、薬物動態パラメータ

ーは191ページになりますけれども、牛に比べれば吸収は早くて、代謝・排泄もちょっと早いと

いうような感じでございます。 

 続きまして臨床試験でございますが、まず牛の方の臨床試験が193ページからになります。 

 表１に示しますように、４県下の農場におきまして、コクシジウムの発生が確認されていた農

場を４つ選びまして、この表２に示しますような試験群を割り振り、トルトラズリルを15mg／kg

として単回経口投与しまして、197ページの表６に示します発症基準をもちまして本剤の有効性

を評価いたしました。 

 その結果、199ページの表９に示しますように、本剤を投与した群においてコクシジウム症を

発症したものは認められず、次の表10に示しますように、異常糞便の頻度も低く、オーシストの

排泄状況につきましては、その次のページの図１、それから、表12に示しますように、投薬開始

後から４週まで、対照群よりも有意に低い結果となりまして、本剤の有効性が確認されてござい

ます。 

 また、安全性につきましては、203ページの表13－１に有害事象がまとめてございますが、い

ずれも本剤との因果関係はなしということで、本剤の安全性に問題があるという結果ではござい

ませんでした。 

 次に豚の臨床試験でございますが、206ページからになります。 

 これも表１に示しますように、２つの県でコクシジウム症の発生が確認されていた農場におい

て、表２に示すような試験群を割り振りまして、トルトラズリルを20mg／kgとして単回投与しま

して、209ページの表６の発症基準をもって本剤の有効性を評価しました。その結果を211ページ

の表９に示しますが、本剤を投与した群においてコクシジウム症を発症したものは認められず、

表10に示すように異常糞便の頻度も低く、オーシストの排泄状況については、図１、それから表

11に示しますように、対照群よりも有意に低い結果というふうになりまして、本剤の有効性が確
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認されてございます。 

 また、安全性については、214ページの表12－１に有害事象をまとめてございますが、いずれ

も本剤との因果関係はなしということで、本剤の安全性が確認されてございます。 

 後に残留に関する試験でございますが、本試験の報告書は、まずトルトラズリルの暫定の残

留基準値を用いて休薬期間を設定してございますが、その後、厚生労働省の方でちゃんとした残

留基準値が設定されまして、それに基づいて改めて休薬期間の設定をしたという経緯がございま

す。それが残留問題調査会の審議結果に対する回答というタグがこの申請書の前から２つ目にあ

りまして、残留問題調査会の審議結果に対する回答という水色のタグです。 

 ここの次に別紙というタグがありまして、その下の２というタグをめくっていただくと新しい

ＭＲＬによる再解析の結果報告というのが載ってございます。 

 これによりますと、まず厚生労働省で新しく決まった残留基準値は、牛の筋肉で0.1ｐｐｍ、

脂肪で0.3、肝臓で１、腎臓で0.5、その他の食用部位で0.5でございます。また、豚の方では、

筋肉・脂肪が0.5ｐｐｍ、肝臓が２、腎臓が１、その他が0.5というふうに設定されました。 

 これで残留データを解析し直しましたところ、３ページの表１は、まず子牛の残留試験の１施

設目でございます。この表の下から２段目のところに休薬期間算出値（日）というのがあります

けれども、ここを見ていただきますと、 も長いのは肝臓の57日です。 

 めくっていただきますと、今度、残留試験の２というのがあります。これは２施設目の結果で

すけれども、これも同様に見ていただきますと、一番長いのは筋肉の59日というのが一番長くな

ってございます。 

 したがいまして、このものの牛での休薬期間は59日間というふうに設定されてございます。 

 豚の方は、次の５ページの表３にありますけれども、同じように見ていただきますと、筋肉、

肝臓のところが46日で一番長くなっています。 

 １枚めくっていただきますと、また２施設目が出てくるのですけれども、２施設目を見ると、

筋肉の57日が も長い結果になってございます。 

 したがいまして、豚の休薬期間は57日というふうになってございます。 

 それから、本剤の毒劇薬の指定の要否でございますけれども、先ほど急性毒性のところで御説

明しましたように、ラットの経口投与でのＬＤ50が2,000mg／kg以上ということでございました。 

 また、対象動物を用いた安全性試験では、３倍量を投与しても副作用等は認められていません。 

 また、臨床試験におきましても、副作用の発現率につきましては、牛・豚ともに０％だったと

いう結果から、本剤については、毒劇薬に指定をしないということを御提案させていただきます。 

 初に戻っていただいて審議経過票をごらんになっていただきたいのですが、審議経過票でご

ざいますけれども、７番の欄に示しますように、本申請につきましては、まず平成19年の１月30

日と５月11日に一般薬の調査会がございまして、そこで御審議いただきまして、主に添付資料の
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記載の整備に関する指摘のやりとりというものがございまして、結果的に次の７月31日の調査会

で、承認の可否に関する事前の調査・審議を終了し、毒劇薬に指定しないこととして本部会に上

程して差し支えないとされました。 

 再審査期間は、新有効成分ということで６年というふうにされました。 

 また、残留問題調査会につきましては、今、御説明しましたように、厚生労働省でのＭＲＬの

変更というのがありましたので、５月18日、それから、８月16日に御審議いただきまして、先ほ

どのように残留基準値が変わったということで、休薬期間は牛で59日、豚では57日ということで

了承されてございます。 

 以上でございます。御審議のほどをよろしくお願いいたします。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 それでは、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

いますか。 

【山田委員】カナダ保健省のホームページを見ますと、この製剤をveterinary dragとして承認

をはずした。もともと承認はしてないけれども、市場にあったやつを、長期のデータが集まった

ので、そのリスクとベネフィットに鑑みると、リスクの方を多いと見たといってはずしているの

ですけれども、そういう議論というのはどこかでなされているのでしょうか。 

【赤堀部会長】事務局いかがでしょうか。 

【事務局】指摘事項の第１回目という黄色いタグが真ん中よりちょっと上のところにございます

けれども、そこのタグをめくっていただきますと、一番初めの全体というところの指摘事項が今

おっしゃられたような指摘事項になってございます。これについて、申請者からの回答をもちま

して、かなり議論はさせていただいて、かつ調査会の方でも合わせて御議論をいただいた結果と

して現在、こちらの方へもってきております。 

【赤堀部会長】すみません。どういう議論がなされたのか、ちょっと御報告いただけると、 

ただ議論しただけではほかの委員の先生方わかりにくいかもしれませんので。 

【事務局】発がん性について、がん原性データがきちっと提出されていないということをもって

カナダ保健省では、要するにデータを出すことを求めました。バイエルの方は、そこまでのコス

トはかけられないので、問題はないけれどもやめたというのがバイエル側の主張です。 

 調査会の中での御議論では、この薬がホルモンのバランスを崩すというような御議論だったと

記憶しております。それにつきまして、これは３度、御議論をいただいているわけですけれども、

３回にわたって先生方から御指摘を受けて、回答をしたということで、これでよろしかろう、特

に問題はないだろうということで 終的に了解されたというふうに理解しております。 

【赤堀部会長】釈然としないところがありますけれども、山田委員、いかがでしょうか。 

【山田委員】専門でないので、全くその議論の正当性とか、そういうことはわからないのですけ
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れども、１つの国が承認をしないというのはかなりやはり大きな意味を持つのではないかなと思

うので、例えばそういうことを消費者が知ったときに、そういうところの議論でどういうことが

議論されて、こういう結果になったから、日本としては大丈夫だという説明責任が求められると

思うのですけれども、その辺のところが今我々、はじめて部会でこれを見せられて、私たちが見

てもよくわからないところがあるというのは、やはりちょっともう少し慎重になる必要はあるの

ではないかなとは思います。 

 ただ、調査会できちっと議論されているというのであれば、その議論の内容がわかりやすく説

明されるとか、そういうことが必要ではないかなという気はちょっといたしました。 

【赤堀部会長】私、ちょっと理解しづらいところがございまして、今の事務局の話ですと、カナ

ダではリスクとベネフィットを検討したときに、リスクとしては発がん性がある。しかしながら、

そのデータをメーカー側が出すことはできない。すなわち実験データを得るために膨大な費用が

かかるので、それならばもう市場に出さなくていいという判断をされたということで、今、先生

の御指摘のような形になっている。 

 そうしますと、日本では、その辺の評価をしないでいいのかということで、多分山田先生の御

指摘だと思うのですが、和田先生、座長として調査会での議論の内容をちょっと御報告いただけ

ますでしょうか。 

【和田委員】この申請のあった時点で、 初から発がん性云々ということで議論しております。

その中で、 初、その説明というふうなことでは、なかなか納得できるようなデータがなかった。

その後、この発がん性に関しましては、ラット特有の異常であるというふうなことで、そのラッ

トに関しまして、老齢ラットに関しましてホルモンのバランス、それが崩れることによって起き

てくることであって、ほかの動物では同じようなことは起きていないというふうなことで説明が

なされて、それで繁殖関係で筒井先生、その辺の御指摘を何度かされながら対応をしてきたとい

うふうなことです。 

 その結果として、これは発がん性云々に関しましては、ラット特有であろうというふうなこと

で説明が終わったというふうな経過です。 

【赤堀部会長】ありがとうございます。 

 山田先生、そのような説明でわかりますでしょうか。 

【山田委員】例えば、ではカナダのカナダ保健省だとか、その辺がどういうことに基づいてリス

クの方がベネフィットを上回ると判断したのかというのを、例えばカナダ政府に問い合わせてみ

るとか、そういうことはなされてはいないのでしょうか。 

【赤堀部会長】事務局の方。 

【事務局】事務局から、カナダ政府の方に問い合わせたりはしていないです。 

【赤堀部会長】いかがでしょうか。 
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 部会としては、そういうデータが出て、本当にリスクとベネフィットとの関係から、可とする

のかというような結論を出した方がいいということであれば、もう少し時間をかける必要がある

かと思うのですけれども、あるいは調査会で調べた範囲の中では、そういう心配はないだろうと

いう結論が出たということで部会としては可とするのか。その辺の議論が１つ残るかもしれませ

ん。 

【事務局】バイエルメディカル株式会社の回答がちょっと納得できないというのはごもっともか

と思うのです。我々もヒアリング等をやったときに、おかしいのではないのか、ということで随

分議論をしたわけでございます。 

 結論的には、和田先生から御説明いただきましたような内容かと存じますし、食品安全委員会

でも、特に問題はないということで結論されておるわけですので、もしここで問題があるという

のであれば、この部会での御指摘ということではないのかなというふうに思うのですが。世界的

にもかなり使われて、確かに牛の方はちょっと少ないですけれども、豚は非常に広く使われてい

るという実態があるわけでございますし。 

【赤堀部会長】ここでの議論は、食品安全委員会でＯＫが出たからということは考えなくていい

と思います。あくまでもこの部会として、調査会で審議された結論が本当に妥当であるかどうか

というのを部会として審議すればいいというふうに思いますので、その発がん性のデータを、調

査会としてはラット特有のホルモンバランスによって引き起こしたということで、この薬物によ

る発がん性ではないと結論されたということです。調査会の結論はそれでいいのですが、その経

緯について山田先生としては、なかなか御了解いただけない点があるので、少し説明がほしいと

いうことで今、議論されておると思っております。 

 いかがでしょうか。今の調査会の審議の内容から御了解いただけるか、あるいはもうちょっと

カナダ政府に問い合わせるなり、何かして、納得できるデータが必要と考えるのか。 

【山田委員】個人的には、問い合わせするのはそんなに難しいことではないと思うので、それを

聞いてみて、もう一度考えてみてもいいのではないかなと思いますけれども、これは私の一委員

としての気持ちですので、調査会の審議ということは尊重いたしますし、それに基づいてこの部

会が出される結論に対しては別に異議を唱えるものではありません。 

【赤堀部会長】山田委員からの御発言は、カナダで市場に出なかった理由について、なぜ出なか

ったかということについてカナダ政府に問い合わせをして、その考え方を少しここで披露してい

ただきたい。それまでは部会としては結論を出すのは控えたいという山田委員の御発言だという

ふうに受け止めましたが、事務局の方いかがでしょうか。簡単ではないでしょうか。それとも…

…。 

【事務局】もちろん問い合わせることはできるかと思いますけれども、どういう回答が出てくる

かというのはちょっとよくわからないというか、想像できないところがあります。この結論によ
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って、ではこの製品を今度どうするのかという話になるのですけれども、恐らくここの意見又は

措置のところにも書いてあるように、申請はしたけれども申請を取り下げているのですね。です

ので、もしかしたら、カナダ政府も、懸念があるからこういうデータを出しなさいとか、こうい

う資料を出しなさいといって、結局それを出さないからということになっているので、カナダ政

府として、こういう懸念があったからこういう指摘をしたのだという多分回答で、結論としてこ

うだからこの製品はだめだという回答では多分ないのではないかなというような、私としてはそ

んな感じが今いたします。 

 そうすると、なかなかカナダ政府の回答をもってして、本部会で、ではいいか悪いかという判

断もなかなか逆に今度は迷っていく方向にいってしまうのではないかなというちょっと懸念があ

りますけれども。 

【山田委員】手元にそのカナダ保健省のページがあるのですけれども、基本的には1992年から実

際には治験薬として売られていて、それのデータを解析した結果、バイエル社に対して承認を取

り消すという結論を出したというふうに書いてあるのですね。 

 だからどういう結論が出たのかはこういうところでははっきりしてないので、どういう調査結

果をカナダ政府として得て、長期間にわたる使用の結果というふうに書いてあるので、少しその

辺をお調べいただけたら、その結果どうするのかと言われても私にはわからないのですが、でも

やはり日本として、リスクとベネフィットをやはりきちっと検討するという姿勢は必要なのでは

ないかなとは思います。 

【赤堀部会長】山田委員としては、そういう世界レベルでの疑問といいますか、結論が出てない

国もある。結論が出てないというとちょっと……。そういう中で少し慎重に審議すべきであると

いう発言に基づいて、もっと調査をしていただいて、その結果から議論をしたいということのよ

うですけれども、山田先生以外の委員の方で何か今の議論の中で御発言いただけますでしょうか。 

 調査会で十分議論された上での部会での議論だから、そこまでしなくてもいいだろうという考

え方が一方でありますし、一方では、やはりカナダでそういう状況になったいきさつについても

う少し詳しい情報がほしい。その上での議論をしたいという山田委員の御発言ですが、いかがで

しょうか。御発言いただけると大変ありがたいのですけれども。 

【谷口委員】山田先生のご発言に関連して、この概要書の中で承認している国をみますと、 大

のユーザーになり得そうなアメリカ合衆国では申請されていないようですが、このあたりのこと

も確認して頂ければいいのではないでしょうか。 

【赤堀部会長】そのほかいかがでしょうか。 

 特に御意見がないようでしたら、議事進行者といたしましても、谷口先生や山田先生の御発言

にありますように、もう少しアメリカやカナダでの状況を知り得た上で議論をしたいということ

が妥当と思うのですけれども、いかがでしょうか。 
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 いいとか悪いとか御発言いただけると大変ありがたいのですけれども。 

【寺脇委員】意見又は措置の 後のところに、バイエルヘルスケア社の資料にありますように、

ヒトでのがん原性リスクを示唆する報告はなく、承認を取り下げた理由は経済上の理由から、と

書いてありますけれども、この資料を単純に信ずる者としては、認めてもいいのではないかなと

思います。 

 ただ、山田先生がおっしゃいますように、我々が知らない世界にそういうエビデンスがどっか

にかくれていれば、それはそれで非常に大事にしないと、あとあと問題を起こすのではないかと

思います。 

【赤堀部会長】ただ私の推測ですけれども、カナダでは求められたデータを出すためには莫大な

費用がかかるから、そこまでかけて売ってもしようがないということで取り下げたということに

なると、カナダの政府としては、必要なデータを求めたということですね。それを出さなかった

ということですから、結局審議には乗らなかったということですね。ですから、ちょっとまたニ

ュアンスが違うかなという感じもいたしますけれども。 

 いかがでしょうか。中川先生何か。いつも貴重な御意見をいただきますけれども。 

【中川委員】 終的な判断をこの部会で、一番大切なことは、恐らく専門的なことではなくて、

そういう状況とか、あるいは国民にとって、あるいは農家にとって、この薬品が十分説明のでき

る根拠を持って安全性を認めていった、この審議会の責任というものを考えると、少し時間がか

かっても、今、疑問の出ている事情を確かめて、その事情の上に立ってもう一度審議されても決

して遅くはないだろうというふうに考えます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 それでは、大変恐縮ですけれども、カナダでの状況、特に求められた資料を経済的な理由から

だけ提出しなくて、カナダでの市場に乗せることをあきらめたというような点も踏まえて、少し

メーカーなり、あるいは直接カナダ政府に問い合わせるなりした情報を御提供いただきたいとい

うことでよろしいでしょうか。 

 この件につきましては継続審議とさせていただいてよろしいでしょうか。 

【中川委員】もう１点、ただいまのことに関連はないのですが、残留の安全性試験の結果が59日、

57日という結果で、特に子豚、子牛を市場に出す場合、非常に長いですね、残留期間が。用量依

存性の安全性というのは、ちょっと不勉強でよくわからないのですが、その辺の心配はないので

すか。 

 例えば子豚や子牛が下痢して、当然雄の牛だとか、あるいは子豚で商品として出荷する目的の

ものがあったとするならば、それがコクシジウムの感染を起こした。そうすると用量を、少しド

ーズを上げて、早く直してしまおうというような、要は投薬するのは農家自身ですから、その辺

にきちっとしたドーズをもとにした安全性試験でこれだけですから、その辺が用量依存性で、例
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えばドーズが高くなると残留期間が長くなるのかどうかと、ちょっと心配なのでお尋ねをしたい

のですが。 

【赤堀部会長】恐らく子牛、子豚に限定して使用しておりますから、食用に供されることはない

と思いますけれども、事務局で何か補足説明を。 

【事務局】当然用量を上げればそれだけ残留期間は長くなるだろうと思いまして、このものは、

先ほど御説明しましたように、そんなに吸収がよいものでもありませんし、代謝、排泄も遅い方

ですから、もっと多分用量を上げれば59日、57日を上回って残る可能性というのはあると思いま

す。 

 ただ、そこは使用上の注意にも記載させていただいているのですけれども、一般的注意の

（４）に、本剤は獣医師の指導のもとで使用することと、それから承認された際には、薬事法に

基づく使用基準というものが設定されていますので、当然それを守って使いなさいという法のし

ばりがかかってきます。 

 これをもって適正に使用していただいて、その範囲内で59日、57日を守っていただく。適切に

出荷していただくというところでしか、行政的にはそれぐらいしか担保できないのかなというふ

うに考えます。 

【中川委員】わかりました。 

【赤堀部会長】それでは、ただいま御議論いただきましたことを踏まえて、継続審議とさせてい

ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 事務局よろしいですか。 

【事務局】ありがとうございました。 

 本剤につきましては、カナダ保健省が本剤の承認を取り下げた際の解析等を我々からカナダ政

府に問い合わせる、または申請者からカナダ政府に問い合わせて、その点を明確にすること。ま

た、アメリカ政府の対応はどうなのかというところを調べる、調査するということを条件にしま

して継続審議という形にさせていただきます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

【事務局】このものが継続審議になりましたので、使用基準はまた次回ということで。 

【赤堀部会長】はい。 

 

       ② カルトロフェン・ベット注射液  （大日本住友製薬株式会社） 

 

【赤堀部会長】②になりまして、カルトロフェン・ベット注射液です。 

 座長の和田先生の方から御説明をお願いいたします。 

【和田委員】カルトロフェン・ベット注射液、これは大日本住友製薬株式会社から輸入承認申請
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されたポリ硫酸ペントサンナトリウムを有効成分とし、犬における骨関節炎に伴う疼痛及び跛行

の改善を効能とするものであります。 

 本製剤は、平成19年７月31日に開催された動物用一般医薬品調査会において事前の審議を終了

し、本部会に上程されるものです。 

 なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年となります。 

 詳細につきましては事務局から説明があります。お願いします。 

【赤堀部会長】では事務局、お願いいたします。 

【事務局】それでは、事前に配布させていただきました赤の３番をごらんください。 

 これもたくさんタグがついているのですけれども、下から３つ目に輸入承認申請書というブル

ーのタグがございますので、そちらをお開きください。 

 本剤は、大日本住友製薬株式会社から輸入承認申請されましたカルトロフェン・ベット注射液

でございます。 

 本剤は、ポリ硫酸ペントサンナトリウムを主剤とする注射剤で、効能・効果は、犬の骨関節炎

に伴う疼痛及び跛行の改善でございます。 

 このポリ硫酸ペントサンナトリウムを主剤とする動物用医薬品は初めてでございますので、新

有効成分含有動物用医薬品＊ということで御審議をお願いいたします。 

 

 

 

それでは、詳細につきまして概要により御説明させていただきます。概要というタグがありま

すので、そちらを開いていただきまして、概要書の１ページをお開きください。 

 本剤の有効成分でありますポリ硫酸ペントサンナトリウムは、ヨーロッパブナのヘミセルロー

スから精製したキシロピラノースから合成したもので、動物のほとんどのすべての細胞表面です

とか、細胞外基質に存在する硫酸化グリコサミノグリカンと構造的に類似しているというもので

ございます。 

 この硫酸化グリコサミノグリカンには、コンドロイチン硫酸ですとかヘパリンとかがこれにあ

るのですけれども、種々の生理的な機能を有しているというものでございます。 

 ところで、犬における骨関節炎でございますが、遺伝的に発症の素因を持った犬種が人気犬種

となって、 近、飼育頭数が増えたり、また、関節に負荷がかかる肥満の犬がふえたり、または

犬の平均寿命が延びたりということから、近年、よく見られる疾患となってございます。 

 犬の骨関節炎の治療薬としましては、ヒトと同様に非ステロイド系抗炎症薬、いわゆるＮＳＡ

ＩＤｓが広く用いられていますけれども、ＮＳＡＩＤｓには副作用の問題もありますし、また、

臨床症状の改善が効能・効果であって、骨関節炎の病態改善そのものに直接効果を発揮するもの

＊同種同効品として多硫酸グリコサミノグリカンを含有する犬用製剤が承認されている

ので、薬事・食品衛生審議会における取扱い表の３に該当。 
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ではありません。 

 こうした背景の中で、オーストラリアのバイオファームという会社が、この骨関節炎の治療薬

の開発を行ってきたところですけれども、この骨関節炎というのは、その発生要因ですとか、疾

病の進行・増悪にはさまざまな要因が複雑に関与しているということから、その治療薬は単一の

薬理作用を有するよりも、むしろ多くの生物活性により複合的な薬理作用を示す物質、こういっ

たものがいいのではないかということで、そういったことで積極的に検索してきまして、その結

果、この硫酸化グリコサミノグリカンの広範な生理的・薬理的な作用が着目されまして研究が進

められてきたということです。 

 そういった結果、このポリ硫酸ペントサンナトリウムにつきまして、３ページの真ん中よりち

ょっと下のところに四角で囲ってあるものがございますが、こういった作用が明確になりまして、

骨関節炎の治療薬として有用であるというふうに考えられたというものでございます。 

 そしてこのバイオファーム社が動物用医薬品としての試験を行いまして、８ページに示します

ように、オーストラリアをはじめとして９カ国で承認を取得して販売しているというものでござ

います。 

 次に、これは新有効成分ですので、このポリ硫酸ペントサンナトリウムについて簡単に御説明

いたします。16ページをお開きください。 

 このポリ硫酸ペントサンナトリウムは、構造式は、真ん中に示しますような構造式でして、性

状は、白色から微黄色の吸湿性のある非結晶性の粉末でございまして、においはなくて、水に極

めて溶けやすいというものでございます。 

 22ページには製剤としての性状・組成を示してございますが、本製剤は無色から微黄色透明の

液体でございまして、表Ⅱ－５に示します成分・分量でございますけれども、その規格及び検査

方法につきましては、33ページの表Ⅱ－14を御覧いただきますと、左側に規格の項目が列記され

てございまして、右に試作品３ロットの成績がまとめられてございます。33ページでございます。 

 続きまして36ページをお開きください。 

 安定性に関する試験でございますけれども、まず原薬の安定性は、ヨーロッパのドラッグマス

ターファイルに収載されている試験と、収載されていない試験というものがありまして、長期保

存試験では、収載されている試験では、44ページと45ページに示しますように10年３カ月間、ド

ラッグマスターファイルに収載されてない試験では、47、48ページに示しますように60カ月間安

定であったというふうにされてございます。かなり長い期間安定であるということでございます。

これは原薬でございます。 

 製剤の方の安定性につきましては、56ページから61ページに示しますように、Ａ、Ｂ、Ｃの３

ロットにつきまして36カ月間の安定性が確認されてございます。 

 したがいまして、本剤の有効期間は３年というふうにされてございます。 
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 続きまして62ページからが急性毒性試験でございます。 

 まず64ページ、65ページにその結果が表にまとめられてございますが、ラットの経口投与での

ＬＤ50は、雄で４万9,900mg／kg、雌で３万7,500mg／kg、マウスでは雌雄ともに６万mg／kg以上、

皮下投与ですと、65ページの方になりますけれども、マウスの雄で1,000～2,000mg／kg、雌で

2,000mg／kg以上、ラットでは雄で500～630mg／kg、雌で980～1,220mg／kgということで、非常

に高いＬＤ50でございます。 

 亜急性毒性試験につきましては67ページ、68ページにその結果がまとめられてございますが、

その無毒性量は５mg／kg／日ということでございます。 

 また、この亜急性毒性試験におきまして、用量依存的な皮下出血等が認められていることから、

一般薬調査会におきまして、その局所反応と薬理作用の関係について説明することという指摘が

ございまして、本剤は、注射局所から速やかに消失することから、局所反応は 小限のものであ

り、安定性試験や臨床試験でも問題にならなかったということから、臨床現場では問題にならな

いというふうに申請者の方は回答してございます。 

 それから、慢性毒性試験につきましては、71ページから72ページにその結果がまとめてありま

すが、５mg／kgにおいても、このポリ硫酸ペントサンナトリウムの蓄積及びその薬理作用に由来

する分解された脂肪の蓄積が認められたため、無毒性量というものを算出することができなかっ

たというふうになってございます。 

 それから、73ページから81ページまでが特殊毒性試験になりますけれども、生殖・発生毒性で

は、その無毒性量は、ラット・マウスで15mg／kg／日、ウサギで2.0mg／kg／日でした。また、

変異原性や小核誘発能、染色体異常も認められなかったというふうに結論づけられてございます。 

 続きまして82ページをお開きください。 

 対象動物を用いた安全試験でございます。本剤をポリ硫酸ペントサンナトリウムとして３mg／

kg、これは臨床予定量でございます。それから、15mg／kg、これがちょっと多い中用量、それか

ら、30mg／kg、高用量ということで、これら３用量を週１回、12週間反復皮下投与しまして、表

Ⅶ－１に示します検査スケジュールに従いまして、犬における安全性を検討しました。 

 その結果を84ページから87ページに示しますが、いずれの投与群におきましても、被験物質に

関連した行動異常や死亡例は認められず、体温や心拍数、呼吸数の一時的な有意差は認められま

したが、継続的な変化ではなかったことから、本剤とは関係しない偶発的な変化というふうに考

えられました。 

 それから、血液学的検査、血液生化学的検査では、ところどころ対照群との有意差が認められ

ましたが、本剤とは関連性がないものというふうに考えております。また尿検査、糞便検査でも

特記すべき変化というものは認められませんでした。 

 以上の結果から、本剤は、犬に対して臨床予定投与量での投与は適切であるというふうに結論
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づけられてございます。 

 続きまして今度は88ページからが効力を裏付ける試験になります。 

 まず本剤の作用機序ですが、88ページの真ん中の図に示しますように、本剤は、骨関節炎の幾

つかの病因に直接的に作用し、臨床症状を改善するというものでございます。 

 94ページに犬における用量設定試験というのがありますが、慢性関節炎の犬に、このポリ硫酸

ペントサンナトリウムを１mg／kg、３mg／kg、５mg／kgでそれぞれ週１回、計４回皮下注射をい

たしまして、疼痛ですとか跛行により効果の評価を行いました。そうしましたところ、95ページ

の図Ⅷ－９に示しますように、３mg／kgの投与群で 大の改善効果が認められ、１mg／kg投与群

では若干劣りまして、また、５mg／kgでの有効性も低いという結果になりました。 

 これにつきましても、一般薬調査会の方で御指摘がありまして、その結果、使用上の注意の

【一般的注意】に、「定められた用量（３mg／kg）を超える投与で有効性が低下するおそれがあ

る。５mg／kgですと跛行の改善がほとんど認められないという成績がある。」という文言をつけ

加える結果になってございます。 

 それから、97ページからが一般薬理ですが、99ページに簡単にまとめさせていただいておりま

す。 

 それから、100ページから吸収・分布・代謝・排泄が示されていますが、101ページの表Ⅹ－４

に本剤の薬物動態的パラメーターをお示ししていますが、消失半減期は平均で4.4±1.5時間とい

うことで、表Ⅹ－３の尿中排泄率から、速やかに尿中に排泄されるということがわかります。 

 今度は115ページをお開きください。臨床試験になります。 

 国内で実施された臨床試験と、ドイツで実施された試験とがあります。 

 まず国内で実施された試験ですが、ベースライン対照臨床試験ということで、116ページから

118ページに示しますような内容で、121ページの表ⅩⅠ－５に示しますように、有効性について

は73頭を、安全性については88頭を対象に試験を実施いたしました。 

 その結果、まず有効性につきましては、同じページの表ⅩⅠ－６に一次評価の結果というのが

まとめられているのですけれども、跛行も、疼痛も、整形外科的スコアも、ベースライン、つま

り０日目と比較して有意なスコアの低下が認められました。 

 また、二次評価につきましては、122ページの円グラフがあるのですけれども、治験担当者の

総合評価を②に歩様、③起立から歩行開始への動作、④は一般状態、⑤の被毛、⑥の体重の各評

価項目で、それぞれ有意な改善が認められました。 

 また、一方、安全性につきましては、有害事象として報告されたものが125ページの表ⅩⅠ－

12に示します３例、有害事象というのがありましたが、いずれも本剤との因果関係が否定されて

いるものでございます。 

 また、それ以外に有害事象に該当するとされたものがその下の表ⅩⅠ－13というところに示さ



- 20 - 

れていますが、いずれも無処置で回復する一過性の現象であったとされておりまして、安全性に

問題はないと結論づけられています。 

 なお、この表の 後の「けいれん発作」につきましては、その程度について説明することとの

調査会からの指摘がありまして、回答として、当該治験実施担当者からの報告書が添付されてい

まして、この発作は短期間で比較的軽度であったというふうになってございます。 

 それから、127ページからは、本剤と同種同効薬である「アデクァン」との比較臨床試験とい

うのが出ていますが、133ページの下の表に示しますように、有効性については本剤が25例、ア

デクァンが24例、安全性については本剤が26例、アデクァンが28例で評価いたしましたところ、

138ページから結論が記載されていますが、本剤は対照薬のアデクァンと同等の有効性及び安全

性を示したというふうにされてございます。 

 また、ドイツで実施されました臨床試験につきましても、ほぼ同様な方法で、142ページから

その試験内容が記されて、こういった形で実施されておりますが、有効性及び安全性が確認され

ているというところでございます。 

 それから、本剤の毒劇薬の指定の要否についてですが、まず急性毒性試験につきましては、先

ほど御説明しましたように、ＬＤ50がかなり大きな値でございまして、毒劇薬の基準値をはるか

に上回ってございます。 

 また、安全性試験でございますけれども、安全性試験においても、30mg／kgの高用量を投与し

た群で、１頭に体温の上昇ですとか心拍数の低下というものが認められましたが、特に機能障害

等は認められませんでした。 

 また、臨床試験におきましても、先ほど有害事象が88例中３例、つまり3.4％、有害事象が認

められたということですけれども、いずれも本剤との因果関係はなしという形になってございま

す。 

 これらのことから、本剤については毒劇薬に指定しないということを御提案させていただきま

す。 

 それでは、 初に戻っていただきまして、表紙の審議経過票をごらんください。 

 ７番の欄に示しますように、本申請につきましては、５月11日と７月31日に開催されました一

般薬調査会で御審議いただきまして、承認の可否に関する事前の調査・審議を終了し、毒劇薬に

指定しないこととし、本部会に上程して差し支えない。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年というふうにされました。 

 以上でございます。御審議のほどをよろしくお願いいたします。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 それでは、ただいま事務局から御説明いただきましたけれども、この件に関しまして委員の先

生方から御質問、御意見等がございましたら、お願いいたします。 
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 いかがでしょうか。 

 これは、３mgは有効だけれども、５mgになると有効でない、非常に安全域というか、有効域が

狭いということなのですか。 

【事務局】そうです。 

 そこが調査会でも非常に御議論になりまして、データ上、そういうデータが出てしまっている

ので、やむを得ないというか、そういう薬だということですけれども、そこは実際、現場ですと、

ちょっと多く投与したりとかという場合もあるかもしれないということで、使用上の注意に、そ

こはちゃんと３mgを守ってください。５mgを投与すると、もう効きませんよという旨の使用上の

注意が入ってございます。 

【赤堀部会長】この薬が有効であるというのは、用量だけですか、疾患の個体差であるとか、重

症度であるとか、そういったものは全く影響なくて、３mgという用量だけが有効性を決めるとい

うふうに考えてよろしいのでしょうか。 

【事務局】そこはこの骨関節炎の病態というのが、先ほども説明しましたように、非常に複雑で、

遺伝的にそうなるものもあれば、体重が重くてなるものもあって、年齢もさまざまですので、一

概に用量だけで判断できるのかというのはちょっとわからないところがあると思いますが、デー

タ上、そういうデータが出てしまっている以上、そこはちゃんとケアしなければならないだろう

ということで、そういうふうに調査会の方で御指示があったという形になってございます。 

【赤堀部会長】概要書の140ページで日本での有害事象の報告がありまして、４例出ておるので

すけれども、この４例のうち 後にありますように、関節の腫脹、疼痛が悪化したというふうに

書かれてあります。これは治験担当者が飼い主の希望で中止したということですけれども、この

有害事象というのはどういうふうに理解をすればいいのでしょうか。３mgを５mgにふやすと、効

果がないだけで、有害事象だとか副作用は出てこないというふうに説明の中では理解したのです

けれども、この臨床試験では有害事象が出ているのですね。無効であったのではなくて、疼痛が

増したということですけれども、この辺の因果関係といいますか、何か調査会で議論があったの

でしょうか。 

【事務局】これは対照薬の方の症例で、アデクァンを投与した方の症例ですので、ちょっとそこ

までは調査会では御議論はなかったのではないかなというふうに思います。 

【赤堀部会長】全く対照（比較）薬と同じである。有効性においてもというようなことがいわれ

ていたのですけれども、副作用が少ないというふうなことの議論はなかったのでしょうか。 

【事務局】副作用について、アデクァンよりも副作用がこのものは少ないのだよという話はなか

ったと思います。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。先生方で御質問、御意見等ございますでしょうか。 
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 調査会ではちょっと疑問に思うこと、納得できにくいことも十分議論された結果、了解して部

会で審議して可ということになったそうですが、よろしいでしょうか。 

 それでは、承認を可とさせていただきたいと思います。 

【事務局】ありがとうございました。 

 それでは、本剤につきましては承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。 

 なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間といたしまして、毒劇薬

には指定しないというふうにさせていただきます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 

   ③ ベトメディン チュアブル1.25mg、同2.5mg及び同５mg 

           （ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社） 

 

【赤堀部会長】それでは続きまして同じく動物用一般医薬品調査会関係ですが、③のベトメディ

ン チュアブル1.25mg、同2.5mg及び同５mgの製造販売承認等の可否についてです。 

 調査会座長の和田先生から御説明をお願いします。 

【和田委員】それでは、ベトメディン チュアブルは、ベーリンガーインゲルハイムベトメディ

カジャパン株式会社から製造販売承認申請された、ピモベンダンを有効成分とし、犬における僧

帽弁閉鎖不全による慢性心不全に伴う症状の改善を効能とするものであります。 

 本製剤は、平成19年７月31日に開催された動物用一般医薬品調査会において事前の調査・審議

を終了し、本部会に上程されるものです。 

 なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年になります。 

 詳細につきましては事務局から説明があります。お願いいたします。 

【赤堀部会長】事務局、お願いいたします。 

【事務局】それでは、事前に配布させていただきました資料番号赤の４番を御用意ください。 

 これもちょっと資料の中身に誤りがありまして、今日、当日配布資料で４－２という２枚紙の

ものをお配りしてありますが、申請書の本剤の規格が別紙規格（１）というのでついているので

すけれども、それの構造式が間違っていたようでございまして、この当日配布のこれが正しいの

で、こちらに置きかえていただければというものでございます。構造式の上の亀の甲式がちょっ

と間違っていたというものでございます。差し替えをお願いいたします。 

 それでは、本申請書のグリーンの申請書というタグが下から３つ目ぐらいにあるかと思います

ので、そちらをお開きください。 

 本剤は、ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社から製造販売承認申請さ

れましたベトメディン チュアブル1.25mg、それから、錠剤のサイズが違いますベトメディン 
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チュアブル2.5mg、ベトメディン チュアブル５mgの３つでございます。 

 本剤は、ピモベンダンを主剤とする錠剤でございまして、効能・効果は、犬の僧帽弁閉鎖不全

による慢性心不全に伴う症状の改善でございます。 

 このピモベンダンを主剤とする動物用医薬品は初めてでございますので、新有効成分含有動物

用医薬品として御審議をお願いいたします。 

 それでは、詳細につきまして概要により説明させていただきます。黄色の概要書というタグを

お開きいただいて、１ページ目を御覧ください。 

 本剤の有効成分でございますピモベンダンは、1978年にドイツにおいて、従来の強心配糖体よ

り有効かつ安全な抗心不全薬として開発されました。このピモベンダンは、従来の抗心不全薬に

ない新規の作用機序としまして、心筋の収縮蛋白であるトロポニンＣのカルシウムイオン感受性

増強作用を有するものでございます。 

 そこでまずはヒト用の心不全薬として承認されまして、1994年から、概要の12ページに添付文

書がついているのですけれども、「アカルディカプセル」という名前で、ヒト用の抗心不全薬と

して承認されて販売されているものでございます。 

 動物用医薬品としましては、カプセル剤が概要の２ページの下の表１－１に示しますように、

ＥＵ諸国で犬の拡張型心筋症あるいは弁の閉鎖不全によるうっ血性心不全症、こういったものを

対象としてＥＵの方で承認されているというものでございます。 

 今般、申請されました本剤はカプセル剤ではなくて錠剤という剤型にしまして、犬の嗜好性を

高めまして、割線を入れてより正確な用量が投与できるように工夫されたもので、４ページの上

の表１－３に示します国々で承認申請がされているという状況のものでございます。 

 17ページを御覧ください。 

 17ページからが物理的・化学的性質、規格及び試験方法に関する資料ということでございます

が、これはヒト用の医薬品で、先ほど言いましたアカルディカプセルの申請書に添付されている

ものと同じでございますので、既に薬事食品衛生審議会の方で御審議していただいているという

ことになりますので、説明は省略をさせていただきます。 

 そうしましてちょっと飛ぶことになりますが、43ページからが安定性に関する試験でございま

す。 

 まず原体の方は、先ほどのアカルディカプセルで評価済みというふうになりますので、製剤に

ついては44ページからになります。 

 ３つの錠剤のサイズについて、それぞれ３ロット、長期保存試験、それから加速試験を実施い

たしました。その結果を47ページからの表にまとめてありますが、本剤は、18カ月間安定にある

ことが確認されて、本剤の有効期間は18カ月間というふうにされてございます。 

 それから、59ページからが毒性試験になります。 
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 この急性毒性試験も、アカルディカプセルで評価済みですので、ポイントだけちょっと御説明

させていただきます。 

 まずラットの急性毒性試験ですが、59ページの表６－１に示しますように、その致死量は経口

投与で雌雄ともに2,000mg／kg以上、皮下投与では300mg／kg以上でございました。 

 亜急性毒性試験として、ラットを用いた３カ月間経口投与試験というものが実施されてござい

ますが、その結果を60ページの表７－１にまとめてありますが、無影響量は、一番下に示します

ように５mg／kgでした。 

 また、慢性毒性試験として、ラットを用いた12カ月間の経口投与試験が実施されていますが、

その結果を62ページの表７－４にまとめてありますけれども、このときの無影響量は、一番下に

示しますように１mg／kgということでございました。 

 特殊毒性につきましても、アカルディカプセルで評価済みですが、催奇形性もなく、抗原性、

それから変異原性もないということが確認されています。 

 続きまして68ページをお開きください。対象動物を用いた安全性試験でございます。 

 表９－２に示しますビーグル犬を用いまして、表９－１に示しますようにプラセボ群、常用量

群、３倍量群、５倍量群に分けて１日２回経口投与しまして、６カ月間、表９－３に示します観

察項目によって安全性を評価いたしました。 

 その結果、組織病理学的病変が心臓に限局していたということからも、本剤の標的組織は心臓

で、特に 大心拍数の増加、心雑音、左心室肥大、こういったものが認められましたが、常用量

におきましては、こうした明確な作用は認められず、また、他の臓器には影響を与えないという

ふうに考えられてございます。 

 ちょっと飛びますけれども、今度は88ページを御覧ください。 

 真ん中よりちょっと下あたりで10－（６）、犬での用量設定に関する資料でございますけれど

も、まず10－（６）－１）ということで、心筋収縮に対するピモベンダンの効果を調べています

が、犬にピモベンダンを１回経口投与し、９時間、心臓の収縮力を４用量段階で評価しましたと

ころ、89ページの図10－10に示しますように、ピモベンダンは犬の心臓の収縮力を用量依存的に

増加させまして、その効果は長く持続するということが確認されてございます。 

 それから、91ページの下の方からなのですけれども、10－（６）－３）ということで、うっ血

性心不全症の臨床例におけるピモベンダン0.2～0.6mg／kg／日用量の効果と認容性ということで、

ピモベンダンの至適用量を検討する試験でございますけれども、試験の設計は92ページの図10－

13に示しますように、増量原則に基づきまして、45症例について調べています。その結果、 低

用量、0.2mg／kg／日ですけれども、 低用量で有効だったものは６例のみでしたが、多くの症

例におきましては、大体26症例、全体の57.8％になりますが、これらは中間の用量、つまり

0.4mg／kg／日で十分であったということでございます。 
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 また、これらの症例の改善状況は94ページの表10－20にまとめられていますけれども、88.9％

のもの、ほとんどのものにつきましてスコアの改善が認められてございます。 

 次に吸収・分布・代謝・排泄でございますが、113ページからが本剤の犬における薬物動態試

験というものを示してございます。この薬物動態に係る主要な数値を表12－９に示してございま

すが、このピモベンダン及びその代謝産物は、本剤投与後１時間から４時間で 高血漿濃度に達

し、ピモベンダンは６時間後、その代謝産物は８時間後に血漿中濃度が検出限界以下となったと

いうものでございます。かなり吸収が早くて、分解、代謝も早いというものかと思います。 

 後に臨床試験になりますが、114ページをお開きください。 

 表14－１に示します25の動物病院で、本剤を朝夕２回、28日間連続投与しまして、表14－２に

示します項目をチェックしながら試験を実施いたしました。対照薬としてマレイン酸エナラプリ

ルを含有するエナカルド錠というものを対照薬として用いました。 

 本試験の対象症例数は、116ページの表14－４に示しますように、有効性については75頭、安

全性については84頭で評価してございます。 

 まず有効性でございますが、117ページからが各種検査項目の成績が表で示してございますけ

れども、結果を申しますと、123ページの表14－20というところに結果がまとめられてあります

けれども、本剤を投与した75例中、著効が57例、有効が12例で、有効率は92％、対照薬の方は、

著効が47例、有効が８例で、有効率は83.3％ということで、本剤での有効率は対照薬のそれに比

して良い傾向にありますけれども、両群には有意差はなくて、本剤は対照薬であるエナカルド錠

と同等の有効性があるというふうにされてございます。 

 この表の説明文書が120ページの上から９行目からあるのですけれども、ここの数値が誤って

ございます。ちょっと私がそこから読み上げますので、直していただきたいのですが、私が正し

いのを読み上げます。 

 その結果、被験薬群では著効が57症例（76％）、有効が12症例（16％）、無効が６症例

（8.0％）、対照薬群では著効が47症例（71.2％）、有効が８症例（12.1％）、無効が11症例

（16.7％）であった。有効率は被験薬で92％、対照薬群では83.8％ということで、ちょっと間違

いが見つかりまして、今ここで、口頭で大変申しわけないのですけれども、訂正させていただき

ます。 

 戻りまして今度は臨床試験での安全性評価になりますけれども、本剤を投与いたしました84症

例中７症例に有害事象が認められまして、うち３症例が被験薬との因果関係が否定できませんで

した。それらについて134ページにその３症例の内訳が表14－32に簡単にまとめられております

が、１症例は下痢が認められ、無処置で翌日には快復、１症例はけいれんが認められたがすぐに

快復、もう１症例は元気消失だったが、投与を中止したら快復したというもので、本剤の臨床使

用に特に問題があるとは考えられなかったというふうにされてございます。 
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 それから、 後に毒劇薬の指定の要否なのですけれども、まず急性毒性試験の結果は、先ほど

御説明しましたように、ラットでの経口投与での致死量が雌雄ともに2,000mg／kg以上、皮下投

与では300mg／kg以上で、いずれも毒劇薬の基準値を上回ってございます。 

 また、対象動物による安全性試験では、３倍量、それから、５倍量で心拍数の増加、心雑音、

左心室肥大が認められてございます。 

 また、臨床試験では、今、説明しましたように、３例について因果関係が否定できない有害事

象があったというものでございます。しかし、いずれも重篤なものではなくて、すぐに快復した

という形になっているものでございます。 

 こうしたことから、本剤につきましては、毒劇薬に指定をしないということを御提案させてい

ただきます。 

 それでは、 初に戻っていただきまして、表紙の審議経過票が一番上にありますので、そちら

を御覧ください。 

 これも７番の欄に示しますように、５月11日にまず一般薬調査会で御審議されまして、そこで

示しますように、（１）から（４）に示す指摘事項をもって継続審議というふうにされました。 

 その指摘に対する回答が次の３ページ、４ページに示されていますが、ポイントだけ申し上げ

ますと、本剤には心筋症や突然死を誘発する傾向はないこと、それから、本剤はほとんどが肝臓

から排泄されることから、使用上の注意に重度な肝障害を有する犬には慎重に投与することを追

記したこと。 

 それから、本剤の投与期間には制限を設けないこと。 

 こういったふうに申請者の方から回答してきまして、それで７月31日に再審議いただきまして、

承認の可否に関する事前の調査・審議を終了しまして、毒劇薬には指定しないこととし、本部会

に上程して差し支えないというふうにされました。 

 また、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年というふうにされました。 

 以上でございます。御審議のほどをよろしくお願いいたします。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 それでは、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。いかがでしょうか。 

 私から１つ、 後の方で御説明いただきました調査会での指摘事項に対して回答があったので、

それについては注意事項の中では反映させないということに関して、僧帽弁不全で重度の心筋症

あるいは突然死を誘発することがなかったのでということですけれども、調査会では、そういう

報告があるのでどうかという問い合わせをした。実際に日本での臨床試験では、そういった有害

事象は出てこなかった。そのときの表記として、僧帽弁不全による心不全についてということで

すので、それ以外ではあるということもあり得るのでしょうか。 
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 日本の臨床試験では有害事象の対象として、僧帽弁不全の犬について調べた。しかしながら、

突然死や心筋症は起きなかった。だから注意事項に書かなくてもいいということですけれども、

調査会では、重度の心筋症が指摘された。しかし、対象として投与する疾患（僧帽弁不全症）で

は見られない。ということはの疾患では見られるということが少し残っているのでしょうか。 

【事務局】僧帽弁閉鎖不全以外の左心室肥大を伴うものの症例というのがちょっと……、実際、

この効能・効果は、僧帽弁閉鎖不全に伴うという形になっていますが、それ以外の症例について

どうかというのは、ちょっと御議論が及んでなかったのではないかなというふうに、そういう気

がいたします。 

 したがって、そこまではケアしてないのかなという感じがいたしますが。 

【赤堀部会長】この薬物を心不全の犬、左心室肥大の場合に使うとき、そういう副作用が起きる

という情報がある。しかしながら、実際に使うのは限定された僧帽弁不全である。だからそれで

はないということですが、その辺の議論といいますか、注意事項に書く必要がないということは

いかがでしょうか。 

【事務局】確かに審査をしている中では、実際、左心室肥大というもののほとんどメジャーなの

は僧帽弁閉鎖不全ではないかという前提で多分審査をしていたのではないかなと思いまして、実

際に僧帽弁閉鎖不全以外の左心室肥大を伴う心不全という症例がどれぐらい実際あって、どうそ

れに対してこの薬品をケアしなければならないかというところはちょっとぴんとこなかったもの

ですから。 

【赤堀部会長】せっかく得られた副作用情報、それを除こうというわけですね、データに基づい

てあり得ないので。 

【事務局】除こうというか、あえて注意喚起をするまでのものではないというか、注意喚起はし

なくても問題はなかろうという、実績もあるのでということだと思います。 

【赤堀部会長】臨床で、中川先生、いかがでしょうか。 

【中川委員】基本的には僧帽弁閉鎖不全症は犬種特有の遺伝性疾患として数多く存在しています。

若齢から高齢まで、さまざまな範疇があって、非常にこういう薬剤での対応が現在、一般的にな

っています。それで僧帽弁閉鎖不全症であるという確定診断は、普通の臨床家だったら、簡単に

今、機材がありますからできますので、それに基づいてこの診断を主体に使うには、僕は、この

注意事項で十分だと思うのですが、例えば若齢から中年齢にかけて、非常に心臓に負荷のかかる

運動をさせるような犬はいるのですね。例えばアジリティーに使うとか、そういう犬で。ところ

が非常に整形的な障害を起こしてしまって、それ以後、そのスポーツがやらせられなくなってし

まったというような場合に、いわゆる先ほど赤堀先生が御指摘になった僧帽弁閉鎖不全症以外の

いわゆる拍出の低下による心筋の障害というのが出てきますね。 

 ですから、そういった特殊な例は、その診断をする獣医師の、いってみれば診断力によるので



- 28 - 

しょうけれども。 

 あともう１つ、注意書きの中で、大動脈弁狭窄症で左心が拡張してしまうというようなケース

は使ってはいけないというただし書きが入っていますので、私はこれでいいのではないかという

ふうに思います。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 了解いたしました。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 特に御発言なければ、御承認いただいたとさせていただいてよろしいでしょうか。 

 どうも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。 

 それでは、本剤につきましては承認を可とし、薬事分科会に報告させていだたきます。 

 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

をしないという形にさせていただきます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 

         （２）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

 

【赤堀部会長】それでは、続きまして審議事項（２）番ですけれども、動物用生物学的製剤基準

の一部改正についてです。 

 事務局から御説明をお願いいたします。 

【事務局】 それでは、審議事項２議題につきまして御説明をさせていただきます。 

 動物用生物学的製剤基準の一部改正についてということでございますけれども、使用いたしま

す資料は、当日配布資料黒の番号10番から10－２、10－３、10－４までの資料でございまして、

主に10という資料と10－２の資料、これについて御説明をさせていただきたいと思います。 

 今回の生物学的製剤基準の改正でございますけれども、所長挨拶で、シードロット関連の改正

というお話がありました。シードロットにつきましては、これまでもこちらの部会の方で御紹介

をさせていただいたということでございまして、概要につきまして、10－３の資料に記載してお

りますけれども、シードロットの導入に際しまして、動物用生物学的製剤基準で対応をしようと

いうことで検討しているところでございます。 

 去る３月の当部会におきまして、このシードロット関連の製剤基準の改正としまして、シード

ロット規格及び外来性ウイルス否定試験等の４つの試験法につきまして御審議いただきまして、

御了承いただいているところでございます。 

 それにつきましては、この10－４という資料（参考２）の資料でございますけれども、これは
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従前に御了解いただいた資料でございますので、御参考としていただきたいと思います。 

 本日、残りの動物用生物学的製剤基準の通則、あるいは新たに導入いたしますＳＰＦの動物規

格、また、それに伴いまして変更のございました、規格の部にございます生ワクチン製造用材料、

これについて御審議いただきたいと考えてございます。 

 まず通則ですけれども、本日、配布いたしました黒の10番の資料、こちらの26ページ目から新

旧対照表を添付させていただいてございます。そちらの方の27ページを御覧いただければと思い

ます。 

 27ページから28ページにかけまして、右側が現行、左側が改正案という形でございますけれど

も、こちらの方の18番から22番というところまで、新たにシードロット、あるいはシードロット

製剤、それから、マスターシード等に関しますシードロット関連の定義を追加させていただくと

いう改正でございます。 

 次に生ワクチンの製造用材料でございますけれども、同じ新旧対照表の32ページを御覧いただ

きたいと思います。 

 生ワクチン製造用材料でございますけれども、こちらの方は現行のノンシード製剤の生ワクチ

ンの製造に使用します発育卵であるとか、あと培養細胞、それから、牛血清の規格が記載されて

いるものでございますけれども、シードロットの導入にあたりまして、シードロット製剤に使用

する発育卵及び初代細胞につきましては、シードロットの規格が適用されるということになりま

すので、この生ワクチン製造用材料の冒頭のこの部分に、ただし書きといたしまして、「ただし、

シードロット製剤に使用する発育卵及び培養細胞は、シードロット規格に適合したものを使用す

ること」という一文を追加させていただいております。 

 次、33ページ以降の部分なのですけれども、こちらの現行の生ワクチンの製造用材料に既に規

定されております鶏、うずら、あひるのＳＰＦの規格でございます。 

 今般、後ほど説明いたしますけれども、シードロットシステム導入に基づきまして、ＳＰＦの

動物規格について設定をするということになっておるわけですけれども、それにあたりまして、

これらの鶏等の規格についても見直すということになってございます。 

 その検討の過程で、動物用生物学的製剤のメーカーの側から、現行のＳＰＦの規格で、下線を

引っ張っている下側の部分ですけれども、ひな白痢、マイコプラズマ・ガリセプチカム、それか

らマイコプラズマ・シノビエにつきましては、１回目、２回目の検査とも100％の抽出率、つま

り全羽検査をするということになっておりました。これについて、現在の状況といたしまして、

ＳＰＦの使用している使用群の規模が、この規格が導入されたころはまだ100羽程度の群だった

のですけれども、現在、1,000羽ぐらいの規模になってしまっておるので、このように全羽を検

査するような検査はかなり厳しいというようなこと。それから、そのほか衛生の状況等について

もかなり改善がされているということに鑑みまして、この辺の条件について緩和できないかとい
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う要望がございました。 

 その理由につきましては、10－２の資料がございますけれども、こちらの４ページ目、下の

９）番というところがございます。その中に理由が記載されておりますけれども、一番下のとこ

ろ、①番、ＳＰＦ鶏の生産において世界 大手でございますＳＰＡＦＡＳという会社がございま

すけれども、こちらの会社におきましても、ひな白痢、それから、マイコプラズマの２つについ

てだけ特別に全羽を検査するようなことはしていないということ。 

 それから、次の５ページ目でございますけれども、家畜改良センターの検査プログラムにつき

ましても、この３項目について、12週に１回程度の群の試験をやっているということ。 

 それから、統計的にこのような処理をしてみても、検査の羽数の比率としては10～15％ぐらい

が適切だろうというところでございます。 

 これらのことから、先ほどの資料10番の33ページ以下に戻っていただきたいのですけれども、

ＳＰＦの鶏群、うずら群、それから、あひる群の、これらの３つの項目の検査比率につきまして

は、他の疾病と同様に、１回目を20％、それから、２回目を10％という改正を行いたいというこ

とを考えております。 

 また、ひな白痢以外のサルモネラにつきましても、それに合わせて２回目を20％から10％に改

正をしたいということを考えております。 

 後にＳＰＦの動物規格でございますけれども、先ほどの資料No.10－２、ＳＰＦ動物規格

（案）についてを御覧いただきたいと思います。 

 これは現在の社団法人日本動物用医薬品協会で行っておりますシードロットシステムの開発事

業の委員会で使用した資料でございますけれども、こちらの３ページ目をお開きください。 

 こちらの方に、今回のＳＰＦ動物規格の作成の方法といいますか、基本的な考え方について記

載されておりまして、まず基本的な考え方といたしまして、国内での発生の有無で病原体の重要

度を区分いたしまして、国内で発生がないものにつきましては、抗原、検査方法等については、

発生国が実施しております方法を重視するということで記載しないということにしております。 

 次に病原体の名称につきましては、主に獣医学大辞典を参照いたしまして、その他家畜伝染病

予防法等にあるものにつきましては、その疾病名等に合わせるような形のもので整備をいたして

おります。 

 また、検査方法でございますけれども、検査方法の規定がございますけれども、同等な検査方

法があれば、その検査方法も採用してもよいこと、また検査方法につきましては、その妥当性が

検証されて、あるいは保証された方法、いわゆるバリデートされたような方法で行うということ

をこの規格の中に記載しております。 

 また、抗原性といたしましては、市販の診断薬があるものにつきましては、その抗原の名称を

記載していくということでございます。 
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 次のページをお願いいたします。 

 動物につきましては、牛をはじめといたしまして、７）の表にあります12種類の動物について

ＳＰＦ動物規格を新たに作成いたしております。 

 そのうち、牛から猫までの検査時期につきましては３カ月ごと、それから、兎、モルモットま

での実験動物などにつきましては毎月行うということにしております。 

 また、検査動物でございますけれども、牛、それから馬までの部分については、群の５頭又は

10％、犬猫につきましては、繁殖動物群の５匹又は10％という形にしております。 

 実験動物につきましては、退役動物の10匹を用いるということにしてございます。 

 これらを踏まえて作成いたしましたＳＰＦ動物規格が資料番号10の方、少し戻っていただきま

すけれども、６ページ目から記載してございます。 

 ＳＰＦ動物規格でございますけれども、まず発育卵、あるいは初代細胞で用います鶏、うずら、

あひるの部分につきましては、先ほど御説明いたしました生ワクチン製造用材料の部分について

おりますＳＰＦ規格を準用して行うということにしてございます。 

 その他動物につきましては、９ページ以降25ページまで、それぞれ牛、羊、山羊、それから、

馬、豚、犬、猫、それから、実験動物というような形で添付させていただいております。 

 説明については以上でございます。よろしく御審議のほどをお願いいたします。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 それでは、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。 

 よろしいでしょうか。 

 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した。 

 それでは、本案をもちまして薬事分科会に報告させていただきます。 

【赤堀部会長】それでは、そろそろ４時で２時間になりますので、８分ほど休憩させていただい

て、４時から再開させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

                 〔暫時休憩〕 

 

【赤堀部会長】それでは、再開させていただきます。 

 

     （３）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

 

【赤堀部会長】審議事項（３）番の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

ですが、①、②、③とございます。このうち③につきましては、審議事項の 初のところで、牛
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用バイコックス及び豚用バイコックスが継続審議になりましたので、この審議事項の項では、①

と②についての審議をお願いしたいと思います。 

 それでは、事務局から御説明をお願いいたします。 

【事務局】それでは、①と②を御説明させていただきたいと思います。 

 資料といたしましては、本日、お配りいたしましたメタカム２％注射液の休薬期間の変更に伴

う動物用医薬品の使用の規制に関する省令の改正案についてという裏表の１枚紙、それから、同

じくマルボシル２％及び同10％のものの２枚になっております。 

 それから、あと11－１番、動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正案ということで、

これに基づきまして説明させていただきたいと思います。 

 まずこの審議事項に関しまして簡単に概略だけ御説明させていただきたいと思います。 

 このメタカム２％注射液及びマルボシ２％及び10％につきましては、以前に、既に本部会にお

きまして、この使用規制について御審議、御了承をいただいておるところでございました。その

製剤の承認の手続を経る過程におきまして、それぞれの有効成分、メロキシカムとマルボフロキ

サシンでございますけれども、こちらについて食品安全委員会における食品健康影響評価を受け

ましてＡＤＩが設定され、このＡＤＩに基づきまして厚生労働省の食品衛生分科会の農薬・動物

用医薬品部会の方でそれぞれの成分のＭＲＬが設定されたところでございます。 

 当初、御審議で了承されましたこの暫定のＭＲＬを用いた数値と、厚労省からのＭＲＬの数値

にちょっと違った部分が出てまいりまして、このＭＲＬの数値に基づいて再度使用規制の使用禁

止期間、休薬期間の計算をいたしましたところ、この使用禁止期間が変わったということで、今

回、この使用規制省令案について御審議をいただきたいというところでございます。 

 それでは、まずメタカム２％注射液についてですが、当日配布資料の11－１番、こちらの後ろ

の方です。②としてメロキシカムの案がついてございます。これの２枚めくっていただきまして

審議経過票がついてございます。 

 ここにおきまして、本製剤は、平成18年２月22日の本部会におきまして、牛（搾乳牛は除く）

において17日間という休薬期間で御了承いただいたところでございます。 

 使用規制省令案につきましても、食用に供するためにと殺する前17日間という使用禁止期間で

御了承いただいていたところでございますけれども、メロキシカムのＭＲＬが、この１枚紙の裏

側にございますようにＭＲＬの数値が変更になってございます。肝臓につきまして0.07から0.05、

腎臓が0.1から0.05、食用部分が0.07から0.05、乳が0.01から0.02という形で変更がございまし

た。 

 これらＭＲＬの新しい数値をもとに計算をし直しましたところ、休薬期間が１日延びまして17

日から18日になったということでございます。 

 当日配布資料の11－１番に戻っていただきまして、こちらの１枚目でございますけれども、こ
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れらの理由をもちまして、メロキシカムを有効成分とする注射剤といたしまして、対象動物は牛、

それから、用法・用量の変更が、１日量といたしまして、体重１kg当たり0.5mg以下を皮下接種、

皮下注射した場合に、使用禁止期間としては、食用に供するためにと殺する前18日間ということ

で変更したいというふうに考えてございます。 

 次に②番マルボシル２％及び10％でございますけれども、こちらにつきましても審議経過票を

御覧いただければと思うのですが、これは上から４枚目のところに審議経過票がございますけれ

ども、こちらの方も平成18年８月22日の本部会におきまして、牛で３日間、乳48時間、豚３日間

という休薬期間で御了承をいただいているところでございます。しかしながら、マルボフロキサ

シンにつきましても同様に、先ほどの１枚紙の裏にございますように、ＭＲＬが変更されまして、

筋肉について牛が0.2から0.1、豚が0.2から0.05、肝臓について牛が0.2から0.1、豚が0.2から

0.05、腎臓について牛が0.2から0.15、豚が0.2から0.1、食用部分につきまして、牛、豚ともに

0.2から0.05、乳につきましては0.08から0.075となりまして、これらのＭＲＬをもとに再計算を

したところ、休薬期間が牛では４日、乳では48時間と変わらず、それから、豚では３日から４日

ということになってございます。 

 また11－１番の使用規制省令の改正案の方を御覧になっていただきたいと思うのですが、マル

ボフロキサシンを有効成分とする注射剤としまして、対象動物は牛及び豚、それから、用法・用

量につきましては、牛については１日量として体重１kg当たり２mg以下を静脈内又は筋肉内に注

射すること。豚については、１日量として体重１kg当たり２mg以下を筋肉内に注射すること。 

 使用禁止期間は、牛については、食用に供するためにと殺する前４日間又は食用に供するため

に搾乳する前48時間。 

 豚については、食用に供するためにと殺する前４日間ということで設定をし直ししたいという

ふうに考えてございます。 

 説明については以上でございます。御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明いただきましたけれども、マルボフロキサシンを有効成分とする注

射剤、また、メロキシカムを有効成分とする注射剤、いずれも食品安全委員会からのＡＤＩが公

表されて、それを受けまして、厚労省が残留基準値を提案している。それを受けまして見直しを

した結果、休薬期間を変更したいということでございます。 

 いかがでしょうか。 

 特に御質問、御意見等ございませんでしょうか。 

 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した。 

 本件につきましては、原案のとおり薬事分科会に報告させていただきます。 
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【赤堀部会長】それでは、審議事項はこれで終わりました。 

 

Ⅱ）報 告 事 項 

           （１）製造販売承認事項変更承認等の可否 

            〈動物用生物学的製剤調査会関係〉 

①プリオンスクリーン （ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社） 

 

【赤堀部会長】続きまして報告事項になります。 

 （１）の製造販売承認事項変更承認等の可否についてですが、まず動物用生物学的製剤調査会

関係といたしまして、①のプリオンスクリーンです。事務局の方から御説明をお願いいたします。 

【事務局】事前に配布させていただきました赤のNo.５を御用意ください。 

 報告事項でございます。 

 販売名プリオンスクリーン、ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社から申請がございました

牛の延髄における異常プリオン蛋白質の検出ということで、ＢＳＥの検査キットでございます。 

 このものの測定原理は、いわゆるＥＬＩＳＡ法でございまして、細かいところは違うのですけ

れども、ＥＬＩＳＡという薬では既承認の今、使われていますプラテリアですとかフレライザと

同じものでございます。 

 しかし、法定伝染病などの診断薬につきましては、いわゆる後発品でございましても、調査会

で御審議していただいて、本部会に報告というふうに整理させていただいたところでございます。 

 これにつきましては、平成19年７月25日の生物の調査会で御審議をいただきまして、承認を可

とし、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。 

【赤堀部会長】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が、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。 

 特にないようですので、それでは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。 

 

              〈水産用医薬品調査会関係〉 

②パイセス  （ノバルティスアニマルヘルス株式会社） 

③水産用ダイメトンソーダ    （明治製菓株式会社） 

 

【赤堀部会長】続きまして報告事項の（１）番ですけれども、②、③になります。水産用医薬品

調査会の関係ですが、パイセス及び水産用ダイメトンソーダの製造販売承認事項変更承認等の件
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についてですが、事務局の方から御説明をお願いいたします。 

【事務局】水産安全室から御報告させていただきます。 

 事前配布資料の赤のNo.６をお出しください。 

 まず１枚めくっていただきまして審議経過票を御覧ください。パイセスですが、申請者はノバ

ルティスアニマルヘルス株式会社です。 

 主剤の成分は、ブロノポールです。効能・効果は、ニシン目魚類の孵化を目的とした魚卵消毒

です。 

 従前は連日薬浴というという用法が承認されていましたが、今回の承認事項変更承認申請では、

間歇薬浴ということで、薬剤の濃度を２倍にしまして、そのかわりに隔日、又は３日に一度薬浴

させるという用法が新たに申請されました。 

 本年の８月１日の水産用医薬品調査会で御審議いただきまして、その審議結果は次のページの

別紙１にありますとおり、本製剤については、以下のとおり資料等を整備することを条件に承認

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いう審議結果を受けました。 

 なお、本品については、食品中に残留することはないと考えられるので、残留問題調査会での

審議は不要とするという審議結果も受けました。 

 資料の整備ですが、（１）に使用上の注意の【取扱い上の注意】の（５）のブロノポールの活

性炭除去に関する記載を削除することとあります。本剤の使用後の廃棄につきましては、これま

で希釈した後に廃棄するということが使用上の注意にありまして、今回、申請者の方から、活性

炭にブロノポールを吸着させるという方法の提案があったのですけれども、まだ実用段階での試

験が十分整っていないということで、今回は見送りとするという審議結果を受けました。 

 もう１つが（２）にありますとおり、申請書の概要中に記載の不備があったので、それを適切

に訂正することという審議結果でした。 

 対応につきましては、下にありますとおり、ブロノポールの活性炭除去に関する使用上の注意

が削除されまして、あと概要の方での記載の不備については訂正されています。 

 パイセスについては以上です。 

 続きまして２枚めくっていただきまして水産用ダイメトンソーダの説明に移らせていただきま

す。 

 これも承認事項変更承認申請でして、スルファモメトキシンナトリウムの散剤です。 

 これまで、本製剤については用法及び用量のところにありますとおり、飼料添加の場合と薬浴

の場合という用法が承認されています。 

 今回の承認事項変更承認申請は、効能又は効果にあります飼料添加の場合のすずき目魚類のノ

カルジア症を効能として新たに追加するという申請です。 

 水産用医薬品調査会の審議結果は、その下のカラムにありますとおり、本製剤については、使
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用上の注意の【魚に対する注意】の２、副作用の記載内容及びその設定根拠を整備し、本調査会

の了承を得る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いう審

議結果をいただきました。 

 対応は、次のページの別紙１の表の右のカラムの訂正後というところに記載されています。ま

ず２の副作用のところの冒頭に、本剤は定められた用量であっても副作用が出るおそれがあるの

で下記の点に留意することということで、今回の承認事項変更承認申請における臨床試験で魚に

副作用が何点か認められましたので、定められた用量であっても副作用が出るおそれがあるとい

う注意喚起をきちんとしましょうということで、このような前文が追加されました。 

 調査会での指摘を受けての変更点は、アンダーラインのところですが、（２）の本品の投与に

よって、魚に肝臓及び腎臓等の障害を起こす可能性があるということで、次のページを見ていた

だきたいのですけれども、（２）のところで、臨床試験で認められた副作用が書かれています。

１つは死亡魚の肝臓の発赤と出血が認められた。あとブリについて腎臓の腫大が認められた。あ

とカンパチですが、体表及び脳の発赤という副作用が認められています。 

 その中で肝臓及び腎臓に対する障害は、サルファ剤の一般的な副作用とされていますので、そ

れはこの点をきちんと使用上の注意の中で記載されています。 

 あとの体表及び脳の発赤等については、市販後の調査等の中で情報収集をしていきまして、そ

れを必要に応じて対応するということで御了承を得ました。 

 前のページに戻るのですが、（４）のところの２行目からですが、投薬中、及び投薬後少なく

とも６日間は移動など魚の取扱いを極力避け、魚にストレスを与えないようにすること。 

 （５）台風や赤潮等の被害を回避するために魚の移動をしなければならない場合は投薬を避け

ることというのがあります。 

 これについても、次のページの（４）と（５）にありますとおり臨床試験において投薬後４日

から６日までの間に死亡魚が認められたというのがございます。 

 もう１つ、臨床試験の実施時期に台風の発生があったので、生け簀を移動したということで、

ストレスがかかってしまったということが考えられましたので、それによっても副作用が出るの

ではないかということが懸念されましたので、このような使用上の注意が記載されています。 

 もう１回前のページに戻りますが、（６）のアンダーラインのところですが、定められた用量

であっても餌の食いの偏りによって過剰投与になるおそれがあるので、均一に混合された飼料を

給餌するということ、あともう１つ、取扱い上の注意も同様の考えですが、（１）のところで、

飼料中に均一になるようによく混合してから使用するということで、次の次のページですが、臨

床試験のときに、餌の食いが悪くなったので、きちんと餌を食べさせるということを目的として

給餌時間を長くした結果、摂餌の隔たりが生じ過剰な投与を招いた。つまり、一部の魚が、本剤

が混合された餌をかなり食べてしまったとかいうようなことが起こったと考えられる副作用が見
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られましたので、それに対する注意喚起ということで、このような注意がつけ加えられています。 

 以上の申請者の対応について水産用医薬品調査会の各委員に御連絡いたしまして、座長とも御

相談の上、御了承をいただきましたので、今回、御報告させていただきました。 

 以上です。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 ただいま事務局から御報告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。 

 いかがでしょうか。 

 それでは、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）動物用医薬品の再審査について 

              〈水産用医薬品調査会関係〉 

①ピシバック注 ビブリオ＋レンサ （共立製薬株式会社） 

②“京都微研„ マリナコンビ－２   （株式会社微生物化学研究所） 

③マリンバンテル         （株式会社科学飼料研究所） 

 

【赤堀部会長】それでは、続きまして報告事項（２）に入りますけれども、動物用医薬品の再審

査についてです。 

 まず、はじめに水産用医薬品調査会関係で①、②及び③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】水産安全室から御報告させていただきます。 

 事前に配布させていただきました赤のNo.７の資料をお出しください。 

 まず①と②なんですが、同じくぶり属魚類のビブリオ病とα溶血性レンサ球菌症を効能とする

ワクチンですので、続けて説明させていただきます。 

 ページを１つめくっていただきまして、ピシバック注 ビブリオ＋レンサ、共立製薬株式会社

の製剤です。 

 本製剤は、ラクトコッカス・ガルビエの不活化菌液、あとビブリオ・アングイラルムの不活化

菌液を含むホルマリン不活化ワクチンです。 

 用法及び用量はぶりの腹腔内に連続注射器を用いて0.1mLを注射するということで、効能又は

効果はぶりのα溶血性レンサ球菌症及びぶりのＪ－０－３型のビブリオ病の予防です。 

 添付資料についてですが、外国での承認等が×になっていますが、これは外国での承認等がな

いということで、添付資料は添付されていたのですが、内容がほとんどなかったので×というこ
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とで記載させていただいております。 

 水産用医薬品調査会の審議結果なのですが、本製剤については、所定の審査を終了し、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審議結果を得ています。 

 続きまして２枚めくっていただきまして“京都微研„ マリナコンビ－２というワクチンです。 

 申請者は株式会社微生物化学研究所で、この製剤も同様に、ラクトコッカス・ガルビエとビブ

リオ・アングイラルムを含む不活化ワクチンです。 

 用法及び用量も、先ほどと同様に、ぶり属魚類の腹腔内に0.1mLを１回注射するという用法で、

効能又は効果も、ぶり属魚類のα溶血性レンサ球菌症及びＪ－０－３型ビブリオ病の予防に用い

られるものです。 

 これについても、添付資料のところで、外国での承認等が×になっていますが、海外での承認

等がないので、これも同様に添付資料は添付されていたのですが、内容がないので×と記載して

あります。 

 水産用医薬品調査会での審議結果ですが、先ほどと同様に、本製剤については、所定の審査を

終了し、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審議結果をいただいております。 

 続きましてワクチンから離れますけれども、３枚めくっていただきまして、マリンバンテルと

いう製剤について御報告させていただきます。 

 申請者は株式会社科学飼料研究所です。 

 本製剤の主剤としましては、フェバンテルが用いられています。 

 効能は、ふぐ目魚類のヘテロボツリウムの駆除です。 

 添付資料ですが、これも外国での承認等のところが×になっていますが、海外での承認等がな

いということで、内容がないということで×としてあります。 

 水産用医薬品調査会での審議結果ですが、これも先ほどと同様に、本製剤については、所定の

審査を終了し、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審議結果をいただいております。 

 以上です。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 これらの薬物は、再審査期間終了による調査会での審議を経ての報告になっておりますが、委

員の先生方いかがでしょうか。御質問、御意見等ございますでしょうか。 

【和田委員】直接的ではないのですけれども、表紙から３枚目の２ページと記載されているとこ

ろの下の方にある表の（注）のところなのですが、魚の体重30ｇ未満のぶりについては、注射針

の長さを４mm以上というのは、これは100ｇ未満ということでしょうか。要するに30ｇ未満のも
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のは使わないわけでしょうし、それから、あとのものでも同じように、こういう注意書きのある

ところでは、100ｇ未満というふうなことがありますので、これはミスというか……。 

【赤堀部会長】事務局いかがでしょうか。 

【事務局】このような記載がされている理由を今すぐ確認することができないのですが、御指摘

を踏まえて適切に記載内容を整理させていただきたいと思います。 

【赤堀部会長】使用される魚体重は30ｇ～100ｇが一番小さい、それに対して30ｇ未満の魚体重

というのは対象になってない。それに対して針の挿入の長さを決めるのはおかしいのではないか

という御指摘なのですが。 

【事務局】事務局からの使用上の注意の記載例等を参考にして書かれている可能性がありますが、

本製剤を適切に使用していただく必要がありますので、御指摘いただいたとおり直す方が適切か

と思います。よく確認して、申請者と相談して直させていただきたいと思います。 

【赤堀部会長】直すということでよろしいですか。 

【事務局】はい。 

【赤堀部会長】わかりました。 

 それでは、和田委員の方から御指摘いただきましたので、訂正をするということで対応すると

いうことで、御了解いただけますでしょうか。 

 和田先生、よろしいでしょうか。 

【和田委員】はい。 

【赤堀部会長】そのほか何かございますか。 

【和田委員】もう１点、その３ページの取扱い上の注意のところで、（５）に使い残りの本剤は

下水道に廃棄するなどにより適切に処分し、河川、湖沼又は海には直接流さないことでわかりま

すけれども、なんか下水道に適切にというふうな言い方がどうもしっくりこない。 

 一番後のページに、これはまた違うものですが、一番後の６ページですが、（４）に、本品を

廃棄する場合には、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体の条例等に従い適切に

処分することというふうな記載がありまして、こういう記載の方がよろしいのかなというふうな

ことなのですが。 

【赤堀部会長】いつも指摘されて議論する表現ですけれども、事務局いかがでしょうか。 

 ここは事務局でＯＫだとか、だめだとかいえるものではないわけですか。 

 ただ、部会の方で指摘があったので、適切な表現に改めるということで御了解いただいたとさ

せてよろしいでしょうか、対応としては、事務局いかがでしょうか。 

【事務局】はい。 

 使用上の注意の記載例というのがありまして、この部会でも御報告させていただいているので

すけれども、まずワクチンと、抗生物質と、一般薬とで分けた形になっています。恐らくそれを
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見て、申請者の方は使用上の注意を決めてくるという中で、恐らく前のものは、今、御指摘があ

ったのはワクチンで、一番後のものはワクチンでありませんから、多分そういう齟齬があるのだ

と思うのです。 

 医薬品の廃棄ですとか、びんの廃棄については、今までもいろいろ御指摘を受けているところ

なので、一たん整理をして、ちゃんと考え方をまとめて、統一できるものは統一する。ワクチン

なりに特化したものはこう書くのだというようなことを決めなければならないかなというふうに

思っています。そこまでやると時間がかかりますので、とりあえずこれは中身を確認させていた

だいて、ちょっと下水道に廃棄するなどというのは、なんか生々しい表現のような気もいたしま

すので、もう少し適切な表現に改めるように考えるようにいたします。 

【赤堀部会長】事務局では、表現については統一した表現にしようということで今、検討してい

ただいている。 

【事務局】はい。 

【赤堀部会長】しかしながら、今回の指摘については、表現が余りにも不適切な感じがするとい

う御指摘をいただいたので、もう少し適切な表現に改めていただくということでよろしいでしょ

うか。 

【事務局】はい。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 そのほか何かございますか。 

 それでは、資料の整備に入ってくると思いますので、資料の整備を条件に御了承いただいたと

いうことにさせていただきます。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

            〈動物用医薬品再評価調査会関係〉 

④デュラミューン８         （共立製薬株式会社） 

⑤デュラミューン６         （共立製薬株式会社） 

⑥バンガード プラス５／ＣＶ    （ファイザー株式会社） 

⑦バンガード プラス ５／ＣＶ－Ｌ （ファイザー株式会社） 

⑧動物用 十味敗毒湯エキス錠シンワ （大峰堂薬品工業株式会社） 

 

【赤堀部会長】それでは、続きまして同じく再審査についてですけれども、動物用医薬品再評価

調査会関係です。④から⑧まであります。 

 事務局から御説明をお願いいたします。 

【事務局】それでは、お手元に赤いNo.８番の資料を御用意ください。 
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 ５品目ございまして、まず④番でデュラミューン８です。 

 １ページ目をお開きください。 

 申請者は共立製薬株式会社です。 

 効能又は効果ですが、犬ジステンパー、犬アデノウイルス（２型）感染症、犬伝染性肝炎、 

犬パラインフルエンザウイルス感染症、犬パルボウイルス感染症、犬コロナウイルス感染症及び

犬レプトスピラ病の予防となっております。 

 19年７月27日の再評価調査会での審議結果ですが、本製剤につきましては、申請書の記載事項

の修正を条件とし、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ございます。 

 指示された具体的な修正内容ですが、中段あたりを見ていただきますと、用法及び用量と書か

れている欄がございます。ここには筋肉内又は皮下に注射するというふうに記載されております

が、実際に臨床の使用の現場では、皮下注射がほとんどいう実情がございますので、これを逆転

させまして、皮下又は筋肉内に注射するという表記にするというものです。 

 これにつきましては、申請者の方も、再審査後に改めるという意向を示しております。 

 ２つ目ですが、少し飛んでいただきまして６ページになります。 

 デュラミューン６です。申請者は同じく共立製薬株式会社です。 

 効能又は効果ですが、先ほどのデュラミューン８のうちレプトスピラ以外の犬のウイルス感染

症の予防となっております。 

 調査会の審議結果ですが、デュラミューン８と同様でございまして、申請書の記載事項の修正

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結果でござ

いました。 

 記載事項の修正ですが、こちらも同じく用法及び用量の欄ですが、筋肉内又は皮下に注射する

というものを、皮下又は筋肉内に注射するというふうに、使用の実態に合わせた順序の方に直す

ということでございます。 

 こちらについても、申請者もこれに対応する旨の意向を示しております。 

 続きまして３つ目ですが、また少し飛んでいただきまして、11ページ目をお開きください。 

 次の品目はバンガード プラス ５／ＣＶというもので、申請者はファイザー株式会社でござ

います。 

 効能又は効果ですが、11ページの一番下にございますけれども、犬のジステンパー、犬伝染性

肝炎、犬アデノウイルス（２型）感染症、犬パラインフルエンザウイルス感染症、犬パルボウイ

ルス感染症及び犬コロナウイルス感染症の予防というふうになっております。 

 ７月27日の再評価調査会での審議結果ですが、12ページにお示しさせていただきましたとおり、

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
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に報告して差し支えないというものでございました。 

 続きまして、また少し飛んでいただきまして15ページをお開きください。 

 ４つ目はバンガード プラス ５／ＣＶ－Ｌというものでして、こちらも同じくファイザー株

式会社が申請者となっております。 

 効能又は効果ですが、16ページにお示ししましたとおり、先ほどのバンガード プラス ５／

ＣＶにレプトスピラ感染症の予防が加わったものでございます。 

 審議結果ですが、16ページ中段の方に示させていただきましたが、資料の整備を条件とし、有

用性が認められるものとして部会に報告して差し支えないというものでした。 

 具体的な資料整備事項ですが、申請書の添付資料について個体別表がございましたが、そのう

ちのビーグル犬の体重と週齢について誤記がありましたので、それを確認して訂正することとい

うことで、申請者の方で確認して、誤記であったということで、修正しますというふうな意向を

確認しております。 

 引き続きまして５つ目の製剤ですが、19ページをお開きください。 

 こちら動物用 十味敗毒湯エキス錠シンワで、申請者は大峰堂薬品工業株式会社です。 

 効能又は効果ですが、犬の外耳道炎（重篤な細菌感染、ダニ、異物、酵母などが原因となる外

耳道炎を除く）の症状の改善となっております。 

 こちらにつきましては、調査会の審議結果ですが、資料の整備を条件とし、有効性及び安全性

に関する評価に基づき、有用性が認められるものとして、動物用医薬品等部会に報告して差し支

えないというものでございました。 

 具体的な資料の整備事項ですが、４点ほどございました、20ページの下の方から示させていた

だいておりますが、まず１つ目が副作用の発生頻度について、その頻度によって、「～まれに」

ともともとなっていたものを「～ときに」というふうに修正するということです。 

 それから、②として製造方法のこと、それから、③として21ページの方に移らせていただきま

す。 

 別添規格のところの記載について書きぶりを整備するということです。 

 もう１つ、４点目が実際の使用者がわかりやすいように用法及び用量のところについて「朝夕

の食中に２回に分けて」という表現を、「朝夕の食事中に２回に分けて」というふうに変更する

こと。 

 以上のことについて整理するということでございます。 

 これらについても整備については、申請者も了承しております。 

 動物用医薬品の再審査に関しては以上です。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 ただいま事務局の方から御報告いただきましたけれども、①と②と③につきましては、調査会
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の方で記載事項の修正を条件に当部会に報告して差し支えない。それから④につきましては、資

料の整備を条件に、⑤につきましては、資料の整備と記載事項の修正を条件に当部会に報告して

差し支えないという調査会の結果であったという説明でございます。 

 いかがでしょうか。先生方で御質問、御意見等ございますでしょうか。 

【和田委員】ワクチン製剤で、会社が違うだけで、抗原になっているものは同じもので、３ペー

ジの（３）の対象犬が次のいずれかに該当するというふうなことで注意点として９つほど記載が

あります。 

 同じ抗原で17ページのやはり犬に対する注意ということで、（４）に対象動物が云々というふ

うなことで、こちらの方も注意点が８つありまして、共通のものもありますけれども、そうでな

いものもありまして、使う側にすると不適切かなということがちょっとうかがえたので。 

 例えば３ページの方に、注意点の４つ目のところで高齢のものとか、次に重度の皮膚疾患が認

められるものというふうなことの記載があるのですが、17ページの方には、そういう記載はあり

ません。 

 そういうふうなことで、この辺の面での統一といいますか、その辺、いかがなものなのでしょ

うかというふうなことです。 

【赤堀部会長】ありがとうございます。 

 これもよくいただく御指摘ですけれども、事務局の方で。 

 実はこれまでも何度か議論していただいたのですけれども、その製剤の副作用報告に基づいて

例え同じ抗原のワクチンであったとしても、その製剤の副作用報告に基づいて、こういった注意

書きがなされているということで、ないものについて他の製剤にあるからという形ではこれまで

は記載してこなかったということです。これも合わせて整備しようというような御発言が以前に

事務局の方からあったと思ったのですが、ちょっとその辺のところ、いかがでしょうか。 

【事務局】実際のところ、このデュラミューンのいわゆる新薬の後発品でバンガードという製剤

がありまして、ただ、後発品、似たようなものといいましても、アジュバントが異なっていたり

して、実際に使ってみると、出てくる副作用も多少違うというようなのはあると思うのです。 

 片一方で生じて、片一方で生じてない副作用、共通で書かせるときに、本当に書かせていいか

どうか、それが妥当かどうかというのはなかなかやはり難しいかなというようなところがあると

思いますので、出たものについてはできるだけ示していきたいとは思いますけれども、ここで認

められなかったものをすぐ書くというふうに決めるのは難しいかなと感じております。 

【赤堀部会長】従来もそういう御説明で、委員の先生方に御了解をいただいてきたのですけれど

も、せっかくの貴重な御発言ですので、少し御議論いただいてもいいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 事務局、従来の対応でいきたいということでよろしいでしょうか。 
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【事務局】はい。 

【赤堀部会長】それにつきまして、御了解いただければそのようにさせていただきたいのですけ

れども、和田先生、よろしいでしょうか、どうしても納得できないということであれば議論した

いのですが。 

【和田委員】それはそれで結構だと思いますけれども、例えば高齢というふうなところで出てき

たときに、片方が使っていい、片方が使ってまずいというか、そういうふうに記載がありますけ

れども、生理的なものだけでそういうふうにとらえていいのかどうか。ほかに副作用として、投

与することによって症状が変化をする。あるいは変化が出る可能性があるということであれば、

注意書き、それはそれでよろしいと思うのです。 

【赤堀部会長】事務局、それでよろしいですか。 

 そういう御発言をいただいたということで、今後の参考にしていただければということです。 

【事務局】はい、ありがとうございます。 

【小川委員】若干今の和田先生と関連があるのですけれども、デュラミューンのところで２ペー

ジ目から３ページ目にかけて、制限事項というのがありまして、そこの２行目には、いずれかに

該当する場合は注射しないことと書いてありまして、３ページに注意点が４つ書いてありますけ

れども、ちょっと２番目の寄生虫に感染していたら注射をするなということなのですけれども、

それは先ほどの17ページのところの別の薬でいいますと、違うカテゴリーで、先ほど和田先生が

おっしゃったところでいきますと、（４）で、いずれかに該当する認められる場合には、健康状

態及び体質等を考慮し、注射の適否の判断は慎重に行うことということの５番目に、寄生虫の感

染があるものというふうに書いてあります。 

 それで私が 初にちょっと違和感といいますか、クエスチョンマークを持ったのは、寄生虫に

感染しているものというふうな言い方をするのはちょっと一般的過ぎて、なんか犬に対して特別

病害性があるとわかっているものの寄生虫病のことをいっているのかなと思ったのですけれども、

それがはっきりしないのでいいのかなというふうに思いました。 

 ただ、実際的には注射するのは獣医の先生ですから、その辺はこういうふうに書けばわかるの

かなという気もしますけれども、ちょっと変な感じがしたので御質問しました。 

【赤堀部会長】事務局いかがでしょうか。御質問だそうですので、回答しなければなりませんが。 

【小川委員】特定なものを意味しているのかということですけれども。 

 それから、あと注射をしないことというのが、そこまでの制限事項にきつくいう必要があるの

かなというのをちょっと思いましたけれども。 

【赤堀部会長】寄生虫に感染している犬に対しては、一方では注射をしないことということを明

確にして、一方では慎重にという表現だった。これは先ほどの和田先生の御質問とちょっとまた

観点が違うかなという気がするのですけれども、いかがでしょうか。 
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【事務局】この使用上の注意は非常に難しい話がございまして、ちょっと言い訳がましくなって

しまうのですけれども、当然、私どもは薬事法という形で申請者の方とお話しさせていただいて

いるのですけれども、申請者側からしますと、この使用上の注意というのは、薬事法もあるので

すけれども、ＰＬ法の話もありまして、そういった観点から、ではどういったものを使用者に情

報提供していったらいいか。もっと別の言い方をすると、なるべく自分たちに責任が及ばないよ

うな書き方をしようかみたいな話もあるのではないかなと思います。 

 あと、もう１つは、このデュラミューンもそうですし、バンガードも輸入製品でありまして、

外国で使われているものを輸入している。そうしますと外国での使用上の注意と均一化というの

ですか、日本だけ特別な使用上の注意を書くわけにはいかない。外国で売られているものと同じ

ような使用上の注意を書きたいというようなこともあるようで、そういった背景がありまして、

なかなか同じような製品であっても、同じように使用上の注意が書けないというのが実態であり

ます。 

 そうすると、どうもいつまでもそうしているとユーザーは混乱してしまいますので、なるべく

そこを統一してくださいよ、書けるものは同じように書いてくださいよということで使用上の注

意の記載例というものを発出して、申請者にこうしてくださいねというふうにして、今、そうい

うのが数年前に始まったばかりで、まだなかなか浸透していってないというのが実情かと思いま

す。 

 こういった部会ですとか調査会での先生方の御意見は、当然申請者の方には伝えて、なるべく

統一してくださいね、考えてくださいねということは言っているのですけれども、そういった外

国製品とのハーモナイズですとか、あとはＰＬ法の話がありますので、ちょっとなかなか難しい

ところかなというふうに感じていまして、このものについても、寄生虫に感染したものにこれを

打って死んじゃったから制限事項をしているということでは多分なくて、多分ＰＬ法といいます

か、そういう危険性があるから、こっちの会社は打たないように、でももう１つの会社はそこま

ではないだろうから慎重投与といった形で整理をしているのではないかなと思います。 

 そこら辺は、少し申請者に判断権というのですか、判断させるものを置かないと、なかなか動

いていかないのかなという気もいたします。 

【赤堀部会長】ただいまの小川先生の方からいただきました御指摘は、従来からいろんな先生方

が御指摘いただいて、事務局としても対応していこうということで順次対応はしてきている。し

かしながら、時間的な関係もあって十分対応しきれていないことは事実であります。 

 一方で、同じ製剤、あるいは類似の製剤であって、明らかに不適切な表現がある場合には、こ

れは調査会なり、部会で訂正させることはできると思いますが、その範疇なのか、あるいはまあ

まあそれぞれのメーカーがＰＬ法その他に基づいてこういう表現をしたいといっていることなの

かということの判断になろうかと思いますが。今、御説明いただきましたことからは、「極めて
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不適切な表現であるので訂正を必要とするというところまではいかない」のかなという気がする

のですが、小川先生、ただ今後のための表現として、「寄生虫に感染していないこと」という様

な、もう少し具体的な条件を明記した方がいいという御意見でしょうか。 

【小川委員】ニュアンスとしては、多分寄生虫に感染しているものというよりは、寄生虫病を発

症しているものとか、そういうようなことだと思うのですね。言い方の問題だと思いますけれど

も。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 それでは、これは今後の「表現」の課題とさせていただいてよろしいでしょうか。 

 ということで御了解いただいたということでお願いいたします。 

【事務局】ありがとうございました。 

【赤堀部会長】そのほか、委員の先生方から何か御質問、御意見等ございますか。 

それでは、動物用医薬品の再審査について御了承いただいたものとさせていただきます。 

 

            （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〉 

                 ①二酸化塩素 

 

【赤堀部会長】続きまして報告事項（３）ですけれども、動物用医薬品の再評価についてです。 

 事務局から御説明をお願いいたします。 

【事務局】赤い番号の９番の資料をお手元に御用意ください。 

 今回は、平成14年度の定期再評価の対象成分である二酸化塩素の安全性に係る情報といたしま

して、この９番の資料の４ページ目以降に添付させていただきました文献が出されました。 

 これを受けまして７月27日に開催された再評価調査会においてその評価を行いました。 

 それでは、１ページ目をお開きください。 

 まずは二酸化塩素の安全性に関する情報の大まかな概要を情報というところに示させていただ

きました。 

 ファットヘッドミノーというヒメハヤの１種を用いて二酸化塩素及びその副生成物である亜塩

素酸塩の毒性を調べたところ、0.13mg／Ｌの二酸化塩素で、12時間及びここはちょっと間違いか

と思います。48時間の薬浴後80％のえらに病変が認められたという文献報告です。 

 情報のもととなった文献、もう少し詳細な概要を３ページの方にとりまとめさせていただきま

した。 

 ３ページの下半分のところに【参考】としまして示させていただきましたが、日本国内で該当

する製剤といいますのは、三栄製薬株式会社のグリーンＦクリアーという鑑賞魚の白点病の治療
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薬のみです。 

 再び１ページ目に戻っていただきまして、二酸化塩素の製剤のグリーンＦクリアーの製造販売

業者からの本文献情報に対する意見を〈考慮事項〉のところにまとめさせていただきました。 

 まずは業者としましては、文献で用いられている二酸化塩素というのは、このグリーンＦクリ

アーの製剤の主成分である安定化二酸化塩素とは異なるというふうに考えております。安定化二

酸化塩素の場合は、酸性溶液に接触してから活性化され、遊離した二酸化塩素になる。それが有

効成分となるということです。 

 そのため、使用上の注意にも、使用上の注意を一部抜粋したのをその下に書いておりますが、

飼育水がｐＨ5.5以下の場合は使用しない旨の注意を示していることをあげております。 

 また、業者みずからの実験で確認したということなのですが、遊離した二酸化塩素は、製品で

２ｐｐｍ、使用濃度の水溶液では0.05ｐｐｍであって、文献で病変が見られたという濃度の半分

であるという意見が出されております。 

 また、もう１つ参考の方ですけれども、国内での二酸化塩素の一般的な利用というのは広く行

われておりまして、水道水、プール、温泉などの殺菌消毒の目的で使用が認められていまして、

米国では食品殺菌用にも認可されているというような背景がございます。 

 以上のことから、７月27日の調査会の審議結果といたしましては、１ページ下の方の対応のと

ころに示させていただきました。 

 すなわち現在、二酸化塩素を主剤とする製剤については、使用上の注意に、酸性溶液では使用

しない旨の注意が記載されており、過剰な遊離二酸化塩素は生じないと考えられるが、酸性溶液

で使用した場合に発生するリスクについては、使用者に対し、詳しい情報提供が必要であると考

えるため、使用上の注意【一般的注意】の４）については、「本製剤は、遊離した二酸化塩素に

よって魚のえらに変形などを起こす報告があり、ｐＨ5.5以下の飼育水では二酸化塩素が過剰に

遊離することから使用しないこと。また、ｐＨが確認できないときは、水（カルキを中和した水

道水）に取り替えてから投薬すること。」と変更するとともに、再評価指定はしないが、今後と

も関連情報の収集に努めることとする、とされました。 

 以上です。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 それでは、委員の先生から、特にと思われる御質問等がございましたらお願いいたします。 

【小川委員】ただいまの御説明と対応で、私は結構だと思います。 

 それでまずは文言についてちょっと意見を言わせていただきますが、対応のところなのですけ

れども、一番下の対応の５行目ですか、遊離した二酸化塩素によって魚のえらに変形などを起こ

すと書いてありますけれども、変形ではなくて、私もこの文献を読みましたけれども、肥大や癒

着ということで、変形とはちょっと違うと思います。 
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 それから、ちょっと前に戻りますけれども、情報のところの３行目の12と24は、御指摘のとお

りで、48時間で訂正するべきだと思います。 

 それから、３ページの表になってございますところは、ちょっと用語がおかしいのは、要旨の

４行目、第２段落の２行目の弁鰓の融合と書いてございますけれども、魚の方では弁鰓といわな

いで、ひっくり返して鰓弁といいます。融合ではなくて癒着ですね。というふうに用語を直して

いただければあと中身的にはそれで結構ではないかと思います。 

 以上です。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 それでは、今、小川委員の方から御指摘をいただきましたので、資料を整備するということで

よろしいでしょうか。 

【事務局】はい、整備させていただきます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 そのほか御質問等は。 

【山田委員】内容とは全然関係ないのですけれども、これは平成14年度の再評価スクリーニング

で2000年の文献、それが今ごろ出てくるというのだと５年のラグがあるのだけれども、もし今回

のようなのではなくて、本当に重要な情報であれば、これでは全く手遅れになると思うのですけ

れども、その辺はどうなっているのでしょうか。 

【事務局】そういった場合は至急で対応したいと思います。 

 今回の場合は、これ以降に同様の報告というのがございませんでしたので、とりあえず急ぎで

何かしなければというようなものではなかったのですけれども、大変対応がおくれておりまして

申しわけございません。 

【山田委員】通常５年ぐらいはかかると……。 

【事務局】いえ、そんなにかかっていては全然再評価になりませんので。 

【赤堀部会長】御指摘いただいたことは十分反省して、これから対応していきたいと御理解いた

だければと思います。 

【所長】再評価の仕組みが、臨時の再評価と定期再評価ということで、定期再評価は５年ごとで

す。今、ちょっと10年ごとということで期間を延ばしています。その間に重要な文献報告があれ

ば臨時再評価ということで、それについては、必要があればすぐに再評価調査会にかけるという、

そういう二本立てで動いていますので、定期的な部分がちょっと遅れているのは確かなのですけ

れども、申しわけございません。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 そのほか何かございますか。 

 それでは、いろいろ貴重な御指摘をいただきましたので、事務局の参考にさせていただきたい
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と思います。 

 それでは、御了承いただいものといたします。 

【事務局】ありがとうございます。 

 

          （４）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

【赤堀部会長】続きまして（４）の動物用医薬品の諮問・承認状況についてですが、事務局から

御説明をお願いいたします。 

【事務局】それでは、当日配布資料です。横のNo.12という１枚紙を御覧下さい。 

 いつも前回の部会から本日までの間に諮問したもの、それから、承認されたものの御報告をさ

せていただいております。 

 まず諮問状況ですけれども、今回は、この３カ月間の間に諮問をしたものはありませんので、

報告する事項はございません。 

 それから、承認状況でございますけれども、承認状況につきましては、まず生物関係が３つご

ざいます。１つはフェロバックスＦＩＶ ＦＤＡＨ、それから、その下のフェロバックスＦＩＶ、

これは同じ製品ですので一緒に御審議していただきました。３月６日の本部会で御審議していた

だきまして、６月20日に承認になっているものでございます。猫用のワクチンでございます。 

 それから、今度は豚コレラエライザキットⅡ、これは豚コレラの診断薬でございますけれども、

これにつきましては、６月15日の本部会で御報告させていただきまして、８月29日に承認になっ

てございます。 

 それから、今度は一般薬関係ですけれども、アンテック ビルコンＳ、これは消毒剤でござい

まして、新効能追加ということで踏込槽での消毒を追加したものでございます。６月15日の本部

会で御報告させていただいております。６月25日承認されてございます。 

 それから、裏側を見ていただきますと、今度はフォアガルドＣスポット、それから、フォアガ

ルド キャット スポット、これは同じ製品でございます。共同開発のものでございます。猫の

ノミの駆除のスポットオン製剤でございます。 

 これも６月15日の本部会で御審議していただきまして、８月１日に承認されているものでござ

います。 

 以上でございます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 御質問ございますでしょうか。 

 特にございませんか。 

 それでは、ただいまの御報告につきまして御了承いただいたものといたします。 
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Ⅲ）そ の 他 

（１）「徴候」等について 

 

【赤堀部会長】続きましてその他になりますが、事務局からお願いいたします。 

【事務局】続きましてその他、「徴候」等についてなんですけれども、今回、資料はございませ

んので、報告だけで説明させていただきます。 

 まず経緯と進捗状況について御説明します。 

 動物用医薬品に関する用語のうち、「症状」を「徴候」へ変更することについての是非は、調

査会及び部会において審議されてきたところですが、動物用生物学的製剤調査会の方から、権威

ある学会等に意見照会すべきとの意見が出されましたので、これを受けまして、部会といたしま

しては、社団法人日本獣医学会、社団法人日本動物用医薬品協会、社団法人日本獣医師会及び日

本トキシコロジー学会に、それから、事務局で判断させていただきましたが、全国動物薬品器材

協会あてに意見照会することになりました。 

 委員の先生方には事前に事務局作成の案文について御意見をいただいております。おおむね原

案でよろしいという旨の回答をいただいておりまして、細部を修正したものを案文として事務連

絡発出のための所内決裁をしているところでございます。 

 この意見照会につきましては、次回部会の１カ月前を提出締切りとしておりまして、各関係機

関からの意見をとりまとめ、事務局で整理した後に再度部会に報告し、今年度中には一定の方針

を決めたいと考えております。 

 ただし、依頼先において検討に時間を要する場合は、当部会への報告が遅れることをあらかじ

め御了承ください。 

 以上です。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 本件に関しまして、先生方で御質問、あるいは御意見等ございますでしょうか。 

 特にないようですので、事務局、そのように進めていただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

【事務局】ありがとうございます。 

【赤堀部会長】それでは、特に意見その他ございませんけれども、事務局から何かございますか。 

【事務局】特にございません。 

【赤堀部会長】後先になりましたけれども、委員の先生方で、その他で何か御発言等ございます

でしょうか。 

 特にないようですので、それでは、 後に次回の日程調整になりますか。これは事前に先生方
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の御都合をお伺いしていた件ですね。 

【事務局】はい。そうでございます。 

 それでは、事前の御連絡いただきましてどうもありがとうございました。 

 皆様から御連絡いただきました結果をまとめましたところ、部会長の出席が可能であり も多

くの委員が出席可能な日であります平成19年11月28日水曜日の午後の開催とさせていただきたい

と考えておりますが、いかがでしょうか。 

【赤堀部会長】全員の先生方、御出席ということはなかなか難しいことですので、一応この日程

でということにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 その他、何か事務局でございますか。審議事項とは別に。 

【事務局】それでは、資料の返送についてお願いということで連絡させていただきます。 

 調査・審議のために配布された医薬品等の承認審査に係る資料等の保管及び返還についてです

が、事前に配布しております審議のために配布される資料等の取扱いについてでもお願いをして

いるところですけれども、部会に出席される場合は、必要に応じて事前送付資料を事務局あてに

返送していただいておりましたが、欠席される場合でも、事務局あてに資料一式を返送すること

になっておりますので、御返却をお願いいたします。 

 また、過去の資料がお手元にあるという場合も、宅配便の着払いにて返送可能ですので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 これは御欠席の先生方もおられますので、何か別に御連絡をしておいていただくとありがたい

です。 

【事務局】はい。そうさせていただきます。 

 

５．閉    会 

 

○赤堀部会長 それでは、本日、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。 

 これで閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

 


