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１．開   会 

 

【赤堀部会長】定刻になりました。今日御出席予定の下田委員は御到着されておりませんが、本日

は井上委員、熊谷委員、谷口委員、和田委員から、御都合により欠席という御連絡をいただいて

おります。 

 従いまして、現時点では 18 名中 13 名の委員の出席を得ており、本部会の定足数を達しておりま

すので、ただいまから部会を開催させていただきたいと思います。 

 

２．動物医薬品検査所長挨拶 

 

【赤堀部会長】初めに、動物医薬品検査所長からご挨拶をお願いいたします。 

【動物医薬品検査所長】間もなく師走という時期ですけれども、今朝から冷え込んでいる状況で、

本日、皆様、お忙しい中を動物医薬品等部会に御出席いただきまして、ありがとうございます。 

  こういう寒い時期ということで、人の方ではインフルエンザがはやり始めているという状況下

でございます。新型インフルエンザにつきまして、こちらも注意しながら動いておりますけれど

も、動物の鳥インフルエンザにつきましては、これまでの防疫対策の経験を生かして、本省の方

で高病原性鳥インフルエンザに関する防疫指針を見直しております。今月７日からパブリックコ

メントということで改正案をお示しして、来月６日までの間に意見を募集し、その後、改正とい

う作業に入ろうかと伺っております。 

  また、新しい動きということで、国際的な鳥インフルエンザに関する協力ということで、動物

衛生研究所もタイとかで協力しておりますが、ＪＩＣＡのほうで、今年度から２年間の緊急案件

ということで、この 11 月からインドネシアにおける鳥インフルエンザに係るワクチン対策改善計

画がスタートしたばかりです。 

  インドネシアの技術協力に関しては、1984 年からインドネシアの動物医薬品検定計画、ワクチ

ンの品質管理あるいは一般薬・抗生物質の品質管理という観点から、インドネシアに動物医薬品

検査所を新しく設置して、そこでの技術協力をしてまいりました。こういう深い関係もございま

して、動物医薬品検査所から１名、この月曜日ですけれども、26 日から長期派遣職員として、向

こうに行ってもらっております。 

  具体的に、どういうことをやるかということで、過去、インドネシアの疾病診断センターを日

本が２カ所、無償協力で造っておりますけれども、そこに対して鳥インフルエンザの診断能力を

備えた検査施設に改築するということと、もう一カ所、日本の協力で新しい診断センターを設立

するということです。そこも当然インフルエンザの診断能力を備えた施設とすることになってお

ります。 

  今回の２年間の案件は、これら施設の診断能力に関して、インドネシア国の職員に対して、技
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術指導するための研修に対するお手伝い、あるいは現在、インドネシアでさまざまな鳥インフル

エンザのワクチンを使っている状況ですけれども、それが、より適した方法というか、そういう

ものを実地で検討することのお手伝いというような中身になっております。 

  このような形で、動物医薬品検査所も、これからインフルエンザに関する国際協力の中でお手

伝いしていくことになりましたので、簡単な状況をお知らせしておきます。 

  また、国内対策といたしましても、先ほどの防疫指針の話もありますけれども、動物医薬品検

査所で国家備蓄用の鳥インフルエンザワクチンの検査をすることになっており、今年度も２回に

わたり検査する予定ということで、既に１回分が終了して備蓄のほうに回っている状況です。 

  このような私たちの検査の活動を簡単に御紹介しておきます。 

  さて、７月 13 日から、前大石企画連絡室長が本省畜水産安全管理課に転出しまして、しばらく

の間、企画連絡室長不在の状況が続いておりました。前回の部会のときにも不在のままでござい

ましたけれども、この 16 日にようやく新しく小野が着任しましたので、ここで紹介させていただ

きます。 

【事務局】16 日付けで企画連絡室長を拝命いたしました小野でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  薬事関係は平成 15 年、16 年ごろ、関係をさせていただきましたので、抗菌調査会、残留調査

会、再評価調査会等でいろいろお世話になったかと思いますけれども、引き続きよろしくお願い

をいたしたいと思います。 

【動物医薬品検査所長】きょうは大変盛りだくさんの案件がございますので、簡単でございますけ

れども、これであいさつを終わらせていただきます。よろしく御審議、御指導をお願いします。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 

３．配布資料の確認 

 

【赤堀部会長】続きまして、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

【事務局】お手元に置かせていただきました配布資料一覧に沿って説明させていただきます。御用

意ください。 

  まず、当日配布資料といたしまして、黒い字で番号が振ってあります 11 番、動物用生物学的製

剤基準の一部改正について。12 番は１から３まで枝番がございます。いずれも使用規制に関する

省令の一部改正についてというものがございます。続きまして、13 番、動物用抗生物質医薬品基

準の一部改正についてというものがございます。14 番は横の紙に印刷してありますけれども、動

物用医薬品の諮問・承認状況について。15 番は動物用医薬品等部会議事次第、それから、出欠表、

座席表、次回の開催日を決めるためのカレンダーがございます。 

  配布資料一覧には記載しておりませんが、当日配布資料の 16 番として一枚紙がございます。こ
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ちらは本日御欠席の谷口委員からの質問等をまとめさせていただいたものでして、審議の中で使

わせていただきます。 

  配布資料一覧の下段になりますけれども、事前送付資料といたしまして、１番から 10 番まで赤

い数字で示してある資料がございます。 

  以上ですが、特にお手元に足りないもの等ございましたら、挙手いただければ用意させていた

だきます。 

【赤堀部会長】いかがでしょうか。資料が不足している先生方、おられましょうか。特にないよう

ですので、ありがとうございました。 

【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、このまま御審

議をよろしくお願いいたします。 

  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、議事に移らせていただきたいと思います。 

 

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 

 

【赤堀部会長】最初に、審議事項（１）でございますが、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、御審議をお願いしたいと思います。 

 

              ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

①ポーシリス STREPSUIS     （松研薬品工業株式会社） 

ポーシリス STREPSUIS「Ⅳ」（株式会社インターベット） 

 

【赤堀部会長】まず動物用生物学的製剤調査会関係でございます。①ポーシリス STREPSUIS 及びポ

ーシリス STREPSUIS「Ⅳ」の輸入承認等の可否及び再審査期間についてです。調査会座長の明石

先生から御説明をお願いいたします。 

【明石委員】それでは、説明いたします。 

  松研薬品工業株式会社及び株式会社インターベットから輸入承認申請されましたポーシリス

STREPSUIS は、ストレプトコッカス・スイスを有効成分とする豚用の不活化ワクチンであります。

本製剤は平成 19 年 10 月 31 日に開催されました動物用生物学的製剤調査会において事前の審議を
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終了し、本部会に上程されるものです。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品という

ことで６年となります。詳細につきましては事務局から説明があります。よろしくお願いします。 

【事務局】事前に配布させていただきました資料番号、赤の１番を御用意ください。たくさんタグ

があるのですけれども、申請書、松研薬品工業株式会社とありますタグをお開きください。 

  本剤は、松研薬品工業株式会社及び株式会社インターベットから、それぞれ輸入承認申請され

ましたポーシリス STREPSUIS 及びポーシリス STREPSUIS「Ⅳ」でございます。 

  本剤は、２ページ目の上段に示しますように、ストレプトコッカス・スイス P1/7 株（２型菌）

不活化全菌体抗原を主剤といたしまして、dl-α-トコフェロール酢酸をアジュバントとする豚用

の不活化ワクチンで、効能・効果は３ページの真ん中やや下になりますが、ストレプトコッカ

ス・スイス血清型２型菌の感染による豚のレンサ球菌症の発症の軽減でございます。このストレ

プトコッカス・スイスの血清型２型菌の不活化全菌体抗原を主剤とする豚用のワクチンは初めて

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。 

  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１とありますタグをお開きく

ださい。 

  この豚レンサ球菌症はストレプトコッカス・スイスにより引き起こされる豚の伝染性疾病でご

ざいまして、生後４から 12 週齢の子豚、特に離乳直後の６週齢ごろの子豚に多く発生が見られま

して、世界各国で発生が、もちろん日本でも全国的に発生が確認されているものでございます。 

  原因菌でありますストレプトコッカス・スイスには血清型が 35 存在するとされていますが、我

が国では、概 1-2 ページの表２、横になりますけれども、表２に示しますように、２型が最も多

く、また２型は病原性が強く合併症も多く、生産性阻害要因として重要な疾病となってございま

す。 

  その治療対策といたしましては、抗生物質の投与が一般的に行われていますが、概 1-3 ページ

の表３に示しますように、耐性菌が認められる状況でございます。また、このストレプトコッカ

ス・スイスは人獣共通感染症の病原体ということで、表４に示しますように、主に養豚場で働く

人や加工豚肉を取り扱う人での感染が報告されてございます。こうしたことから、本病のワクチ

ンによる予防が重要視されているということでございます。そこで、オランダのインターベッ

ト・インターナショナル社が開発いたしました本ワクチンを輸入すべく、本承認申請が提出され

たというところでございます。 

  概 1-5 ページをご覧ください。外国における承認、使用状況等でございます。表１に示します

ように、各国で承認されておりまして、イタリア、ポーランド、メキシコで販売実績があるよう

でございます。 

  続きまして、概要２のタグ、物理的・化学的試験の方でございます。本製造用株はイギリスで

髄膜炎を呈した豚から分離されまして、その後、継代されたというものでございます。 

 概 2-3 ページの下の方でございますが、製造用株の豚に対する病原性というものでございます。
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６週齢の子豚に本製造用株を噴霧攻撃しましたところ、５頭中３頭が髄膜炎を呈して、本株の豚

に対する病原性が確認されてございます。 

  続きまして、概 2-5 ページから製造方法に関する資料でございます。まず 2-3-1 で、製造用株

の増殖性について検討しましたところ、図１に示しますようなグロスカーブを呈しまして、生菌

数は培養時間○○○をピークとし、吸光度は次のページの図２に示しますように、○○○から○

○○で最高となって、以降はほとんど変動が見られませんでした。したがいまして、培養時間は

○○○から○○○となってございます。 

  次に 2-3-2、製造用株の不活化に関する検討でございます。不活化試験法として、トッド・ヒ

ューイットの寒天培地と液体培地で比較をしてございます。寒天培地のほうが感度がいいという

ことで、そちらを採用したということで、表８の上段を見ていただきますと、ホルマリン添加後

○○○で不活化されてございます。 

  このワクチンはオランダで製造されるものですけれども、ヨーロッパ・コミッションの指令に

おきまして、通常製造で使用される不活化期間は、適切と示される時間を少なくとも 33％を超え

るものでなければならないとされていることから、このものの不活化時間は○○○と設定されて

ございます。 

  概 2-11 ページから、規格及び検査方法の設定資料及び自家試験成績が記載されてございます。

概の 17 ページをご覧いただきますと、本ワクチンは豚用のものでございますが、力価試験を鶏を

用いて行うということで申請されてございます。 

  その理由といたしましては、概 2-26 ページの下から３行目に、鶏を力価試験に用いる根拠とし

て、ストレプトコッカス・スイスは人及び豚の IgG に結合する IgG 結合たんぱくを有しているこ

とから、哺乳類を用いた力価試験は検討しなかったとされてございます。これにつきましては、

生物学的製剤調査会で御議論がありましたので、後ほど詳しく御説明させていただきます。 

  続きまして、概要３のタグをお開きください。安定性に関する試験でございます。実生産のも

の３ロットにつきまして、２から 10℃の暗所に保存し、経時的にサンプルを抜き取り、規格及び

検査方法に従って試験を実施いたしました。その結果を概 3-2 と 3-3 の表にそれぞれ示してござ

います。本ワクチンは、製造後 36 カ月間は安定であるということが確認されてございます。した

がいまして、本ワクチンの有効期間は製造後３年間とするということで申請されてございます。 

  続きまして、概要７のタグをお開きください。安全性に関する試験でございます。これは日本

のガイドラインをカバーできるヨーロッパのガイドラインに従って実施された試験でございます。

２週齢の子豚 30 頭を 10 頭ずつ３群に分けまして、それぞれの群を１ドーズ投与群、２ドーズ投

与群、１ドーズを２回反復投与した群といたしまして、体温、臨床症状、局所反応を観察いたし

ました。 

  その結果、体温につきましては概 7-2 ページの表１と図１に示しますように、一時的な体温上

昇が認められましたが、翌日には正常に戻っております。臨床症状につきましては概 7-3 ページ
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の表２に示しますように、３段階のスコアで見ているのですが、各群いずれもスコア０、つまり

正常ということでございました。また、局所反応につきましても、表３に示しますように、局所

反応を示したものはございませんでした。 

  それから、１ドーズ単回接種した群のみ接種部位、つまり頚部筋肉の剖検を行って局所組織反

応とワクチンの残留を調べていますが、その結果が表にまとめられてございます。その結果、１

頭のみに、つまり 19 番の豚に注射部位に褐色の斑点が認められましたが、これは恐らくワクチン

によるものではなく、注射針による微小出血のためと考察されてございます。 

  以上のことから、本ワクチンの子豚に対する安全性が確認されてございます。 

  続きまして、概要８のタグをお開きください。薬理試験でございます。ここでは実際の攻撃試

験で有効性を判定しています。その判定基準が概 8-1 から 8-2 の表に示してございます。体温、

一般状態、関節症状、神経症状については、スコアをとりまして試験群と対照群との比較で判定

してございます。死亡は死亡率ということで評価をして、剖検では攻撃菌によるものと思われる

病変の発生率、菌分離は分離率で試験群と対照群とを比較して判定してございます。 

  血清学的検査ではワクチン２回目の注射後、２週目の抗体で判定してございます。そして、総

合判定として、各判定項目のうち、判定不能を除き、全項目で有効性が認められた場合を有効と

判定してございます。 

  まず、概 8-3 ページ、ワクチン注射豚の攻撃試験(1)ということですが、下の表をご覧いただき

たいのですけれども、３週齢と６週齢でワクチンを接種した群「３＋６週齢」と、２週齢と５週

齢でワクチンを接種した群「２＋５週齢」、これらを用意いたしまして、２回目ワクチン接種後、

８日後にストレプトコッカス・スイス２型で噴霧攻撃しましたところ、すべての項目で有効と判

定され、総合判定でも有効と判定されてございます。 

  また、概 8-6 ページからは、ワクチン注射豚の攻撃試験(2)ということで、今度は３週齢と６週

齢でワクチンを接種しまして、その２回目接種から２週後に、さっきは８日後だったのですけれ

ども、今度は２週後に噴霧攻撃した試験でございますが、その結果を表にまとめてございます。

これにつきましても、全項目で有効ということで、総合判定も有効とされてございます。 

  さらに、概 8-9 ページから、攻撃試験(3)ということで、今度は２週齢と５週齢でワクチンを接

種しまして、２回目接種から２週後に噴霧攻撃したという試験でございます。その結果も表にま

とめてございます。菌分離のみ判定不能ということでしたが、それ以外の項目は有効で、総合判

定も有効とされました。 

  以上の結果から、本ワクチンの有効性が確認されましたが、いわゆる完璧に効いたというワク

チンではなくて、ワクチン注射群においても何らかの症状を呈しているということから、本ワク

チンの効能・効果をストレプトコッカス・スイス血清型２型菌の感染により豚レンサ球菌症の発

症の軽減とさせていただいてございます。 

  最後に、概要 12 のタグをお開きください。臨床試験になります。国内４農場及び海外１農場の
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計５農場で臨床試験を実施してございます。概 12-18 ページに臨床試験の総括が記載されてござ

います。試験農場は表１に示しますとおりで、Ｓ農場以外の農場では、この豚レンサ球菌症の流

行が認められていたという状況でございました。 

  これらの農場におきまして、ワクチンの適用を予定している２週齢の子豚を用いまして、国内

の試験では試験ワクチン注射群、合計 223 頭、これにはワクチンを１ドーズ、対照群には、182

頭になりますが、注射用生理食塩液をそれぞれ頚部筋肉内に３週間隔で２回、注射いたしました。

また、海外の試験、Ｌ農場になりますけれども、試験ワクチン注射群が 552 頭、これにワクチン

１ドーズを２週間間隔で２回注射、対照群は、これも 552 頭ですけれども、これは無接種という

ことになってございます。 

  有効性の判定基準は概 12-20 ページに示しますように、先ほど薬理試験のところで言いました

有効性の判定基準に、薬理試験は室内になりますので、室内における試験条件と、臨床試験は野

外になりますので、野外における試験条件の違いを加味して、このように設定されたというもの

でございます。 

  その結果が概 12-28 ページの表 11 にまとめられてございます。総合評価におきましては、臨床

観察、菌分離、治療日数、抗菌剤の使用量及び使用日数、死亡率の５項目のうち、有効とされた

項目が１項目以上あった場合を有効といたしました。 

  その結果、Ｓ農場とＢ農場とＨ農場では、総合評価の判定項目にある５項目すべてが判定不能

ということで、総合評価は判定不能でございました。しかし、Ｏ農場では総合評価の判定項目の

うち、臨床観察、菌分離、死亡率の３項目が有効でございました。総合評価も有効となってござ

います。また、外国のＬ農場につきましては、死亡率が有効であったことから、総合評価も有効

となってございます。 

  以上のように、野外試験を実施した５農場のうち、総合評価で２農場が有効でありまして、本

ワクチンの有効性が確認されたというところでございます。 

  また、安全性につきましては、同じく概 12-28 ページの下に示します表の安全性判定基準に従

いまして評価いたしました。その結果を簡単にまとめたものは、概 12-33 ページの表 19 に簡単に

示してございます。実施された項目については、いずれも安全であると判定されて、本ワクチン

の子豚に対する安全性が確認されてございます。 

  最初に戻っていただいて、赤枠のタグの審議経過票をお開きください。７の欄に示しますよう

に、本申請につきましては平成 18 年７月 24 日、平成 19 年５月 24 日、平成 19 年 10 月 31 日と、

３回の生物調査会で御審議いただきました。 

  １回目の調査会の指摘事項は、１枚めくっていただきますと別紙１があるのですが、その三つ

目の丸に「本剤の品質管理上の有効性を的確に評価・担保するため、鶏以外の動物種（豚、マウ

スなどの実験動物）を用いたより特異性の高い免疫学的手法による試験系の確立等の可能性も含

めて適正な力価試験の再設定を検討すること」ということです。 
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  先ほどの概 2-35 ページに特異性の検討というのがあるのですが、要するに、株式会社インター

ベットが使っている鶏は Lohman 社由来のものですけれども、Lohman 社製ですと非特異が出ない

のですけれども、通常、我々が国家検定で使っているものは、日生研株式会社由来の鶏でして、

これですと、非特異が出る。こういう背景がありまして、豚なり、せめてマウスなりの実験動物

で力価試験ができないかということで、こういう指摘事項が調査会から出たわけでございます。

それに対しまして申請者は、別紙１の対応の三つ目の丸になるのですけれども、マウスでも豚で

もやってみたけど、だめでしたという回答をしてございます。 

  今度は２回目の調査会で、次のページの別紙２をご覧いただきたいのですけれども、どうして

も鶏を用いなければならないのかということならば、そこの丸印にありますように、試験前に各

個体の抗体価を測定して、十分に非特異反応の低い鶏個体を用いて力価試験を実施する。その際

に、免疫期間中の加齢、エージングによる非特異反応の上昇の有無についても確認するという指

摘が出されました。それに対して申請者は、日生研株式会社由来の SPF 鶏で、試験前に個体ごと

の抗体価を測定して、十分に非特異反応の低い鶏個体を用いることにより、日生研株式会社の鶏

を使った力価試験法を確立したと回答してきました。 

  それにあわせまして、申請書の４ページの一番下から力価試験が始まるのですけれども、実際

には申請書本体の５ページの 9.4.7.1.2 の試験動物の項目で、４週齢の日生研株式会社由来 SPF

鶏（付記６）20 羽を用いるとして、付記６を見ますと、13 ページになりますけれども、日生研株

式会社由来 SPF ということで、「日生研由来 SPF 鶏は、３週齢時で Streptococcus suis に対する

抗体価が 20 倍以下のもの」と規定されてございます。 

  これをもちまして、３回の調査会での御審議が終了いたしまして、承認を可として、本日、本

部会に上程させていただくものでございます。なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬

品ですので、６年とするところでございます。 

  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。 

  委員の先生から御質問、御意見等ございますでしょうか。いかがでしょうか。 

  明石先生、私からお尋ねするのも恐縮ですが、概要 12-27 ページの総合評価ですが、有効性の

判定のための評価項目として５項目あり、そのうちの１項目でも相当すれば有効であると判定し

たということでよろしいでしょうか。また、総合評価で５農場のうち２農場で有効性が確認され

たから、このワクチンは有効であるという。この有効性の評価について、もう少し御説明いただ

けると大変ありがたいのですが。 

【明石委員】本製剤は効果判定の非常に難しい製剤で、感染してワクチンを打っている群と打って

いない群で、有効性というか、野外調査をしたときにクリアカットに成績が出ないという微生物

です。そのために、その点も問題になったのですが、ワクチンを打っている群で、何らかの項目

で有効であれば、それは有効ととってもいいのではないかというのが全体的な意見でした。 
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  それはこの微生物そのものの性質なので、クリアカットに完全に効いたというデータを出して

こいと言っても、不可能という背景があったものですから、その点については、１項目でも有効

であれば、それはワクチンとして採用してもよろしいだろうというのが全体的な意見でした。 

【赤堀部会長】私の勝手な解釈ですけれども、そういう特性があるがゆえに、効能又は効果の中で

も発症の軽減という形にしたというふうに理解してよろしいでしょうか。 

【明石委員】はい。 

【赤堀部会長】わかりました。 

  合田先生。 

【合田委員】多分皆さんも思われているだろうと思うのですけれども、今、座長が言われたところ

で、概要 12-27 ページで、Ｈの方は判定不能ってやっていますけれども、結果は逆なのですね。

この結果を見ただけでは、逆に危ないということになっちゃうのですね。だから、２勝３引き分

けでなくて、２勝１敗なのですね、結果としては。だから、これでいいのかなというのは皆さん、

お思いになっているのではないですか。 

  理由のところで、Ｂ農場の理由は確かにわかるのです。菌分離を実施できず、死亡原因が確定

できなかった云々という話は、判定不能だということはわかるのですが、Ｈの農場について、少

なくとも判定不能と書いて、この理由でいいのかなとは思ったのですね。 

  だから、動物用医薬品はこういう意味なのかと、いつも逆に思うのですね。もう一回やって、

せめて３勝１敗にしてほしいなという感じがします。 

【赤堀部会長】事務局、いかがでしょうか。 

【事務局】事務局といたしましても、５戦全勝のワクチンのほうがもちろんいいのですけれども、

臨床試験の場合はガイドラインで２カ所、60 頭やってくればいいですよというのがございます。

通常、２カ所やってくる。この場合ですと、海外のデータがありますから、国内１カ所、オラン

ダの海外１カ所で申請してくるのですけれども、申請者は国内４カ所やって申請してきた。 

  そもそもこのワクチンの有効性をはっきりデータとして掌握するには、それなりの数を当たる

という言い方があれですけれども、それなりにトライしなければならないだろうということで、

４カ所で臨床試験をやってきたのだろうと思います。 

  それなりの有効性があるものならば、４カ所全部で有効性が評価できなければならないという

ことになるのでしょうけれども、先ほど明石座長からもお話がありましたように、ストレプトコ

ッカス・スイスという疾病の特性もありまして、ワクチン自体も通常の不活化ワクチンというこ

とですので、それほど劇的な効果も期待できないだろうということで、実際、臨床試験の結果が

こういう結果になったのだろうと理解しております。 

  ５カ所やって、５カ所とも効かなければ有効性がないというふうに判断するのか、４勝１敗な

らいいのか、３勝２敗となると、だんだんウーンと悩ましいところになってくるのですけれども、

そこは、このワクチンのポテンシャルからうたえる効能・効果が発症の軽減というところに鑑み
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まして、今回、２カ所で有効ならば差し支えないだろうと事務局も調査会も御判断していただい

たのだというふうに理解をしてございます。 

【赤堀部会長】合田委員の質問に対する答えとしてはちょっとずれているかなという気がするので

すが、どうでしょうか。 

【明石委員】事務局が説明したとおりですけれども、単独で非常に病原性の強い疾病に対するワク

チンというのは、有効の判定が非常に簡単です。 

  ただ、複合病になりますと、実験していないで試験を組んでいるときには有効をかなり担保で

きるのですが、野外に出すと、それこそいろんなものがまじっていますので、例えば５回やった

ときに５回とも有効であると判定してこいと言っても、恐らく無理ですね。 

  その点、事務局が言った試験で三つ有効と判定されればいいのか、四つでいいのか、五つ全部

でなければいけないのか、それは非常に難しい話で、そこまで議論する科学的な論拠を我々は持

っていなかったものですから、安全であって、なおかつ、ある程度有効であるものについては、

ワクチンとして承認してもいいだろうというのが生物調査会での意見でした。 

【赤堀部会長】合田委員からの質問のニュアンスは、試験をしてみまして、有効のあったものは有

効と判定する、有効が出てこなかったものは判定不能にしてしまったと、それは無効じゃないか

ということですけれども、違いますか。 

【合田委員】わざと判定不能としているような気がしたのですね。判定不能の理由がないですよね。

統計的に見たら、逆に悪くしているって見えますよね。例数が少ないので言えないかもしれない

のですけれども、多分大丈夫だと思います。７対４だったら、逆に症例が悪化なのですね。副作

用が強くて悪化していると普通は見るかもしれないのですよね。それに対する説明がないので、

すごく気にはなりますね。 

  １と２のばらつきというのはいいのですけれども、７と４のばらつきをどう考えていらっしゃ

るか。こういうデータに対してどうするのかなと思うのです。ただ、動物であることと、実際に

コントロールされたところでやっていないので、このぐらいの差が出るのは、このぐらいのとこ

ろは日常的に当たり前ですよという話なのかもしれないのですけれども、もしも実際に購入され

るときに、こういう結果が出るということがわかっていたら、薬じゃないような気がするのです

ね。そこが大丈夫かなという気がします。ここが７：４じゃなくて、例えば２：１とか、逆に対

照の死亡率が少し大きいところがあったって全然気にならないのですけれども、試験群のほうが

死亡例は多いですよね。 

【下田委員】死亡率だけ見るとそうなのですけれども、菌分離のところを見ると、死んだ７頭中１

頭だけから、この菌が分離されている。それに対して、対照のほうは４頭死んでいますけれども、

１頭分離されている。ですから、恐らく５頭はほかの原因で死亡したのではないかと考えたほう

がいいと思うのです。そうすると、決して悪い方向へ行っているわけではないと思うのです。 

【赤堀部会長】そうしますと、効果の判定が不能であるという理由が明確になっているというふう



- 11 - 

に理解してよろしいわけですね。 

【下田委員】そういうことです。 

【赤堀部会長】合田委員、よろしいでしょうか。 

【合田委員】菌分離を一番の理由にされるということで判断されるのだったら、そうだと思います。 

 たしか、病院へ持っていっても、豚が腐敗していてだめだとか、いろんなものがいっぱいあって、

そういうので逃げているのではないかなという気がすごくしたりするので、気になるんですね。

恣意的にやろうと思ったらできちゃうのですよ。ただし、正直にやられてそうなのだったら、何

も問題はないかなというのが感想なのです。 

【赤堀部会長】貴重な御意見、ありがとうございました。 

  そのほか、委員の先生方で御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  特になければ、事務局案を了承したことにさせていただいてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

【赤堀部会長】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。 

  本剤につきましては、承認を可といたしまして、薬事分科会に報告させていただきます。なお、

再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬品ということで、６年間とさせていただきます。 

  お手元の当日配布資料の No.16 をご覧ください。議論が白熱していたので、忘れておりました。

本日は御欠席の谷口委員から、御質問というか、意見があったものでございます。今、御審議い

ただきましたポーシリス STREPSUIS について、①から⑤ということで御指摘を受けてございます。 

  まず①でございます。概 1-6 ページですけども、有効期間がイタリアでは 24 カ月、今回の 10

倍量のものでは２年９カ月の根拠はということで、申請からきょうまで結構時間がたっています

ので、申請した時点では２年９カ月だったのですけれども、それからデータがプラスされてきて

いるので、今は製造後３年が正しいことになります。ですから、この票も有効期間のところは、

「本剤については製造後３年間」というふうに修正させていただきます。 

  ②の概 1-7 ページ、４の適用上の注意で、「使用時にワクチンを室温に戻すこと」は、「使用

時までにはワクチンが室温に戻っていること」のほうが丁寧ではということです。 

  使用上の注意については、基本的にメーカーがユーザーなり獣医師なりに、こういうふうにし

てくださいというニュアンスのものがほとんどですので、「戻っていること」というと客観的な

感じがございますので、「室温に戻すこと」というほうがいいのではないかなと。使用上の注意

の記載例も、「何℃に戻すこと」という記載例がございますので、これはこのままにさせていた

だきたいと思います。 

  それから、③、概 2-7、「モルモットの腹腔内５mL 注射において７日目で体重が回復しなかっ

た個体の原因は何か。体重が軽いモルモットでは接種後の体重の回復が遅い傾向にあると考えて

よいか」ということで、これは概 2-7 ページになっていますけれども、恐らく表 27 の間違いだと
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思います。表 27 は概 2-24 ページになります。 

  概 2-24 ページの表 27 を見ますと、モルモットで７日目に体重が戻っていないものがございま

す。それについては、ちょっと戻っていただいて、概 2-19 ページに申請者が考察を書いてござい

ます。下から 10 行目ぐらいからです。 

  最初の試験で体重が戻らないものがあったので、もう一回、再試験をしてみました。そうしま

したら、７日目はだめだったけど、８日目にはちゃんと体重が戻りました。したがって、異常毒

性否定試験なんですけれども、体重測定を、７日目ではなくて８日目にするというふうにしたと

なってございます。異常毒性否定試験は動生剤基準の一般試験法に規定されてございますが、承

認されたものは、その日にち、つまり８日目なら８日目で判定しても差し支えないとなってござ

います。 

  今度は、④の概 7-1 ページです。「２週齢の豚にワクチン注射４、24 及び 48 時間後に粘着性

軟便を認めているが、これがワクチンによるものではなく飼料によるとした根拠は」ということ

です。これは前々回の本部会でも御議論になったんですけれども、そのとき、ポーシリス

Begonia という製品だったと思うんですが、子豚にワクチンを打ったときに、同じように軟便な

りが認められていると。 

  そのときの御議論では、こういった若齢豚は、えさが変わったり、環境が変わったりというこ

とで軟便を呈したりということがしばしば見られるということで、それをもってしてワクチンに

問題があるということにはならないのではないかという議論がございました。したがいまして、

これも同じような理由で、そういったことで軟便が認められたのではないかと解釈できると思い

ます。 

  最後の⑤は誤記でございますので、事務局から申請者に修正するように伝えます。 

 以上でございます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。進行係として、大変失礼いたしました。 

  改めて、ポーシリス STREPSUIS、ポーシリス STREPSUIS「Ⅳ」につきまして、谷口委員からの御

指摘があって一部資料を整備するということになりますが、資料の整備を条件に事務局案を了承

したこととさせていただきたいと思います。 

 

②“京都微研„ ポールセーバーＳＥ／ＳＴ（株式会社微生物化学研究所） 

 

【赤堀部会長】続きまして、②になりますが、“京都微研„ ポールセーバーＳＥ／ＳＴの製造販売

承認等の可否及び再審査期間についてです。調査会座長の明石先生から御説明をお願いいたしま

す。 

【明石委員】“京都微研„ ポールセーバーＳＥ／ＳＴは株式会社微生物化学研究所から製造販売承

認申請されましたサルモネラ・エンテリティディス及びサルモネラ・ティフィムリウムを有効成
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分とする鶏用の不活化ワクチンであります。本製剤は平成 19 年 10 月 31 日に開催されました動物

用生物学的製剤調査会において事前の審議を終了し、本部会に上程されるものです。詳細につき

ましては、事務局から説明があります。 

【赤堀部会長】事務局、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資料番号赤の No.２を御用意ください。申請書とあり

ますタグをお開きいただき、申請書の２ページをお開きください。 

  本製剤は株式会社微生物化学研究所から製造販売承認されましたポールセーバーＳＥ／ＳＴで

ございます。本製剤はサルモネラ・エンテリティディスＮＴ991 株及びサルモネラ・ティフィム

リウムＡ723 株をワクチン株とし、アジュバントとして、水酸化アルミニウムゲルを含有する鶏

用の不活化ワクチンで、効能・効果は申請書４ページをご覧ください。 

  ８番、中ほどにございます種鶏及び採卵鶏の腸管におけるサルモネラ・エンテリティディス

（以下は「ＳＥ」とさせていただきます）、及びサルモネラ・ティフィムリウム（以下は「Ｓ

Ｔ」とさせていただきます）の定着の軽減でございます。 

  ＳＥ及びＳＴを主剤とし、同様の効能・効果を示す不活化ワクチンは既に１製剤、承認されて

おりますが、そのものは軽質流動パラフィン、つまり油性アジュバントの製剤でございます。 

  本製剤は、アジュバントとしまして、水酸化アルミニウムゲルを含むもので、水酸化アルミニ

ウムゲルのアジュバントとするものは初めてでございますので、新剤型動物用医薬品として御審

議をお願いいたします。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１ペー

ジをお開きください。 

  鶏のサルモネラ症は主に幼雛の敗血性の疾病であり、成鶏ではほぼ症状を示さず、感染後、無

症状で耐過します。耐過した鶏は保菌鶏となり、これらが産出する汚染卵を原因とする人の食中

毒が食品衛生上、問題となっております。概要の２ページ、表１をご覧ください。人での食中毒

の原因物質であるサルモネラによる食中毒は、このように上位を占めております。 

  また、概要の１ページに戻っていただきまして、４行目、後ろの方に記載がございますように、

食中毒で原因となったサルモネラの血清型は、平成 15 年より過去 15 年間の集計では約半数がＳ

Ｅによるもので、ついでＳＴとなっております。日本におきまして、養鶏場によるサルモネラ対

策の一つとしまして、鶏のサルモネラ不活化ワクチンが平成 10 年に承認され、現在、利用されて

おります。 

  概要の６ページをお開きください。見開きになっておりますが、こちらが国内で既に承認され

ております鶏サルモネラ不活化ワクチンと本申請製剤となります。一番左が本申請製剤です。そ

の隣に記載がございますのが、ＳＥ及びＳＴを主剤とし、同様の効能・効果を示す不活化ワクチ

ンのオイルバックスＳＥＴで、平成 16 年に既に承認されております。 

  オイルバックスＳＥＴは、アジュバントとして軽質流動パラフィン、つまり油性アジュバント

を使用しており、注射量が 0.5mL となっております。そのため、ワクチンの注射後、注射部位に
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おける異物が消失するまでの期間は、こちらの一般的注意の(4)にございますように 44 週間。本

剤は、出荷前 44 週間は注射しないこととなっております。 

  本剤の開発の意義といたしましては、既承認製剤と比較して、注射時のストレスを軽減するた

めに、その注射量を１羽当たり 0.25mL とし、アジュバントの残留期間を短くするために水酸化ア

ルミニウムゲルをアジュバントとしていることにございます。 

  続きまして、本製剤の製造用株について御説明させていただきます。物理的・化学的試験の資

料になります。概要の 10 ページをご覧ください。2.1.1 にございますように、サルモネラ症を呈

した鶏の卵巣から分離したＳＥ ＮＴ991 株と、下段 2.1.2 にございますように、鶏の糞便から

分離したＳＴ Ａ723 株を製造用株として用いております。 

  概要の 13 ページをご覧ください。ＳＥの病原性につきましては白色下痢を示しましたが、７日

後の剖検で各臓器に異常は認められませんでした。ただ、肝臓、脾臓、盲腸内容からの菌が回収

されております。ＳＴにつきましても、概要 15 ページをご覧ください。同様に白色の下痢が認め

られ、菌が回収されております。 

  概要の 16 ページをご覧ください。製造用培地を検討するための資料となります。生体内で細菌

が増殖する際には、鉄の取り込みの際に利用する外膜たんぱく、アイロン・レギューレーター・

アウター・メンブラン・プロティン（ＩＲＯＭＰｓ）が発現されていることが報告されておりま

す。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○。 

  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。 

  概要の 24 ページからは規格及び検査方法の設定資料及び自家試験成績が記載されております。 

  概要の 26 ページをお開きください。力価試験の設定についてですが、ＳＥ、ＳＴそれぞれの精

製べん毛抗原を用いたＥＬＩＳＡで、ＳＥ、ＳＴそれぞれの免疫血清について測定した結果、表

2.8.2.1 でございますように、ＳＥ、ＳＴそれぞれに特異的に抗体を測定できることが明らかに

なりましたので、このＥＬＩＳＡを力価試験として活用しております。 

  続きまして、安定性試験でございます。概要の 35 ページをご覧ください。試験に用いました試

作ワクチン２ロットにつきましては 33 カ月、１ロットにつきましては 30 カ月の保存をして安定

性を調べましたところ、表 5.1.1 及び表 5.1.2 に示しますように、いずれのロットにおきまして

も、すべて規格及び検査方法の試験項目に適合しており、製造後 30 カ月が安定であることが確認

されました。 

  続きまして、安全性試験についてです。概要 37 ページをお開きください。ＧＬＰ適用で実施さ

れた安全性試験におきまして、用法に従い、常用量及び 10 倍量を注射し観察したところ、常用量

では全身性の影響は認められませんでした。また、10 倍量の投与では注射後に食欲不振及び元気
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消失が認められましたが、いずれも一過性の変化でした。 

  注射部位におきましては、常用量、10 倍量群とも臨床観察で熱感、腫腸、疼痛を避けるためだ

と考えられる片足による起立が認められましたが、熱感、片足による起立は翌日には消失し、腫

腸は、常用量では２日後、10 倍量では４～６日までに消失されました。 

  注射部位での剖検につきましては、常用量群において注射後４週の注射部位筋肉内に混濁した

黄色部が認められ、８週では１例のみ黄色部が残存しておりましたが、注射後 12 及び 16 週では

変化が認められませんでした。このことから、使用上の注意の一般的注意に、12 週間で変化が認

められなかったということから、食鳥処理場出荷前 12 週間は使用しないことという出荷制限の記

載となっております。 

  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。 

  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○。 

  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○。そこで、本剤の１用量中の規定抗原量は、不活化後、総菌

数で１×10 の９乗個以上含有することとされております。 

  最後に臨床試験になります。概要の 49 ページをお開きください。表 14.1.1 にございますよう

に、臨床試験を○○県と○○県の２カ所で行い、本製剤の有効性及び安全性について試験をして

おります。 

  安全性につきましては、○○県での症例１の成績は 14.1.2 ですが、試験群に一過性の元気、食

欲の低下、跛行、注射局所の反応が認められましたが、陰性対照群に有意差は認められませんで

した。また、表には示しておりませんが、注射後２週以降には、その臨床症状は観察されており

ません。 

  概要 50 ページの表 14.1.3 には育成率・生存率の成績、図 14.1.1 は体重測定の成績、図

14.1.2 は産卵率の成績を示しておりますが、いずれも試験群と対照群で有意差が認められません

でした。 

  ○○県での症例２の試験では、概要 52 ページにございますように、表 14.1.4 に臨床観察成績

を示しておりますが、試験群に一過性の元気、食欲の低下が認められましたが、対照群との有意

差は認められず、こちらも表には示しておりませんが、注射後２週以降には本剤に起因する臨床

症状は認められませんでした。また、表 14.1.5 には育成率・生存率の成績を、図 14.1.6 には体
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重測定成績、図 14.1.7 は産卵率の成績を示しておりますが、いずれも試験群と対照群で有意差が

認められませんでした。 

  次に、有効性につきまして。○○県の症例１につきましては、概要 51 ページにございます図

14.1.3 及び図 14.1.4 で抗体測定の成績、図 14.1.5 で攻撃試験の成績を示しております。 

 また、○○県におきましては、症例２ですが、概要 54 ページ、図 14.1.8 及び図 14.1.9 で抗体価

測定の成績、図 14.1.10 で攻撃試験での成績を示しておりますが、抗体価においては試験群と対

照群に有意差があり、また菌の回収試験におきましても試験群と対照群に有意差が認められまし

た。 

  以上のことから、本剤の臨床試験におきまして、安全性と有効性が確認されました。 

  最初に戻っていただきまして、表紙をめくっていただきますと、審議経過票がございます。そ

ちらをご覧ください。 

  審議経過票の７番の欄に示しますように、本申請につきましては平成 19 年 10 月 31 日の動物用

生物学的製剤調査会で御審議をいただきまして、事前の調査、審議を終了し、本部会に上程して

差し支えない。なお再審査期間は新剤型動物用医薬品ということで、６年とされております。 

  以上でございます。御審議のほど、何とぞ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。 

 委員の先生方から御質問、御指摘等ございますでしょうか。いかがでしょうか。 

  また、私から恐縮ですけれども、有効性の判定に……。例えば審議経過票の２ページをご覧い

ただければと思います。鶏に対する注意、１番の制限事項の中で(3)に「日常の衛生管理を徹底し、

他のサルモネラ対策も合せて実施すること」ということで、これも結果に影響する要因であると

すると、衛生管理を良くしただけ、そのときはどうなったのか。衛生管理を良くしてワクチン接

種した群ではどうなったかということの比較データが欲しいかなと。すなわち、ワクチン接種し

なくても、衛生管理をすれば発症は起きてきませんよという可能性は非常に大きいわけですね。 

  一番大事なのは衛生管理だと思うのですけれども、これを必要条件としてこのワクチンの効果

に求めたということの妥当性といいますか、その辺のところの議論はありましたでしょうか。 

【明石委員】サルモネラは、事務局が説明しましたように、成鶏ではほとんど症状を現わさない食

中毒の原因菌です。もちろん汚染率の高い農場、低い養鶏場とあるのですが、かなりの率で浸潤

しています。だから、そこで衛生管理を徹底するという話になりますと、非常に難しいだろう。

どうすれば衛生管理が徹底できるのかというのは、これを評価するというのは非常に難しいかな

と思います。 

  先行の製剤がありましたものですから、それとの比較と、菌の定着を本当に抑えることができ

るか、その２点について審議しました。 

  先行の製剤はオイルアジュバントワクチンですので、これに対しては水酸化アルミニウムゲル

の方が残留性も少ないし、しかも同等の有効性を持っているので、それはいいだろうと。 
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  もう一つ、菌をどれだけ抑えるかということに対しては、先ほど説明がありましたように、ガ

クンと落ちるわけではないのですね。ただ、統計処理をすると有効。それをどう評価するかなん

ですが、既存の製剤と比べても、それほど差がないということで、それでしたら、承認してもい

いのではないかというのが生物調査会での意見でした。 

【赤堀部会長】そうしますと、衛生管理を全くしなくても、ワクチンを接種すれば効くのか、ある

いは、ある程度のレベルまでの衛生管理をしないと効かないのか。衛生管理をしないと効かない

から注意事項に書かれたと思うのですが、その辺のところの兼ね合いといいますか、どういうふ

うに考えればよろしいのでしょうか。 

【吉川委員】衛生管理をちゃんとやるということが前提の上で、ワクチン接種によって、持ってい

るなら菌の低減を図れということであって、このワクチンを打てば、衛生管理はどうでも、サル

モネラは何となくなるぞという問題ではないということをちゃんと理解してくれという意味だと

思います。 

【赤堀部会長】この種のワクチンで衛生管理はちゃんとしなさいという注意事項に出てきたのは、

これが初めてではないですか。 

【事務局】いえ、前のオイルバックスＳＥＴ…… 

【赤堀部会長】そうですか、わかりました。 

  もう一点、ＳＴとＳＥの抗体価が上がったということと、そのことが鶏の腸管においてＳＴ、

ＳＥの定着が軽減したということ、これは証明されておるのでしょうか。それが証明されている

から、抗体価が上がったことでもって効果があると判定したのだということになろうかと思うの

ですが。 

【事務局】どちらかといいますと、抗体価の上昇は補足的に有効性を判断する材料としていると考

えていただいた方がいいと思います。個別に確認したものでは、最小有効抗体価と、そのチャレ

ンジについては、最小有効抗体価がこれだけあれば明確に防御するといった成績は出されており

ません。 

【赤堀部会長】進行係だけ質問するのも変ですので、山田先生。 

【山田委員】戻っていいですか。 

  先行の製剤の一覧表を見ると、この間も言い忘れたのだけれども、すべての製剤で日常の衛生

管理を求めていない。書いてあるやつもあるのだけれども、書いてない製剤もあるような気がす

るのですね。そうであれば、調査会のときにも疑問を呈したように、公衆衛生上、どこまで下げ

ればいいのかよくわからないので、ワクチンによって下げて、さらに日常の衛生管理でも菌の定

着を避けるのだということは、すべての製剤にきちんと明記すべきではないかと思います。 

【事務局】わかりました。レイヤーミューンＳＥ等には記載がありますが、ない製剤もございます

ので、先生のおっしゃるとおり、申請者に連絡させていただきます。確かにワクチンだけで完全

にフリーになる製剤ではないと考えられますので、そういった対応をさせていただきたいと思い
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ます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 そのほか、委員の先生で御質問、御意見等ございますでしょうか。 

【吉川委員】今の質問で、菌の用量に関しても、審議会では特に公衆衛生上の目標は一体何なのだ

という議論もあって、引き続き、薬事審議会とは別途に公衆衛生の審議会のほうにあるので、長

期的にはそういう視点で生物製剤の判定に使えるような格好での研究結果を出してくださいとい

うことはお願いしたのですね。 

  それから、抗体価と回収菌数に関しては、確かに言われたとおり、１対１対応にはないけれど

も、概-42 と 43 に書いてあるように、ＳＴのほうは多少なりともＥＬＩＳＡ抗体価が高ければ定

着菌数は低くなるという傾向のレスポンスは読めるけれども、ＳＥのほうはかなりうがって見な

いと、直接の関係があるようには見えないけれども、実際の 10 の９乗でチャレンジしたので、

Student’s ｔ テストで差が出るというので、これに関しては結構議論をしました。 

  要するに、統計的に有意差が出ればそれでいいのか、そういう問題じゃないだろうというので、

先ほど言ったように、別途の研究会に、判定基準に使えるような考え方を提案してくださいとい

うことで、一応この審議は終えたのです。 

【赤堀部会長】一番気になっておりますのは、動物薬というのは、その程度かというのが一番困る

なということで、すなわち、本当に効果があるという客観的な評価、サイエンティフィックに評

価したいということが大事だと思うのです。 

  例えば、統計学的に Student’s t 検定を使われたと言いますけれども、水準が幾つかありま

すね。なぜ Student’s ｔ 検定を用いたのか。用いる統計手法が妥当でない場合、結果的に、統

計処理をして有意差があると判断してもそうでない誤りに結びつくことになります。統計学的に

有意差があると判断しておいて、それを無視しましょうということだったら、何のために統計処

理したのかということにもなってきます。また、有効であるという判定根拠を何に求めるかとい

うことは明確にしておくことが重要です。 

【吉川委員】そうですね。実際のリスク分析に関しては、サルモネラ・エンテリティディスは、コ

ーデックスを含めて、どのくらいの菌数で食に入ったとき、それぞれの個体の暴露でどのくらい

というデータは、国際的にはかなり何度もやられていると思うのですね。 

  だから、本当を言えば、そっちの下流から見ていったものに対して、これがどのくらいの最終

菌量としての有効性を持つのかという格好になるのが筋だと思うのです。 

  そういう議論をしたのですけれども、従来の医薬品に関して、統計的有意差で差があればいい

というものを基準にしてきたので、この薬だけ原点に返って、全く変えるというのもならないだ

ろうというので、研究班にもう少し明確な答えをくださいという格好になったのです。 

【山田委員】この効能・効果が菌の定着を減ずるということなので、そういう意味で言えば、有意

に抑えている。有意で抑えられたレベルが、本来の目的である公衆衛生に帰するというところが
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どういうふうに反映されているかというところは全くないのですね。 

  だから、そこのところは、効能・効果としては合格というか、承認しないわけにはいかないの

ですけれども、承認した製剤が本来の目的を達成できる製剤かどうかということに関する検証を

ちゃんとする必要があるということだと思います。 

【赤堀部会長】それらのことは調査会で十分議論されて、今後に反映されると理解してよろしいで

しょうか。 

  ということで、委員の先生方、これに関しまして、あるいは、そのほかでも結構ですが、何か

御質問、御意見等ございますでしょうか。 

【合田委員】谷口先生のにも書かれているのですけれども、食鳥処理場出荷前 12 週間は使用しない

ことというのが、これでよいかどうかということは、私、わからないのですけれども、16 週間と

いう考え方もあるのかなと思いながらデータを先ほど見ていたのです。 

【赤堀部会長】ほかの先生方の御意見がなければ、谷口先生の御指摘に対して事務局から回答いた

だこうと思っておりましたが、お願いできますか。 

【事務局】谷口先生からの御意見、３番目にもございますように、「16 週後にも肉芽腫様病変が散

発されているが、このようなものが可食されて良いのか」という御意見につきまして、谷口先生

及び合田先生がおっしゃるように、安全性試験のほうでは、12 週で肉眼的な黄色部は確認されな

くなり、16 週では散発的に肉芽腫病変が確認されているということになっております。 

  本製剤と同様の水酸化アルミニウムゲルを含みます製剤につきまして、牛用マンヘミアヘモリ

ティカ１型不活化ワクチンというものがございますが、この製剤につきましては以前、食品安全

委員会で食品影響評価がされておりまして、その際に、アルミニウムゲルについて評価がされて

おりまして、アルミについては１週間当たりの接種許容量は７mL／kg 体重であると報告されてお

り、毒性学的には本成分の安全性は非常に高いこと、また国内で医薬品として使用実績があるこ

とからも、使用制限期間後に病理組織学的検査により接種部位に局所反応が見られても、アジュ

バントの消失が肉眼的に確認される場合においては、当該ワクチンが適切に使用される限り、含

有成分の接種による健康影響評価は無視されるという評価がされております。 

  以上のことからも、今回、同様のアジュバントを使用しております本製剤につきまして、病理

組織像で、再生像である肉芽腫様病変が観察されても、肉眼において局所反応が認められなくな

る 12 週間を使用制限期間とすることで問題がないのではないかと事務局の方では考えております。 

【赤堀部会長】合田先生、事務局の今の説明でいかがでしょうか。 

【合田委員】それでいいのか何かがよくわからないのですけれども、気になったのは、サルモネラ

そのものは不活化されているから、そのことについて気にする必要ないから、基本的にはアジュ

バントのことについて考えるべきという考え方ですね。 

【事務局】そうです。 

【合田委員】わかりました。 
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【赤堀部会長】そのほかの谷口委員からの御指摘について、御説明、答えをお願いいたします。 

【事務局】そのほか、谷口先生から、お配りいたしました資料のように、１番目に、「今回の製品

の売りは「注射量を１羽分 0.25mL とし、鶏へのストレス軽減、注射部位の残留期間の短縮をねら

ったワクチン」であるが、既存のものとの効果の差異は」ということです。 

  先ほどの議論にもございましたが、オイルバックスＳＥＴは既承認製剤としてございます。出

荷制限期間のほうは、オイルバックスＳＥＴが 44 週であるのに対し、本製剤は 12 週となってお

りまして、直接薬理試験において、薬理試験で本製剤とオイルバックスＳＥＴを比較しておいた

試験成績はございませんが、オイルバックスＳＥＴの申請書への成績等からも、免疫獲得時期は

同様の２週間であり、持続期間も同じく 12 カ月となっておりますことから、また試験方法につい

ても同様のチャレンジによる菌回収試験で有意差が認められるということで判定しております。 

 ですので、本製剤において直接の比較はしておりませんが、薬理試験においてＳＥ、ＳＴの定着

軽減は認められていることから、本剤の効能・効果について問題はないものと考えております。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

  よろしいでしょうか。 

  そのほか、特に御質問、御意見等なければ……。 

【事務局】谷口先生、②の御質問がございました。「病原性の高いサルモネラ菌株を用いた理由

は」ということがございます。 

  これにつきましては、概要-11 ページにございますように、今回、そ嚢に投与した後、肝臓、

脾臓等から多く回収された菌株を病原性が高いと予想される株として、製造用株として選定して

おります。 

  このように各臓器に定着する株は、この菌が保菌鶏となり、食中毒の問題となる株であるとい

うことが考えられることから、当該菌株を製造業者は選定したということになっております。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

  特に御質問、御意見等なければ、事務局案を承認したこととさせていただきますが、よろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

【赤堀部会長】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。 

  本剤につきましては、承認を可とし、薬事分科会で報告させていただきます。なお、本申請製

剤の有効成分は、同様のものはございますが、アジュバントとしては新しい水酸化アルミニウム

ゲルを使っておりまして、生物学的製剤ではそういった製剤は新剤型動物用医薬品とさせていた

だいておりますので、再審査期間は新剤型動物用医薬品ということで６年間とさせていただきま

す。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 
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③インゲルバックサーコフレックス（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】続きまして、③になりますが、インゲルバックサーコフレックスについてです。調

査会の明石先生から御説明をお願いいたします。 

【明石委員】インゲルバックサーコフレックス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豚サーコウイルス２型オープンリーデイングフレー

ム２の遺伝子組換えバキュロウイルス不活化液を有効成分とする豚用の不活化ワクチンでありま

す。 

  本製剤は平成 19 年 10 月 31 日に開催されました動物用生物学的製剤調査会において事前の審議

を終了し、本部会に上程されるものであります。詳細につきましては、事務局から説明がありま

す。 

【赤堀部会長】事務局、お願いいたします。 

【事務局】私が説明する前に、本省の担当班長から、この経緯について御説明させていただきます。 

【事務局】畜水安全管理課でございます。 

  委員の先生方におかれましては、本日はお忙しいところを本部会に御出席いただきまして、ま

ことにありがとうございます。心より感謝を申し上げます。 

  失礼いたしまして、座って説明させていただきます。 

  先般 10 月 31 日に開催されました動物用の生物学的製剤調査会におきましても同様の御説明を

させていただいておりますので、生物関係の先生方には重複してしまうことになりますので申し

訳ございませんが、本剤につきまして、本日御審議いただく背景について簡単に御説明をさせて

いただきます。 

  昨年の秋ごろから南九州あるいは関東地方の養豚地帯を中心に、育成豚の呼吸器病による事故

率の上昇が問題になってございます。九州、沖縄では事故率 20％以上という高い農場が１割を超

えておりまして、ひどいところでは事故率 40％、あるいは最近は 50％を超えるような農場もある

ということから、養豚農家の経営が非常に危機的な状況となっているところでございます。 

  この事故率の原因といたしまして、豚のサーコウイルスの関与が疑われております。この対策

におきます大きなツールといたしまして、サーコウイルスワクチンの早期の承認について、養豚

関係団体あるいは関係県から強く要望されているところでございます。 

  また、本ワクチンにつきましては、メーカーが申請に当たりましてプレスリリースを行ってお

ります。このことから、本ワクチンが申請されたことは養豚関係団体等も承知しているところで

ございまして、そのため、ワクチンの審査の進捗状況につきましては非常に注目をされていると

いうところでございます。 
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  行政といたしましても、これまでは農林水産省の消費・安全局あるいは生産局一体となりまし

て、この事故率の上昇に対して飼養衛生対策の徹底ということで指導を行っておりますけれども、

このワクチンが防疫のツールとして非常に重要なものであるということを考えておりまして、こ

のワクチンについて、できる限り早期の現場への供給をしたいということを考えております。 

  本ワクチンにつきましては８月 31 日に申請されましたけれども、今回このような事情もござい

まして、動物医薬品検査所の御努力等もございまして、早期に承認審査を進めまして、10 月 31

日の調査会を経て、本日御審議いただくことになった経緯がございます。 

  また、食品安全委員会でも同時並行で審議を進めておりまして、昨日、食品安全委員会の動物

用医薬品等専門調査会で審議が行われまして、了解されたところとなってございます。 

  非常に急な作業を進めてまいったこともございまして、事務局といたしましても十分な対応が

できていない部分もございますけれども、このような事情があるということも御理解いただきま

して、本日は御審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

【赤堀部会長】ありがとうございます。 

 引き続きまして、事務局、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資料番号赤の３番を御用意ください。申請書とありま

す黄色いタグをお開きください。 

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

れましたインゲルバックサーコフレックスでございます。本剤は、３ページ目の上に示しますよ

うに、豚サーコウイルスのオープンリーデイングフレーム２の遺伝子を組み入れたバキュロウイ

ルスを Spodoptera frugiperda、つまりヨトウ蛾の培養細胞で増やして不活化したものを主剤と

しておりまして、カルボキシビニルポリマーをアジュバントとする豚用の不活化ワクチンでござ

います。 

  効能・効果は５ページの８の項目に示しますように、豚サーコウイルス２型感染に起因する死

亡率の改善、発育不良豚の発生率の低減、増体量の低下の改善、臨床症状の改善及びウイルス血

症発生率の低減でございます。豚サーコウイルスの遺伝子を組み込んだバキュロウイルスの不活

化液を主剤とする豚用ワクチン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。 

  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。概要書とありますオレンジのタグ

をお開きいただき、３ページをご覧ください。 

  豚サーコウイルス２型は離乳後の発育不良及び削痩などを主徴とする離乳後多臓器性発育不良

症候群、または離乳後多臓器性消耗症候群（ＰＭＷＳ）として広く知られる豚サーコウイルス関

連疾病の原因因子でございます。 

  サーコウイルスは一本鎖のＤＮＡウイルスで、その遺伝子は２種類の主要たんぱくを担う７つ
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のオープンリーデイングフレームを有しまして、そのうちの Open Reading Frame（ＯＲＦ）２が

ヌクレオカプシドたんぱくをコードし、このたんぱくが免疫に重要であるということがわかって

ございます。 

  我が国におきます本病の発生動向につきましては、1989 年に既に我が国に侵入しているという

ことがわかったとする報告がありまして、４ページの表 1-1 ですとか、表 1-2、５ページの表 1-4

からも、豚サーコウイルス２型が既にかなり浸潤しているということがわかります。 

  また、６ページの③ＰＣＶ２の遺伝子型別ということで、豚サーコウイルスはその遺伝子型で

ヨーロッパタイプとアメリカタイプと、その他のタイプに分類されるということですけれども、

本ワクチンの製造用株はアメリカの農場で分離されたものでございます。このワクチンがヨーロ

ッパでの臨床試験において有効性を示し、またアメリカ、カナダにおいても有効だということか

ら、どちらの遺伝子型の豚サーコウイルスにも有効であると考えられてございます。 

  ８ページ、９ページには本ワクチンの外国での使用状況が載ってございます。表 1-5 に示しま

すように、本ワクチンはアメリカ及びカナダで承認されており、既にこれだけの販売実績がある

というものでございます。 

  また、表 1-6 には現在のライセンスの申請状況がまとめられてございます。特にＥＵではセン

トラル方式での申請、つまりこのライセンスを取ると、ヨーロッパ全域で販売ができるというこ

とで、今月、ＣＶＭＰ（獣医薬審議委員会）の最終意見が出るという段階のものでございます。 

  続きまして、13 ページからが物理的・化学的試験でございます。本ワクチンの元株に当たりま

すサーコウイルス２型は、先ほども申しましたように、アメリカの農場でＰＭＷＳの臨床所見を

呈する豚から採取されたもので、そのウイルスから組換えバキュロウイルスを構築したというも

のでございます。 

  その方法を簡単に示したのが 15 ページの図 2-1 でございます。○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

  この組換え体である製造用原株の遺伝的安定性につきましては、ＳＦ＋細胞で４代継代しまし

て、16 ページの表 2-1 に示します５つの制限酵素で切断したときのＲＦＬＰパターンで評価しま

したところ、次のページの表 2-2 に示しますように、各制限酵素で切断した際の断片数に変化は

なく、４代継代まで遺伝的な安定性が確認されてございます。 

  また、この原株の発現するＰＣＶ２抗原の安定性につきましては、Ｓｆ９細胞で４代まで継代

し、モノクロに反応するかどうかを見てみました。そうしましたところ、18 ページの表 2-3 に示

しますように、抗ＰＣＶ２ ＯＲＦ２モノクローナル抗体、抗ＰＣＶ２ ＯＲＦ２豚ポリクロナー

ル抗体、抗ｇｐ64 モノクローナル抗体では、４代継代しても、いずれも反応いたしまして、抗Ｓ
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ＩＶ－ＨＡＨ１モノクローナル抗体、つまり豚インフルエンザウイルスのＨＡＨ１抗体、抗原に

対するモノクロですけれども、これには反応しなくて、本抗原の安定性、特異性が確認されてご

ざいます。 

  この組換えバキュロウイルスの不活化法の検討につきましては、○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

  そこで、ＥＵの規定も考慮いたしまして、不活化条件はろ過後、最終濃度５mM のＢＥＩで 37℃、

72 時間以上、処理するというふうにされてございます。 

  今度は試作品の自家試験成績でございます。33 ページの表 2-1 に示します３ロットについて行

って、すべて検査項目に適合だったということでございます。 

  続きまして、49 ページからが安定性に関する資料でございます。表 5-1 に示す３ロットにつき

まして、長期保存安定性試験を実施しまして、上の２つのロットについては 18 カ月間の安定性が、

残りの１ロットについては 12 カ月間の安定性が確認され、申請時点でオール製品が製造後 12 カ

月間、安定であるということが確認されてございます。したがいまして、本製剤の有効期間は製

造後 12 カ月として申請されてございます。 

  続きまして、53 ページからが安全性に関する試験でございます。表 9-2 に示しますように、３

週齢の豚９頭を３群に分け、対照群、常用量群、10 倍量群としまして、ワクチン投与後 21 日間、

表 9-3 に示します項目について観察いたしました。また、これとは別にアジュバント消長確認群

としまして 12 頭を用意し、注射後 14 日目、35 日目、56 日目、70 日目で注射部位の剖検及び病

理組織学的検査を実施しました。 

  そうしましたところ、56 ページの表 9-8 に示しますように、一般状態につきましては、10 倍量

群で注射後２から３時間で軽度な元気消失が全頭に認められましたが、常用量では認められず、

体温は表 9-10 に、体重は表 9-11 に示しますように、変化は認められず、血液学検査所見、血液

生化学検査所見、胸腹部の剖検所見及び器官重量につきましては、58 ページの表 9-13 に簡単に

まとめてございますが、それぞれ変化は認められませんでした。 

  また、注射部位につきましては、表 9-9 に示しますように、臨床観察では変化が認められず、

剖検では表 9-12 に示しますように、常用量群ではアジュバント様残留物が確認されず、病理組織

学的には常用量群で注射後 14 から 21 日で筋繊維の再生、注射後 35 日で炎症性細胞の浸潤が認め

られましたが、注射後 56 日以降では変化は認められませんでした。 

  以上の結果から、本ワクチンは 10 倍量投与でも一過性の元気消失が認められただけで、常用量

においては安全性に問題はないと結論されてございます。また、アジュバントにつきましても、
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注射後 14 日で肉眼的な注射部位の異常やアジュバントの残留が認められないとなってございます。 

  続きまして、59 ページからが薬理試験になります。まず最小有効抗原量に関する資料です。表

10-4 に示します供試子豚を４群に分け、表 10-3 に示しますように、異なる量のＯＲＦ２抗原を

含む３種類のワクチン、それから、プラセボを各群にそれぞれ接種しまして、32 日目に攻撃し、

表 10-1 に示すパラメータをもって、最小有効抗原量を評価いたしました。 

  その結果、表 10-4 に示しますいろいろな観察項目で評価しているのですけれども、62 ページ

に記載しているような主要なパラメータとして、リンパ組織でのリンパ球の減少、リンパ組織の

炎症、リンパ組織での免疫組織化学検査（ＩＨＣ）のＰＣＶ２陽性率、この３種類を主要なパラ

メータとしました。 

  これらについては表 10-5 のリンパ組織の欄にまとめてございますけれども、低ＯＲＦ２抗原量

のワクチンでもプラセボ対照と有意に差があったことから、最小有効抗原量は低ＯＲＦ２抗原、

つまり○○○○○○○○○○○○○だというふうになってございます。 

  63 ページからが免疫持続期間に関する資料でございます。65 ページの表 10-11 に試験デザイン

の概要を示してございます。攻撃試験１として３カ月間の免疫持続期間の確認を、攻撃試験２と

して４カ月間の免疫持続期間の確認を実施しております。要するに、ワクチンを接種して３カ月

後又は４カ月後に病原性ウイルスで攻撃しまして、攻撃後 26 日または 25 日で剖検して、表 10-

10 に示す項目で評価をしたという試験でございます。 

  その結果、攻撃試験１では、表 10-13 に示しますように、リンパ組織のＩＨＣ陽性率と肺の炎

症率のみ対照群の有意差が見られませんでした。これは攻撃ウイルス量が少なかったために、対

照群でのリンパ球減少とリンパ組織炎症が予想より低い値であったためと考察されてございます。 

  しかし、攻撃試験２の方では、表 10-14 に示しますように、リンパ球の減少率、リンパ組織の

炎症率、リンパ組織のＩＨＣ陽性率、これら三大主要項目で対照群と有意差が認められ、少なく

とも免疫持続期間は、４カ月間はあると考察されてございます。 

  最後に、79 ページからが臨床試験になります。80 ページに臨床試験の総括表があるのですけれ

ども、イギリスとドイツと日本でそれぞれ同様の試験設計で本ワクチンの有効性及び安全性を評

価いたしております。表の結果のところをご覧いただきますと、ウイルス血症、体重、ヒネ豚発

生率、臨床症状発現率及び死亡率、これらをそれぞれメルクマールとしまして有効性を評価して

ございます。 

  イギリスでの試験結果につきましては、メルクマールの最初のウイルス血症については、87 ペ

ージの図 14-(1)-2 という真ん中に図があるのですけれども、この図に示しますように、試験４週

で陽転し、試験５週から 20 週まで被検薬群の方が有意に低いという結果でございました。 

  戻りまして、体重は、84 ページの表 14-(1)-2 に示しますように、試験７週目以降、被検薬群

で有意に重くなってございます。体重が重いということでございます。 

  それから、ヒネ豚の発生率は、86 ページの表 14-(1)-6 に示しますように、試験 12 週以降では
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被検薬群で有意に改善されました 

  それから、臨床症状の発現率は、92 ページの表 14-(1)-13 に示しますように、ウイルス血症開

始後被検薬群で有意に改善が認められてございます。 

  最後に死亡率は、同じページの表 14-(1)-14 に示しますように、ウイルス血症後、被検薬群で

有意に改善されてございます。 

  １つ１つあれなのですけれども、これがすべて効能・効果に反映されてきますので、１つ１つ

御説明させていただきます。 

  次に、ドイツでの試験結果でございます。ウイルス血症につきましては、102 ページの図 14-

(2)-2 に示しますように、試験５週で陽転しまして、試験７週から 22 週まで被検薬群のほうが有

意に低い結果でございました。 

  体重は、戻りまして、99 ページの表 14-(2)-5 に示しますように、試験 12 週目以降、被検薬群

で有意に重くなってございます。 

  ヒネ豚発生率は、101 ページの表 14-(2)-9 に示しますように、12 週以降では被検薬群で有意に

改善されてございます 

  臨床症状の発現率は、107 ページの表 14-(2)-17 に示しますように、ウイルス血症開始後、被

検薬群で有意に改善が見られました。 

  最後に死亡率は、108 ページの表 14-(2)-18 に示しますように、ウイルス血症後、試験開始７

週目から被検薬群で有意に改善されてございます。 

  飛び飛びになってしまって、大変申しわけございません。 

  最後に、日本での臨床試験の結果でございます。ウイルス血症につきましては、114 ページに

なります。114 ページの図 14-(3)-1 に示しますように、試験４週で陽転いたしまして、試験６週

から 14 週まで被検薬群のほうが有意に低い結果でございました。 

  体重は、119 ページの表 14-(3)-14 に示しますように、試験４週から 18 週では被検薬群で有意

に重くなってございます 

  ヒネ豚発生率は、同じ 119 ページの下の表 14-(3)-15 に示しますように、試験 18 週では被検薬

群で有意に低い値となってございます。 

  臨床症状改善率は、１つ戻りまして、118 ページの大きな表、表 14-(3)-11 に示しますように、

試験６週以降で被検薬群に有意な改善が認められてございます。 

  最後に死亡率でございます。116 ページの表 14-(3)-7 に示しますように、試験６週から 12 週

では被検薬群で有意に改善されてございます 

  これらをもちまして、本剤の効能・効果が冒頭申し上げましたような長い効能・効果の標記に

なっているということでございます。 

  また、本ワクチンの安全性につきましては、ウイルス血症発現前の臨床症状と死亡率で、被検

薬群と対照群とで差がないということから、これらを指標とした安全性が確認されたというふう
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に考察されてございます。 

  最初に戻っていただきまして、審議経過票をご覧ください。７の欄に示しますように、本申請

につきましては、平成 19 年 10 月 31 日に開催されました生物学的製剤調査会で御審議いただきま

して、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年とさせていただくこということでございます。 

  以上でございます。御審議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。 

 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。先ほど御説明いただきましたように、

緊急性のあるワクチンということで上がってきたものですが、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。特に御質問、御意見ないようですので、事務局案を了解したこととさせて

いただきます。 

【事務局】ありがとうございました。 

  谷口先生から１つあるのですけれども、誤字なので、これはよろしいかと……。 

【赤堀部会長】これは訂正するということで……。 

【事務局】調べて、訂正いたします。 

  本申請につきましては、承認を可とさせていただきまして、薬事分科会に報告させていただき

ます。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間とさせていただきま

す。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 

               ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

④牛用バイコックス／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】続きまして、④になります。牛用バイコックス及び豚用バイコックスの製造販売承

認等の可否、再審査期間及び毒劇薬の指定についてです。事務局から説明いただきます。 

【事務局】これは継続審議でございますので、事務局から説明させていただきます。 

  事前に配布させていただきました資料番号の赤の４番を御用意ください。下から２つ目に水色

の何も書いていないタグがあるのですけれども、そちらをお開きください。 

  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、

その下の灰色のタグに、豚用バイコックス、この２つの申請でございます。 

  本剤はトルトラズリルを主剤とするコクシジウム病の発症防止を効能・効果とする経口投与剤

で、前回の本部会で御審議いただきまして、２点の指摘事項をもって継続審議となったものでご

ざいます。今般、申請者より指摘事項に対する回答が提出されましたので、再度、御審議をお願

いいたします。 
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  回答について御説明いたします。１ページ目をお開きください。 

  まず指摘事項①でございます。「カナダ保健省は「本製剤の安全性及び有効性を検討し、本製

剤の危険性が利点を上回ると決定した。」とカナダ保健省のサイトに掲載しているが、そのよう

に決定した理由は何か（カナダ保健省に問い合わせてみること）」ということでございます。つ

まり、バイエルメディカル株式会社のほうが知らないデータをカナダ保健省が持っていて、カナ

ダ保健省が本剤は危険なのだというふうに判断したという事実があるかどうか、こういうことを

確認しなさいということでございました。 

  バイエルのドイツ本社がカナダ保健省の Dr.○に問い合わせをいたしましたところ、それに対

する直接的な回答は得られなかったのですけれども、今回のカナダ保健省の見解は、本製剤に関

して、2005 年７月６日に公表されたものに加えて、カナダ保健省としての公的な立場を変更する

ようなステートメントも公的には発表しておらず、この製剤に対して新たな検討は行っていない。

カナダ保健省が要求するデータ、事前にカナダ・バイエル社に要求していたデータがあるのです

けれども、そのデータをカナダ・バイエル社が提出すれば、いつでも審査を再開しますというこ

とでございました。 

  したがって、カナダ保健省が要求しているデータ、代謝産物の毒性データだと思いますけれど

も、それをカナダ・バイエル社が提出さえすれば審査が再開されるということですので、要求さ

れたデータ以外のデータによって、カナダ保健省がこのような結論を下したのではないと考えら

れるということでございます。 

  つまり、カナダ保健省がそのウェブサイトに危険性が利点を上回ると掲載したのは、カナダ・

バイエル社が要求されたデータを提出しなかったためであって、他の新たなデータに基づくもの

ではないと考えられますというふうに申請者は回答してございます。 

  申請者からの回答は以上でございますけれども、事務局からもカナダ保健省に問い合わせられ

ないのかという御指摘がございました。それにつきましては、先々週の 15、16 日の２日間で、ロ

ンドンにありますヨーロッパ医薬品審査庁、いわゆるＥＭＥＡで第１回のグローバル・アニマル

ヘルス・カンファレンスが開催されまして、私がそこに行ってまいりました。それはスピーカー

として行ったのですけれども、その会議にカナダ保健省の Dr.○がお見えになるということでし

たので、そこで実際にお会いして、この件について聞いてみました。 

  そうしましたところ、私もそんなに英語は達者ではないのですけれども、「少なくとも要求し

たデータが提出されなかったことが原因です。それから、アディショナルなデータは持っていな

い」ということをおっしゃっていて、申請者側の主張は間違いないのだなというふうに確認でき

ました。 

  こうしたことからも、カナダ保健省は、我々が知らないデータをもって本剤の危険性をうたっ

ているというのではなくて、要求したデータが提出されなかったので、こういうウェブサイトで

のステートメントになったのだなというふうに考えられます。 
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  ①の指摘事項については、以上が回答でございます。 

  もう一つの指摘事項、②でございますけれども、次のページになります。「本製剤の承認を米

国で取得していないが、米国政府（ＦＤＡ）は本製剤又はトルトラズリルの取り扱いについてど

のような対応をとっているのか。」ということです。 

  これにつきましては、米国では「発がん性が認められる物質は、食品中に残留してはならな

い」というデラニー条項があるため、アメリカ・バイエル社は承認申請を行っていないというこ

とでございます。 

  回答については以上でございますが、この後、このものを御審議していただいて、もしいいで

すよとなった場合、本製剤の毒劇薬の指定の要否でございます。前回、御説明させていただいて、

特段御意見もなかったので、そのように了承されたものと解釈いたしまして、ここで確認のため

に申し上げさせていただきます。 

  以上でございます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 継続審議になっていたものですが、特に山田先生から御発言があったと思います。先生、いかが

でしょうか。 

【山田委員】いただいた資料を読ませていただいたのですけれども、カナダ・バイエル社が、なぜ

カナダ政府の求める資料を出さなかったのかというところが不明瞭であって、この文章中にも、

特に「科学的に必要とは考えられない主要代謝物トルトラズリルスルホンのがん原性試験データ

を……提出しなかった」とあるのですけれども、それがなぜ科学的に必要と考えられないとカナ

ダ・バイエル社が考えたのかがわかる資料が、恐らく次のグレーのタグの英語の手紙、2006 年５

月ですか、そのペーパーに書いてあると、そうあるのですけれども、これが見つからない。 

  要するに、カナダ政府が「がん原性の可能性がぬぐい去れないから、それに答えるような資料

を提出するように」と言っているにもかかわらず、カナダ・バイエル社が何をもって「非科学的

な質問だから、提出しません。」と、その理由はここに出ていないというところが１つまだ引っ

かかっています。 

  それと、カナダ政府からＭr.○に宛てられた手紙が最後のほうについていますけれども、審議

経過票の前のページのところ。そこの中では、カナダ政府が疑っているのは、がん原性のあるコ

ンパウンドと構造式がよく似ているから資料を提出するようにと言っているように聞こえるので

すね。そういう求めに対して、どういう根拠をもって非科学的だとしているかというところがわ

からない。 

  それから、今年の３月に、DEFRA の要請を受けて、クランフィールド・ユニバーシティの

Institute of Environment and Health というところが、トルトラズリルの環境中の残存を評価

しているリポートを出しています。動物用医薬品の環境中への残存から人体がどれだけ摂取する

かという。 
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  それを見てみたところ、かなりの量というか、イギリスが設定しているＡＤＩは、もともと日

本の食品安全委員会がオーケーとしたものの５分の１量に設定しているので、日本より厳しいの

で同一の議論はできないのですけれども、少なくともその調査では、家畜から環境に出て、この

医薬品を投与されていない動物の肉を摂取したということとか、いろんな仮説を置いてモデルを

つくって計算してみると、オーケーだと言われているＡＤＩを超える可能性がある。したがって、

この肉を食べなくてもＡＤＩを超える量の摂取をしているという可能性があって、さらなる評価

が必要だというレポートを出しているのですね。私の拙い英語力で読んだところによると。 

  そういう状況を考えると、もし環境中から入ってくるようなことがあったとすると、実際に日

本はＥＵよりも５倍緩いＡＤＩですので、そういう処置をされた動物の肉を食したときに、はる

かに超えてしまう可能性がある。そういうことを考えあわせたときに、このまま「はい、いいで

すよ」と言うには条件が足りないのじゃないかなという気がしています、いまだに。 

  以上です。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

  継続審議になっておりました件で、メーカーから回答があったと、この部会では、その回答を

受け入れるか、受け入れないかということを決議しなければならない。受け入れられないとする

と、どういう理由で受け入れられないかということになろうかと思います。 

  先ほど山田委員の御発言ですと、この回答では、受け入れるには資料不足だと、データ不足で

あるといいますか、判断に値する資料が少ないということで、もう少し求めるものに対しての回

答が欲しいというふうに理解してよろしいでしょうか、山田先生。という御意見をいただきまし

た。 

  他の先生方、もしくは事務局で何かございますか。 

【事務局】まず、この追加のデータをカナダ・バイエル社が提出しなかった理由は、資料を探して

いると思うのですけれども、確かコマーシャルベースの話だったと思います。これ以上、試験を

する投資ができない、する意義がないということで、追加のデータ収集をしないで、取り下げた

という。 

  たしか、そういう理由で、科学的根拠があって提出をしなかったのではなくて、コマーシャル

ベースというか、商業上、これ以上、投資できない、する意義がないということで、やめたとい

う話をバイエルメディカル株式会社がしていたかと思います。証拠というか、あれがないもので、

私の記憶なのですけれども。 

【山田委員】この手紙の中では、「Bayer will not provide chronic studies with the main 

metabolite（the reasons are given in the May 2006 paper you attached）」と書いてある。

要するに、こういう文章がある。書いてあるわけですね、ここの手紙の中に。 

  彼らは reasons がちゃんとあると言っている。このアタッチメントがここにあればわかるので

すけれども、これがこの中にないというか、どこにもないと私は思ったのですけど。 
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【赤堀部会長】事務局レベルでも議論していないということですね。これしかないということです

ね、回答としては。 

【事務局】今、手元にはないということです。 

【赤堀部会長】先ほどの山田先生の御発言に対して、何か事務局のほうでございますか。 

【事務局】環境毒性の話は、私は DEFRA のレポートを知らなかったものですし、それについては申

請者にも何も伝えていないので、どうというお答えはできないです。 

  ただ、環境毒性に関してのガイドラインがＶＩＣＨのほうでアグリーされまして、それをきち

んとした我々のガイドラインにしようかということで作業を進めているのですけれども、環境中

に対して医薬品が問題あるかどうか、例えば問題があった場合にどうするのかというのは、薬事

法の法体系の中にはなじまないという話もありまして、その取り扱いが悩ましい状況でございま

す。平たく言うと、環境に影響があるということが承認拒否事由に入っていないということです。 

【山田委員】承認拒否云々ではなくて、ことしの３月にこういうレポートが出てきて、ＡＤＩの設

定値がそれでいいのかどうか、もう一回考える必要があるのではないかと。要するに、評価をや

り直そうという状況下で、一方で、ある国ががん原性の疑いを払拭できないから、それを否定す

るようなデータを提出するようにとして、それに対して、我々は非科学的だと、根拠も示さず思

うという状況で拒否している。そういう状況下を考えたときに、我々はすんなりそれを大丈夫で

すとしていいのかという疑問です。だから、慎重な審議をしてもいいのではないかということが

言いたいということです。 

【赤堀部会長】そのほかの先生方、いかがでしょうか。特に調査会のメンバーの先生方、いかがで

しょうか。 

【下田委員】アメリカで承認していない理由というのは、発がん性がある物質は食品中に残留して

はならないということがあるから、承認申請していないというふうに取れるのですね。というこ

とは、発がん性があるから、していないというふうに解釈すべきなのですか。ここがわからなか

ったのです。 

【赤堀部会長】事務局、いかがでしょうか。ラットの試験では、発がん性があると見ているのです

か。 

【事務局】アメリカのデラニー条項ですけれども、私も詳細に調べたわけではないのですが、基本

的に、どんな動物に対しても、どんな量に対しても、その物質に発がん性がありますというエビ

デンスがあると、それらは食品中に残留してはいけませんよという、ある意味、大雑把な条項の

ようでございます。 

  アメリカ・バイエル社は、このものをＦＤＡに申請すると、その点について、どうなんだとい

う話になるので、申請を差し控えているということだと思います。 

【赤堀部会長】下田先生、よろしいでしょうか。 

  合田先生、どうぞ。 
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【合田委員】この議論、僕、前回欠席して参加していないので、もとのところが見えないかもしれ

ないのですが、トルトラズリルがお肉の中に残るということを前提に、こういう議論が起きてい

るわけですね、基本的には。 

  その問題は、ここで議論するのですか。本当は食品安全委員会に持っていかないといけない議

論なのですか。通ったら、次に食品安全委員会に行くという形になるのですか、システムとして。 

【赤堀部会長】事務局、いかがでしょうか。 

【事務局】まずトルトラズリルという成分については、ＡＤＩの設定は食品安全委員会で終わって

おります。それをもとに、厚生労働省がＭＲＬを設定してございます。 

 ただ、それとは別に、薬事法に基づく牛用バイコックス、豚用バイコックスの承認については、

改めて食品安全委員会、それから厚生労働省に意見照会をする必要があります。 

【赤堀部会長】この部会で議論になっておりますのは、この製剤の安全性はあるかないかというこ

とで、有効性と安全性があれば、これは承認していくことになるわけですが、承審議の中で、安

全性についていろんな意見が出てき、その中で資料不足で判定できないので、判断ができるよう

な資料を提供してほしい。ということで継続審議だと理解しております。 

【合田委員】リスクとベネフィットの問題で判断しようということですね。薬事法の問題は、そう

いう概念でいくのですね。ただし、食品の問題は圧倒的にゼロリスクに行ってしまうので、お肉

になった段階になってしまうと、リスクを考えなければいけないのですね。最後、その肉を食べ

るという状態があったとしたら、薬事法の問題でなくて、食品的な考え方で議論しなければいけ

ないと考えてよろしいのですか。 

  要するに、国民全体の利益を考えたときには、最後は食品として使われるのだから、農耕牛だ

ったら問題ないですけれども、そうじゃなくて、食品として使われるという概念を前提に、ここ

で議論をしてよろしいですか。 

  もしもそれだったら、これは絶対許可すべきじゃないと思います。普通、薬の場合にはリスク

とベネフィット、どちらを取るかということでやっていますね。だから、薬は発がん物質が入っ

ていてもいいのですね、実際には。生薬の場合には、その概念でどうするかという議論をします。 

  だけども、食品の場合には、デラニー条項というのは、そのことをアメリカは非常に厳密にや

っていて、発がん物質でも、実際には閾値があるものとないものという言い方をしますので、そ

こで動くことはあります。 

  ですけど、こういうレベルといったときには、アメリカがだめだろうというのは、この会社が

言っているとおりだと思うのです。そういう議論をここでしていいなら、いいと思うのです。 

【赤堀部会長】例えば対象とする動物への有効性、安全性と同時に、人への健康影響あるいは公衆

衛生上の問題、これはここで議論すべきだろうと思います。 

  有効性であるけれども、公衆衛生上の問題として大きな問題があるとすれば、これは、承認は

可とできないという結論になってもいいと理解しておりますけれども、事務局、それでよろしい
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ですね。 

【事務局】食用動物に適用されるものについては当然、それを介して人の健康に影響を及ぼす可能

性がありますので、公衆衛生上問題がありますので、それは承認拒否事由になります。 

  ただ、このものにつきましては、既にＡＤＩが設定され、ＭＲＬが設定されているということ

から、ＭＲＬを下回る値ならば人に対しての影響はないだろうと厚生労働省が判断しているとい

う事実がありますので、我々としては、ＭＲＬを下回る使用基準を設定すれば、このものについ

ては、使用されても人に対する健康には影響ないのではないかという判断できるのではないかな

と思っております。 

【赤堀部会長】今の基準を理解できたとしても、山田委員からは、その基準は見直しの段階にある

のではないか、だから、日本の基準はこれでいいのか、既にイギリスではそういうことを考えて、

日本よりも５倍厳しい基準、すなわち５分の１のレベルのところで基準を設けている。しかも、

そのレベルで考えると、動物薬として使うことによって環境中に放出されるレベルは、それに抵

触している可能性があるというような、今の状況を考えると、ここでいいとか、悪いとかいう判

断はできにくい。したがって、それらが判断できるような資料をもう少しほしいというのが山田

委員の御発言と理解してよろしいですか。 

【山田委員】要するに、食品安全委員会の議論の後にイギリスから、そういうレポートが出てきて、

肉からの摂取量じゃないもので、既にＡＤＩを超えている状況であると。イギリスの場合は日本

より厳しいＡＤＩを設定しているからですから、イギリスのを日本に入れた場合にはぎりぎりセ

ーフなのですけれども、そこでさらに肉から入ってくるＡＤＩというものを考えたときに、現状

のＡＤＩの設定から、摂取量ですか、休薬期間につながるのだと思うのだけど、それをこうやっ

て決めてしまうことが本当にできるタイミングなのかというところを疑問に思います。 

【赤堀部会長】山田先生、この場合、調査会で十分審議して部会に上がってきたわけですが、この

部会で審議するについては資料が足りないということであれば、どういうデータがあればできる

のかという条件を示す必要が部会の責任としてあると思うのですね。 

【山田委員】イギリスの状況は新たに起こったことで、この間の話とは別の話なので、そっちは知

らないことにしておいてもいいのですけれども、要は、カナダ・バイエル社がカナダ政府に対し

て資料の提供を拒んだのが、事務局がおっしゃるように、単純に経済的な話なのか。 

  ただ、ここでいただいた資料からは、そういうふうには読み取れなくて、カナダ・バイエル社

は、それはサイエンティフィックでない指摘だから拒絶したのだと、その理由は、どこか紙に書

いてあるよと書いてあるわけですね。 

  だから、バイエルメディカル株式会社が非科学的なカナダ政府の要求だということを出してき

ていただいて、それが委員の先生方が納得すれば、それはバイエルメディカル株式会社の言うと

おりでいいのだということになるのだと思うのです。 

  その理由が、彼らはサイエンティフィックでないと言っているけれども、委員の先生方が、も
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しかすると、サイエンティフィックスな要求をカナダ政府がしていると見れば、似たような資料

の提供を日本としてもやったっておかしくはないのじゃないかと、そういうことです。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

  その他いかがでしょうか。 

【合田委員】全然大したことではないのですけれども、先ほどＭＲＬとＡＤＩの話が出ていました。

それは日本の食品安全委員会が設定したのですか。食品安全委員会が決めたのですね。 

【事務局】日本のＡＤＩは日本の食品安全委員会が…… 

【合田委員】食品安全委員会で、食品中の量について議論しているのですね。どうするかというこ

とについて。 

【事務局】食品の量については、厚生労働省がＭＲＬを設定しております。 

【合田委員】ＭＲＬは厚生省で、ＡＤＩを食品安全委員会が、こうすると言ったわけですね。 

【事務局】そうです。 

【明石委員】今のお話ですけれども、評価書はもう出ておりますので、そこに閾値があって、がん

原性があろうと閾値があるので、ＡＤＩが設定できるという評価をしているはずなのですね。 

 そのデータセットがみんなそろっているはずなので、それでだめかどうかというのを、ここでや

るのかどうか知らない、食品安全委員会の審議にここが引きずられる必要はないと思いますけれ

ども、そのデータセットを持ってくればいいだけではないですか。 

【山田委員】どっちかというと、２つの話がごっちゃになってしまったようなので、ＡＤＩに関し

ては、食品安全委員会がその当時あった資料に基づいて決めた値なので、例えば安全係数を 100

にして、ヨーロッパが 500 にしているのを、500 にしろということを今さら言う気は全然ないの

ですけれども、少なくとも、カナダ政府がカナダ・バイエル社の製剤を許可しなかった。許可を

しなかった理由について問い合わせをしたところ、ここに出てきたような答えなわけですね。 

  バイエルメディカル株式会社は、カナダ政府の要求が非科学的であると言っている。だけど、

彼らが言っていることが正しいのかどうかを判断するものが我々の手元にないということなので、

私自身としては、なぜカナダ政府に出さなかったのかという理由、それが先ほど事務局が言うも

のであればそれでいいのでしょうけれど、それだとすると、きょう出てきているものとの間の

discrepancy がいまだに残るということで、そこのところははっきりしていただければというふ

うに思います。 

【赤堀部会長】司会のほうが少し混乱させたようで、申しわけございませんでした。問題は、山田

委員がおっしゃられるように、２つを一緒に考え混乱してきたと思います。 

  １つは、ＡＤＩにつきましては、ここで議論するべきことではないと考えております。したが

いまして、質問に対して回答が返ってきたが、その回答では不十分で、もう少しここの部会で議

論するためには、山田委員のおっしゃられるような回答書あるいは添付書なりをいただいて、そ

の上で議論したいということのようですが、いかがでしょうか。 
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  多くの先生方がうなずいてくださっておりますので、この回答書では不十分で、さらに山田委

員のおっしゃられたことの資料を求めるということで、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。 

【吉川委員】今の結論に別に異論があるわけじゃないのですけれども、そうすると、食品安全委員

会は、この物質及びスルホン化したもの、あるいは、それをさらにオキシド化したものの中には、

発がん性があるということは、そういうデータを手に入れた上で閾値があるから、このＡＤＩを

決めたと、それでいいのですね。そういうデータあるのですね、食品安全委員会に。 

【明石委員】覚えていないのですけれども、そのデータもすべて付けて評価書ができています。だ

から、腫瘍原性が一部の試験で認められたとしても、閾値があるかどうかを判定してＡＤＩを設

定しているので、閾値があると評価したのだと思います。 

【赤堀部会長】ついでと言っては申しわけありませんが、合わせて安全委員会での資料を御提出い

ただければ議論の混乱が少なくなるだろうと思いますので、継続審議とさせていただくことを御

了解いただきましたので、次回のときには、合わせて、それらの資料も御提出いただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

【山田委員】一応公開されているので、ＰＤＦで見てみると、食品安全委員会の資料で、使った数

値は全部バイエル社が提供しているということになっています。国内で新たに試験をやったよう

には少なくとも見えなくて……。余計なことかもしれません。 

【赤堀部会長】いずれにしましても、今の御発言は伺ったことにしておいていいと思いますけれど

も、結論としては継続審議とさせていただきたいのですが、事務局、よろしいでしょうか。 

【事務局】このものについては継続審議とさせていただきますが、指摘事項といたしましては、今

回の指摘事項①に対する回答の中で、カナダ保健省が要求したデータについては、科学的に必要

とは考えられないと書いていると、科学的に必要と考えられないとした理由を述べなさいと、そ

れが１点ですね。 

  もう一点は DEFRA のレポートの話なのですけれども、これにつきましては、確かにこれをもっ

て食品安全委員会がＡＤＩの設定を見直しましょうというふうになりますと、当然ＭＲＬが変わ

ってくる、我々の使用基準も変わってくるというふうに、ドミノ式になってきますので、それに

ついては食品安全委員会に問い合わせてみます。この DEFRA のレポートについて、食品安全委員

会が何かアクションを起こすのかどうかということを問い合わせてみます。 

  もしＡＤＩを変えなければいかんとか、見直さなければいかんという話になりますと、それに

よってＭＲＬが変わってくる、ＭＲＬが変われば我々の使用基準も変えざるを得ないという形に

なりますので、すぐにこのままいいですよというわけにいかなくなるのじゃないかなという気は

いたします。それは確認いたします。 

  もう１つは、食品安全委員会のほうで、トルトラズリルの食品健康影響評価の評価書が出てお

りますので、それを資料として添付するという、３点の指摘で継続審議という形にさせていただ
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きます。 

【赤堀部会長】それでいいと思いますが、山田先生、よろしいでしょうか。どうもありがとうござ

いました。 

  ２時間 20 分ほど経過しておりますので、恐縮ですが、７分でしょうか、ここで 25 分まで休憩

とさせていただきたいと思います。再開は 25 分からということで、よろしくお願いいたします。 

〔暫時休憩〕 

【赤堀部会長】再開させていただきます。 

  先ほど御審議いただきまして継続審議になりました牛用バイコックス、豚用バイコッスクで指

摘事項といたしました件で、事務局から、その件に関する回答は前回の審議事項の資料として提

出していたことがわかったということですので、補足的に説明いただきます。 

【事務局】今、お手元に配らせていただいているのは、前回、本部会で御審議していただいた資料

ですけれども、事務局の指摘事項ということで指摘させてもらった回答の中に、御指摘がありま

した、なぜ科学的じゃないのかというふうに考えたのかという理由が、意見または措置のところ

に書いてございます。長いですが、読み上げさせていただきます。 

 

  2000 年 10 月にカナダ・バイエル社は本剤の新薬申請を提出したが、下記の理由により承認申

請を取り下げた。このため、カナダ保健省はＮＤＳを無効とし、2005 年６月にカナダにおいて承

認に向けたプロセスが中止された。 

  カナダ保健省は申請過程で提供したデータを基に、以下のことから、本剤がヒトにがんを生じ

る可能性を完全には排除できないとの見解を示した。 

 ａ）トルトラズリルのがん原性がラット試験から示唆される。 

 ｂ）トルトラズリルとその主要代謝物トルトラズリルスルホンの構造から、発がん能を有すると

考えられている他の化合物とトルトラズラルが類似していることが示唆される。 

 ｃ）主要代謝物のがん原性試験データを提出していない。 

  これに対し、カナダ・バイエル社は、以下の見解を有している。 

 ａ）に関して、がん原性試験としてマウス及びラットを用いた動物試験を実施しており（マウス

を用いたがん原性試験については別紙１として添付した）、指摘事項 37 に対する意見又は措置

の中において詳細に説明しているように、雌ラット以外の他の動物でトルトラズリルのがん原

性が示唆されるとの結論が導かれる可能性がないことを示す十分な根拠を提供している。即ち、

トルトラズリルのラット及びマウスにおけるがん原性試験から、ヒトの誤飲による結果を評価

するのに十分な基礎データが得られており、トルトラズリルは試験した最高用量である約

100mg／kg／日までの用量ではマウスにがん原性を示さず、１mg／kg／日ではラットにおいても

投与に関連した影響は認められなかったが、ラットで３～４mg／kg／日以上の用量でホルモン

系に対する影響を示唆する一連の症状、即ちホルモン依存性臓器における一部高頻度な自然発
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生腫瘍の発生率の変化（乳腺、下垂体、甲状腺及び副腎の腫瘍数の減少、子宮内膜の腫瘍頻度

の増加）は体重減少及び雌性内分泌系に及ぼすトルトラズリルの作用による間接的な結果であ

ることが追加試験により確認されたものである。特に子宮内膜腫瘍は、高齢のラットのみで認

められ、マウス及び投与１年後に中間的に剖検したラットでは認められなかった。子宮内膜腫

瘍の発生はプロラクチン分泌の減少と関連しているものと考えられたことにより補足試験を実

施し、高齢雌ラットのプロラクチン分泌に及ぼすトルトラズリルの影響を検討した。老齢雌ラ

ットでは、通常の老化現象としてプロラクチン分泌の増加とそれに随伴してプロゲステロン

（黄体ホルモン）の減少が見られるが〔但しこれはラット種に特異的な現象でヒトを含む他種

動物では見られない〕、トルトラズリルは雌ラットの正常な加齢経過で認められるプロラクチ

ン分泌を抑え、これに伴うプロゲステロンの減少を抑え得ることが確認された。これにより、

エストロゲンが減少せずにプロラクチンとプロゲステロン値が低下することによって、エスト

ロゲン優位になるようにエストロゲン／プロゲステロン比を変化させるものと考察された。こ

のことより本試験で最高用量を投与した雌においてのみ認められた子宮内膜腫瘍は、ラット以

外のヒトや他動物とはホルモンバランス系が異なる高齢ラットの雌のみに見られる種特異的な

影響によるものであり、雌ラット以外の他の動物でトルトラズリルのがん原性が示唆されると

の結論が導き出される可能性はないと結論できる。カナダ保健省による今回の決定は、ＥＭＥ

Ａ Committee for Medicinal Products for Veterinary Use（ＣＶＭＰ）の――中略――での

結論とも、明らかに矛盾しており、同様のことが、既に承認を得られている全世界の 40 ヵ国以

上の規制当局にも当てはまる。 

 ｂ）に関しては、トルトラズリルとその主要代謝物トルトラズリルスルホンについて、ＱＳＡＲ

システムＤＥＲＥＫおよび科学文献の各種データベースを利用し、変異原性やがん原性を有す

る他の化学物質と構造的な類似性が認められるか否かの検査を実施した（別紙２として添付し

た）。両化合物とも、発がん性化合物との類似性は確認されなかった。 

 ｃ）に関しては、親化合物トルトラズリルの複数のがん原性試験データを提出しており、これら

の試験はいずれも in vivo 試験で、全代謝物をカバーしている。したがって、この要請は科学

的に妥当とはいえないと考えている。 

  カナダ保健省が要請する科学的に必要とは考えられないトルトラズリルスルホンの慢性試験を

実施するとすれば、さらに多くの時間とコストがかかることから、経済的な理由により、本剤の

承認申請を取り下げた。なお、今回の要請内容は、本剤が認可された規制当局（合計 40 ヵ国以

上）から、これまでに要請された内容の限度をはるかに上回るものである。 

 

  お手元に配ったのは、一般薬の調査会で御審議した中で、本剤のがん原性についてということ

での指摘事項がありまして、それに対する申請者からの回答でございます。 

【赤堀部会長】同じような内容ですね。 
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【事務局】そうですね。中身としては、同じような中身になってございます。 

【赤堀部会長】先ほど継続審議にしまして、指摘事項をどうするかという中身につきまして、既に

回答があるから、バイエルメディカル株式会社としては、これ以上の回答は出てこないだろうと

いうことが伺われます。 

  そうしますと、この回答で妥当とするかしないかということになると思うんですが、これは継

続審議になりましたので、次回のときに御議論いただくということでよろしいでしょうか。今こ

こで回答が妥当であるかどうかということを討論しますと同じ繰り返しの討論となり、進展しな

いままでさらに大分時間を費やすると思うんです。 

  いずれにしましても、もう一点の指摘事項は資料を準備するということになっておりますので、

継続審議の中で、この回答の妥当性もあわせて議論するということにさせていただいて、よろし

いでしょうか。 

  事務局、どうでしょうか。これで（この回答で）了解した、妥当性があるということであれば、

それはそれで結構だと思うんですが。 

  事務局は即答できないようで困っておるようですので、委員の先生方…… 

【事務局】我々としては、この後、申請者と話をしなければならないんですけれども、バイエルメ

ディカル株式会社としては、食品安全委員会でＡＤＩが出ている、厚生労働省でＭＲＬが出てい

る、それに基づいて、このものはヨーロッパを含めていろんな国で使われていると、これが使わ

れた牛肉や豚肉が輸入されてきて、それはＭＲＬを下回っているということで皆さんの食卓に並

んでいるという事実がある上に立って、このものの是非を判断していただきたいという話が言わ

れると思うんです。 

  そうすると、今の御指摘については、十分こういう形で対応しているし、もし、きょう御承認

となったら、この後、使用基準ということで、休薬期間が牛では 59 日、豚では 57 日というのも

用意してきて、それを守るという形になっていましたので、なかなか説明しづらい部分はありま

して答えに困ってしまいました。済みません。 

【赤堀部会長】委員の先生方の御意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【合田委員】先ほどの手紙の問題がございますよね。手紙の問題の中身が、これと同じかどうかと

いうことは確認が必要ですよね。英文の手紙のところで、そこに書かれているからと言っている

中身がこれであって、その資料自身は我々、見ていないので……。 

【事務局】アタッチの原文ということですね。 

【合田委員】そういうことです。それについて、これであるかどうかということはわからないです

よね。 

  だから、はっきり言って、こういうのを理由として出してくるときには、そのアタッチもつけ

て出してくるのが会社として義務なんじゃないですか。これと一緒だって彼らが言っていたわけ

じゃないですよね、そのことについて。 
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  だから、僕は継続でもいいかなと思うんです。中身、同じのが出てくるかもしれませんよ。だ

けど、それだけ何もつけていないものをつけて、これで理由だというのはまずいような気がする

んです。 

【赤堀部会長】事務局、いかがですか。 

【事務局】どこまで証拠とかという話になると思うんですけれども、あくまでも、こういうふうに

回答してきたということは、これがオフィシャルな回答になるわけですから、当然、それはアタ

ッチのものを反映しているだろうという前提で、その突合までは、私どももしていませんので、

アタッチメントと全く同じ文書なのかと言われたら、それはお答えできないです。その確認が必

要だということならば、アタッチメントの提出を要求するという形になるかと思います。 

【赤堀部会長】山田先生。 

【山田委員】ここの回答が妥当なことであるかどうかという判断はできないんです。 

  ただ、少なくともカナダ保健省にこれと同じことをカナダ・バイエル社が説明したんだとすれ

ば、あちら側には専門家がいて、この回答で納得しなかったから、こういうことが起こっている

んだと思うんです。だから、そこを知りたいんです。 

  彼らの主張はこれである。カナダ保健省、大きなディシジョンだと思うんですね。それにもか

かわらず、さらなるデータを求めているというのは、それなりに重いことではないかなと思うの

で、そこの discrepancy がどうしても引っかかってしまうということです。 

  日本国内で、これは完全に科学的に言っていることが妥当だと皆さんがおっしゃるのであれば、

カナダ政府が言っていることは間違いだと皆さんが言ってくださるのであれば、それで私は納得

できます。 

【合田委員】私は個人的に、今回参加されていないですけれども、井上先生にこれを見ていただい

て、どう判断されるか、そのアタッチメントを見られて判断されるかでいいんじゃないかなと思

います。井上先生は専門家ですから、そのことについて、こうだと言われれば、日本を代表して

判断されたことになるんじゃないかと私は考えます。 

【赤堀部会長】いずれにしましても、今出された資料をいただいても、委員の中には、それで納得

できたという方が全員ではないということですので、継続審議とさせていただいて、山田委員か

ら求められている資料を次回は準備すると。 

  合わせて、前回と今回、御欠席の井上委員の御意見も伺っておく。御出席くだされば結構です

けれども、次回、もし御出席がないとすると、井上委員のコメントをいただいておくということ

の御発言をいただきました。それでよろしいでしょうか。 

【事務局】わかりました。そうしましたら、この回答の妥当性を評価しなければならないというこ

とになりますので、これに対して、この回答をしたにもかかわず、カナダ政府はやっぱりだめよ

と、出しなさいよと言っているわけですから、そこの理由を確認するようにいたします。なぜカ

ナダ政府が、この理由をもってしても、このデータが要るんだよというふうに言っているのかと
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いう科学的な理由を調べるようにと。 

  もう１つは、このものの妥当性について、本日御欠席の井上先生など、しかるべき専門の方に

御意見を聞いて、科学的にバイエルメディカル株式会社の主張が正しいのかどうなのかというと

ころを評価していただくという形。 

  この２点と、あとは DEFRA のレポートの話になろうかと思います。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

  お尋ねするといいますか、指摘事項については、事務局が整理していただいたとおりというこ

とにさせていただきます。 

 

⑤カルチャージ（日本全薬工業株式会社） 

 

【赤堀部会長】続きまして、⑤の審議事項になります。カルチャージの製造販売承認の可否等につ

いてですが、事務局から御説明をお願いいたします。 

  失礼いたしました。これは一般薬ですので、きょうは和田委員が御欠席ですから、下田委員か

ら、お願いします。 

【下田委員】カルチャージは日本全薬工業株式会社から製造販売承認申請されたプロピオ酸カルシ

ウム、塩化カルシウム、リン酸一水素カルシウム及び酸化マグネシウムを有効成分とし、牛にお

ける乳熱の予防を効能とするものであります。 

  本製剤は平成 19 年 10 月 23 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、同年 11 月６日に開催された残留問題調査会で御確認いただいた後、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。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

  事務局、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資料番号赤の５番を御用意ください。 

  まず、申請書（写）というタグがありますので、そちらの次のページをお開きください。動物

用医薬品製造販売承認申請書とあるところです。本製剤は日本全薬工業株式会社から製造販売承

認申請されましたカルチャージでございます。 

  ページめくっていただいて、本剤はプロピオン酸カルシウム、塩化カルシウム、リン酸一水素

カルシウム及び酸化マグネシウムを主剤とする経口投与剤でございます。効能・効果につきまし

ては、右ページの(8)のとおり、乳熱の予防ということでございます。成分につきましては、いず

れの成分も既に動物用医薬品として承認されている成分でございますが、これらを配合したもの

は初めてですので、新動物用配合剤ということで御審議をお願いいたします。 

  それでは、詳細につきまして御説明させていただきます。概要というタグを開いていただいて、

そこから２枚めくっていただいて、１ページ目をお開きください。 



- 41 - 

  まず、本剤の目的である乳熱について御説明いたします。乳熱は分娩の直前または授乳開始時

に、血中カルシウム含量の急速な低下によって生じる疾病で、平成 17 年度の家畜共済統計で周産

期疾患の第２位となっております。 

  表１をご覧ください。これは乳熱と周産期疾患で第１位であるダウナー症候群の統計を示して

いるものです。上段は死廃事故頭数、下段が病傷事故頭数です。乳熱による死廃事故頭数は、上

を見ていただいて四角のところですが、ここ数年は横ばいですが、下の病傷事故頭数は増えてお

りまして、乳熱の発生は依然と高いことを示しています。 

  ページめくっていただいて、２項の図１をご覧ください。これは乳熱発症後の二次的疾病の関

係を示したものです。乳熱は周産期疾患の中でも最初に発生する疾病で、第四胃変異や難産など、

ほかの疾病とも密接に関連しています。したがって、乳熱を未然に防ぐ意義は非常に大きく、単

に起立不能による損耗を防ぐのみならず、その効果はその乳期における乳量や繁殖成績等にまで

波及すると考えられます。 

  次に乳熱の発症機序ですが、右のページの図２をご覧ください。ここにありますとおり、分娩

前の乳汁生成のためにカルシウムが乳房へ流入する一方で、消化管の運動が弱まりまして、カル

シウムの吸収が低下する。さらに、骨からのカルシウムの動員の遅れや腸管粘膜のビタミンＤ３

のレセプター量の低下などがいろいろ複合しまして、カルシウムの出納が負になり、これによっ

て血中のイオン化カルシウムの低下につながり、乳熱の発生ということになると考えられており

ます。 

  次、ページめくっていただいて、４をご覧ください。現在の乳熱の予防及び治療に関してです。

予防においては、適切な飼養管理はもちろん重要ですが、表 2-1、下のところにあります、次の

ページにまたがって示しますカルシウム剤が広く利用されています。 

  現在、乳熱の予防としては、経口では炭酸カルシウムのみが承認されています。また、ここで

は示しておりませんが、ケトーシスを効能とするため出ておりませんが、プロピオン酸カルシウ

ム、この製剤の主剤の一つですが、経口製剤の承認もあります。 

  ５ページの表 2-2 ですが、ここにはビタミン剤や、ページめくっていただいて、表 2-3 にあり

ますような混合飼料なども乳熱の予防や、そのための飼養管理の１つのアイテムとして用いられ

ています。 

  次に本製剤の開発意義について述べます。６ページの下の(5)をご覧ください。ここにあります

とおり、低カルシウム血症牛は嚥下能力が弱いために、本製剤はペースト製剤ですが、ペースト

製剤とすることで誤嚥性肺炎について配慮を行っております。 

  ７ページの図３をご覧ください。これは既承認経口製剤成分である炭酸カルシウムと本製剤の

成分である塩化カルシウム及びプロピオン酸カルシウムの吸収について比較した図です。黒い四

角ですが、炭酸カルシウムはカルシウムの吸収性は低いのですが、塩化カルシウム――白い四角

――はカルシウム源として迅速に血中濃度を上昇させ、プロピオン酸カルシウム――白丸――は
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血中カルシウム濃度を維持する作用があることがわかります。 

  また、７ページの本文の下から２パラグラフ目、「一般に」のところに書かれているんですが、

本製剤はリン源としてリン酸一水素カルシウム、またマグネシウム源として酸化マグネシウムを

配合しております。 

  次、ページめくっていただいて、８ページ目で、投与方法について述べています。本製剤は専

用の投与器を用いて投与しやすいように工夫されています。これについては、ページを戻ってい

ただきまして、概要というタグの前のページに、本製剤の投与器についての図があります。この

ような専用の投与器を用いまして、銃みたいな形になっているんですが、ここを押すことによっ

て投与しやすいというふうになっております。 

  申しわけございません、戻りまして、８ページで、海外での状況ということです。ここに書か

れてあるとおり、真ん中のあたり、「デンマークは」というところから書かれているんですが、

海外では本製剤は医薬品としてではなく雑貨として販売されているということです。 

  物理的・化学的性状については、次の９ページから 15 ページまで述べられています。９ページ

に主剤の化学構造が示されておりますが、先ほど述べましたとおり、これらはすべて既承認成分

で、昭和 40 年代以前に承認されたようなものです。また、添加剤についても、すべて食品添加物

として広く用いられている成分です。 

  次、ページめくっていただいて、10 ページ、中ほどに性状と書かれてあるとおり、先ほども述

べましたが、本品は白色のペースト状です。また、上のほうに規格試験項目及びその設定根拠と

あるとおり、性状として、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について規格を定め

ています。 

  安定性につきましては、17 ページから 20 ページに記載されております。20 ページをお開きく

ださい。最後、まとめなんですが、安定性試験の結果を総じまして、長期保存性試験及び温度に

ついて試験を行っているんですが、安定性は十分に担保されていると判断されておりますことか

ら、使用期限については３年ということで空欄になっております。 

  次に毒性試験についてです。これらは 21 ページから 22 ページで述べております。21 ページの

上段で急性経口毒性の結果について述べております。ここの２番目のパラグラフというか、「投

与経路は」というところの以下の文章で、最後のところで方法が書かれております。次の 22 ペー

ジで、結果として書かれているのですが、２パラグラフ目の「一般症状についても」というとこ

ろに続きまして、5000mg では眼瞼の下垂が認められているのですが、ＬＤ50としては 5000mg／kg

以上で、本製剤としては毒性が低いものであると考えられました。 

  次に、22 ページの(2)ですが、個々の成分について毒性を調べております。これは表７に示し

ておりますが、いずれも毒性は極めて低く、先ほど述べました製剤の毒性と比較して、相乗的、

相加的な作用が認められませんでした。したがって、亜急性・慢性毒性に関する資料は不要と考

えられました。 
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  次に安全性に関してです。23 ページから 28 ページに書かれています。まず 23 ページをご覧く

ださい。次のページですね。これの中段に表がありますが、ここに試験の群分けが書かれていま

す。高用量群としては、３倍投与群を設定しまして、常用量群と対照群を設定しております。こ

れらについて、真ん中の投与量というところで、一般状態・体温・体重・血液生化学的検査を指

標として試験を実施しております。 

  ページをめくっていただいて 25 ページ、右側のページですが、こちらの表９において、まず一

般的状態の結果について示しております。ここで示されているのは、戻りまして、左のページの

表８の臨床スコアをもとにこの表をつくっているんですが、ご覧のとおり、異常所見は観察され

ませんでした。 

  その下の図６に白血球数の推移を示しております。３用量群、つまり四角の高用量群のもので

すが、この中では一過性の炎症によると考えられる牛が１頭いたために、平均として高い値を示

すことになっておりますが、そのほかの異常は認められませんでした。 

  ページめくっていただいて 26 ページの図７に、総カルシウム濃度の日推移を、その下の図８に、

その時間的推移を示しました。四角で示します３用量群で高い値を示す個体がおりまして、３倍

量が過剰投与となる可能性が図８で示されております。図９及び図 10 はイオン化カルシウム濃度

について示した図ですが、同様に３用量群で過剰となる個体がありました。ページめくっていた

だいて、次の 28 ページの図 11 にマグネシウム、図 12 がリンですが、結果としましては、それぞ

れ特に問題となる値は認められませんでした。 

  下の(3)の総括としましては、１用量を 12 時間間隔で２回投与する本製剤の用法では異常が認

められませんでしたが、３倍用量、つまり３用量を 12 時間間隔で２回投与する場合は、カルシウ

ム過剰投与となる可能性が認められましたので、本剤を他のカルシウム製剤と併用する場合、ま

たカルシウムを含む飼料添加物を与えている牛に本剤を投与する場合については、カルシウムの

過剰投与とならないよう注意する旨、使用上の注意に記載することとしました。 

  次に薬効薬理について御説明します。飛びまして、38 ページの図 31 をご覧ください。これは

投与前を基準としました総カルシウム濃度の時間的な推移を表した図です。第１回投与及び第２

回投与後に、薄い四角の無投与対照群と比較しまして、このように投与群では有意に高い値とな

りました。 

  次に 40 ページを開いてください。40 ページの図 35 をご覧ください。申しわけないのですが、

１回目の投与の矢印が少し右にずれておりまして、本来、pre と１の間に矢印が来るんですが、

申しわけございません、修正してください。あと投与日数というふうに書かれているんですが、

これは時間の誤記です。申しわけございません。この結果、イオン化カルシウムについても同様

の結果、投与群が対照群に対して有意な値を示すということが示されております。 

  以上より、41 ページの本文にありますとおり、分娩２～６時間前に第１回投与、さらに 12 時

間後に第２回の投与を行うことで、分娩後２～４時間をピークとする血中カルシウム濃度の低下、
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すなわち低カルシウム血症を抑制し、低カルシウム血症が起因となる乳熱を予防することができ

ると考えられました。 

  次に、吸収等試験につきましては、安全性試験のデータを用いて説明しております。43 ページ

を開いてください。ここの図 37 及び 44 ページの図 39――先ほどと同じなんですが――に示しま

すとおり、１回目の投与後、総カルシウム濃度に変動は認められませんでしたが、イオン化カル

シウムについて２時間目に上昇が認められています。また、持続性につきましては、２回目投与

後２時間で最高値に達した後、徐々に低下していくことが示されました。 

  次に臨床試験についてです。ページが飛びまして、57 ページの表 14 をご覧ください。これは

分娩日から分娩１日後にかけての総カルシウム濃度の変動を分娩日の総カルシウム濃度で三つに

分類したものです。ａはもともとが高濃度のカルシウムのグループ、ｂが正常濃度のグループで

す。この２つについてですが、投与群と無投与群で差が認められませんでした。次に、カルシウ

ムが低いｃのグループでは、投与群で明らかに高い上昇が認められました。 

  これらのことから、正常値を下回る血中カルシウム濃度レベルにある牛に対して本剤を投与す

ることでは、カルシウム濃度を上昇させることで乳熱の予防に有効であると考えられました。ま

た、正常値以上の濃度にあるような牛に投与した場合は、ホメオスタシスによって血中カルシウ

ム濃度は一定に保たれることがここでわかりました。 

  次に、62 ページを開いてください。表 26 にマグネシウム、表 28 に血清無機リンの濃度につい

て示しています。いずれも明確な効果は認められませんでしたが、分娩前後の量の濃度を正常域

に保つ役割は果たしているものだと考えられました。 

  次に、飛びまして、66 ページをお開きください。本製剤は休薬期間の設定を不要と考えており

ますが、これの根拠について述べております。本製剤は、ここに書かれておりますとおり、カル

シウム・マグネシウム自体が、リンがマクロ栄養素であること、また、ここでは述べられていま

せんが、先ほども述べましたとおり、主成分が既承認製剤の主剤としてあり、いずれも休薬期間

等が必要となる成分とはされていないこと、有効成分以外について、○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○は食品添加物として広く用いられている成分

であること、○○○○○○○○○○○○についてはＦＤＡによって食品用途への使用が認められ

ており、○○○○○○は牛の反芻胃において速やかに分解されるものと考えられることから、残

留試験を不要と判断し、休薬期間の設定を要しないと考えました。以上が本製剤の概要です。 

  次に本製剤の毒劇薬の要否についてです。先ほど述べましたとおり、ＬＤ50が 5000mg／kg 以上

であると考えられること、安全性、臨床試験の結果から不要と考えられました。 

  最初の表に戻っていただいて、１項目に審議経過票がございますので、そちらをご覧ください。

こちらの７をご覧ください。本申請につきましては、平成 19 年 10 月 23 日に開催されました動物

用一般医薬品調査会で御審議をいただきまして、事前の調査の審議を終了し、毒劇薬には指定し

ないということで本部会に上程して差し支えない。なお、再審査期間は新動物用配合剤というこ
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とで６年とされたものでございます。 

  また、記載はされておりませんが、11 月６日に行われました残留問題調査会におきまして、本

製剤の残留試験及び休薬期間を不要とすることについて御説明し、御確認させていただきました。 

  以上でございます。毒劇薬の要否も合わせまして、御審議のほど、よろしくお願いします。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

  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。 

【前田委員】規格のことでよろしいでしょうか。 

  ヒアリングのところで、○○○○○○○○○○○○について規格を立てるようにということを

要求して、申請書の別紙規格として、○○○○○○○○○○○○の規格及び検査方法を入れたと

思うんです。規格の内容はこれでいいと思うんですけれども、最初のところに規格値が入ってい

ないんですが、これはどういうことなんでしょうか。定量法まできちんとあれしているんですけ

れども。 

【赤堀部会長】事務局、いかがでしょうか。 

【事務局】確認して整理させていただきます。 

【赤堀部会長】そのほか、いかがでしょうか。 

  前田先生から御指摘いただきましたこと、整備するという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。ありがとうございました。 

  事務局のほう、何か。 

【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、再審査期間は新動物用配合剤と

いうことで６年間とし、毒劇薬には指定しないこととします。これの条件としましては、こちら

の記載の整備ということでさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

【○○委員】それでは、５時を過ぎまして、進行の不手際で予定時間をオーバーしておりますけれ

ども、もうしばらく御審議願いたいと思います。 

 

               ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

⑥ピルスー（ファイザー株式会社） 

 

【赤堀部会長】続きまして、⑥になりますけれども、ピルスーです。これは動物用抗菌性物質製剤

調査会関係ですので、山口先生から御説明いただけますでしょうか。 

【山口委員】抗菌性物質のピルスーについて御審議をお願いいたします。 

  ピルスーはファイザー株式会社から製造販売承認申請されましたピルリマイシン塩酸塩水和物

を有効成分とする牛用の乳房炎治療用の抗生物質であります。 

  本製剤は平成 19 年 10 月 11 日に開催されました動物用抗菌性物質製剤調査会及び平成 19 年５
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月 18 日に開催されました動物用医薬品残留問題調査会において事前の審議を終了し、本部会に上

程されたものです。 

  なお、本剤にかかわる動物用医薬品の使用の規制に関する省令及び動物用抗生物質医薬品基準

の一部改正につきましても同じく審議を終了し、本日、上程されます。詳細につきましては事務

局から説明があります。どうかよろしくお願いいたします。 

【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赤で No.６とシールのついたオレンジ色の

資料を御用意ください。その中の申請書と書いたタグをお開きください。 

  本製剤はファイザー株式会社より平成 18 年９月 29 日付けで申請されたピルスーでございます。

申請書の２ページの５番に成分及び分量が記載されておりますが、新有効成分であるピルリマイ

シン塩酸塩水和物――以降「ピルリマイシン」と呼びます――を主成分とし、１分房当たりピル

リマイシンとして 50mg を１日１回２日間、乳房内に投与する乳房注入剤です。有効菌種は本剤感

受性のブドウ球菌、レンサ球菌であり、適応症は牛の泌乳期の乳房炎でございます。 

  また、以前は乳房注入剤はすべて青色１号を含まなければならないことが定められておりまし

たが、平成 18 年 11 月９日付けの薬事法関係事務取扱について及び動物用抗生物質医薬品基準の

一部改正により、本剤は国内で初めて申請された青色１号による着色がない乳房注入剤となりま

す。新有効成分動物用医薬品として御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  さて、内容について御説明いたします。概要と記載されたタグをお開きください。初めは目次

となっておりますので、さらにめくりまして１ページ、起源または開発の経緯に関する資料をご

覧ください。ピルスーはリンコマイシン系抗生物質であり、人体用医薬品としての承認はなく、

動物用として初めて申請された成分であります。 

  ２ページをご覧ください。本剤の効能は泌乳期の乳房炎でありますが、乳房炎は古くから見ら

れる疾病であり、乳牛の病傷件数の上位を占めております。乳房炎原因菌としては、主にブドウ

球菌、レンサ球菌、大腸菌等が挙げられます。 

  これらの背景があることから現在、国内で承認されている乳房炎治療剤は多数存在し、それら

は３ページの表イ-2 に記載してございます。本剤は初めてのリンコマイシン系の乳房注入剤であ

り、かつ青色１号を含まない製剤という点において新規性の高い製品となります。外国での承認

及び使用状況については８ページのとおり、主要国を含む 35 カ国で承認を取得しております。 

  次に、本剤の安定性については、57 ページの表ニ-14-1 及び、次のページにわたりますが、14-

2 に示されてございます。これらの結果からピルスーを市販用包装するとき、通常の保存条件で

３年間はその品質を保証できることが確認されております。 

  次に、69 ページをご覧ください。表ホ-1 にピルリマイシンの毒性試験成績がまとめられており

ます。単回投与毒性試験におけるＬＤ50 におきましては、経口投与において 5000mg／kg、腹腔内

投与で 500mg／kg です。反復投与毒性試験においては、次ページ以降に具体的には書いてあるん
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ですけれども、特に胃の炎症病変及び肝病変が認められました。特殊毒性試験においては、特段

の異常は認められませんでした。 

  次に、97 ページの対象動物に対する安全性をご覧ください。ピルスーの常用量と３倍量をそれ

ぞれ１日１回３日間連続して４分房内に投与した結果、両群ともに投与部位及び一般状態に変化

は認められず、また体温、体重、飼料摂取量、乳質検査、血液学的検査においても、被検薬に起

因する変化は認められませんでした。 

  続きまして、本剤の薬理作用に関する資料についてですが、106 ページをご覧ください。ピル

リマイシンの作用機序は、ほかのリンコマイシン系抗生物質同様、リボゾームの 50Ｓサブユニッ

トに結合してペプチド転移酵素反応を阻害することによるたんぱく合成の阻害によるものです。

その耐性機構としては、やはりリンコマイシン系抗生物質に共通した機構、すなわち薬剤の酵素

活性の不活化あるいは薬剤作用点の変異によるものと推察されます。 

  107 ページ表へ-1 及び２に米国で発症した動物から分離された菌株に対するピルリマイシンの

最小発育阻止濃度を示しております。この結果、ピルリマイシンはグラム陽性菌のほとんどの菌

種に対して高い抗菌活性を示しております。 

  108 ページ表へ-4 には、国内野外分離された乳房炎原因菌株に対するピルリマイシンのＭＩＣ

値を示しております。この結果、ピルリマイシンは牛由来の主な乳房炎原因菌であるスタフィロ

コッカス・アウレウス、ストレプトコッカス・ユベリス、ストレプトコッカス・ディスガラクチ

エ及びコアグラーゼ陰性ブドウ球菌に対して強い抗菌活性を有することが確認されております。 

  109 ページ表へ-5 及び６には米国及びカナダでの牛由来の乳房炎原因菌株に対するピルリマイ

シンのＭＩＣ値を示してございます。 

  次に、110 ページには実験感染モデルを用いて行った用量設定試験の結果が示されております。

スタフィロコッカス・アウレウスを実験感染させ、乳房炎を発症させた泌乳期の乳牛 25 頭、74

分房について用量設定試験が行われております。試験の結果が 112 ページの表へ-10 にまとめら

れており、泌乳期の乳牛における乳房炎の治療においては、１分房当たり 50mg の 24 時間間隔２

回投与が至適用量であることが確認されております。 

  次に、吸収、分布、代謝及び排泄に関する資料について御説明いたします。116 ページをご覧

ください。ピルリマイシン常用量の４倍量を 24 時間間隔で２回投与したときの血中薬物濃度の推

移については 117 ページの図ト-1 に示しております。 

  119 ページ、表ト-5 には、反復投与時のピルリマイシンの臓器及び血中濃度を示しました。こ

の結果、ピルリマイシンは肝臓、腎臓、乳房、脂肪、筋肉の順に高濃度に分布しておりました。 

 続きまして、120 ページ図ト-2 をご覧ください。この図にはピルリマイシンの代謝図が示されて

おります。投与されたピルリマイシンの 68％は未変化体として乳汁・尿及び糞中に排泄され、残

りはピルリマイシンの代謝物であるピルリマイシンスルホキシド等が糞及び尿中に排泄されるこ

とが示されております。 
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  次に、121 ページ表ト-7 をご覧ください。この表については、Ｃ14 で標識したピルリマイシン

を投与した試験を行った結果が示されておりまして、ピルリマイシン総投与量の 50％が乳汁から

排泄され、その後、10％が尿中から、約 24％が糞中から排泄されたことが示されております。 

 続きまして、臨床試験成績について御説明いたします。125 ページをお開きください。2005 年の

５月から 2006 年の４月にかけて、国内 24 カ所の動物診療施設におきまして 320 頭の牛を供試し

て臨床試験を実施しております。 

  試験設計は表チ-1 のとおりで、ピルスー群、Ｔ01 群とされておりますけれども、これは１分房

当たりピルリマイシンとして 50mg 投与しております。対照群、Ｔ02 群とされておりますけれど

も、これには川崎三鷹製薬株式会社の「泌乳期用ジクロキサシリンジ」を用い、ジクロキサシリ

ンナトリウムとして 200mg を投与しております。両群とも１日１回２日間、試験０及び１日目に

乳房内注入されております。供試動物については、泌乳期にある乳用牛で、１分房に乳房炎が認

められた牛のうち前搾り乳に凝固物が認められるものが供試されております。 

  続きまして、126 ページ、表チ-2 をご覧ください。こちらにはスコアが示されております。試

験０、４、10 及び 22 日目に、表チ-2 に書いてあるスコアにて評価いたしました。また、乳試料

も同じく試験０、４、10 及び 22 日目に無菌的に採取いたしまして、スタフィロコッカス・アウ

レウス、スタフィロコッカス・アガラクチエ、及びコアグラーゼ陰性黄色ブドウ球菌の分離、同

定を行っております。 

  有効性は、127 ページの中段の(4)の表にある基準に従いまして、それぞれ症例ごとに評価され

ております。132 ページの表チ-8 をご覧ください。ピルスー群は臨床的有効率が 81.7％、細菌学

的有効率が 71.7％、総合有効率 60.0％と、対照群と有意差はなかったものの、すべて対照群より

高い有効率を示しました。 

  133 から 134 ページの表チ-9、10、11 をご覧ください。こちらについては産歴、重症度及び原

因菌別に有効率について解析しておりますが、こちらについても対照群とピルスー群に対して有

意差は認められませんでした。 

  次に、134 ページ表チ-12 をご覧ください。そこに試験 22 日において臨床的な再発率をカウン

トしております。その結果、ピルスー群であるＴ01 群におきまして、有意差は認められないもの

の、対照群であるＴ02 群より高い値を示しております。 

  しかし、135 ページ表チ-13 において、この症例から採取された細菌が示されておりますとおり、

０日と 22 日の原因菌が一致していないことから、ピルスーの細菌学的効果が不十分であったとい

うよりも、むしろ新たな感染が起こった可能性が高いのではないかと結論づけられております。 

  136 ページから 139 ページをご覧ください。こちらは見開きで、各群から分離されたスタフィ

ロコッカス・アウレウス、コアグラーゼ陰性黄色ブドウ球菌、ストレプトコッカス・ユベリス、

ストレプトコッカス・ディスガラクチエに対する各抗生物質の薬剤感受性を検索した結果が示さ

れております。 
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  140 ページの(9)をご覧ください。有害事象が記載されております。ピルスーを投与したＴ01 群

において、第四位の左方変異が１例認められておりますが、被検薬との因果関係は不明でありま

した。 

  以上をもちまして、ピルスーを投与した臨床試験におきましては、特段の有害事象が観察され

ず、さらに既承認の乳房注入動物用医薬品と比較しても同等以上の効果を持つと考えられました。 

  最後に、本剤の残留について説明いたします。141 ページをお開きください。表リ-1 にピルリ

マイシンの残留試験の試験設計を一覧で示しております。本品については、概要１ページの最終

行にありますとおり、既に厚生労働省において残留基準値が設定されており、筋肉及び脂肪が

0.01ppm、乳が 0.3ppm、腎臓及びそのほか臓器が 0.4ppm、肝臓が１ppm とされております。 

  まず、乳汁中の残留試験について御説明いたします。142 ページ図リ-1 をご覧ください。これ

は国内で行われた乳の残留試験の結果です。乳の残留基準 0.3ppm まで減衰するために要する時間

は 58.1 時間でした。続きまして、144 ページの図リ-2 をご覧ください。こちらは米国で行われた

試験となりますけれども、乳の残留基準 0.3ppm まで減衰するために要する時間は 53 時間でした。 

  次に、組織中の残留試験について御説明いたします。146 ページから見開きになります図リ-3、

リ-4、リ-5 をご覧ください。これらは国内の試験になりますが、肝臓、腎臓及び小腸についての

休薬期間算出のためのグラフが作成されております。残留基準値まで減衰するのは、肝臓で 10.4

日、腎臓で 6.6 日、小腸で 3.9 日と算出されております。 

  続いて、150 ページの図リ-6 をご覧ください。これらは米国での試験の結果となります。この

グラフは肝臓における休薬期間算出のためのグラフで、休薬期間 20 日とされております。失礼し

ました。減衰するためにかかる時間が 20 日とされております。なお、腎臓、筋肉、脂肪及び乳房

では解析に必要な３時点において定量限界以上の残留が検出されておらず、解析を行うことがで

きなかったとされております。 

  以上のことから、150 ページの表リ-6 及び表リ-7 におきまして、ピルリマイシンの休薬期間を

乳 60 時間、組織 20 日と設定されております。 

  それから、本剤の毒劇薬指定の要否でございます。こちらは毒性試験をまとめられた表ですけ

れども、69 ページとなります。先ほど毒性試験のところでも御説明しましたとおり、ラットの経

口投与でのＬＤ50が 5000mg／kg というところでございました。また、対象動物を用いた安全性試

験では、３倍量を投与しても特段の異常は認められておりません。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、有害事象は１症例のみであり、それも本剤との因果関係が

不明であった結果から、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。 

  続きまして、最初に戻っていただいて、表紙をめくってすぐの審議経過票をご覧ください。７

番の欄に示しますとおり、本申請につきましては平成 19 年５月 10 日、７月 18 日、及び 10 月 11

日に抗菌性物質製剤調査会がございまして、そこで御審議いただいた結果、特にタイロシン等の
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マクロライド系抗生物質に対して交差耐性を持つのか、そして、青色１号を含まない初めての乳

房注入剤ということで、使用者への注意喚起をどのようにするのかという議論がされ、10 月 11

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年とされ

ました。また、残留問題調査会につきましては、５月 18 日に、休薬期間は牛 20 日間、牛乳 60 時

間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、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。 

  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。 

  これは動物専用薬として、初めてのものですね。 

【事務局】そのとおりです。 

【赤堀部会長】効能・効果で本剤感受性のと書かれているから、これでいいかと思うんですけれど

も、これまでに乳房炎に対する抗菌薬の使用の歴史で、耐性菌の出現というのはいつも大きな問

題になってきておるんですが、そういう背景を見ますと、使用上の注意はこれだけでいいのかな

という気がしているんですね。せめて、感受性を確認してから使用するとか、そういうことがち

ょっとあってもいいのかなと思ったんですけれども、そういう議論は調査会のほうで出ましたで

しょうか。 

【事務局】そのことについては、抗菌調査会で非常に議論されましたけれども、効能・効果におい

て本剤感受性のブドウ球菌等、縛りが入っておりますので、これ以上の縛りをあえて記載する必

要はないというのが結論でございます。 

  さらに、現在、使用上の注意の事務連絡を出して記載整備を進めているところですけれども、

薬剤感受性試験をしてからこれを使いなさいという縛りは、ニューキノロン製剤については入れ

なさいということでやっているんですけれども、それ以外の製品に関しては、特にそのような縛

りは設けておりません。そのような並びからしても、特にこの製剤について入れなければならな

いということにはならないかと考えております。 

【赤堀部会長】わかりました。ありがとうございました。 

  そのほか、委員の先生方で何かございますでしょうか。 

【山田委員】ちょっとお聞きしたいのは、150 ページの休薬期間の設定のところで、日本の残留試

験では 58.1 時間でＭＲＬまで減衰し、それで設定する休薬時間が 60 時間というと、余裕が 1.9

時間しかないなと思うんですけれども、これは大丈夫なんでしょうか。 

【赤堀部会長】事務局、いかがでしょうか。 

【事務局】こちらは調査会に上げる前の事務局からのヒアリングの指摘事項におきまして議論がさ

れております。ピルスーヒアリング指摘事項 2007 年３月というものがございます。2007 年３月

のヒアリング指摘事項回答書と書いてあります 45 ページをお開きください。タグでいいますと、
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指摘回答書というタグでございます。 

  こちらのほうですね、そもそも算出方法が定められておりまして、95％の信頼区間をもって算

出されたものでありますので、時間は非常に迫っているということですけれども、その時間の設

定自体が余裕を持って設定されたものでございますので、特に問題はないと考えております。 

【事務局】ちょっとつけ加えますと、牛乳の場合は 12 時間ごとの搾乳ということになっております

ので、12 の倍数で測定することになっております。ですから、58 の次の 12 の倍数で 60 と。その

次になりますと、72 となりますので、それは長過ぎるということがございます。 

【山田委員】青色１号が入っていたのは、休薬時間をきっちり守るため、色でわかろうとしていた

わけですよね。それが色でわからなくなって、1.9 時間かしか余裕がないので、きちんと本当に

守れるのかなというのが、大丈夫なのかなと、間違えて１時間早くやったら、まずいということ

はないんですかということなんですけど、大丈夫なんですね。 

【事務局】青色１号というのは、必ずしも薬剤成分とパラレルに動くものではございませんが、す

べての注入剤に青色１号が入っているわけです。 

  ただ、青色１号の非常にいい効果は、初期段階の非常に薬剤が高濃度な段階での注意喚起には

極めて有効なわけです。逆に言うと、薬がないのに青色１号が残っているということも起こるわ

けですし、問題点もなくはないということです。今回、使用基準ということで非常に厳しい罰則

がかかります。そういった基準の中に、注入剤は、今まで入っていなかったんです。青色１号が

入っていたので、使用基準の対象にしないという整理を今までしてきたわけですけれども、それ

を全部使用基準の対象にして、３年もしくは 300 万円でしたか、非常に厳しい罰則規定を設けて、

そうすることをもって青色１号を外すという判断をしたということがございます。 

【赤堀部会長】この薬剤が使われ出した後、残留性のチェック体制はどうなっておりますか。使用

者の判断に任せているということでしょうか。 

【事務局】使用基準という法令上の厳しい規定もございますから、使用者はきちんと休薬期間を守

っていただきたいということはございます。牛乳の場合には、搾乳された後に乳業メーカー等で

きちんと検査がされておりますので、少なくともバルク乳としては検査をしておりますから問題

はないというふうには考えております。 

【赤堀部会長】山田先生、それでよろしいでしょうか。ありがとうございました。 

  そのほか、先生方で御質問、御意見等ございませんでしょうか。 

【明石委員】審議経過票の使用上の注意が後ろの方についていますね。使用上の注意の一般的注意

の３番目のなお以下の意味がよくわからないんです。定められた用法用量を厳守すれば、２日間

の中であって反復する投与というのはあり得ないのではないですか。 

【赤堀部会長】事務局、いかがでしょうか。 

【事務局】この文言については、使用上の注意の事務連絡というものがございまして、このように

記載しなさいという例を示したものですけれども、それに沿って、そのまま書いてあるものでご
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ざいます。 

  ですから、この製剤については、こういったものが適切でないということであれば訂正するこ

とはやぶさかではないかと思いますが、以前、使用上の注意の事務連絡ということで、横並びで

決められた記載例に沿って書かれたものということをつけ加えておきます。 

【赤堀部会長】御指摘は、一般表記はそれでいいとして、一般表記では不適切な場合が起こってき

た場合には、一般表記が優先するわけではなくて、正しい標記のほうであるべきじゃないでしょ

うかという御意見です。 

  したがいまして、２日間の投与期間の間に、１度休薬して、繰り返して投与するということは

あり得ないだろうから、この表記は不適切ではないかということです。 

  御指摘はごもっともですから、一般的な論理がそのまま通用するというふうには考えにくいん

ですが、どうでしょうか。 

【事務局】ごもっともな御指摘かと思いますので、なお以下は削るように申請者と協議していきた

いと思います。 

【赤堀部会長】明石先生、削除ということでよろしいでしょうか。――ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

【合田委員】休薬期間のところなんですが、142 ページを見て、データが出ていますよね。動物用

医薬品の統計学的手法による休薬期間の設定のための残留試験ガイドラインに準じたと言われて

いるので、そこがルールで決まっていたらしょうがないのかなと思うんですが、直線で回帰して

いますよね。直線回帰だったらいいんですけど、カーブフィッティングすれば、もう少し伸びま

すよね。だから、そこは先ほどの山田先生が言われたところと関連して気になるなとは思うんで

す。 

  ただし、99％点の 95％の信頼区間の上を取っているので、そこでぎりぎり守れるかどうかとい

うところですけれども、直線回帰をするというルールが大丈夫なのかどうかというのがわからな

いんです。どうですかね。２時間だと、ほとんど誤差範囲なので、そこが恐いなと思うところが

ございます。 

  ですから、赤堀先生が言われたように、モニタリングがすごくしっかりされるかどうかという

のは、これでは大事になるのかなという気がするんですが、どうですか。 

【赤堀部会長】事務局、いかがでしょうか。 

 下田先生、お願いします。 

【下田委員】縦軸を見ていただくと対数尺になっているんですね。それで指数関数的に減少すると

いうことが証明されておりまして、通常は対数を取って直線回帰するというのが一般的な方法に

なっている。ただ、委員が御指摘のように、ちょっと曲がっているように見えますよね。あとは

どう考えるか、どういう線を引くかということにかかっているということになると思います。 

  一般的に、これだけで４番目の点がちょっと上がって見えているのか、実際には２番目以降、
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別の層になっているかという判断は、もう１つ増やしてみないとわからないということですね。 

 ただ、ガイドラインがＭＲＬを挟んでデータを取っておりますので、ここで仮に直線の見方が悪

いとしても、それはフィットが悪いということで、大きな誤差を生む。それによって信頼限界の

値が大きくずれるということで、ある程度は保証されていると。 

  まさにオンラインの点であれば、この上限値というのは非常にラインに近くなってくるという

ことですね。例えば１番目の点を除いて２、３、４で直線を引いたとしますよね。直線上に乗っ

ているということになりますので、それによって上限の値がうんと下がってくるわけですね。精

度よく引けるということで、上限値の範囲が下がる。あくまでも 95％の確率で、100 頭のうち 99

頭から牛乳を搾れば、この値よりも下回りますという、そういう確率を示した値なんですね。 

  あくまでも、この確率はデータに基づいて計算されている。ですから、データが信頼性があっ

て直線性がいいデータであれば、この臨界値は直線に近い値に出る。逆にずれているような点を

使うと、実際に引く直線とは離れてくるということになるわけですね。ですから、それほど問題

はないというふうに僕は思います。 

【合田委員】どこの３組のセットを取るかで線が全くガラッと変わっちゃうんですよね。後ろの３

点法だと、逆により厳しくしなければいけなくなりますよね、直線にしてしまうと。 

【下田委員】このラインが下がってくるんです、信頼性が高くなるから。この確率がグッと下がっ

て。 

【合田委員】なるほど。 

【下田委員】それで、ある程度担保されていくと考えていただければと思います。 

【赤堀部会長】よろしいでしょうか。 

  そのほかいかがでしょうか。 

【合田委員】中川先生への質問かもしれないんですが、最後の使用上の注意の根拠のところで、そ

の他の注意の部分は、獣医師じゃない方が使われる可能性があるから入れられているということ

なんですか。そういうことですね、この情報は。要指示薬であっても、そういうことを念頭とし

て、これを入れておいたほうがよいということですね。 

【事務局】そのとおりだと考えております。 

【中川委員】この薬剤の審議と直接関係ないんですね。乳房炎の治療の現場は、かなりいいかげん

なんですよ、はっきり言って。要指示薬であるから、獣医師の処方せんがないと買えません。し

かし、「先生、乳房炎が何頭か出ているんだ」という話になれば、「今まで使った薬を渡すから、

やってみろ。効果がなければ、今度、新しいのが出たから、これを使ってみるか」と、こんなレ

ベルなんです。 

  ですから、合田先生が質問されたその他の注意というのは、そういう意味で書かれているんだ

というふうに理解をすると、臨床現場は非常に厳しいものがあります。ですから、耐性菌がどん

どんできるのは当たり前の話なんです。乳房炎の薬って、次から次へと変わっていくでしょう。
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年を追うごとに、メーカーは、効かなくなってくると、新しい合剤を開発する。その中でキノロ

ンの問題が出てくる。 

  だから、全体的な農家の指導とか、かかわる獣医師に対する厳しい指導が必要であるというこ

とを前提にして薬の問題はやっていかないと、余り意味ないような気がするんですよ、先ほど説

明がありました、法律でいろいろ厳しい規定を設けてもという話もあります。 

  農家のレベルとすれば、牛乳はものすごく安いですからね。そういう意味で、余り経費をかけ

たくないというのもありますからね。しかし、二等乳になると出荷ができませんし、当然検査を

されますので、その辺を含めて今後、農林水産省の指導を仰ぎたいと、こんなふうに指摘を仰ぎ

たいと思います。 

  以上です。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

  直接審議にかかわる御発言ではないんですが、極めて貴重な御意見をいただきましたので、こ

れからの動物用医薬品行政の中で、今の中川先生の御意見を反映するような形で御検討いただけ

ればと思います。 

  そのほか、特にございませんでしょうか。 

【大前委員】１つ事務局へお願いなんですけれども、乳房炎の注入剤というのは、青色１号をつけ

てから、昭和 45 年ぐらいからやっていますので 40 年近い歴史があるということで、今回初めて

入れない製剤の承認なんだということで、メーカーに対して、いろいろなパンフレット、リーフ

レットをつくっていただいて、それを直接使う方に見ていただくというのはそのとおりなんです

けれども、長年やってきた状況の中で、全然色がつかないものが出てきているということで、行

政なりそちらのほうでも、例えば生産団体だとかいろんなところも含めて、こういうふうな状況

になりましたというふうな話をしておいていただいたほうが、いろいろな間違いだとかそういう

ことも起こらないんじゃないかという感じを持っています。 

  これが出てくると、今現在承認あるものも色を抜いてくるような話も出てくるんじゃないかと

思いますので、その辺は御検討をお願いしたいと思います。 

【赤堀部会長】公衆衛生上の観点から極めて重要な御発言だと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

  そのほか、特になければ、使用上の注意を一部修正するということを条件に、事務局案を了承

したことに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す。 

  本件につきましては、使用上の注意の一般的注意の(3)のなお以下を削除することを条件に承認

は可とし……。失礼いたしました。 

  谷口委員からの御意見を今から読み上げさせていただきます。 

  ①として、使用上の注意で、分房内に注入したときに起こる副作用はどのような現象でしょう
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か。②そのほかの注意に関連して、本剤を用いた乳房炎の治療の最適時期は初期の乳房炎に限ら

れるということでしょうかという御質問でございます。 

  まず御質問の①なんですが、副作用について、安全性試験、臨床試験につきまして、特段の副

作用はございません。また、現在承認されている乳房炎治療剤の副作用としても現在、農林水産

省に報告されておりませんので、具体的に副作用というのはどんなものが想定されるのかという

ことに関しては、こちらもなかなか予測できないところはあります。 

  ただ、市販後に投与したことによる有害事象が万が一あった場合のことを考え、このような記

載は残してお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】いかがでしょうか。 

  ちょっと難しいことかなという気がいたします。副作用が臨床試験あるいは前臨床試験の中で

も全く認められていないにもかかわらず、使用上の注意には副作用を認めたら獣医師の診断を受

けなさいと。万が一のことを考えてということであれば、データがないのにかかわらず、書いて

いくということでしたら、ほかの使用上の注意にもありとあらゆることを書いていかなければな

らなくなるわけです。 

  使用上の注意はそれを書くための一つの基本的な条件に基づいて書くということが大事になっ

てくると思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

【事務局】今の発言にちょっとつけ加えさせていただきたいんですが、副作用が出た場合には獣医

師に見せることという文言については、先ほどから申し上げています使用上の注意の例の事務連

絡というもので、すべての製剤において書きなさいと指導しているものであることをつけ加えま

す。 

【赤堀部会長】ということであれば、よろしいでしょうか。 

【事務局】この文言については、データの中では、安全試験、臨床試験の中で副作用があるない、

このものにはなかったよということは確認されているんですけれども、いかんせん限られた数の

中の話ですので、それをもってして、野外にこれが出たときに、絶対副作用がないんだよという

ことは言えないでしょうし、メーカーの方もそれは言えないでしょう。 

  かといって、副作用があった場合、どうしたらいいかというと、注意喚起がないと、ユーザー

のほうは「何だよ」という話になる。メーカーのほうも、ＰＬ法があって、そういった情報提供

は最低限したいという話があるかと思います。 

  これについては、私としては記載せざるを得ないのかなと。具体的にどういう副作用があるん

だと言われると、確かに思い浮かばないんですけれども、書かなくていいよというのは言えない

んじゃないかなと思います。 

【赤堀部会長】もう一点、引っかかりますのは、中川委員から御発言がありましたように、これが

要指示薬で獣医師の管理下に置かれていますよね。獣医師が診断して治療して、その観察下の中

にありながり、副作用が出たら獣医師の診断を受けないと、こういう表現が本当にいいのかどう
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か。明らかに獣医師でない人が使っていて、対応ができないからということを前提にしているよ

うな使用上の注意のように思うんですが、いかがでしょうか。 

【事務局】要指示薬品というのは、あくまでも、使うときに、その場に獣医師がいなければならな

いということではなくて、獣医師の診察をもって指示書を発行して、それをもってして農家が使

うということになります。もちろん獣医師が直接投薬をするというものもあれば、そうじゃなく

て、農家が獣医師の診察を受けた後、その医薬品を購入なりして投薬するというものもあります。 

  実際の現場では、中川先生が言われたように、農家の方が自ら注入しているのが実態だと思い

ます。その際に何か副作用なりがあったら当然、かかりつけの獣医師がいるでしょうから、その

獣医師にすぐ伝えるという形になるかと思います。 

【吉川委員】私も牧場長をやっていると、乳房炎がいかに多くて、いかに治りにくくて、何回も抗

生物質を使うかというのは、本当に驚くほどなんですね。 

  だから、ここでやられる一般的な急性・慢性毒性試験を含めて、牛の乳房に何度もこの抗生物

質を注ぎ込んだときに、本当に副作用がないかどうか、例えばアレルギー反応を含めて、予想で

きないような気がするんですね。 

  そういう意味では、この項目は、今言われたように、牧場の場合も、現場では、獣医師は処方

せん書きますけれども、獣医師がいれば獣医師がやる格好にはなりますけれども、必ずしもそう

でないケースもないわけではなくて、あったほうがいいと私は個人的には思います。 

【赤堀部会長】余り議論の時間を費やすることではないかもしれませんが、あった方がいいという

ことですので、それはそれでよろしいでしょうか。――うなずいておられる先生方が多いようで

すので、この使用上の注意は、そのまま残すということにさせていただきたいと思います。 

 結論が変わるわけではございませんが、使用上の注意を一部修正するということで事務局案を了

承したということにさせていただきます。 

【事務局】②番の質問ですけれども、こちらの御意見については、今回、そのほかの注意に記載さ

れている事項というものは、本製剤に限ったことではなく、全般的な内容と考えられます。ただ、

本剤は要指示医薬品でありまして、獣医師が処方するものですので、特に初期の乳房炎と、こち

らで限定してしまう必要性はないと考えております。 

【赤堀部会長】よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

  それでは、繰り返しませんが、事務局案を了承した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。 

  本件につきましては、使用上の注意の一般的注意の(3)のなお以下を削除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。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 
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（２）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 

（３）動物用抗生物質医薬品基準の一部改正について 

 

【赤堀部会長】ただいまピルスーが新薬として承認されましたので、これに伴いまして、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。したがいまして、議題(4)の審議を先にさせて

いただきたいと思いますので、事務局からよろしくお願いいたします。 

【事務局】議題(3)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申し上げます。 

  当日に配布させていただきました黒で No.12-2 と押印された両面印刷の１枚紙の資料を御用意

ください。使用規制省令の一部改正案でございます。 

  先ほどのピルスーを承認するに当たって、使用規制省令の新しい各条を設けるというものでご

ざいます。具体的には、資料の裏側を見ますと、新旧対照表がございまして、現在、既に指定さ

れておりますビチオノールを有効成分とする強制経口投与剤とフェバンテルを有効成分とする飼

料添加剤の間に、このアンダーラインの部分を追加するというものでございます。 

  医薬品の項に、「塩酸ピルリマイシンを有効成分とする乳房注入剤」を入れまして、使用対象

物は「牛（泌乳しているものに限る。）」、用法及び用量は「１日量として搾乳後に１分房１回

当たり 50mg（力価）以下の量を注入すること」、使用禁止期間につきましては、「食用に供する

ためにと殺する前 20 日間又は食用に供するため搾乳する前 60 時間」というものでございます。 

  以上、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

【赤堀部会長】(3)で御審議いただくものであります。 

【事務局】続きまして、動物用抗生物質医薬品基準の改正もありますので、あわせて……。 

【赤堀部会長】議題(3)と(4)ということで、お願いします。 

【事務局】当日に配布させていただきました黒で No.13 と押印された両面印刷の資料を御用意くだ

さい。動物用抗生物質医薬品基準の一部改正案でございます。先ほどのピルスーを承認するに当

たりまして、動物用抗生物質医薬品基準――以下「動抗基」とします――の新しい各条を設ける

というものでございます。 

  まず新旧対照表が４ページにわたってございます。その次に医薬品各条とありまして、ピルリ

マイシン類となっております。構造式がございまして、その下には説明が四つ書いてございます。

その裏には塩酸ピルリマイシン乳房注入剤ということで、本品は塩酸ピルリマイシンの水性の乳

房注入剤であるとなっておりまして、確認試験が力価試験の(2)より試験を行うとき、試料溶液及

び標準溶液から得たピルリマイシンのピークが同一の保持期間を示すとあります。 

  比較としては、(1)本品は表示された力価の 90 から 110％を含む、(2)無菌試験はメンブランフ
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ィルター法で適合と規定されております。具体的に、その下に試験方法として、円筒平板法と液

体クロマトグラフ法というように、二つの力価試験が指定されております。 

  最後に、２枚めくっていただきますと、付表がございまして、本品の標準品、試薬・試液が記

載されております。 

  以上、よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

 委員の先生から御質問、御意見等ございますでしょうか。 

【合田委員】No.13 のピルリマイシン類ですけれども、文章で形として何か残るんですね、出すん

ですね。そうすると、ここの構造式のナンバリングは非常に適当につけられているので、構造式

のナンバリングは外しておいたほうがいいのではないですか。少なくとも４’、４Ａ’、４Ｂ’

なんて、向こうが勝手に、自分たちがネーム張りで理解するためにつけたナンバリングですから、

これがオフィシャルなものになると、みんな誤解しますよ。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

  事務局、よろしいでしょうか。 

【事務局】ありがとうございます。先生の御意見のとおり、この構造式の番号は削除するというこ

とで対応したいと思います。 

【赤堀部会長】そのほか、いかがでしょうか。 

  それでは、ピルリマイシンに関しまして、議題(3)と(4)について御承認いただいたことにさせ

ていただきます。 

 

（４）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】続きまして、議題(2)になりますが、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】当日配布資料の No.11 を御用意ください。動物用生物学的製剤基準の一部改正について

でございます。 

  １枚めくっていただきますと、豚丹毒生ワクチン製造用原種菌という項目でございます。具体

的には新旧対照表の方がわかりやすいので、最後のページに新旧対照表がありますので、そちら

をご覧ください。ほんの１カ所、修正するだけでございます。右側が現行で、左側が改正案でご

ざいます。 

  豚丹毒生ワクチンの製造用原種菌につきましては、古い製品なんですけれども、開発されて承

認された当初、製造管理ですとか品質管理を厳密にしよう、製品の安全性や有効性をきっちり担

保しましょうということで、製造用株を動物医薬品検査所が一元的に管理いたしまして、必要に

応じて製造メーカーに配布するというシステムをとっておりました。したがいまして、動物医薬
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品検査所の配布規程に収載されていたというところでございます。 

  しかし、今般、薬事法が改正されまして、原薬、こういった製造用株についてもＧＭＰが課せ

られることになり、それに伴いまして、シードロットシステムも、その導入が検討されていると

ころです。この豚丹毒生ワクチンにつきましても、各製造メーカーがシードロットシステムの導

入を具体的に検討しております。そういった前提がありまして、既に動物医薬品検査所の配布規

程から豚丹毒の製造用株が削除されてございます。 

  本来ならば、それに合わせて、動生剤基準のここの部分、アンダーラインが引いてありますけ

れども、「動物医薬品検査所で管理する」というところを削除するべきであったんですけれども、

今般、その整理も兼ねて、当該箇所の部分を削除させていただきたいという一部改正案でござい

ます。 

  製剤基準、42 条基準は薬事・食品衛生審議会の御意見を聞いてというふうに法律で決っており

ますので、今回、御審議という形でよろしくお願いをいたします。 

【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けれども、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。 

  特にないようですので、事務局案を了承したこととさせていただきます。 

【事務局】ありがとうございました。 

  原案どおり、薬事分科会に報告させていただきます。 

 

（５）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（続） 

 

【赤堀部会長】続きまして、議題(3)です。動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正につ

いてですが、このうち動物用の一般医薬品調査会関係は、先ほど継続審議になりましたので、こ

れも継続審議とさせていただきたいと思います。 

  ２番目に上がっております抗菌性物質製剤については、先ほど御承認いただきました。 

  この議題(3)で未審議のものが動物用残留問題調査会関係です。事務局から御説明をお願いいた

します。 

【事務局】前田先生から、先にお願いします。 

【前田委員】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、残留問題調査会関係で

クロプロステノールに関して御報告いたします。 

  本改正案はクロプロステノールにかかわる既存の基準の一部改正を行うためのものであります。

本案は平成 19 年 11 月６日に開催された動物用残留問題製剤調査会において事前の審議を終了し、

本部会に上程されるものです。詳細につきましては、事務局から説明があります。 

【赤堀部会長】よろしくお願いします。 
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【事務局】それでは、当日配布資料の No.12-3 を御用意ください。本件はシェリングプラウアニマ

ルヘルス株式会社から要望として提出されましたクロプロステノールにかかる使用基準の一部変

更ということでございます。 

  どういった話かといいますと、１枚目の裏側の新旧対照表をご覧になっていただきたいんです

が、現在、既にクロプロステノールを主剤とする製剤が幾つか承認されているわけでございます

けれども、それに伴いまして、使用基準、使用規制省令が設定されていまして、この右側に示し

ますように、具体的には、牛で７日間、牛乳で 24 時間、豚で７日間という使用禁止期間が既に設

定されているというものでございます。 

  これらはポジティブリスト制度ができるはるか前に設定されたもので、当時の残留試験では、

筋肉等が 0.5ppb、牛乳については 0.025ppb という検出限界で、いわゆるゼロ残留での使用禁止

期間で、先ほど申しました牛と豚で７日間、牛乳で 24 時間が設定されてございます。しかし、ポ

ジティブリスト制度が導入された現在、クロプロステノールにつきましては、ＭＲＬは設定され

ていないんですけれども、0.01ppm、10ppb という一律基準が適用されてございます。 

  今般、この一律基準に基づいて計算をし直しましたところ、シェリングプラウアニマルヘルス

株式会社は最初に、牛と豚で５日間、牛乳で 12 時間というふうに使用規制省令を改正してほしい

と要望してまいりました。 

  それに対して残留問題調査会が、２枚目のページが１と振ってあるんですけれども、２枚目の

上のところの四角で囲んであるところがありますように、指摘事項としまして、統計学的処理を

行って一律基準を下回る期間を求めなさいという御指摘をされてございます。 

  この指摘に対しましてシェリングプラウアニマルヘルス株式会社のほうは、シェリングプラウ

アニマルヘルス株式会社が出してきました残留試験というのは、供試動物が２頭しかありません

で、統計学的な処理ができませんと。したがって、本当に一律基準を下回るかどうかというのは

わからないということなんですけれども、次のページの裏側の上の表３に示しますように、牛乳

は 0.5 時間、５時間、９時間でも、一律基準の 10ppb を大きく下回っている値であって、その下

の表４でも、これは海外のデータなんですけれども、海外のデータをもとに、さらに下の図で統

計学的処理をした図１があるんですけれども、一律基準を大きく下回っているということで、せ

めて牛乳だけも 24 時間から 12 時間に変更できないかというふうに再度、要請してきたものでご

ざいます。 

  それを受けまして、11 月９日に開催されました動物用医薬品残留問題調査会において、牛乳は

24 時間から 12 時間に変更して差し支えないと御判断されたところでございます。 

  したがいまして、最初の新旧対照表に戻っていただき、左側が改正案になりますけれども、使

用禁止期間の欄の牛乳に関する記述を「搾乳する前 12 時間」に変更するという一部改正案でござ

います。 

  以上でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 
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【赤堀部会長】ありがとうございました。 

  今御説明いただきましたけれども、委員の先生のほうで御質問、御意見等ございますでしょう

か。 

  特にございませんか。――御意見等、特にないようですので、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。原案どおり、薬事分科会に報告させていただきます。 

【赤堀部会長】審議事項の４番は先ほど御審議いただいたとおりでございます。 

  以上をもちまして、審議事項は終わります。 

 

Ⅱ）報 告 事 項 

（１）動物用医薬品の承認事項変更承認の可否について 

＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

①エクセネル注（ファイザー株式会社） 

 

【赤堀部会長】続きまして、報告事項に移らせていただきたいと思います。 

  まず(1)の動物用医薬品の承認事項変更承認の可否についてです。事務局から御説明をお願いい

たします。 

【事務局】時間が押していますので、簡単に御報告させていただきます。 

  まず、赤の No.７でございます。タイトルが間違っております。動物用医薬品製造販売承認事

項変更承認申請でございます。ファイザー株式会社のエクセネル注でございます。 

  どこが変更されたかといいますと、アンダーラインを引いておけばよかったんですが、今回、

効能・効果に、適応症の牛のところに「産褥熱」を加えるという、効能追加の事項変更でござい

ます。それに伴いまして、用法及び用量のところも、「産褥熱１～２mg（力価）で５日間」が追

加されているものでございます。 

  これにつきましては、３回、抗菌性物質製剤調査会で御審議いただきまして、評価の項目にし

ている悪露スコアについての文献を示しなさいですとか、投与期間を５日間とする理由を明確に

しなさいとかという指摘がありまして、３回御審議していただいて本日、本部会に上程して差し

支えないと。 

  このものは新効能動物用医薬品に該当しますけれども、明らかに異質の効能・効果を追加する

というものではありませんので、調査会審議、部会報告というもので、再審査はつかないという

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。 

  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。 
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  特にございませんか。――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。 

 

（２）動物用体外診断用医薬品の承認の可否について 

＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

①エキット（わかもと製薬株式会社） 

 

【赤堀部会長】続きまして、報告事項２番ですけれども、動物用体外診断用医薬品の承認の可否に

ついてです。これは動物用生物学的製剤調査会関係ですが、事務局から御説明をお願いいたしま

す。 

【事務局】資料ナンバー赤の８番でございます。わかもと製薬株式会社から申請されました体外診

断用医薬品、エキットでございます。 

  ６番の使用目的にありますように、犬の糞便中のエキノコックス虫体由来抗原の検出というこ

とで、１枚めくっていただきますと、成分分量があります。エキノコックスに対するモノクロー

ナル抗体を張りつけましたシートがキットの中にありまして、糞便を溶解した液を垂らして、そ

の液が展開していくことで、その先に捕捉抗体がありまして、ラインができる。そのラインがあ

るかないかということで、エキノコックスの抗原があるかないかというものを判定する診断キッ

トでございます。 

  以上でございます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

  診断キットは、写真があるとわかりやすいので。今後、よろしくお願いいたします。 

  特に御意見、御質問等ございますでしょうか。――それでは、御承認いただいたものといたし

ます。 

 

（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イベルメクチン 

                 ②ポビドンヨード 

                 ③レバミゾール 

                 ④エンロフロキサシン 

  ⑤ベンジルペニシリン 

 

【赤堀部会長】続きまして、報告事項３番です。動物用医薬品の再評価についてです。イベルメク
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チンから⑤のベンジルペニシリンまでありますが、逐一でしょうか、それとも一括してお願いで

きますでしょうか。 

【事務局】一括して続けて説明させていただきます。 

  赤い字で示されました 9-1 番と 9-2 番の資料を御用意ください。報告させていただきますのは

５成分ございます。 

  まず、イベルメクチン、9-1 の資料を御用意ください。本成分に関する情報の概要を、開きま

して１ページ目に、その原文を２ページから示させていただきました。 

  情報の内容ですが、コリー犬はイベルメクチン感受性と関連する遺伝子を有する個体が多いこ

とから、イベルメクチンにより高頻度に神経毒性を示すおそれがあるという報告です。 

  また、この情報に関連しまして、５ページから７ページに示させていただきましたとおり、コ

リー犬、オーストラリアンシャパードにイベルメクチンを過量投与した場合に中毒症状を起こす

という報告がございます。 

  情報のもととなりました２ページから示させていただきました論文ですが、平成 14 年度の臨時

再評価スクリーニングで検討を要するとされたものです。本件は使用上の注意への追記内容をめ

ぐり審議を重ねていたため、継続審議の経緯の概要などを参考として、８ページから 15 ページに

添付させていただきました。 

  16 ページをお開きください。最後のページです。11 月１日の再評価調査会の審議結果は、コリ

ー及びその系統の犬種におけるイベルメクチンの安全性にかかる情報の扱いを、「「イベルメク

チンを主剤とし、犬を対象動物とする製剤の使用上の注意「対象動物に対する注意、１．制限事

項」へ「コリー犬及びその系統の犬種に対し、イベルメクチンが神経毒性を示すおそれがあると

いう報告があることから、コリー犬及びその系統の犬種に投与する際は慎重に投与すること。」

旨追記し、再評価指定はしないが、今後とも情報収集に努めることとする。」ということになり

ました。 

  再評価については、続けて、すべての成分を先に説明させていただきます。 

  続きまして、9-2 番の資料を御用意ください。１番のイベルメクチンは済みましたので、②ポ

ビドンヨードから始めさせていただきます。 

  本成分に関する情報の概要につきましては、資料 9-2 の１ページ目に、情報のもととなった文

献については２ページから示させていただきました。この情報は、ポビドンヨードは１％以上の

濃度で角膜に障害を与えるという報告です。 

  こちらの９ページに、現在国内で動物用医薬品として承認されているヨード剤の一覧を示させ

ていただきました。いずれも遊離した要素の効果を期待しているものであることから、該当する

製剤として挙げさせていただいております。 

  この文献情報についての調査会の審議結果については、10 ページに示させていただきました。

この報告により危惧される角膜への障害については、使用者に対して注意を促す必要があると考
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えられることから、この 10 ページの下のほうに示す２点の注意事項が記載されていない製剤につ

いては、下に示されています１番として、「本剤が目に直接入らないように注意すること」、２

番目として、「万が一、目に入った場合には、多量の水道水でよく洗うこと」という注意を使用

上の注意の使用者に対する注意に追記することとし、「再評価指定はしないが、今後とも情報収

集に努めること」とするとされました。 

  続きまして、③レバミゾールに移らせていただきます。11 ページをお開きください。11 ページ

にこの情報の概要を、情報のもととなりました文献については 12 ページから示させていただきま

した。 

  この情報は、32 週齢のブロイラー種鶏を１群４羽として８群に分け、１群を対照群、残りを投

与群として、体重１kg 当たり 40mg の塩酸レバミゾールを強制経口投与したところ、米国のＭＲ

Ｌ以上の濃度で残留が認められたという報告です。 

  日本で承認されている製剤は、17 ページをお開きください、５品目ございますが、このうち４

品目が、この情報を考慮すべき対象である鶏に適用されております。日本では産卵鶏を除く鶏に

ついて塩酸レバミゾールとして最大で体重１kg 当たり 30mg までの投与に定められており、休薬

期間は９日となっております。 

  日本で承認された用量よりも多い 40mg を投与した場合は、11 ページの下４行ほどのところに

示させていただきましたとおり、日本のＭＲＬまたは暫定ＭＲＬ以下となるためには、現在日本

で設定されている休薬期間よりも長い期間を要するということになります。 

  また、ちょっと飛びますが、18 ページをお開きください。この情報についての調査会の審議結

果を下のほうに対応として示させていただいているところです。 

  １番として、「32 週齢の産卵中のブロイラー種鶏という特殊な試験であること」、２番目とし

て、「平成 12 年度動物用医薬品等安全性及び有用性確認調査委託事業での残留性試験に基づいて、

平成 14 年の動物用医薬品残留問題調査会において、休薬期間が５日から９日へ延長され、産卵鶏

には投与しないこととされたこと」、３番目として、「すべての製剤で使用上の注意に用法・用

量の厳守について記載されていること」、また、試験自体がＧＬＰ試験ではなかったということ

も一つ考慮としてありますが、以上のことから、「現在の使用禁止期間には問題ないと考えられ

ることから、本件については再評価指定はせず、今後とも同様の情報収集に努めることとする」

とされました。 

  続きまして、④エンロフロキサシンに移らせていただきます。20 ページから示させていただい

ております。20 ページには情報の概要を、次のページから情報のもととなった文献を示させてい

ただきました。この文献なんですが、エンロフロキサシンの総説でして、残留性、安全性、薬物

相互作用について示されております。 

  この内容ですが、残留性については具体的なデータや引用文献がないため、この報告自体では

情報を精査することができません。安全性については、幼弱動物の関節、犬や猫、牛への影響に
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ついて述べられていますが、既に使用上の注意に記載されている事項と判断されました。 

  最後、薬物相互作用についてです。マグネシウム、カルシウム、アルミニウム、鉄及び亜鉛等

と同時に経口投与すると、吸収阻害を起こす可能性があるという報告になっております。国内で

承認されているエンロフロキサシン製剤ですが、25 ページに示す１社の 10 製剤がありまして、

このうち経口投与の製剤の使用上の注意には、「マグネシウム又はアルミニウム含有の制酸剤と

の併用により、吸収が低下し、効果が減弱するとの報告があるので、併用は避けることが望まし

い」というふうに示されております。 

  したがいまして、本文献情報についての審議結果としましては、27 ページに示させていただき

ました。安全性については既に使用上の注意で対応済みでありますが、薬物相互作用については、

使用上の注意に記載されているマグネシウム、アルミニウム以外の成分、カルシウム、鉄、亜鉛

については、本報告の中には根拠となる詳細なデータがなく、他の文献報告もなかったことから、

再評価指定はしないが、今後とも同様の情報収集に努めることとするとされました。 

  続きまして、最後の成分で⑤ベンジルペニシリンです。28 ページに概要を示させていただきま

した。次のページから情報のもととなった文献を示させていただいております。 

  この報告ですが、馬に体重１kg 当たり２万 2000 単位のペニシリンを５日間、筋肉内投与した

ところ、自己免疫性溶血性貧血が誘発されたという情報です。この報告以外にも、最後の 35 ペー

ジをお開きください、こちらに表を示しておりますが、いずれも体重１kg 当たり２万単位以上の

高用量を馬に投与した結果、自己免疫性溶血性貧血が発症したという報告がありました。 

  国内で馬を対象として承認されているペニシリン製剤のうち、馬に適用があるものを、少し戻

っていただきまして、32 ページに示させていただきました。日本の馬における用量は 4000 から

１万単位、キロ当たりとなっております。文献情報の投与量は少なくとも、この２倍以上となっ

ております。 

  日本での使用上の注意なんですけれども、用法・用量を厳守することと、ペニシリンへの過敏

性反応をまれに起こすことがあるので、投与前に使用経歴や反応の有無を調べ、陽性動物には投

与を避ける旨が注意で記載されております。 

  以上のような情報から、この文献情報に対する審議結果ですけれども、既に使用上の注意に過

敏性反応についての注意事項が記載されていることから、再評価指定はしないが、今後とも情報

の収集に努めることとするとされました。 

  再評価に関する成分については以上です。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

  一括して御説明いただきましたが、資料は 9-1 と 9-2 に分かれております。9-1 については調

査会あるいは、この部会で調査会に差し戻して御検討いただいたことを踏まえたものです。その

内容は、メーカー側とのやり取りがかなり深刻なやり取りになってきておりますので、9-1 と 9-2

を区別して 9-1 に関し、御質問、御意見等をいただければと思っております。いかがでしょうか。 
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  私、一つ気になりますのは、11 ページで③です。「行政が科学的根拠に基づかない指導により

市場に介入する結果となることが大いに予測される」と、この一言について、私たちがちゃんと

した考え方を示さないといけないと思います。そういう意味で、調査会の結論はこれで妥当性が

あると委員の一人としては思っておりますけれども、それにつきまして、先生方の御意見をいた

だいておきたいと思います。いかがでしょうか。 

  ここでメーカー側と調査会側の意見の違いが出てくるのは、用量に関する情報がないというこ

とですね。用量との関係を明確にしておく必要があるという意味では、メーカー側の言い分に対

して私たちがしっかりした判断を出すためにも、調査会で再評価対象薬に指定して評価していた

だいた方がいいのかなとは思うんですけれども、それは私の個人的な考え方ですけれども。何故

なら、調査会としては、こういうふうな使用上の注意を記載すればいいと言っているのに対し、

メーカー側は嫌だと言っているわけですので。 

【事務局】はい。 

【赤堀部会長】いかがいたしましょうか。 

  事務局、何かありますか。初めてのケースのような気がするんですが。 

【事務局】このイベルメクチンについて、初めに文献情報が上がってきて、コリー犬に関していろ

いろメーカーともやり取りしています。 

  先ほど部会長が言われたように、他社のものはどうなんだというメーカーからの問い合わせも

あります。既にイベルメクチンに類似するような製剤で、犬に対するフラリア駆除剤が幾つか承

認されています。そこ全体をもう一度見るということで現在、メーカーに問い合わせしています。

データ上、こういう形であれば、書けないというところを判断して見てくださいということで問

い合わせて、次回の再評価調査会までに回答を求めるということで動いております。 

  次の調査会で整理されていくのではないかと考えていますので、現在の状況を御説明させてい

ただきました。 

【赤堀部会長】そうしますと、調査会でこういう結論が出たということを部会で了承すると。その

結果をメーカー側に伝える。それに対してメーカー側からの反応といいますか、対応はあるとい

うことでしょうか。 

【事務局】メーカーのほうも、これに従うか、従わないかという回答をしなければいけないので、

従わないということであれば、他の製剤ともあわせて調整していきたいと考えております。 

【赤堀部会長】私、非常に気を重くして受けとめているのは、先ほど申し上げましたように、「行

政が科学的根拠に基づかない指導によって」という、この一言が非常に気になっておるんですけ

れども。 

【事務局】科学的根拠に基づかないということではなくて、きちんと科学的根拠があれば書かなく

てもいいですよという、そういうことは伝えているんですけれども、そこがなかなか感じていた

だけない。こちら側としても、まだ説明が不十分かと思っております。 
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【赤堀部会長】ちょっと誤解のあるような気もするんですけれども、下田先生、何か補足ございま

すか。 

【下田委員】皆さん御存じだと思いますけれども、コリー犬というのは、血液脳関門のところで欠

けがあって、Ｐ－グリコプロテインの機能がうまくいかない動物がいて、それによって神経症状

を起こすと、コリー犬種は。ここで使っている 10 倍ぐらいの量ですと、神経症状が起こるような

報告がたくさんあるという状況なんですね。 

  そういう状況があって、メーカーが言うように、特に用法・用量を厳守すればいいんだという

ことであるのでしたらば、神経症状を示すような犬を使って、遺伝的に調べればすぐわかるので、

それで安全性を調べてくださいと、それでオーケーであれば認めますという立場であったんです

けれども、そういうデータは出してこなかった。 

  そういうことで、我々は認める論拠を持っていないという状況で、判断できないということで、

こういうことになりましたということなんです。 

【赤堀部会長】そうしますと、予想される危険性をちゃんと表示しておきたいと、こういうスタン

スであるということですね。 

【下田委員】そうですね。 

【赤堀部会長】いかがでしょうか。調査会の結論を了承するということで、よろしいでしょうか。 

  この後の対応が大変かもしれませんが、事務局のほうは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】続きまして、9-2 で、その他の一括のものがありますが、先生方で御質問、御意見

等ございますでしょうか。 

  長くなって申しわけございません。27 ページ、エンロフロキサシンのところなんですが、対応

の中で２行目になります、薬剤相互作用について。投与する前の製剤としては、薬剤という言葉

があると思うんですけれども、投与した後、体の中でどう動くかというのは薬剤ではなくて、一

つの薬物なんですね。一つ一つの薬物が…… 

【事務局】そうですね、薬物相互作用ですね。 

【赤堀部会長】説明では薬物というお話があったんですけれども、文字にするときも薬物のほうが

いいと思います。 

【事務局】そのようにさせていただきます。 

【赤堀部会長】御訂正をお願いします。 

  そのほか、いかがでしょうか。なければ、今御発言いただきましたことを踏まえて、報告を了

解したということにさせていただきます。 

 

（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＞ 
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       ①フロントライン スポット オンドッグ（メリアル・ジャパン株式会社） 

       ②フロントライン スポット オンキャット（メリアル・ジャパン株式会社） 

       ③レボリューション６％，同１２％（ファイザー株式会社） 

       ④アデクァン（ノバルティスアニマルヘルス株式会社） 

       ⑤コバクタン，セファガード（川崎三鷹製薬株式会社） 

       ⑥日生研 ＡＲＢＰ・豚丹毒混合不活化ワクチン（日生研株式会社） 

 

【赤堀部会長】続きまして、同じく報告事項の４番になります動物用医薬品の再審査についてです。

これも事務局から御説明をお願いいたします。 

【事務局】そうしましたら、赤字の 10 番の資料をお手元に御用意ください。６点ございますが、続

けて一括して報告させていただきます。 

  １ページ目をお開きください。１番目はフロントラインスポットオンドッグです。申請者名は

メリアル・ジャパン株式会社です。成分及び分量ですが、主剤をフィブロニルとするもので、

100mL 当たり 10g 入っております。用法及び用量ですが、10 週齢及び体重２kg 以上の犬の肩甲骨

間背部の被毛分け、皮膚上に直接次の投与量を滴下する。なお、体重 60kg 以上の犬は 4.02mL 入

りピペット１個と適当な容量規格のピペット１個全量を用いるとなっておりまして、下記に示さ

れました体重区分で使用することになっております。本剤の効能または効果ですが、犬に寄生す

るノミ、マダニの駆除となっております。 

  隣の２ページに移っていただきまして、再評価調査会の審議結果です。平成 19 年 11 月１日の

審議結果として、本剤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されました。 

  続きまして、３ページをお開きください。フロントラインスポットオンキャットで、先ほどと

同じくメリアル・ジャパン株式会社が申請者となっております。 

  こちらの成分・分量ですが、100mL 中にフィブロニルを 10g 含むものでございます。用法・用

量は、12 週齢以上の猫の肩甲骨間背部の被毛分け、皮膚上に直接 0.5mL 入りピペット１個全量を

滴下する。効能又は効果は猫に寄生するノミ、マダニの駆除となっております。 

  ４ページに移りまして、調査会の審議結果でございます。こちらの方につきましても、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されました。 

  続きまして、３点目で、レボリューション６％とレボリューション 12％、申請者名はファイザ

ー株式会社です。成分及び分量ですけれども、レボリューション６％は１mL 中にセラメクチンを

60mg 含有する液体、レボリューション 12％は１mL 中にセラメクチン 120mg を含有する液体でご

ざいます。 

  用法及び用量ですが、体重１kg 当たりセラメクチン６mg を基準量とした以下の投与量を肩甲骨
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前方の背面部皮膚に滴下する。複数の効能に対し、同時期に本剤を適用する場合、投与頻度は月

１回を超えないように注意すること。 

  そして、レボリューション６％は、犬と猫用に、このように用法及び用量が分かれております。

その下のレボリューション 12％は、対象は犬だけでして、用法及び用量については、このような

形でピペットの組み合わせで使うようになっております。 

  効能又は効果ですが、レボリューション６％につきましては、６ページの一番上のところです

けれども、犬の場合は犬糸状虫の寄生予防、ノミ成虫の駆除、ノミ卵の孵化阻害及び殺幼虫作用

によるノミ寄生予防、ミミヒゼンダニの駆除です。 

  猫の場合は、犬糸状虫の寄生予防、ノミ成虫の駆除、ノミ卵の孵化阻害及び殺幼虫作用による

ノミ寄生予防、ミミヒゼンダニの駆除、それから、猫については回虫の駆除がございます。 

  レボリューション 12％は、犬の効能及び効果として、上に示させていただきましたレボリュー

ション６％と同じ記載になっております。 

  調査会の審議結果でございます。こちらについては、有用性が認められるものとしまして、動

物用医薬品等部会に報告して差し支えないとされました。 

  続きまして、９ページをお開きください。アデクァンという製剤です。申請者はノバルティス

アニマルヘルス株式会社です。 

  成分及び分量ですが、主剤として多硫酸グリコサミノグリカンが１バイアル５mL 中に 500mg 含

まれております。用法及び用量ですが、犬に使う製剤でございまして、通常、体重１kg 当たり本

品 0.05mL、多硫酸グリコサミノグリカンとして５mg を１週間に２回、筋肉内に注射する。投与期

間は４週間。合計８回の注射を原則とするというものでございます。効能又は効果ですが、犬の

非感染性変形性関節症に伴う症状の治療とされております。 

  調査会の審議結果でございます。有効性及び安全性に関する評価に基づき有用性が認められる

ものとして、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないとされました。 

  続きまして、５番のコバクタン／セファガードが 14 ページからあります。コバクタンとセファ

ガードは一物多名称品です。両方とも申請者につきましては川崎三鷹製薬株式会社でございまし

て、成分、分量も同じ、名称が違うだけですので、11 ページで説明させていただきます。 

  成分及び分量は主剤として硫酸セフキノムを１mL 中に 25mg（力価）含むものでございます。用

法及び用量ですが、牛に１日１回、体重１kg 当たり本品 0.04mL、硫酸セフキノムとして１mg（力

価）を３から５日間、筋肉内に注射するというものでございます。効能又は効果ですが、有効菌

種はマンヘミア（パスツレラ）ヘモリティカ、パスツレラムルトシダで、適応症は牛の肺炎でご

ざいます。 

  調査会の審議結果でございますが、有効性及び安全性に関する評価に基づき有用性が認められ

るものとして、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないとされました。 

 こちらとセファガードにつきましては同じ製剤で、名称が違うだけのものでございますので、セ



- 70 - 

ファガードについては省かせていただきます。 

  続きまして、ワクチンです。17 ページをお開きください。日生研ＡＲＢＰ・豚丹毒混合不活化

ワクチンです。申請者は日生研株式会社です。 

  成分及び分量ですが、１バイアル（100mL）中に、主剤として三つございまして、一つがポルデ

テラ・ブロンキセプチカＮ-40 株（Ⅰ相菌）不活化菌で、パスツレラムルトシダＧ･７株（莢膜抗

原型Ｄ）培養菌から部分精製した不活化皮膚壊死毒素、３点目が豚丹毒菌多摩 96 株（血清型２）

のものでございます。 

  用法及び用量ですが、二つありまして、１点目、妊娠母豚に用いる場合。こちらは１回５mL ず

つを１～２カ月の間隔で２回、筋肉内に注射する。ただし、２回目の注射は分娩予定日の約１カ

月前に行う。子豚に用いる場合が２点目に挙げられておりますが、５週齢以上の子豚に１回１mL

ずつを３～５週間隔で２回、筋肉内に注射するというものです。 

  効能又は効果ですが、ボルデテラ・ブロンキセプチカ並びに毒素産生パスツレラムルトシダの

感染による豚の委縮性鼻炎（ＡＲ）及び豚丹毒の予防となっております。 

  調査会の審議結果ですが、有効性及び安全性に関する評価に基づき有用性が認められるものと

して、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないとされました。 

  再審査については以上でございます。 

【赤堀部会長】ありがとうございました。 

  ただいま御報告いただきましたことに関して、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。 

 

（５）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、報告事項５番目ですけれども、動物用医薬品の諮問・承認状況につい

てです。事務局から御報告をお願いいたします。 

【事務局】当日配布資料の No.14、横の１枚紙でございますけれども、これをご覧ください。前回

の部会から本日までに諮問されたものと承認されたものの報告でございます。 

  まず諮問状況でございます。３製剤、今日御審議していただいたものでございます。インゲル

バックサーコフレックスと“京都微研”ポールセーバーＳＥ／ＳＴ、それからカルチャージ、こ

れらは 11 月 26 日付けで諮問させていただいたものでございます。 

  承認状況につきましては、まず一般薬関係ですけれども、エクイマックス、エクイバランゴー

ルドは、いずれもイベルメクチンとプラジクアンテルを有効成分とするもので、平成 18 年２月

22 日の本部会で御審議していただきまして、それぞれ平成 19 年９月 21 日に承認されてございま

す。 
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  裏側にいきまして、これも一般薬関係ですけれども、フラッシュベイトとエコスピードは、ジ

ノテフランを有効成分とする新効能動物用医薬品ということで、同じ平成 18 年８月 22 日に本部

会で御審議していただきまして、平成 19 年 10 月 31 日にそれぞれ承認になってございます。 

  生物関係ですと、プリオンスクリーン。プリオンの診断薬でございますけれども、平成 19 年９

月 10 日の本部会で御報告させていただきまして、11 月２日に承認になってございます。 

  それから、水産関係でございますけれども、水産用ダイメトンソーダ。これにつきましても、

平成 19 年９月 10 日の本部会で御報告させていただいて、９月 26 日に承認という形になってござ

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けれども、委員の先生方で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。 

 

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、「徴候」等についてということで、事務局から

御報告をお願いいたします。 

【事務局】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ですが、動物用

生物学的製剤調査会から、権威ある団体等に意見を伺うという意見が出されたことを受けまして、

該当する機関の長宛てに意見照会の事務連絡を９月 18 日付けで発出させていただきました。いず

れの機関からも回答が得られましたので、その旨、御報告させていただきます。配布資料等はご

ざいませんので、口頭で報告させていただきます。 

  結論から申し上げますと、今回は、改めて方針を定めることはせず、製造販売承認申請及び再

審査申請における使用上の注意については、原則的には平成 18 年４月５日付けの使用上の注意の

記載例の事務連絡に沿った標記とし、現時点で徴候と記載しているものについてはそれを統一的

に変更することはしないということにしたいと考えております。 

  原則として、使用上の注意の記載例に従うことになりますが、製剤ごとの特徴を考慮しまして、

記載方法の詳細については、製剤ごとに個別に判断することとしたいと考えております。 

 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。 

  委員の先生方のほうで、御質問あるいは御意見等ございますでしょうか。 

  それでは、事務局案を了承したことにさせていただきます。 

  その他ですけれども、事務局のほうで、そのほか何かございますでしょうか。 
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【事務局】特にございません。 

 

【赤堀部会長】わかりました。それでは、以上で本日の議事は終了いたしました。どうもありがと

うございました。 

  次回の開催日を決めておかなければなりませんが、事務局からお願いいたします。 

【事務局】事前の御連絡をいただき、どうもありがとうございました。 

  委員の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っ

て、最も多くの委員の先生方が御出席可能な日であります平成 20 年２月 28 日、木曜日の午後、

開催というふうな形にしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

【赤堀部会長】いかがでしょうか。全員の先生方がというのはなかなか難しいと思いますけれども、

事前調整していただきましたので、２月 28 日に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す。 

  それでは、２月 28 日ということで準備させていただきます。 

 

５．閉   会 

 

【赤堀部会長】どうもありがとうございました。 

  本日、予定の５時を大幅に過ぎまして、進行の不手際でまことに申しわけございませんでした。 

  ただ、慎重に御審議いただきました、御協力いただきました。改めてお礼申し上げたいと思い

ます。どうもありがとうございました。 

 


