
平成２０年１１月１９日 

農林水産省動物医薬品検査所研修室 

 

 

 

 

 

 

 

 

動物用医薬品等部会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 林 水 産 省 



 

 

出席者名簿 

 

 委  員       ◎赤堀 文昭         大前 憲一 

             小川 和夫         寺脇 康文 

             中川 秀樹         廣野 育生 

             福安 嗣昭         前田 昌子 

             村上 洋介         山口 惠三 

             山田 章雄 

◎：部会長、○：部会長代理 

 

畜水産安全管理課     能田  健 ：課長補佐（薬事審査管理班担当） 

             山本 欣也：水産安全室 動物医薬品安全専門官 

 

動物医薬品検査所     牧江 弘孝：所長 

             高橋 敏雄：検査第一部長 

             濱本 修一：検査第二部長 

             小野 哲士：企画連絡室長 

             関口 秀人：審査調整課長 

             小島 明美：技術指導課長 

                                 ほか 

 

 



 
目     次 

 

１．開  会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

２．動物医薬品検査所長挨拶 ‥‥‥…‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

３．配布資料の確認等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２ 

４．議  事 

 Ⅰ）審議事項 

 （１）動物用医薬品の製造販売承認等の可否並びに再審査期間及び毒劇薬の 

   指定について 

   ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

   ①日生研ＮＢＢＥＧ不活化オイルワクチン（日生研株式会社）‥‥‥‥‥‥‥ ６ 

   ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

   ②アレンジャー10（明治製菓株式会社）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８ 

    アレンジャー30（    〃   ） 

 （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 

   ＜動物用一般医薬品調査会関係＞  

    アセトアミノフェン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13 

 （３）動物用医薬品の製造販売承認等の可否並びに再審査期間及び毒劇薬の 

   指定について 

  ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

   ③ビムロン（バイオベット株式会社） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15 

  ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

   ④イリド不活化ワクチン「ビケン」（財団法人 阪大微生物病研究会）‥‥‥ 19 

 （４）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

  ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

  ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

    再審査が終了し動物用生物学的製剤基準に各案を追加するもの ‥‥‥‥ 23 

 （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 

  ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26 

 （６）動物用抗生物質医薬品基準の一部改正について 

  ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30 

 Ⅱ）報告事項 

 （１）動物用体外診断用医薬品の承認の可否について 

  ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

   ①エスプラインＡインフルエンザ（富士レビオ株式会社）‥‥‥‥‥‥‥‥ 33 



 （２）動物用医薬品の承認事項変更承認の可否について 

  ＜水産用医薬品調査会関係＞‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34 

   ①イスランソーダ（セラケム株式会社） 

   ②水産用OTC散10％「KMK」（川崎三鷹製薬株式会社）他15製剤  

 （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＞ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  36 

   ①モキシデクチン 

 （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＞ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38 

   ①ラピノベット（シェリング・プラウ アニマルヘルス株式会社） 

   ②プレベンティック（株式会社 ビルバックジャパン） 

   ③メタカム0.5％注射液（ベーリンガーインゲルヘイムベトメディカジャパン株式会社） 

   ④メタカム0.05％経口懸濁液（ベーリンガーインゲルヘイムベトメディカジャパン株式会社） 

    メタカム0.15％経口懸濁液（          〃         ） 

   ⑤ケトフェン注１％（メリアル・ジャパン株式会社） 

   ⑥ケトフェン錠５㎎（メリアル・ジャパン株式会社） 

    ケトフェン錠10㎎（      〃      ） 

    ケトフェン錠20㎎（      〃      ） 

   ⑦フォルテコール錠５㎎（ノルバティス アニマルヘルス株式会社） 

    フォルテコール錠2.5㎎フレーバー（        〃       ） 

    フォルテコール錠５㎎フレーバー（        〃       ） 

   ⑧日生研鶏コクシ弱毒３価生ワクチン（TAM）（日生研株式会社） 

   ⑨鶏ロイコチトゾーン病ワクチン「北研」（学校法人 北里研究所） 

   ⑩“京都微研„ピッグウィンAR-BP2（株式会社 微生物化学研究所） 

 （５）動物用医薬品の諮問・承認状況について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43 

 Ⅲ）その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52 

５．閉  会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45 

 



                    - 1 - 

 

 

１．開    会 

 

○赤堀部会長 定刻になりましたが、お１人の先生がお見えになっておられません。しか

しながら、出席者が過半数を越え、会議を開催できる定足数に達しておりますので、恐

縮ですが開催させていただきたいと思います。 

  本日は、明石委員、井上委員、熊谷委員、合田委員、下田委員、吉川委員及び和田委

員から御欠席との御連絡をいただいております。先ほど申し上げましたように、本日の

出席委員は 11 名でございまして、まだお１人お見えになっておりませんが、10 名です

ので定足数に達しているということで、本部会が成立いたしますので開催させていただ

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あいさつをお願いいたします。 

○動物医薬品検査所長 動物医薬品検査所長でございます。 

 前回の部会以後、農林水産省の中で事故米の不正規流通という社会的に大きな不祥事が

生じました。これに関して国民の皆様方にいろいろ御心配をおかけしているということ

で、こちらの方も全力を挙げて今後の改革という形で、省内、あるいは国の中で取り組

んでいるということを御報告させていただきます。 

  消費・安全局が平成 15 年にできて、そのときに消費者に軸足を置くという立場で農

林水産省はスタートしていたわけです。BSE 問題に対する反省ということを踏まえた結

果でございますが、まだそれが十分に浸透していないというような結果かと思います。

心を改めて、農林水産省としての立場を明確にしていくという状況かと思います。 

 さて話は変わりますが、戦後混乱の中でいろんな社会秩序が形成されてきて、そこの中

で昭和 23 年に前の薬事法が制定されてちょうど 60 年たったという節目でございます。

それ以前につきましては、動物用の医薬品というものが、いわゆる生物学的製剤、血清

類とか、ワクチンとか、診断薬中心で畜産の振興という形で使われていたのですが、昭

和 23 年を境として、いわゆる一般薬も動物用医薬品として薬事法上体系づけられたと

いう経緯がございます。 

  一つの薬事法の中でございますが、専ら動物に使うものについては農林水産省、それ

以外については厚労省が取り仕切るというのは現在の薬事法の中にも生きている状況で

すけれども、新しい法体系の中で動物薬事というものが出発しているという時期であり

ました。 

  そこの中で、検定という動物医薬品検査所にとって大きな業務だったのですが、それ
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が昭和 23 年に始まりました。人の方につきましても、人の生物学製剤、あるいは抗生

物質製剤につきましては、前年に予防衛生研究所、今は感染症研究所になっていますが、

そういうような形で製剤的に不安定なものについては国家検定という形で品質を確保し

ていこうという流れでございました。 

  それから 60 年たっておりますが、そのような中で昭和の終わりぐらいから GMP、あ

るいは GLP という昭和 54 年の薬事法改正で体系づけられた法律に基づく品質確保の新

しい制度ですが、それが定着していく中で抗生物質の検定も廃止されましたし、生物学

的製剤につきましても、いろんな形で検定の見直し、合理化を図ってきているという流

れになっております。 

  こういうような中で、つい 近では生物学的製剤につきましてもシードロットの製剤

化ということで、それに合わせてさらなる検定の合理化を進めるということを今考えて

おります。この 10 月からシードロット製剤の承認申請というものを受け付けておりま

す。それが承認される暁には、いろんな検定の合理化、あるいは、それに伴う代替的な

品質確保制度というものを新たに構築したいと考えております。また次回の審議会の中

ではそういったものについても御審議いただくような形になろうかと思いますので、あ

らかじめお知らせしておきます。 

  さて、本日の審議品目は、生物学的製剤、一般薬、水産薬、抗菌性物質製剤と４種類

ございます。それに伴う基準改正、さらに報告事項として再審査、再評価のものと盛り

だくさんでございますが、的確な審議をよろしくお願いします。 

 簡単ですが、あいさつとさせていただきます。 

  私、少し所要がございますので中座させていただきますが、申し訳ございません。 

○赤堀部会長 どうもありがとうございました。 

 

３． 配布資料の確認等 

 

○赤堀部会長 それでは始めさせていただきますが、まず事務局から、この部会開催に当

たりまして注意事項の説明、配布資料の確認、さらに申請資料作成と利益相反とに関す

る申し合わせ等についての御説明、御報告をお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局 初に、一つ先生方に御案内をいたすことがございます。机の前に赤いタグの

ついた名札がございます。既に調査会等に御出席されました先生方には御説明させてい

ただいておりますが、昨年の感染症予防法の改正を受けまして、私ども所内でのセキュ

リティ体制の強化を図っておりまして、10 月から所内規程を改正いたしました。外来

者の皆様方には、すべて登録してタグをつけていただくようにしております。 

  委員の先生方におかれましては、直接こちらにおいでいただいて結構でございますの

で、机の上にタグを置かしていただいております。休憩時間等所内に出られますときは、
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お手数ですが、名札をつけていただきますようにお願いいたします。なお、お帰りの節

には机の上に戻していただければ、私どもの方で回収をさせていただきますので、よろ

しくお願いをいたします。 

○事務局 続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。お手元に配布資料一覧と

いう１枚紙がございますので、それをもとに説明させていただきます。 

  まず、配布資料一覧の下段に事前送付資料として赤い字が示してありますが、１番か

ら 18 番までが、間に幾つか数字が飛んでおりますが、事前送付資料になります。 

  続きまして、上の段に示されております当日配布資料です。資料番号としては黒の数

字で番号が振ってあります。 

  まず 13 番ですが、動物用医薬品の再審査について追加事項がございましたので、１

枚紙でございます。 

  14 番ですが、動物用生物学的製剤の一部改正についてがございます。 

  15 番ですが、動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

  16 番が、動物用抗生物質医薬品基準の一部改正について 

  19 番、１枚紙になりますが、アレンジャー10 及び 30 の毒劇薬指定資料 

  20 番が、動物用医薬品の諮問・承認状況について 

  21 番が、これから説明させていただきます競合品目・競合企業及び申請資料作成関

与委員について 

  後に 22 番として幾つか書類をまとめてありますが、議事次第、出欠表、座席表、

それから次回の開催日を決めるためのカレンダーを添付させていただきました。 

 配布資料については以上ですが、不足するもの等ございましたら挙手をお願いいたしま

す。 

  特にございませんでしょうか。 

○赤堀部会長 よろしいでしょうか。 

  では、お願いいたします。 

○事務局 それでは、続きまして本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストにつ

いて説明させていただきます。資料は、当日配布資料の黒の№21 と書かれているもの

でございます。お手元に御用意ください。 

  ページを開けていただきまして１ページ目です。審議事項の１番のものですが、申請

品目日生研 NBBEG 不活化オイルワクチン、申請者は日生研株式会社です。 

  競合品目として３点挙げられております。それが中段の表に記載されておりますが、

まずオイルバックス NB2G、それからオイルバックス NB2GR、この２品目とも競合企業と

しては財団法人 化学及血清療法研究所です。３品目目がノビリス TRT+IBmulti+G+ND

です。株式会社インターベットの製剤です。 

  競合品目を選定した理由は、一番下の表に示してあります。これらは 近５年間の国

家検定合格実績のある以下の品目を選定したということで、この３品目が挙げられてい
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ます。これらはいずれも申請製品と同様に、ニューカッスル病、鶏伝染性気管支炎（２

価）、それから、鶏伝染性ファブリキウス嚢病に対する成分を含むものでございます。 

  ２ページ目をお開きください。審議品目の２点目ですが、アレンジャー10 とアレン

ジャー30 です。 

  申請者は、明治製菓株式会社です。 

  これにつきましては、競合品目として該当するものはないということです。 

  その理由でございますが、この品目と同じ効能・効果を有し、同じ投与経路となる品

目がないためとされております。 

  ３ページ目をご覧ください。申請品目ですが、ビムロンです。 

  申請者は、バイオベット株式会社です。 

  こちらにつきましても、競合品目・企業については該当なしという回答でございます。 

  その理由につきましては、一番下の四角の中に記載されておりますとおり、当該申請

での対象動物において、類似する有効成分、効能・効果及び用法・用量での承認を有す

る動物用医薬品はないため、競合品目を選定しなかったということです。 

  後に、４ページ目をご覧ください。申請品目はイリド不活化ワクチン「ビケン」で

す。 

  申請者は、財団法人 阪大微生物病研究会です。 

  競合品目としては１点挙げられております。それはピシバック注３混で、競合企業名

は共立製薬株式会社です。 

  競合品目を選定した理由ですが、イリドウイルス感染症を予防するワクチンであるた

めということです。 

  競合品目及び競合企業に関しては以上です。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいま事務局から御説明いただきましたように、競合品目・競合企業について何か

先生方の方で御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 それでは特にないようですので、今回の申し合わせ事項については御了解いただいたと

いうことにさせていただきます。 

  それでは、これに基づきまして委員からの申し出があった状況について、事務局から

報告をお願いいたします。 

○事務局 各委員の先生方からの申し出状況について、御説明をしたいと思います。 

  先般御提出いただきました利益相反に関する報告を取りまとめた結果、審議事項１番

の「②アレンジャー10 及びアレンジャー30」について、審議に参加できない委員が福

安委員、議決に参加できない委員が山口委員となりましたので報告申し上げます。 

 なお、福安委員には審議の間別室にてお待ちいただくことになります。 

  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。 
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  そのような御了解をいただいたということで、審議に入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 

  ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

  ①日生研ＮＢＢＥＧ不活化オイルワクチン（日生研株式会社） 

 

○赤堀部会長 初の審議事項、「（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等について」ですが、御審議をいただきたいと思います。 

 これは、動物用生物学的製剤調査会の関係ですので、本来調査会の座長であります明石

先生にお願いするところですが、御欠席ですので、山田先生から御説明をいただけます

でしょうか。 

○山田委員 それでは、「日生研 NBBEG 不活化オイルワクチン」についてですが、本ワク

チンは日生研株式会社から製造販売承認申請されたニューカッスル病ウイルス石井株等

５株を有効成分とする鶏用の不活化ワクチンです。 

  本製剤は、平成 20 年 10 月 22 日に開催された動物用生物学的製剤調査会において事

前の審査、審議を終了し、本部会に上程されるものです。なお、再審査期間は新動物用

配合剤ということで６年となります。 

  詳細につきましては事務局から御説明があります。よろしくお願いいたします。 

○赤堀部会長 では事務局、10 分以内で御説明いただけますでしょうか。 

○事務局 それでは、事前に配布させていただきました赤の資料№１番を御用意ください。 

 本製剤は、日生研株式会社より製造販売承認申請されました日生研 NBBEG 不活化オイル

ワクチンでございます。早速ですが「申請書写」というタグをお開きください。 

  １ページ目にございますように、本製剤は成分及び分量に記載されていますよう、ニ

ューカッスル病ウイルスを１株、鶏伝染性気管支炎ウイルスを２株、産卵低下症候群-

1976 ウイルスを１株、伝染性ファブリキウス嚢病を１株、それらを主剤とする混合の

不活化ワクチンでございます。 

  これらの有効成分につきましては後ほど概要においても御説明させていただきますが、

同じ日生研株式会社から製造販売承認されております製造用株と同じ株であり、アジュ

バントにつきましても同じものが既に承認されております。しかし、この組み合わせの

製剤については初めてということで、新動物用配合剤としての御審議をお願いいたしま

す。 
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  以下、ニューカッスル病を ND、鶏伝染性気管支炎を IB、産卵率低下症候群 1976 を

EDS、伝染性ファブリキウス嚢病を IBD と略して御説明させていただきます。 

  ７ページをお開きください。５の欄にございますように、用法・用量は 35 日齢以上

の種鶏及び採卵鶏の胸部筋肉内に１羽当たり 0.2mL 注射し、６にございますように、ND、

IB、EDS76 の予防及び IBD の予防が効能・効果となっております。 

  それでは、詳細につきまして概要により御説明をさせていただきます。黄色いタグ

「概要」をめくっていただきまして、４ページを開きください。４ページに表がござい

ますが、一番左が本申請製剤でございます。 

  次に、右のページの２-１に本申請製剤について記載がございますが、２-１の表に記

載がございますように、先ほども申し上げましたが、これらは２-１の表の右側に記載

されている既承認製剤で使用されております株で、アジュバントについてもすべて同様

となっております。 

  そして、左の１-３の表にありますように、一番近い配合のものとしましてはビニュ

ーバックス NBGE がございますが、ビニューバックスにつきましては IB が１株なのに対

しまして本申請製剤は石田株と宮崎株２株が配合されているということになりますので、

この組み合わせは初めてということになります。 

  続きまして、物理・化学的試験に関する資料、資料番号２になりますが、各成分の株

につきましては、そのものの由来、製造及び免疫原性について本部会で既に御審議され

ておりますので、既承認製剤と同じことであることから省略させていただきます。 

  概要の 20 ページをお開きください。安定性試験が記載されております。試作されま

した３ロットにおきまして表概３-１、３-２、３-３で示されておりますように、いず

れのロットにおきましても 39 か月間安定性試験が実施され、すべての企画及び検査方

法が試験項目に適合しておりました。以上より、39 か月間本製剤は安定であることが

確認されております。そのことから、申請書の有効期間は製造後３年間となっておりま

す。 

  概-23 ページをお開きください。こちらから安全性試験になります。 

  本製剤の１又は 10 用量を５週齢の鶏の筋肉内に注射し、臨床観察、注射局所の観察、

体重測定、さらに本剤の残留について４週、36 週、44 週間の肉眼検査及び組織学的検

査が実施されました。表概７-１の下からの文章に記載がございますように、いずれの

注射におきましても臨床的な異常は認められず、体重増加へも影響が認められませんで

した。局所の触診による観察では、高用量群、10 用量群の３羽に 11 日後に認められま

したが、１用量群には認められませんでした。 

  24 ページをお開きください。表概７-３にございますように、肉眼及び組織学的検査

で１用量群に 36 週まで局所反応が認められております。しかし、44 週には消失するこ

とが確認されております。 

  以上のことから、本ワクチンは５週齢の鶏に対して安全であり、本ワクチンの残留は
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１用量注射で 44 週未満であることが確認されております。そのことから、使用上の注

意の使用制限期間として、本剤は出荷前 44 週間は使用しないようにということで記載

されております。 

  続きまして、薬理試験についてです。概要の 26 ページをお開きください。 

  ８-１に 小有効抗原量についての決定の資料がございますが、こちらは既承認の同

じオイルワクチンとして既に 小有効抗原量 ND 石井株につきましては１羽当たり○○

○、石田株は○○○○、EDSBK87 株は○○○○であることが確認されております。今回

新たに IB 宮崎株、IBD IQ 株について本オイルワクチンの添加剤としての 小有効抗原

量が確認され、下の表８-１-１にございますように、IB 宮崎株は２段目にございます

○○○○であること、また、右のページ８-１-２にございますように、IBD IQ 株につ

きましては 1.6×10５PFU であることが確認されました。 

  以上のことから、本成分分量には各 小有効抗原以上の抗原が含有されるように記載

されております。 

  その他、27 ページの８-２において L-K 法で免疫された鶏におけます抗体の持続期間

が少なくとも 48 週まで持続することが、また、28 ページの８-３には 35 日齢、70 日齢、

106 日齢の鶏におけます抗体応答が確認され、日齢にかかわらずほぼ同等の抗体応答が

示されることが確認されております。 

  後に臨床試験になりますが、30 ページをお開きください。12-１に記載されており

ますように、○○○下のブロイラー種鶏農場及び○○○下の産卵養鶏場を用いて試験

が実施されました。陽性対照群には既承認製剤でありますノビリス IBmulti+G+ND、ま

た、オイルバックス NB2G を接種されております。 

  安全性については概-32 ページをお開きください。2)に記載されておりますように、

両農場ともに臨床異常は観察されず、投与部位の異常も観察されませんでした。 

  また、概-34 ページにあります表の 12-３に記載されておりますように、増体重、

また、表 12-４に記載されておりますように、育成率、孵化率に有意差は認められま

せんでした。 

  産卵率につきましては、Ｂ農場では試験群の方が対照群に比べて有意に高く、以上

のことから安全性には問題が認められませんでした。 

  また、12-５に記載のとおり、試験期間中有害事象につきましても、試験群と対照

群でその発生率には有意差が認められず、すべての観察項目が安全性試験において判

定基準に適合し、本製剤の安全性に問題がないということが考えられました。 

  有効性につきましては、これらの農場では本剤を対象とする疾病の流行がなかった

ことから、概-30 ページに戻っていただきまして、12-１-２の評価方法、有効性の評

価のａを採用いたしまして、抗体応答で各抗原に対する抗体価を評価しております。

いずれの種鶏におきましても、各抗原に対する抗体価は 33 ページの表 12-１に示して

おりますように、すべて有効性の判定基準に適合しておりました。以上のことから、
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野外の安全性及び有効性が確認されております。 

  初に戻っていただきまして、表紙に審議経過票がございます。こちらの７番にご

ざいますように、本申請につきましては 10 月 22 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、再審査期間は新動物用配合剤ということで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。 

  ただいま御報告、御説明いただきましたが、この件に関しまして委員の先生方から

御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  いかがでしょうか。 

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

ていただきます。 

○事務局 それでは、本製剤につきましては承認を可とし、薬事分科会に報告させてい

ただきます。なお、再審査期間は新動物用配合剤ということで６年とさせていただき

ます。 

 ありがとうございました。 

 

  ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

  ②アレンジャー10、アレンジャー30（明治製菓株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、動物用一般医薬品調査会関係で、②の「『アレンジャー10

並びにアレンジャー30』の製造販売承認等の可否、再審査期間及び毒劇薬の指定の要

否について」ですが、動物用一般医薬品調査会の和田委員と下田委員が本日御欠席で

すので、事務局から御説明いただけますでしょうか。 

  それから、福安先生はもう御退席いただいておりますが、福安委員には別室で御待

機ということにお願いしたいと思います。 

○事務局 それでは、事前に配布させていただきました赤で№２と書かれた資料を御用

意ください。№２-１及び№２-２がございますが、資料などが省略されずに添付され

ている№２-２で御説明させていただきます。青で「申請書」と書かれたタグのとこ

ろをご覧ください。 

  アレンジャー10 及びアレンジャー30 は、明治製菓株式会社から製造販売承認申請

されたものであり、アセトアミノフェンを有効成分とし、豚の細菌性肺炎における解

熱の効能とするものです。 

  内容につきまして概要に沿って御説明させていただきます。次の青いタグの「概

要」をご覧ください。２ページからが「起源又は開発の経緯」となります。 

 アセトアミノフェンは、人用医薬品として 1893 年から非オピオイド系、非ピリン系
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の中枢性解熱鎮痛剤として世界中で広く使用されています。動物用医薬品としてはヨ

ーロッパで豚用の解熱剤として 2003 年より承認販売され、その高い安全性と有効性

が評価されていますが、我が国では承認されておりません。本剤はヨーロッパで既に

実績のあるアセトアミノフェンを有効成分とし、既存の解熱鎮痛注射剤と比較して、

豚に対して投薬のストレスがない飼料添加及び飲水添加の双方を可能にするものとし

て開発されてきました。 

  18 ページからが安定性となります。製剤の 12 ヵ月までの長期保存試験、６ヵ月の

加速試験、高温高湿、光による苛酷試験を実施し、安定性を確認しております。長期

保存試験においては、現在試験を継続中です。また、使用時の安定性として飼料添加

及び飲水添加後の安定性試験を実施し、その結果から使用上の注意の適用上の注意に

飼料添加した場合は高温を避け、翌日までに添加し使い切ること、飲水添加した場合

は当日のうちに使い切るよう記載しております。 

  26 ページからが毒性となります。毒性につきましては急性毒性、亜急性毒性、慢性

毒性、特殊毒性等一通りの資料が添付されております。 

  42 ページからが安全性となります。安全性につきましては３か月齢の豚に１日２回、

３日間の経口投与を、臨床常用量と３倍量について行い、安全性を確認しております。

アセトアミノフェンは一般的に肝毒性が知られているため、肝臓の病理組織学的検査

を行っていますが、特に投与に起因する変化は見られませんでした。 

  50 ページからが効力試験となります。豚の LPS 惹起発熱モデルを用いた薬効評価で

は、体重１㎏当たり 7.5 ㎎、15 ㎎、30 ㎎を飼料添加及び飲水添加により３回経口投

与したところ、いずれの投与法においても 15 ㎎と 30 ㎎とで同等の解熱効果を認めた

ことから、用量を 15 ㎎/㎏と設定しております。 

  57 ページからが吸収・排せつとなります。アセトアミノフェンは摂取後急速に体内

に吸収され、広く主要臓器・組織に分布することが確認されており、腎臓での濃度が

高いことから、主に腎臓を経由して尿中に排せつされると示唆されております。また、

アセトアミノフェン 10％製剤と 30％製剤では飲水添加、飼料添加ともに生物学的同

等性は同等であることも示しております。 

  76 ページからが臨床試験となります。臨床試験は飼料添加、飲水添加ともに体重１

㎏当たりアセトアミノフェンとして 15 ㎎を１日１又は２回で行い、対照群は無投薬

対照群として行っております。飼料添加投与及び飲水添加のいずれも、１回目投与後

１時間から６時間の体温は対照群に比べて有意に低く、解熱率も投薬群が対照群より

有意に高く、臨床症状の改善が認められています。また、有害事象は認められません

でした。 

  104 ページからが残留試験となります。残留試験は国内２ヵ所で実施しております。

吸収に関する試験結果から、飼料添加より飲水添加の方が Cmax が高く、AUC も大きく、

より長い残留が予想されることから、残留試験は飲水添加で行っております。アセト
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アミノフェンとして 15 ㎎/㎏を１日２回経口投与して試験を行ったところ、２試験と

もに投与後２日には定量限界である 0.01μg/ｇ未満になり、安全確保期間として１日

加算し、かつ定量限界未満を２時点連続で得た 終投与後３日を根拠として、休薬期

間３日と設定しております。 

  次に毒劇薬の指定についてですが、薬事法施行規則第 204 条、別表第３の資料をご

覧ください。当日配布資料の黒の№19 の資料となります。 

  七十のパラアセトアミノフェノールがアセトアミノフェンでございます。アセトア

ミノフェン原体は劇薬ということでございます。アセトアミノフェンにつきまして、

劇薬指定から除かれる条件が幾つか記載されておりますが、本剤はアセトアミノフェ

ン 10％及び 30％を含有するものであるため、劇薬となると考えております。 

  初に戻っていただきまして、審議経過票をご覧ください。本製剤は平成 20 年８

月５日及び同年 10 月 30 日に開催された動物用一般医薬品調査会、同年８月７日に開

催され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年とするとされて

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。 

  それでは、ただいま御説明いただきましたが、委員の先生方から御質問、御意見等

ございますでしょうか。 

  いかがでしょうか。 

  それでは、私から１つお伺いしたいのですが、これ３か月齢の子豚が対象になって

おりますが、調査会、あるいは事務局の指摘事項にもありますけれども、代謝の問題

とのかかわりで毒性が強く出ないだろうかというようなことが書かれてあったと思う

のです。これに関して、３か月齢では全く毒性は出てこなかった、差がなかったとい

うことでございますが、臨床用量の３倍用量しかやってないのですけれども、もう少

し大量にやった場合、本当に毒性が出ないかどうか。 

  特に、これは子供、小児に対しては毒性が強いこと、それから、猫ではアセトアミ

ノフェンのグルクロン酸抱合がされない（UGT1 ファミリーに障害あり）ので、かわり

に硫酸抱合能で代謝される。その硫酸抱合能は極めて速やかに飽和状態となるために、

代償性代謝としてチトクローム P450（CYP）でもって代謝される。その活性代謝物

（NAPQR）は非常に毒性が強いということで、種特異性性、あるいは幼児などのよう

な代謝機能が発達していない場合には毒性が出てくるというようなことがあります。

豚では本当に子豚で大丈夫かという気がしているのですけれども、それについて調査

会等での審議がございましたでしょうか。 

○事務局 調査会等の審議経過につきましては、一番 初の「調査会時指事項摘回答」
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という黄色いタグがございまして、審議経過票というのがございます。また①という

ピンクのタグがございまして、そちらの後に別紙１ということで第１回目の一般医薬

品調査会での審議結果、それから、ピンクの④の後に第２回目の指摘事項の審議経過

ということで取りまとめられておりますが、調査会の段階におきましては主に有効性

について議論が行われておりまして、安全性については特段の議論は行われておりま

せんでした。 

○赤堀部会長 村上先生、これ、豚の代謝機能から考えて問題ないと考えてよろしいで

しょうか。大体、子豚はどのくらいでアダルトと同じぐらいの代謝機能といいますか、

例えばグルクロン酸の抱合能が確立していくのかということです。私も豚のことはよ

くわからないのですが。 

○事務局 それから、現行の安全性試験のガイドラインでございますが、副作用が発現

する量、あるいは投与できる 高量ということを高用量といたしまして、通常用量を

常用量ということで通常設定されております。 

○赤堀部会長 そうですね。一般的な薬物についての安全性といいますか、臨床用量と

その３倍量ということで規定されていますからそのとおりやったと思うのですが、こ

のアセトアミノフェンについては子供での毒性が強いという実態を考えると、子豚に

対して毒性が強い可能性があると。 

  これれのことを考えますと、この物質（アセトアミノフェン）については臨床用量

の３倍でいいか、もう少し大量に投与したときの結果を見ておく必要がないか。ある

いは、豚の３か月齢の代謝機能はアダルトと同じで特に問題ないと見るのか、その辺

のところが少し気になります。今のお話だと審議はあまりされていないということで

すから、それ故、市販された後の調査といいますか、子豚に大量投与の事例があるか

どうかとか、あるいはあったときどうなるかというようなことを調べていただくとい

うことは可能なのでしょうか。 

○事務局 それは、今回の部会の指摘として出させていただくか、承認時の条件という

形にさせていただくかという形になると思いますが、それは可能だと考えております。 

○事務局 よろしいでしょうか。資料の№２-２の「ヒアリング時指摘事項回答」のタ

グの①番の８ページの一番下に、「安全性に関する試験」ということで、当局の指摘、

それに対する回答ということで記載しておりまして、メーカー側の見解ということで

薬物代謝の話が記載されております。そこで、安全性というものを３か月齢以下でも

同様であると考えておるということと、臨床試験を５週齢で実施しておりまして、一

般状態に異常は見られなかったということから、本剤は安全であると申請者は考えて

いるということでございます。 

 それから、本剤については使用上の注意で記載事項がございまして、それは青い「申

請書」の⑤というタグを開いていただきますと、本剤の使用上の注意が別紙５として

記載されております。それのちょうど真ん中あたりの「豚に対する注意」のところに
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「制限事項」というのがございまして、その(２)でございます。ここで、哺乳豚に対

する安全性というのは確立されていないということで、それに対しては慎重投与とい

うような形の使用上の注意ということが記載されている。こういうことで対応させて

いただいているということです。 

○赤堀部会長 わかりました。ただ、指摘事項に対する回答として、血中のアルブミン

結合能だけで説明されておりますが、アセトアミノフェンの毒性が強く出てくるのは、

私が先ほど申し上げましたように、CYP によって代謝された活性代謝中間物質

（NAPQI）の毒性が強いということですので、この回答では説明し切れていないのか

なというのが一つありました。ただ対応としては、子豚に対しては明らかになってい

ないのだということで使用上の注意事項に書かれているということですから、それは

了解いたしました。 

 その他いかがでしょうか。 

○中川委員 効能効果とかということではなくて、「豚の細菌性肺炎の治療における問

題点」という開発の経緯が書かれている概要書の４ページなのですが、ここに書かれ

ていることは少し論理的でないので、こういう物言いはいいのかなと。薬事審議とは

あまり関係ないのですが、それに書かれていることは抗菌剤による耐性菌が非常に増

えてくる問題を緩和するために、できるだけ使わない方がいいと。ついては、こうい

う対症療法薬を開発することでそういうことを防止していく、あるいは、極力減らし

ていくことが必要だという論理なのですが、一度肺炎が発生すると集団感染を起こす

ということがここに書かれていて、なおかつ、それだけの強い感染力のあるものを、

この対症療法薬で抗菌剤を使わないで防止していくということは可能なのかどうか。

論理としては少しずれているのではないかなと。 

○赤堀部会長 事務局、いかがでしょうか。現在、このような問題があるからこの薬を

新しく使っていきたいということ、しかしその問題点というのは、あまり論理的では

ないということなのですが。 

○事務局 確かに、アセトアミノフェンが抗菌剤にかわるものではないというのは明ら

かなことでございまして、抗菌剤の使用をアセトアミノフェンの使用によって抑えて

いくということは、多分無理な話であろうと思います。ただ、実際に臨床現場で、も

ちろん豚は肺炎等で発熱をするわけでございまして、これを抑えていくことによって

損耗の防止を図っていくという意味での有用性は非常にあるということが、本剤の薬

の開発の端緒であったろうかと考えております。 

○赤堀部会長 この薬物自体は、薬理作用はもう周知のことで皆さん否定するものでは

ないと思いますので、安全に使えるのかなというところで、有用性という観点からこ

れをどう評価しようかということになろうかと思うのですが。 

 お願いいたします。 

○中川委員 当然、対症療法薬として有効であることは他の事例でわかっていまして、
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解熱をすることが一つストレスを解放し、場合によっては、食欲低下とか脱水を回復

させるためには解熱は非常に有効なんですよ。ただ、豚の細菌性肺炎の治療における

問題点としてキノロン製剤等々の問題があるから、だからこれを使うのだという論理

はおかしくて、要するに、開発して販売していく会社の経営方針が見え見えの問題点

であって、本来の問題点ではないのではないかという指摘で、もう少しきちっとした

問題点を提示するならば、それなりの書き方、あるいは主張の仕方があるんではない

かということで、こういうものを認めていくのはあんまり好ましくないなと私は思っ

ているということでございます。 

○赤堀部会長 開発に当たっての基本的なコンセプトが余り適切でないということです

から、これは、そういう意見が出ていたということでメーカー側に伝えるということ

でよろしいでしょうか。特に、そのことでもってこの薬物は承認できないということ

ではないかと思いますので。 

○事務局 この点については、問題点について適性に整理させるということにさせてい

ただきたいと思います。 

○赤堀部会長 それは、特に条件としてつけなくてもよろしいですか。 

  わかりました。では、事務局レベルで御対応していただくということで。 

○事務局 はい、その他の指摘ということで検討させていただきたいと思います。 

○赤堀部会長 特に整備すべき条件ではないということで、よろしくお願いいたします。 

 それでは、山口委員はこの議決には参加できないということになっておりますので、

他の先生方よろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○赤堀部会長 ありがとうございました。それでは本剤を承認したものといたします。 

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

す。なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間とし、劇

薬に指定することとします。 

 

（３）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

  ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

   アセトアミノフェン 

 

○赤堀部会長 それでは続きまして、次、議事次第では「ビムロン」になっております

が、議事進行の都合で審議事項（３）番の「動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部改正について」のうちの、「アセトアミノフェン」について御審議をいただき

たいと思います。 

  事務局から御説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、当日に配布させていただきました黒で№15 と押された資料を御用
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意ください。「使用規制省令の一部改正（案）」でございます。先ほどのアレンジャー

10 及び 30 を承認するに当たりまして、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２ページをご覧ください。新旧対照表がございまして、現在既に

規定されています硫酸アプラマイシンを有効成分とする飼料添加剤の前に、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、アセトアミノフェンを有効成分とする飼料添加剤及びアセトアミノ

フェンを有効成分とする飲水添加剤を入れまして、使用対象動物は豚。 

  用法及び用量は、飼料添加剤の場合、１日量として体重１㎏当たり 15 ㎎以下の量

を１日２回以下飼料に混ぜて経口投与すること、飲水添加剤の場合、１日量として体

重１㎏当たり 15 ㎎以下の量を１日２回以下飲水に溶かして経口投与することとなり

ます。 

  使用禁止期間につきましては、いずれも食用に供するためにと殺する前３日間とい

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 ありがとうございました。 

  それでは、先生方から御質問、御意見等ございますでしょうか。 

○中川委員 用法・用量の表現なのですが、「１日２回以下」という表現は一般的なの

ですか。一般的には「１日１～２回」という表現が僕は多いような気がするのですが、

「以下」という表現はあるのですか。 

○赤堀部会長 事務局いかがでしょうか。従来との対応ということになろうかと思いま

すが。 

○事務局 これは使用規制の省令ということになっておりますが、多分、普通の用法・

用量の書き方であれば、先生御指摘のように１回、２回ということになるのですけれ

ども、リミットを決めてこれ以下の量で使いなさいという規制の書き方でございます

ので、その点は普通の書き方と少し違うかもしれませんが、こういうような書き方に

なります。 

○中川委員 わかりました。 

○赤堀部会長 御了解いただけました。ありがとうございました。 

  その他ございますでしょうか。 

  それでは、「アセトアミノフェンに関する使用規制省令の一部改正」について御了

承いただいたものといたします。 

○事務局 ありがとうございます。原案どおり薬事分科会に報告させていただきます。 

 

（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 
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  ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

  ③ビムロン（バイオベット株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、③の審議事項に入りたいと思います。「ビムロンの製造販

売承認事項変更承認の可否及び再審査期間の指定」についてですが、動物用一般医薬

品調査会の和田委員と下田委員が御欠席ですので、これも事務局から御説明をお願い

いたします。 

○事務局 それでは、事前にお配りしました赤の№８の資料をご覧ください。 

 その前に、議事次第が、ビムロンについて「製造販売承認の可否及び再審査期間の指

定」となっておりますが、「製造販売承認事項変更承認の可否及び再審査期間の指

定」と訂正させていただきます。申し訳ありません。 

  それでは、オレンジのタグの「申請書」をご覧いただきたいのですが、バイオベッ

ト株式会社のビムロンは、ヒトインターフェロンアルファの経口投与剤でございまし

て、現在は１ヵ月齢未満の牛のロタウイルス感染症による軽度下痢の発症日数の短縮、

症状改善、増体量低減の改善という効能で承認されております。 

 今回の事項変更申請は、離乳豚の大腸菌性下痢症における発症日数の短縮、症状改善

の効能を追加するためのものです。 

  本剤の成分は、１ｇ中インターフェロンアルファが 200 国際単位、用法及び用量は

離乳後０～２日目から豚１頭当たり 50 ㎎、インターフェロンアルファとして 10 国際

単位を１日１回３日間投与することとなっております。 

  次に、黄色のタグの後ろの「概要書」をご覧ください。 

  概要書の１ページ目から「開発の経緯」でございます。経口インターフェロンの作

用機序についてはまだ十分に解明されておりませんが、経口投与されたインターフェ

ロンが、口腔内又はその周辺の細胞のレセプターに結合し、投与局所の免疫反応を更

新させるとともに、関連酵素やサイトカインの誘導、免疫担当細胞の移動等、何らか

の情報伝達機構を介して前進的な免疫不活作用を示すのではないかとの仮説が報告さ

れております。 

  また、人や犬や猫の注射剤では 100 万単位というオーダーで使用されるのに比べ、

経口インターフェロンは 10 国際単位という非常に少ない量で使用されます。今回は

豚の使用において問題となります離乳豚の下痢症に対して、発生前に予防的に投与す

ることで症状の改善を図れるということ、抗菌性物質の使用量の削減ができるという

こと、残留性、耐性菌の出現はないということを特徴とする製剤として効能を確認す

る試験等を行い、申請されております。 

  次に、概要書の９ページ、安全性試験でございます。21 日齢で離乳後５日間の飼料

への馴致期間を置きまして、26 日齢から 31 日齢目まで５日間にわたり１日１回設定

された用量とその 10 倍量を投与した結果ですが、血液生化学的検査、病理学的検査
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において対照群と比較して有意差のある地点は認められたものの、異常な所見は認め

られておりません。 

  11 ページ、薬効薬理試験です。まず 11 ページの真ん中の方ですけれども、離乳豚

の下痢症に対する臨床効果及び増体効果試験、容量設定のための試験でございますが、

対照群、増用量群、２倍量、10 倍量群で用法どおり１日１回３日間 20 頭ずつ投与し

まして、４週間観察しております。 

  臨床症状は、12 ページの表３-２のとおり動物用抗菌剤研究会の配点表により評価

しまして、４週間の合計を総合臨床スコアとしております。その結果、対照群と比較

しまして、全投与群で症状発現日数及び総合臨床スコアが有意に短縮、発現率は低い

傾向が見られまして、通常投与量と 10 倍量では有意な増体効果が認められました。 

  13 ページからが、投与日数の設定のための試験でございます。常用量を１日、３日、

５日間１日１回 20 頭ずつ投与しまして、同じく４週間観察しております。その結果、

統計学上の有意差は認められなかったのですが、投与後８日目からは対照群でも臨床

スコアが改善されていることから、それぐらいの日齢から子豚が本来持っている生体

防御機構が働き始めると考え、投与開始日から８日目までの臨床スコアで比較してお

ります。そうしますと、３回、５回群に期間を通じて有意差が見られております。 

  17 ページからが、病原性大腸菌の人工感染試験でございます。離乳日の 21 日齢で通

常の用法・用量で３日間ビムロンを投与しまして、その次の日に野外分離の k88-陽性

大腸菌を経口投与しました。その結果、発現日数の短縮、臨床スコアの軽減、発生時期

の遅延、平均増体率、飼料要求率に有意差が認められたことから、ビムロンには病原性

大腸菌の増殖を顕著に抑える働きはないものの、下痢の症状を軽減する効果はあると考

察されております。 

  なお、18 ページの表３-14 でございます。平均臨床スコア７日目の２群の値が、表の

一番 後ですけれども、「0.9」となってございますが、「0.6」の誤記でございます。訂

正させていただきます。申し訳ありません。 

  21 ページから人工感染試験の２として耐熱性エンドトキシン毒素原性遺伝子を標的

とした real-time PCR を実施したところ、対照群と比較しまして感染後１日の糞便中で

は投与群で顕著に病原性大腸菌が少なく、感染後２日後の剖検で病原性大腸菌に対する

抗菌作用があるとされます好酸球浸潤が認められております。 

  また、各腸管部位での病原性大腸菌数が少ないという結果が得られており、このこと

から本剤ビムロンを病原性大腸菌の感染前に投与しておくと、子豚が本来持っている生

体防御反応が速やかに誘導されるため、感染後１日以内には顕著に病原性大腸菌の定

着・増殖が抑制され、結果として下痢の症状が緩和されるものと考察されております。 

  次に、概要書 26 ページからの臨床試験でございますが、臨床試験は３施設、投与群、

対照群、各 20 頭ずつ行っております。初めは、離乳後３日目まで投与することを考え

て試験を設定しておりましたが、例えば、29 ページからの臨床症状の試験成績をその
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まま解析いたしますと、総合臨床スコアが３施設平均では有意差があるのですが、各施

設ごとの有意差は認められておりません。 

  また、病性鑑定の結果から、投与後３日目までは試験群、対照群ともほとんど病原性

大腸菌が検出されないという結果になっておりまして、この時点までの下痢は離乳後ス

トレスによるものと考えられたため、離乳後３日目から投与を開始した子豚を抜きまし

て、投与後４日目以降で検討をしております。 

  そうしましたところ、総合臨床スコアでは３施設平均、及び各施設ごとに有意差が認

められまして、離乳後０から２日までに投与した場合にも有効性が確認されております。

その他に、症状発現日数、臨床症状発現率、糞便性状につきましても、臨床症状と同じ

処理をすることで有意な差が認められております。 

  また、本試験では、40 ページにありますとおり、下痢の診断で原因菌の分離を行っ

ております。投与開始後２日目、３日目の例では何の菌も検出されておりませんけれど

も、７日目、14 日目、及び死亡例では病原性大腸菌が分離されております。 

  以上の臨床試験の結果により、離乳後３日目までの下痢はストレスによるものと考え

られ、この時期の腸内細菌層の変遷過程で病原性大腸菌が定着、増殖した場合には下痢

の症状が悪化することから、この臨床試験により離乳後０から２日の間に投与を開始す

る必要があるとされております。 

  また、吸収、排せつ等試験及び残留試験を行っておりませんが、本剤は糖蛋白であり

まして、消化管内で消化されてしまうことから、特に問題はないものと考えております。 

 申請内容につきましては以上でございます。 

  初の審議経過票に戻っていただきまして、本剤は平成 20 年 10 月 30 日の動物用一

般医薬品調査会及び 11 月６日の動物用医薬品残留問題調査会で御審議いただきまして、

本部会に上程可とされたものでございます。効能を追加するものですので、新効能動物

用医薬品として承認の可否及び再審査期間について御審議をお願いしたいと考えており

ます。 

  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。 

  ただいまビムロンにつきまして事務局から説明をいただきましたが、委員の先生方か

ら御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  有効性を判断するのにかなり難しい薬剤でありますけれども、調査会でもそれらを踏

まえて十分議論されたということですが、なかなかデータを見る限り難しいかなという

気がするのですけれども、いかがでしょうか。 

  その中でも、調査会では有効性を認めてきたということで、今、御説明いただきまし

たけれども。 

○寺脇委員 科学的でない話なのですけれども、このインターフェロンは市販で大体どれ

ぐらいの金額になるのですかね。 
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  いや、コストベネフィットという観点から、何か豚の下痢にこういう薬を使わないと

いけない現状があるのですかね。 

○赤堀部会長 事務局お願いいたします。 

○事務局 申し訳ございません。値段については計りかねるところがございます。ただ、

使用量は非常に少ないということでございまして、医療用の人体用の医薬品に比べると

相当少ない量ですので、それなりの価格ではないかなという気はしておるところなので

すが。 

○赤堀部会長 子豚の下痢症は非常に損耗率が高くて、厄介で今大変だと。経済的にも大

きな影響があるということで、何とかしてそれを止めたいという状況があると聞いてお

ります。 

○寺脇委員 ありがとうございました。勉強になりました。 

○赤堀部会長 その他いかがでしょうか。 

○福安委員 概要の 23 ページの人工感染の表です。非常に細かいことで恐縮なのですが、

これをこのまま読みますと、0.0 というのは 10０ということだから、１個出たというぐ

あいにとれるわけなのですけれども、多分１個ではないんじゃないかと思うんですよ。

検出限界以下じゃないかと。ここでは詳細には検出の測定方法が書いていないものです

から、菌の値が 10０個というようにとれるものですから、１個ですね。 

 少し、記載の方法を今後考えていただければと思うのですけれども。やっぱり検出限界

があって、それ以下だろうというような表現が適切じゃないかなと思いますので。 

○赤堀部会長 もし、事務局でお答えできるようでしたらお願いいたします。 

○事務局 これはリアルタイムＰＣＲを使って標準サンプル、検量線から求められた推定

値でして、それでこのような表記になっているのかと思います。 

○福安委員 １個でも検出できると、検量線から求めると 0.何個かというような形でも

出てくるということですか。 

○事務局 そうですね。 

○福安委員 そうすると、10０個というのは１個だということで解釈していいですね。 

○事務局 リアルタイムＰＣＲを用いて定量的に評価をしていますので、そのときの立ち

上がりのカープに基づいて推定しておりますので、それが１個かどうか私は答えかねる

ところですけれども、非常に少ないと御理解いただければいいかと思います。 

○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。 

  特にその他ないようですので、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す。本剤につきましては承認を可とし、薬事分科会に報告

させていただきます。なお、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年間とさ

せていただきます。 
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  ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

  ④イリド不活化ワクチン「ビケン」（財団法人 阪大微生物病研究会） 

 

○赤堀部会長 続きまして、審議事項④番になりますが、水産用医薬品調査会関係の「イ

リド不活化ワクチン『ビケン』の製造販売承認事項変更承認の可否及び再審査期間につ

いて」ですが、水産用医薬品調査会座長の小川先生から御説明をお願いいたします。 

○小川委員 イリド不活化ワクチン「ビケン」は、財団法人 阪大微生物病研究会から製

造販売承認事項変更承認申請されたイサキヒレ株化細胞培養マダイイリドウイルス

Ehime-1/GF14 株不活化ウイルス液を主剤とする水産用ワクチンです。 

  本申請はヤイトハタへの適用を追加するためのものです。 

  本製剤は、平成 20 年 10 月 10 日に開催された水産用医薬品調査会において事前の審

議を終了し、本部会に上程されるものです。 

  なお、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年となります。詳細につきま

しては事務局から説明があります。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、事務局引き続いてお願いいたします。 

○事務局 御説明させていただきます。 

  配付資料の赤の No.9 の「申請書」と書かれましたタグのページを開いていただけれ

ばと思います。 

  イリド不活化ワクチン「ビケン」ですが、これは既に平成 10 年 12 月に御承認いただ

いておるワクチンです。先ほども御紹介がありましたように、イサキヒレ株化細胞培養

マダイイリドウイルス Ehime-1/GF14 株の不活化ウイルス液を主剤とするワクチンでご

ざいます。 

  申請書の４ページをご覧いただければと思います。一番上の「８ 効能又は効果」を

ご覧いただければと思うのですが、本剤は既にマダイ、ブリ属魚類及びシマアジについ

て承認を得ております。今回の申請は、先ほど御紹介がありましたとおり、ヤイトハタ

のイリドウイルス感染症の予防を新たに効能として追加するという申請でございます。 

  続きまして、概要書に沿って御説明させていただきます。「概要書」と書かれたタグ

の１ページをご覧いただければと思うのですが、資料区分１の「起源又は開発の経緯」

です。イリドウイルス感染症は既にマダイ等で広く感染が起こっているのですが、年々

感染魚種が拡大しておりまして、現在では 30 種類以上に達しております。表１にその

辺がまとめられておりますが、その中にヤイトハタも感染が認められることとなってお

ります。 

 ヤイトハタなのですが、どんな魚かなかなかイメージがわかないと思いますので、「資

料区分 10」の 38 ページをご覧いただければと思います。そこに魚の図が載っておりま

して、クエやハタと同じようなハタ科のマハタ属の魚となっております。 



                    - 20 - 

  この魚なのですが、沖縄県で養殖されている中心的な魚種でありまして、高級な魚と

して知られているクエやハタと同じハタ科の魚です。味もよいらしく、沖縄県では非常

に養殖に力を入れているというものでございます。 

  概要書の２ページをお開きいただければと思うのですが、図１に示されておりますよ

うに、現在沖縄県ではヤイトハタの種苗量産に既に成功しておりまして、生産量の増大

が期待されております。しかし、３ページの図２をご覧いただければと思うのですが、

沖縄県内のヤイトハタ養殖においてもイリドウイルス感染症の被害が拡大しております。 

  このため、図３にありますように、生産がなかなか安定しないというような状況であ

りまして、今回沖縄県における養殖ヤイトハタの安定生産、及び沖縄県の養殖の発展の

ためということで、沖縄県と製造販売業者であります財団法人 阪大微生物病研究会が

協力しまして、ヤイトハタに対する適用拡大を申請するということになっております。 

  ５ページの「資料区分２ 物理的、化学的試験」をご覧いただければと思います。本

剤の製造用株は既に承認を得ているものなのですが、今回はヤイトハタに適用するとい

うことで、ヤイトハタに対する抗原として妥当なものであるかについて検討がなされて

おります。 

  まず、５ページの「2-1-1 ヤイトハタに対する○○○」という試験では、製造用株

をヤイトハタに接種しまして○○○があるかどうかを確認しております。結果としまし

ては、○○○を有していることが確認されておりまして、ヤイトハタに対するワクチン

の抗原として妥当だろうという検討がなされております。 

  ６ページの 2-1-2 をお開きください。マダイイリドウイルスの○○○○○○○につい

てですが、製造用株に由来する○種類の○○を○○する○○○○○○○○○を用いまし

て、ヤイトハタ由来の野外株との反応性について比較をしております。結果としまして

は、○種類の○○○○○○○○○がヤイトハタ由来株と同じような反応をしておりまし

て、○○○に大きな違いがないということが示されております。 

  ７ページの 2-1-3 マダイイリドウイルスの○○○○○では、製造用株の○○の○○を

○○○する○○○を○○で○○しまして、その○○○○○、○○○○○○についてヤイ

トハタ由来株との比較をしております。結果としましては、非常に高い○○○が得られ

ております。 

  ８ページからが、今回の安全試験、薬理試験、臨床試験に用いましたワクチンの自家

試験成績になっております。これは既に市販されているもので、国家検定にも合格して

いるものです。 

  27 ページの資料区分９をお開きください。イリド不活化ワクチン「ビケン」の養殖

ヤイトハタにおける安全性試験について御説明いたします。 

  この試験では、供試魚としまして平均体重○○～○○ｇのヤイトハタを用いまして、

ワクチンを常用量としまして 0.1mL、２倍量として 0.2mL を腹腔内投与して、その後観

察し、安全性を確認しております。 
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  結果としましては、各群とも被験物質投与後の体色、遊泳状態、摂餌状況等の一般状

態に異常は認められませんでした。また、体重・飼料摂取量にも群間で差がなく、剖検

及び臓器重量体重比の所見及び各検査値においても差が認められませんでした。このこ

とから、本剤をヤイトハタの腹腔内に投与しても安全性に問題はないと結論されており

ます。 

  31 ページの資料区分 10 をお開きください。まず、10-1、ヤイトハタにおける有効性

確認試験について御説明いたします。 

  本剤のヤイトハタに対する有効性を実験室レベルで確認したものです。試験方法です

が、表１の試験の概要をご覧いただければと思います。３つの試験をやっていまして、

それぞれ供試量が○○ｇ、○○ｇ、○○ｇのサイズの違う３段階の試験を組んでおりま

す。それぞれについてワクチンを接種しまして、その後○○○○をして有効性を確認し

ております。結果としましては、31 ページから 32 ページにかけての図１にありますよ

うに、５～50ｇまでのヤイトハタに対しては有効性が確認されたという試験結果となっ

ております。 

  33 ページの 10-2-1、投与部位の設定試験について御説明いたします。 

 本剤をヤイトハタに対して○○○又は腹腔内に 0.1mL 投与しまして、その有効性につい

て検討しております。 

 試験結果ですが、33 ページの図１に示されておりますように、腹腔内、筋肉内いずれ

についても有効性が認められております。本剤については、既に腹腔内という承認があ

りまして、野外における操作が容易であるということを考慮しまして、腹腔内投与を用

法で設定しております。 

  34 ページの 10-2-2、投与量の設定試験について御説明いたします。 

 試験方法ですが、ワクチンを○○mL、○○mL、○○mL を腹腔内に投与して、その後○

○を実施しまして有効性を比較したという試験です。３つの○○○○すべてについて有

効性は確認されております。本剤の投与量としましては、確実に規定量を投与できる、

既に承認されているのも 0.1mL ということで、 終的に 0.1mL を用量として設定してお

ります。 

  35 ページの 10-3、野外株に対する有効性について御説明いたします。 

  これではワクチンをヤイトハタに接種しまして、製造用株である Ehime-1 株及びヤイ

トハタ由来の○○○○株で○○しまして、ヤイトハタ由来株に対しても本剤が有効であ

るかを検討しております。 

  結果としましては、36 ページの図１にありますとおり、製造用株と同等レベルの有

効性が確認されております。 

  37 ページの 10-4、発病防御に必要な○○○について御説明いたします。 

  試験方法ですが、表１の供試ワクチンの概要というところにありますとおり、抗原量

を○○○に変量してヤイトハタの腹腔内に接種し、攻撃試験により有効性を調べており
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ます。 

  試験結果は、同じく 37 ページの図１に示されておりますとおり、ヤイトハタに少な

くとも○○○○/尾接種以上の○○○○○○○○○○○○を腹腔内投与することにより、

イリドウイルス感染症の発病防御能が付与されることが確認されております。 

 38 ページ、10-5 の連続注射器装着用注射針の針長の設定とその根拠について御説明い

たします。 

  供試魚の体重、体長及び投与部位の筋肉の厚さを測定し、連続注射器に装着した注射

針の腹腔内での到達状況を確認しております。 

  その結果、体重約○～○ｇのヤイトハタについては３㎜の長さの注射針で確実に腹腔

内に接種可能であることが確認されておりまして、本剤の対象サイズであります体重約

５～50ｇのヤイトハタに対しては、３㎜の長さの注射針を使用することと設定されてお

ります。 

  40 ページ、資料区分 14 の臨床試験について御説明いたします。 

  試験方法ですが、41 ページの表１をご覧いただければと思います。種苗生産施設で

ある○○○○○○○○○○○○○○○○○の○○○○で飼育中のヤイトハタに本ワクチ

ンを接種しまして、投与○日後に○○の○○○○○○○○○○○○○、○○の○○○○

○○○○○○○、○○の○○○○○○○○○の３か所の養殖施設の海面生け簀移動しま

して、安全性と有効性を検討しております。 

  安全性と有効性の判定基準については、42 ページの表２にまとめられております。 

  まず、安全性の点ですが、試験期間中に本剤投与によると思われる異常行動発現や、

死亡率の増加、体重の減少は認められなかったことから、野外においても安全性が確認

されております。 

  有効性については、44 ページの表 4-1、45 ページの表 5-1、5-2 にありますとおり、

○○という試験施設において、ワクチン投与後○～○週のところでイリドウイルス感染

が認められておりまして、治験開始○～○週の期間の累積死亡率、及び全治験間の累積

死亡率について本剤投与群で有意に減少しており、有効性が確認されております。 

  また、他の２施設については、イリドウイルスの感染症の発生が認められなかったの

で、○○と○○の２施設については供試魚の一部を実験施設内に搬送して攻撃試験を実

施しております。 

  その結果が 46 ページの表６にまとめられておりまして、いずれの施設においても死

亡率が本剤投与群で無投与対照群より有意に減少しておりまして、両実施施設とも本剤

の有効性が確認されております。 

  49 ページの用法及び用量の設定根拠について御説明させていただきます。 

  これまで御説明させていただきました資料区分９の安全性試験、資料区分 10 の薬理

試験、資料区分 14 の臨床試験に基づきまして、一番上に記載されておりますように、

ヤイトハタ約５～50ｇの腹腔内に連続注射器を用いて 0.1mL を１回注射するという用法、
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用量が設定されております。 

  50 ページの使用上の注意の設定根拠について御説明させていただきます。 

  一般的注意の(4)のところなのですが、一番 後の文ですけれども、「ヤイトハタにお

いては水温が約 27～32℃に使用すること」と使用時の水温について設定されておりま

す。これについては、資料区分 10 及び資料区分 14 の試験結果に基づいて設定されてお

ります。 

  少しページが飛ぶのですが、54 ページの一番上にあります表のヤイトハタの注射針

の長さについても、薬理試験の成績に基づいて３㎜の長さの針を使うようにという設定

がされております。 

  後に、 初のページの審議経過票に戻っていただきまして、水産用医薬品調査会の

審議結果について御説明させていただきます。 

  ７番の項目なのですが、10 月 10 日に水産用医薬品調査会を開催させていただきまし

て、審議結果といたしましては、本剤については本調査会での承認の可否に関する事前

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

は新効能動物用医薬品ということで２年間とするという審議結果をいただいております。 

  以上で説明を終わらせていただきます。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。 

  それでは、委員の先生方から御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  いかがでしょうか。 

  ヤイトハタって、成熟すると何㎏ぐらいになるのですか。 

○事務局 お話を聞いた中では２年間ぐらい養殖するということでした。天然だと 50 ㎏

以上にもなるということですが、養殖では１㎏とか２㎏ぐらいで出荷するという話を伺

っています。 

○赤堀部会長 ありがとうございます、審議内容とは関係なかったのですけれども。 

  特に御意見等ございませんでしょうか。 

  それでは、御承認いただいたことにさせていただきます。 

○事務局 それでは、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審

査期間は新効能動物用医薬品ということで２年間とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

 

（２）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

  ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

  ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

 

○赤堀部会長 続きまして、審議事項（２）番になりますが、「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。 
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○事務局 当日配布資料の黒の№14 番をご覧いただきたいと思います。「動物用生物学的

製剤基準の一部改正」ということでございますけれども、今回の改正点につきましては

２点ございます。 

  まず１点目ですが、従来から行っておるのですけれども、それぞれの年度内で再審査

が終わった動物用生物学的製剤につきまして新たに製剤基準を作成いたしまして、それ

を医薬品各条に加えるということを毎年やっております。それの今年度分の作業という

ことになっております。 

  表紙を１枚開いていただきますと、「馬ロタウイルス感染症(アジュバント加)不活化

ワクチン」の基準がございますので、これに基づきまして大まかな基準の構成というこ

とで御説明をさせていただきたいと思います。 

  １ページにございますように、１といたしまして当該製剤の定義というものが規定さ

れております。次に、２番ということで製法の規定がございまして、これによりまして

当該ワクチンの基本的な製造方法というものを定めております。 

  ２ページ目ですが、一番上に「３試験法」ということがございます。これで、当該ワ

クチンのそれぞれの製造工程における試験方法及び規格が規定されているところでござ

います。 

  ３ページの一番下に、「４貯法及び有効期間」という規定がございます。こういった

ものが製剤基準の基本的な構成ということになりますけれども、これと同様な構成をも

ちまして、以下５ページ目から「馬インフルエンザ・日本脳炎・破傷風混合（アジュバ

ント加）不活化ワクチン」から始まりまして、94 ページの「猫ウイルス性鼻気管炎・

猫カリシウイルス感染症・猫汎白血球減少症・猫白血病（組換え型）混合（油性アジュ

バント加）不活化ワクチン」までの 15 の製剤につきまして、今般新たな製剤基準とい

うことで作成しているところでございます。 

  ２点目の改正点でございますが、表紙をご覧いただければと思います。48 ページか

らの「鶏サルモネラ症（サルモネラ・エンテリティディス）(アジュバント加)不活化ワ

クチン」という鶏のサルモネラのアルミニウムゲルアジュバントの基準について、今般

新たに設定することになっておるのですが、これに伴いまして既に製剤基準が設定され

ておりますサルモネラ関係のワクチンについて記載を整備するという改正を行うという

ものでございます。 

  具体的な改正箇所でございますが、資料 14 の 112 ページの新旧対照表をご覧いただ

きたいと思います。こちらは、既に製剤基準が設定されております牛サルモネラ症（サ

ルモネラ・ダブリン・サルモネラ・ティフィムリウム）（アジュバント加）不活化ワク

チンの基準の新旧対照表となっております。右側が現行の基準、左側が改正案というこ

とになっております。 

  改正箇所でございますが、113 ページをご覧いただきたいと思います。中段に３番と

して「試験法」という規定がございますが、この中の「培養菌液の試験」として新たに
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今回加えた鶏のアルミニウムゲルアジュバンド添加のワクチン規定と同じ内容を夾雑菌

試験ということで設定をしております。 

  また、下に 3.2 の「不活化菌液の試験」というところがございますけれども、こちら

の方も従来「無菌試験」という形で設定されていたものを、試験名を、名前だけですけ

れども、「不活化試験」と改める改正を行っております。 

 125 ページをお開きいただきたいと思います。新たに設定します同じ鶏サルモネラのワ

クチンでございますが、こちらはオイルアジュバントを使ったワクチンの製剤基準とい

うことで、これは既に設定されているものでございます。 

  改正基準につきましては、次の 126 ページをご覧いただきたいと思います。上の方に

先ほどと同じく３番の「試験法」という規定がございまして、その中に培養菌液の試験

ということで夾雑菌の否定試験と生菌数の試験について、今般制定いたしますアルミニ

ウムゲルのアジュバントの基準と合わせて整備したという変更でございます。 

  130 ページをご覧いただきたいと思います。こちらの中段に「その他」というところ

がございますが、こちらに添付文書等の記載事項というのを新たに設定いたしまして、

アルミニウムゲルアジュバントのワクチンと同じような注意事項、それから油性アジュ

バントと同ワクチンとして、必要な事項について１番から４番まで追加をしたというの

が改正でございます。 

  説明は以上でございますけれども、目次に戻っていただきまして、91 ページという

ところにございます「ぶりα溶血性レンサ球菌症（酵素処理）不活化ワクチン」の基準

案につきましては、10 月 10 日の水産用医薬品調査会において、その他の基準案につき

ましては 10 月 22 日の動物用生物学的製剤調査会におきまして御審議いただき、本日上

程されるものでございます。 

  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。 

  私から、 初に言葉足らずで水産医薬品調査会関係だけしか申し上げませんでしたが、

今御審議いただきますのは、動物用生物学的製剤基準の一部改正についての中で、動物

用生物学的製剤調査会関係と水産用医薬品調査会関係ということでよろしいわけですね。 

○事務局 はい、そうでございます。 

○赤堀部会長 ということで、今御説明いただきました。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。 

  特に御発言がないようですので、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 これにつきましては、原案どおり薬事分科会に報告させていただきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

  それで、こちらの基準の再審査関係ですが、今、年１回まとめてやっておるのですけ

れども、数が非常に多くなるという状況がございますので、来年度から四半期ごとに取
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りまとめて御審議をいただくということを考えておりますので、よろしくお願いいたし

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。よろしくお願いいたします。 

 

（３）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

  ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

 

○赤堀部会長 続きまして、（３）番になりますが、「動物用医薬品の使用の規制に関する

省令の一部改正について」です。先ほど、私、間違って御審議いただきましたが、「動

物用一般医薬品調査会関係」は既に審議が終わったということでございます。したがい

まして、残っております「動物用抗菌性物質製剤調査会関係」について御説明をお願い

いたします。 

○事務局 それでは、黒の№15 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」という資料を御用意ください。アセトアミノフェンとエンロフロキサシンと

フルニキシンメグルミンについて記載されてございますが、先ほどの座長の御説明のと

おり、アセトアミノフェンについては既に御了承を得られておりますので、エンロフロ

キサシンとフルニキシンメグルミンについて御審議いただきたいと思います。 

 まずは、エンロフロキサシンを有効成分とする製剤の使用規制省令の改正案について御

審議いただきたいと思います。 

  それでは、赤の№17 とシールの貼られた資料を御用意ください。後ろの方になるの

ですが、「要望書」と書かれた青いタグがございますので、このタグをお開きください。 

  青いページを開いていただきまして、すぐに「使用基準の一部改正の要望について」

というものが出てきますので、ここをお開きください。 

  本件は、バイエル薬品株式会社より平成 20 年１月 17 日付でエンロフロキサシンを有

効成分とする製剤の使用規制省令の一部改正を要望されたものでございます。この要望

書の中に①から③として記載されておりますが、エンロフロキサシンを有効成分とする

製剤は平成３年に初めて承認され、牛を対象とする強制経口投与剤、鶏を対象とする飲

水添加剤、牛と豚を対象とする注射剤が承認されており、既に使用規制省令において使

用禁止期間が設定されております。しかし、今般ポジティブリストの施行による残留基

準値――以下 MRL と申し上げますが――に基づき、使用禁止期間を見直して欲しいとい

う要望になっております。 

  ページ数がふってなくて大変申し訳ございません。この要望書をめくっていただきま

して３ページ目になりますが、縦長の表があるかと思います。この縦長の新旧対照表を

ご覧ください。表の一番上に「バイトリル 2.5％HV 液」とございます。これは牛を対象

とする強制経口投与剤で、現行の使用禁止期間は食用に供するためにと殺する前 30 日
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間とされておりますが、これを 12 日間にしたいというもの。 

  表の中段に、「バイトリル 10％液」とございます。これは鶏を対象とする飲水添加剤

でございまして、現行の食用に供するためのと殺する前７日間とされておりますが、こ

れを４日間にしたいというもの、表の一番下にバイトリル 2.5％注射液、バイトリル

５％注射液、バイトリル 10％注射液とございます。これは牛と豚を対象とする注射剤

で、現行の使用禁止間は牛で食用に供するためにと殺する前 21 日間、豚で 20 日間とさ

れてございますが、これをそれぞれ 14 日間にしたいというものでございます。以上の

要望となっております。 

  それでは、概要書と記載されたタグをお開きください。ページが振られてございます

ので、その中の６ページの表３をご覧ください。エンロフロキサシンの MRL が記載され

ております。この MRL は平成 18 年 11 月 30 日に決定されたものですが、エンロフロキ

サシン製剤が承認された当時はまだ設定されておりませんでした。エンロフロキサシン

製剤が承認された当時の残留試験ガイドラインは、検出限界未満となるような安全域、

通常検出限界の２時点目とされておりましたが、これを見越して休薬期間を設定するか、

MRL に基づいた統計学的手法を用いて休薬期間を設定するかの２つの方法がございまし

て、エンロフロキサシンについては検出限界未満となるような安全域を見越して休薬期

間を設定する方法がとられておりました。 

  この後、ポジティブリストの施行により MRL が設定されたことから、残留試験ガイド

ラインは検出限界未満となるような安全域を見越して休薬期間を設定するという方法は

廃止され、MRL に基づき統計学的方法で解析する方法のみとなりました。本件について

は、平成 18 年にエンロフロキサシンについて、この MRL に基づいて休薬期間の再検討

を行いまして改正を要望したものです。 

  それでは、まず牛を対象とする強制経口投与剤の使用禁止期間の再検討結果について

御説明いたします。概要書と書かれたタグの８ページと９ページをお開きください。そ

の中の表４と表５をご覧ください。字が大変細かくてまことに申しわけございませんが、

これらの表は当該製剤の承認申請当時に添付された国内残留試験の結果となります。 

  当該製剤の承認申請当時に添付された国内残留試験は、検出限界未満となるような安

全域を見越して休薬期間を設定する方法でしたので、MRL を用いた統計処理を想定した

試験ではないため、このデータを用いて統計学的処理を行うことは不可能でした。この

ため、動物用医薬品残留問題調査会におきましては、これまでどおりの検出限界未満と

なるような安全域を見越した方法の、この検出限界というのを MRL に置きかえて MRL 未

満となるような安全域を見越して MRL 未満２時点目となるような休薬期間を算出するこ

と、それをしないのであれば、現在のガイドラインである統計学的手法を用いて算出す

る方法に耐えられるデータを提出しなさいという審議結果となりました。 

  12 ページ、13 ページ、14 ページをご覧ください。この審議結果を受けまして要望者

は海外で行われた試験データについて MRL に基づいた統計学的解析を行い、その結果、
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休薬期間が 12 日間となりました。 

  次に、鶏を対象とする飲水添加剤について御説明いたします。概要書と書かれたタグ

の 16 ページと 17 ページをお開きください。その中の表７と表８をご覧ください。これ

らの表は当該製剤の承認申請当時に添付された国内残留試験の結果となります。これら

のデータについても、現行ガイドラインである MRL に基づく統計学的手法が適用できま

せんでしたため、MRL 未満２時点目となるような休薬期間を算出し、休薬期間が４日間

という結果となりました。 

  後に、牛と豚を対象とする注射剤について御説明いたします。同じく概要書と書か

れたタグの 20 ページから 23 ページをお開きください。その中の表９、表 10、11、12

をご覧ください。これらの表は、当該製剤の牛における承認申請当時に添付された国内

残留試験の結果となります。これらのデータについても現行ガイドラインの統計学的手

法は適用できませんでしたため、MRL 未満となるような安全域を見越して MRL 未満２時

点目となるような休薬期間を算定しました。その結果、14 日間との結果となりました。 

  また、28 ページの図５をご覧ください。これは海外のデータに基づきまして MRL に

基づいた統計解析を行っておりますが、ここでは休薬期間は８日と計算されまして、14

日は十分余裕のある休薬期間と考えられました。 

  豚の注射剤については、30 ページと 31 ページの表 15 と 16 をご覧ください。これら

のデータについても、現行ガイドラインである MRL に基づく統計学的手法が適用できな

かったため、MRL 未満２時点目となるような休薬期間を算定いたしました。その結果 14

日間との結果となりました。 

  それでは、当日に配布させていただきました黒で№15 と押印された資料を御用意く

ださい。今の要望書に基づき使用規制省令を変更するものでございますが、この中の５

ページと６ページをご覧ください。新旧対照表がございまして、一番上の段にエンロフ

ロキサシンを有効成分とする飲水添加剤として鶏とされておりまして、これを７日間か

ら４日間に変更いたします。 

  次の段は、エンロフロキサシンを有効成分とする強制経口剤で牛（生後３月を超える

ものを除く）とあり、この使用禁止期間を 30 日から 12 日間に変更いたします。 

  後の段は、エンロフロキサシンを有効成分とする注射剤でございまして、牛及び豚

を現行の 21 日及び 20 日から、それぞれ 14 日とするものでございます。 

  なお、本件については平成 20 年６月４日、８月７日、11 月６日に動物用医薬品残留

問題調査会におきまして審議され、本部会への上程が可とされ、本日上程されたもので

ございます。 

  以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、委員の先生方から御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  特に御発言がないようですので、事務局案を了承したこととさせていただきます。 
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○事務局 ありがとうございます。それでは、原案どおり薬事分科会に報告させていただ

きます。 

  続きまして、フルニキシンメグルミンを有効成分とする注射剤について御審議いただ

きたいと思います。赤のシールの張られた事前配布資料の№18 を御用意ください。 

  赤の№18 の資料を１枚めくりまして、フルニキシンメグルミンを有効成分とする注

射剤の使用禁止期間の変更についての要望書と記載された資料をご覧ください。 

  本件は、シェリング・プラウ アニマルヘルス株式会社より平成 20 年１月 17 日付で

要望されたフルニキシンメグルミンを有効成分とする製剤の使用規制省令の一部改正の

要望書でございます。フルニキシンメグルミンについても、既に使用規制省令において

使用禁止期間が設定されておりますが、やはりポジティブリストの施行により MRL が設

定されましたので、この MRL に基づいて使用禁止期間を見直してほしいという要望書で

ございます。この要望書の真ん中に表がございますけれども、豚については現行使用禁

止期間が食用に供する前にと殺する前 28 日間とされておりますが、これを 21 日間にし

たいという要望になっております。 

  さらにめくりまして、左肩に別紙と記載された資料がございますので、そちらをご覧

ください。この中の１ページの表 1-1 をご覧ください。フルニキシンメグルミンを含有

する注射剤は２品目承認されておりますが、その下の表 1-1 にありますとおり使用基準

が定められております。 

  フルニキシンメグルミン製剤が承認された当時の残留試験ガイドラインも、先ほど申

し上げましたとおり２つの方法がございましたが、やはり検出限界未満となるような安

全域を見越して設定する方法がとられておりました。その後、フルニキシンの残留基準

値は現在承認されているフルニキシンメグルミンを有効成分とする注射剤の承認後であ

る平成 19 年 12 月 28 日に３ページの表 2-1 に示されております残留基準値が設定され

ました。この残留基準値をもとに投薬期間の再検討を行い、使用規制省令の改正を要望

したものです。 

  ２ページの表 1-3 をご覧ください。この表は、当該製剤の承認申請当時に添付された

残留試験の結果となります。当該製剤の承認申請当時に添付された国内残留試験は、検

出限界未満となるような安全域を見越して休薬時間を設定する方法でしたので、MRL を

用いた統計処理を想定した試験ではございませんでしたため、こういった統計学的処理

が不可能でした。そのため、要望者は新たに追加の残留試験を行い、MRL に基づいた統

計学的解析を行いました。 

  ６ページと７ページをお開きください。図 3-1 から 3-6 として MRL に基づいた統計学

的解析を行ったグラフが記載されております。この中で、 も高濃度でフルニキシンが

残留していた注射部位筋肉についてのグラフが７ページの図 3-6 に示されてございます

が、一番フルニキシンが残留していた注射部位筋肉においても、統計解析の結果９日間

という休薬期間でございました。 
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  ８ページの(3)をご覧ください。統計学的解析の結果、休薬期間は９日間と算定され

たものの、諸外国では米国の 12 日間が も短い休薬期間であること、注射部位筋肉に

おいてかけ離れたデータが１つございましたことから、さらに安全域を見越して休薬期

間を 21 日間としたいという要望となっております。 

  それでは、当日配布させていただきました黒で№15 と押印された資料を御用意くだ

さい。今の要望書に基づき使用規制省令のフルニキシンメグルミンを有効成分とする注

射剤の項を変更するものでございまして、８ページをご覧ください。新旧対照表がござ

いまして、下の方になるんですが、豚の項で現在 28 日間とされております。これを 21

日間に変更したいという案でございます。 

  なお、本件については平成 20 年 11 月６日に動物用医薬品残留問題調査会にて審議さ

れ、上程が可とされ、本日上程されたものでございます。 

  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 ありがとうございました。 

  ただいま事務局から御説明をいただきましたが、委員の先生方で何か御質問、御意見

等ございますでしょうか。 

  特段の御発言がないようですので、それでは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。それでは、原案どおり薬事分科会に報告させていただ

きます。 

 

（４）動物用抗生物質医薬品基準の一部改正について 

  ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

 

○赤堀部会長 続きまして、審議事項（４）ですが、「動物用抗生物質医薬品基準の一部

改正について」、引き続き事務局からお願いいたします。 

○事務局 それでは、当日配布させていただきました黒で№16 と押印された資料を御用

意ください。「動物用抗生物質医薬品基準の一部改正について」という表題がついたも

のでございます。 

  １ページの新旧対照表をご覧ください。表の真ん中あたりに「規格」と書いてござい

ます。現行は右側のカラムとなっておりますが、現在は(２)に「pH；5.0～7.0（添付液

による用時濃度）」と記載されておりますが、これを左側のカラムの下線部のように、

「あるいは pH；3.5～5.5（日局注射用水による用時濃度）」という記載を加えるという

ものでございます。 

  この改正は、川崎三鷹製薬の水性アンピシリン注・粉剤「KMK」という製剤の承認申

請を受けたものとなります。本剤は、承認製品である水性アンピシリン注「KMK」の後

発品として承認申請されました。既承認製品は溶解用液が添付されておりますが、本剤

は専用溶解用液ではなく、日局注射用水で溶解する製品となります。そのため pH が既
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承認製品と異なる製品となります。この承認申請については事務局だけで完結するもの

ですが、pH の規格のみ既承認製品と異なるため同項を改正するというものでございま

す。 

  ４ページをお開きください。「水性アンピシリン注・粉剤「KMK」の承認申請書」とな

りますが、用法及び用量が一番下の７番の項に記載されております。「用時、１ｇ(力

価)当たり 4.4mL の日局注射用水に懸濁する用法」となっております。 

  ５ページの 11 番の「規格及び検査方法」の項をご覧ください。ここにおいても

「pH；１ｇ(力価)当たり日局注射用水 4.4mL を加えて懸濁した液の pH は 3.5～5.5 であ

る」と記載されております。なお、本剤については既承認製品と比較した生物学的同等

性試験が行われており、アンピシリンの血中濃度やその消長などが承認製品と同一であ

ることや、投与したことで対象動物に特段の異常のないことは、既に確認されておりま

す。 

  戻りまして、１ページの新旧対照表をご覧ください。 

  以上の見地から、動物用抗生物質医薬品基準の注射用アンピシリンの項の規格に、

pH；3.5～5.5（日局注射用水による用時濃度）を加える改正を行うものとなります。 

  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。 

 ただいま御説明いただきましたが、実態に基づいて規格を改正しようということでござ

います。委員の先生方から御発言等ございますでしょうか。 

○中川委員 pH5.0～7.0 が現行の条件でしたが、今度は 3.5～5.5 と、かなり酸性度が高

くなりますね。これは筋注用の薬ですよね。そうすると、動物の福祉からいってもかな

り注射の痛みが私はあると思うんですが、これを容認する、つまり、もともとの比較的

アルカリ注射に近い状況まで用時溶解液でする方法を改めて追加する意義というのは、

開発者の、いわゆるメーカーの要望を認めるということなのでしょうか。 

○赤堀部会長 事務局いかがでしょうか。 

○事務局 まず、事務局が心配しましたことは、pH が従来より低くなるということで、

例えば、動物が痛がるとかといった問題があるのではないかということを心配いたしま

した。しかし、この承認申請書において別途添付資料がついていたのでございますが、

動物に実際に投与した試験が添付されてございまして、そこでは何ら異常がない、特に

何か異常があったものではないということが確認されておりますということでしたので、

このような pH が低いものもあり得るのではないかということで、今回改正を御提案し

たものでございます。 

○赤堀部会長 メーカー側の言い分で、疼痛等の徴候が見られなかったということですが。 

○中川委員 今の問題とかかわるのですが、エンロフロキサシンという薬が先ほど出まし

た。これはアルカリ性がすごく強いのです。実は、酸性が強かったりアルカリ性が強い

と、動物はかなり痛がるのです。しかし、牛や馬だと反応しにくいという部分もあって、
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人間が見た目では異常がないという表現となるが、正直言うと相当痛いと思います。 

○赤堀部会長 という委員の御発言をいただきましたが。 

○事務局 確かに、pH が低いことによって非常に痛がるのではないかという心配が非常

にあるのでございますが、試験の中では異常が認められなかったからいいではないかと

いうのが、あくまでもメーカーの主張でございまして。 

○赤堀部会長 それは、獣医師の判断でそういう御報告があったということですね。 

○事務局 はい。 

○赤堀部会長 よろしいでしょうか。そういう懸念もあるけれども、特にそれに対しては

そういう徴候を認めることはできなかったということでございます。 

  ありがとうございました。それでは了承いただいたことといたします。 

○事務局 ありがとうございます。それでは、原案どおり薬事分科会に報告させていただ

きます。 

○赤堀部会長 これで審議事項は終わりましたが、ちょうど２時間近くなりますので、10

分の休憩をとらせていただきまして、４時５分から再開させていただきたいと思います。 

 暫時休憩といたします。 

〔暫時休憩〕 

○赤堀部会長 それでは、時間になりましたので再開させていただきたいと思います。 

 再開の前に、事務局から御発言があるということですのでお願いします。 

○事務局 使用上の注意について少し御報告させていただきたいと思います。 

  前回、本部会で議論いただきました使用上の注意の見直しの件についてでございます。

これにつきましては、現在所内に検討委員会を立ち上げまして見直しの方針案をつくる

べく鋭意検討を開始しておるところでございます。 

  今まで２回ほど会を開きましたが、まだ方針案をつくるという段階ではなくて、今ま

でこの部会でどのような議論があったかとか、そういったところを見直したりしておる

ところでございます。早いうちに議事録を検証する作業を終えまして、近いうちに方針

案をまとめ上げるということで使用上の注意の見直しを進めていきたいと思っておりま

すので、御報告まででございます。よろしくお願いいたします。 

○赤堀部会長 それは、特にこれまでの部会あるいは調査会で、委員の先生方から表記の

仕方について少し整備をするようにと言われたことを受けて検討会を開いているという

理解でよろしいですか。 

○事務局 そういうことでございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 

Ⅱ）報告事項 

（１）動物用体外診断用医薬品の承認の可否について 

  ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 
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  ① エスプラインＡインフルエンザ（富士レビオ株式会社） 

 

○赤堀部会長 それでは、報告事項に入らせていただきますが、（１）の「動物用体外診

断用医薬品の承認の可否について」、１つ目、動物用生物学的製剤調査会関係になりま

すが、事務局からお願いいたします。 

○事務局 事前にお送りいたしました赤の資料番号 10 番をお願いいたします。 

  本剤につきましては、富士レビオ株式会社より製造販売承認申請されましたエスプラ

インＡインフルエンザでございます。 

  １枚めくっていただきまして別紙１をご覧いただきたいと思います。別紙１に本剤の

成分分量がございますが、本剤はＡ型インフルエンザを検出するための抗Ａ型インフル

エンザモノクローナル抗体、本剤の特異性を確認するための抗Ｂ型のインフルエンザモ

ノクローナル抗体、それから、本剤の反応系がうまく動いているかというのを確認する

ための抗アルカリホスファターゼ（ALP）の抗体を固相化いたしましたデバイス型の体

外診断薬で抗Ａ型インフルエンザモノクローナル抗体でとらえました抗原を、アルカリ

ホスファターゼで標識したもう一つのモノクローナル抗体で検出する系を用いたもので

ございます。 

  ２枚めくっていただきまして、別紙２をご覧いただきたいと思います。別紙２に使用

方法がございます。本剤の使用方法でございますが、鶏の気管又はクロアカのスワブを

綿棒を用いて採取いたしまして、添付の検体処理液に浸します。この浸したものを試料

液といたしまして、その試料液を反応カセットに滴下して反応させます。それから 15

分後の反応ラインを確認することで判定をするということになっております。 

  判定につきましては、２ページめくっていただきますと図がございますが、上の方に

反応パターン図というのがございます。３つ並んだ図でございますが、それぞれの表の

中に小文字のｒ、小文字のｎ、大文字のＴが書かれております。小文字のｒのラインに

は抗 ALP の抗体が、ｎのラインにはＢ型のインフルエンザに対するモノクローナル抗体、

ＴのラインのところにＡ型インフルエンザに対するモノクローナル抗体が固層化されて

おります。判定といたしましては、ｒとＴのラインに青いラインが出たという場合にＡ

型インフルエンザ陽性ということを判定するということになります。 

  初の審議経過票に戻っていただきたいと思います。本剤の使用目的につきましては、

「ニワトリの気管及び（クロアカ）スワブからのＡ型インフルエンザウイルスの抗原の

検出」ということになっております。本剤につきましては、本年 10 月 22 日の動物用生

物学的製剤調査会におきまして審議されまして、御了承いただいたものでございます。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、委員の先生から特段の御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  特にないようですので、報告を御了解していただいたことといたします。 
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○事務局 ありがとうございます。 

 

（２）動物用医薬品の承認事項変更承認の可否について 

  ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

  ①イスランソーダ（セラケム株式会社） 

  ②水産用 OTC 散 10％「KMK」（川崎三鷹製薬株式会社）等 15 製剤 

 

○赤堀部会長 続きまして、（２）番の「動物用医薬品の承認事項変更承認の可否につい

て」です。水産用医薬品調査会関係の「イスランソーダ」及び「水産用 OTC 散 10％

「KMK」」等 15 製剤についてですが、事務局から御報告をお願いいたします。 

○事務局 では、事前配布資料の赤の№11 をお手元に御用意いただければと思います。

表紙をめくっていただきまして、まずイスランソーダについて御説明させていただきま

す。 

  イスランソーダですが、成分及び分量はスルフイソゾールナトリウムの散剤となって

おります。 

 用法・用量ですが、記載されておりますとおり、魚体重１㎏当たり１日量スルフイソゾ

ールナトリウムとして下記の量を飼料に添加し投与するとなっております。ぶりについ

ては 100～200 ㎎、にじますについても 100～200 ㎎、こいについても 100～200 ㎎、あ

ゆについても 100～200 ㎎となっております。 

  本剤につきましては、既に効能・効果といたしましてスルフイソゾール感受性菌に起

因する下記の魚類の死亡率の低下ということで、ぶりにつきましてはビブリオ病と類結

節症、にじますについてはビブリオ病、こいについてはカラムナリス症、あゆについて

はビブリオ病と冷水病が承認されております。今回の承認事項変更承認申請は、ここに

あるにじますの冷水病を新たに効能・効果の対象として追加するというものです。 

  水産用医薬品調査会の審議結果ですが、10 月 10 日開催の水産用医薬品調査会で御審

議いただきまして、審議結果にありますとおり、本剤については以下のとおり資料等整

備することを条件に所定の審議を終了したものとし、承認を可とし、動物用医薬品等部

会に報告して差し支えないという審議結果をいただきました。 

  指摘事項ですが、資料中の冷水病菌のスペルが誤っておりましたので、そこを訂正す

ることという指摘を受けております。指摘の対応ですが、概要書の間違っていた部分に

ついて適切に訂正をさせていただいております。 

  以上でイスランソーダについての説明を終わります。 

  ２ページめくっていただきまして、水産用 OTC 散 10％「KMK」の資料をご覧いただけ

ればと思います。今回、水産用の OTC 散 10％「KMK」等の 15 製剤の承認事項変更承認

の審議経過について御報告させていただきます。なお、これら 15 製剤につきましては、

いずれも塩酸オキシテトラサイクリンを主剤とする飼料添加剤でありまして、川崎三鷹
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製薬株式会社等の６社からの共同申請となっておりますので、今ご覧いただいています

水産用 OTC 散 10％「KMK」の審議経過票を用いてご説明させていただきたいと思います。 

  これら 15 製剤の用法・用量ですが、審議経過票の５番にありますように、魚体重１

㎏当たり１日量オキシテトラサイクリンとして下記の量を飼料に添加して投与するとな

っております。すずき目魚類については 50 ㎎（力価）、にしん目魚類（淡水中で養殖さ

れているもの。ただしあゆを除くもの）が 50 ㎎（力価）、にしん目魚類（海水中で養殖

されているもの）が 50 ㎎（力価）、うなぎ目魚類：50 ㎎（力価）、かれい目魚類：50 ㎎

（力価）、ふぐ目魚類：50 ㎎（力価）となっております。 

  これら 15 製剤につきましては、既に効能・効果に記載されています各魚類について

効能・効果が承認されておるのですが、今回の申請はにしん目魚類の「淡水中で養殖さ

れているもの、ただしあゆを除く」というものについて連鎖球菌症を新たに効能として

追加するというものです。 

  ７の審議結果をご覧いただければと思います。10 月 10 日の水産用医薬品調査会で御

審議いただきまして、「本製剤については、以下のとおり資料等を整備し、本調査会の

了承を得た上で所定の審議を終了したものとし、承認を可とし、動物用医薬品等部会に

報告して差し支えない」という御審議結果を受けました。 

  御指摘いただきました事項は、１点目が、申請書の７．用法及び用量に本剤を飼料に

添加して投与する旨の記載を追加すること、２つ目が、添付資料の臨床試験のところと

概要書の総括のところについて、記載を整備することという御指摘を受けております。 

  対応につきましては、１点目の指摘事項につきましては、記載されておりますとおり、

魚体重１㎏当たり１日量オキシテトラサイクリンとして下記の量を飼料に添加して投与

するという投与方法を、きちんと明記するという対応がなされております。 

  ２点目につきましては、指摘に従いまして添付資料、臨床試験の「ニジマスのレンサ

球菌症に対する塩酸オキシテトラサイクリン（OTC）製剤の臨床試験総括報告書」の

「５．臨床試験結果の総括」の記載を別紙１のように整備する。また、概要書の当該部

分を別紙２のように整備するとなっておりまして、この点につきましては水産用医薬品

調査会の座長でいらっしゃいます小川委員に御確認いただきまして御了承をいただきま

したので、本日審議結果を本部会に御報告させていただきました。 

  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が、委員の先生方から特段の御質問等ございますでし

ょうか。 

 よろしいでしょうか。 

  それでは、今いただきました報告を了解したことといたします。 

○事務局 ありがとうございました。 
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（３）動物用医薬品の再評価について 

  ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

  ①モキシデクチン 

 

○赤堀部会長 続きまして（３）番になりますが、「動物用医薬品の再評価について」で

す。事務局から御説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、事前に送付させていただきました赤の 12 番の資料をお手元に御用

意ください。今回はモキシデクチンの再評価の審議結果について御報告させていただき

ます。 

  12 番の資料の１ページ目をめくってください。こちらに、この成分についての再評

価の経緯について簡単に示させていただきました。この再評価ですが、もともとコリー

犬及びその系統の犬種が MDR1 遺伝子の変異を有する個体が多いため、イベルメクチン

を含むアベルメクチン及びミルベマイシンにより神経毒性を引き起こす報告があったこ

とから、再評価として御審議をいただいていたものでございます。 

  １ページ目の真ん中より下の、「②番モキシデクチンについて審議を開始する」とい

うところをご覧ください。昨年 19 年 11 月１日の再評価調査会におきまして、イベルメ

クチンと同類の製剤、ミルベマイシンオキシム、ラチデクチン、モキシデクチン、セラ

メクチンについても、コリー犬などに対する適当な注意を促すというような対応をとる

べきであるという意見が出されました。 

  モキシデクチン以外の成分については、これまでに既に審議及び対応が終了しており

ます。 

  このモキシデクチンについてですが、２ページをご覧ください。２月７日と５月９日

の再評価調査会を経まして、モキシデクチンについては安全性試験を実施したコリー犬

に対する MDR1 遺伝子の変異を確認するための PCR 試験の結果を待ち、適切な対応をと

ることとされました。これが５月９日の再評価調査会の結果でございました。その後

10 月になりまして、モキシデクチン製剤の製造販売業者から試験の結果報告が出され

ました。モキシデクチンに関する犬用の製剤については、３ページ目に一覧表として示

させていただいております。濃度違いの錠剤及び注射剤がございます。 

  ２ページに戻っていただきまして、「業者からの結果報告（概要）」と書かれていると

ころの右側をご覧ください。モキシデクチン製剤のうち「注射用モキシデック SR」と

いう国内で承認されている製剤がございますが、これと成分分量が同一の同種製剤であ

る「ProHeart SR-12」という製剤がございます。こちらは、投与するときに国内で承認

されているものよりも３倍量投与するというもので、海外で使用されているものなんで

すが、これのイベルメクチン感受性コリー犬に対する安全性試験に供したコリー犬 15

頭のうち、６頭が現存しているということがわかりましたので、それらのコリー犬につ

いて MDR 遺伝子の変異を確認しました。 
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  その結果、採血量が不足いたしまして判定不能であった１頭を除いて、５頭に MDR1

遺伝子の変異が認められました。この５頭の内訳ですが、ホモで変異を有しているもの

が４頭、ヘテロで変異を有しているものが１頭でございました。 

  安全性試験において、特にモキシデクチンによって毒性を示したという結果ではなく、

また MDR1 遺伝子の変異は認められたという結果から、「注射用モキシデック SR」、「モ

キシデック錠」についてもコリー犬に対する安全性を説明できたと考えることから、原

則として使用上の注意の追記等の必要性はないと業者は考えておりましたが、必要であ

るのであれば、そちらの括弧書きで示してあります「コリー犬及びその系統の犬種にお

いて、アベルメクチン系薬剤によって神経毒性を示したとの報告がある」などの追記を

検討したいという意見が出されました。調査会といたしましては、原則として何らかの

適切な注意喚起が必要であるという意見でしたので、使用上の注意の追記を検討すると

いうことで対応いたしました。 

  この結果についてですが、７ページをお開きください。下のほうに「＜対応＞」と示

されているところをご覧ください。11 月７日に開催されました再評価調査会での審議

結果でございます。 

  まず①点目といたしまして、ProHeart SR-12 の３倍量を投与するモキシデクチンの

注射剤の安全性試験では、イベルメクチンを 120μg/㎏経口投与したところ、神経毒性

が認められた 18 頭のコリー犬から 15 頭を選び、これらのコリー犬にモキシデクチンと

して 2.5 ㎎／㎏まで皮下注射を行ったが、副作用は全く発生していなかった。こういっ

た条件が１つ。 

  それからもう一点、②のところですが、この安全性試験に供したコリー犬のうち、現

存する６頭について MDR1 の遺伝子の変異について PCR を用いて確認したところ、採取

した DNA 量が少なかったことから、試験不成立であった１頭を除き５頭で遺伝子の変異

を確認できたということです。 

  以上のことから、８ページに移らせていただきますが、モキシデクチンとして日本で

承認を受けている製剤より投与量の多い同種製剤での安全性試験の結果及び MDR1 遺伝

子の変異の確認試験の結果により、MDR1 遺伝子の変異を有するコリー犬においても、

日本で承認された用法及び用量での安全性は推定される。 

  しかし、MDR1 遺伝子の変異を有するコリー犬系統の犬種におけるモキシデクチンの

高用量投与による神経毒性の文献報告もありますので、さらなる注意を喚起するため使

用上の注意の【その他の注意】のところに「コリー犬及びその系統の犬種においてアベ

ルメクチン系薬剤によって神経毒性を示したとの報告がある」旨追記し、再評価指定し

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。 

  このモキシデクチンの再評価をもちまして、ページを戻っていただいて６ページの横

の表をお開きください。コリー犬及びその系統の犬種における MDR1 遺伝子の変異が多

いというようなことに対して、イベルメクチンを含むアベルメクチン系薬剤、それから、
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ミルベマイシンオキシム等についてすべて注意事項を書くということで、長い間御審議

いただいたんですが、こちらの一覧表にいたしましたとおり、すべての対象成分につい

てコリー系統の犬への安全性の確保について使用上の注意で示して対応ができたと思い

ます。 

  ６ページの表の中で、ラチデクチンにつきましては以前この部会でも報告させていた

だきましたが、再評価の審議の間に承認が整理されましたので、現在はない製剤でござ

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。本当に長い間懸案になっておりましたが、やっ

と結論が出たということでございます。 

  委員の先生方で、特段の御質問等ございますでしょうか。 

  特にないようですので、報告を御了解いただいたことといたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 

 

（４）動物用医薬品の再審査について 

  ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

  ①ラピノベット（シェリング・プラウ アニマルヘルス株式会社） 

  ②プレベンティック（株式会社ビルバックジャパン） 

  ③メタカム 0.5％注射液（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） 

  ④メタカム 0.05％経口懸濁液（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） 

   メタカム 0.15％経口懸濁液（           〃          ） 

  ⑤ケトフェン注１％（メリアル・ジャパン株式会社） 

  ⑥ケトフェン錠５㎎（メリアル・ジャパン株式会社） 

   ケトフェン錠 10 ㎎（       〃      ） 

   ケトフェン錠 20 ㎎（       〃      ） 

  ⑦フォルテコール錠５㎎（ノバルティスアニマルヘルス株式会社） 

   フォルテコール錠 2.5 ㎎フレーバー（       〃       ） 

   フォルテコール錠５㎎フレーバー（       〃       ） 

  ⑧日生研鶏コクシ弱毒３価生ワクチン（TAM）（日生研株式会社） 

  ⑨鶏ロイコチトゾーン病ワクチン「北研」（学校法人 北里研究所） 

  ⑩“京都微研„ピッグウィン AR-BP2（株式会社 微生物化学研究所） 

 

○赤堀部会長 続きまして、報告事項の（４）番になりますが、「動物用医薬品の再審査

について」です。事務局から御説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、事前に送付させていただきました赤の 13 番の資料をお手元に御用
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意ください。それから、大変申しわけないのですが、「13 番追加修正」という１枚紙の

当日配布資料がございますので、そちらの方もあわせて御用意ください。13 番追加修

正というものは、プレベンティックという製剤の審議経過票でございます。 

  それでは、再評価調査会において審議されました品目の結果について報告させていた

だきます。赤の 13 番の資料の１ページ目をお開きください。 

  １点目ですが、ラピノベットという製剤です。申請者はシェリング・プラウ アニマ

ルヘルス株式会社です。こちらの主剤ですが、プロポフォールが含まれているものでご

ざいまして、用法及び用量ですが、中段に示されておりますとおり、体重１㎏当たりプ

ロポフォールとして犬には 5.5～７㎎、猫には 8.0～13.2 ㎎を目安として、動物の状態

（体型、年齢、全身状態等）を考慮し、喉頭反射を確認しながら適宜増減し、60～90

秒かけてゆっくりと静脈内投与する。なお、目安となる投与量に満たない場合でも、全

身麻酔の導入が完了した時点で本剤の投与を終了すること。 

  こちらの効能又は効果ですが、犬及び猫における吸入麻酔薬による全身麻酔時の麻酔

導入でございます。 

  下の方に移っていただきまして、動物用医薬品再評価調査会の審議結果でございます

が、平成 20 年 11 月７日の審議の結果は、有効性及び安全性に関する評価に基づき有用

性が認められるものとして、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないとされました。 

 ２点目のプレベンティックに移らせていただきます。13 番の資料の５ページをお開き

ください。また、追加資料の当日配布の 13 番も御用意ください。 

  プレベンティックは、申請者は株式会社ビルバックジャパンです。 

  成分のところに、赤の 13 番の資料の方ではアミトラズが９ｇ含有されているもので

ある旨しか書かれておりませんが、追加で出させていただきましたものは、主剤以外の

成分も示したものがありますので、そちらのほうをご覧ください。 

  本剤は首輪の形をとった製剤でございまして、用法及び用量ですが、使用直前に開封

して、余りきつく締まらない程度（指が２、３本はいる程度）に犬の首に取りつけると

いうものです。 

  効能又は効果ですが、犬に寄生するマダニの駆除でございます。 

  下の方に移っていただきまして、11 月７日の動物用医薬品再評価調査会の審議結果

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。 

  ８ページをお開きください。メタカム 0.5％注射液です。 

  申請者は、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です。 

  こちらの成分ですが、主剤としてメロキシカムを含むものでございます。 

  用法及び用量は、犬の術前に体重１㎏当たりメロキシカムとして 0.2 ㎎（製剤として

0.04mL）を１回皮下投与する。 

  効能又は効果ですが、犬の術中・術後の鎮痛です。 
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  11 月７日の動物用医薬品再評価調査会の審議結果は一番下に示されておりますが、

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。 

  続きまして、11 ページをお開きください。こちらはメタカム 0.15％経口懸濁液と、

メタカム 0.05％経口懸濁液です。 

  申請者は、先ほどと同じ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

です。 

  こちらの成分ですが、先ほどの注射剤と同じく主剤としてメロキシカムを含んでおり

ます。0.15％と 0.05％経口懸濁液、それぞれ含まれている量が異なります。 

  こちらの用法及び用量については、12 ページの上の方をご覧ください。本剤を通常

１日１回、１日目は体重１㎏当たりメロキシカムとして 0.2 ㎎、２日目以降は同 0.1 ㎎

を、必要に応じて添付の計量シリンジを用い食餌に滴下し、摂食させることにより経口

的に投与する。 

  効能又は効果ですが、犬の運動器疾患に伴う炎症及び疼痛の緩和でございます。 

 11 月７日の動物用医薬品再評価調査会における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。 

  15 ページをお開きください。ケトフェン注１％です。 

  申請者は、メリアル・ジャパン株式会社です。 

  こちらの成分ですが、主剤としてケトプロフェンを含むものでございます。 

  用法及び用量ですが、１日１回体重１㎏当たりケトプロフェンとして２㎎（製剤とし

て 0.2mL）を皮下投与するというものです。 

  効能又は効果ですが、犬の運動器疾患に伴う炎症及び疼痛の緩和、術後の炎症及び疼

痛の緩和です。猫については、運動器疾患に伴う炎症及び疼痛の緩和でございます。 

  11 月７日の動物用医薬品再評価調査会の審議結果ですが、17 ページをお開きくださ

い。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、ケトフェン錠５㎎です。隣の 18 ページをご覧ください。 

  こちらについても、申請者はメリアル・ジャパン株式会社です。 

  成分といたしまして、本剤は１錠中にケトプロフェンを５㎎含むものでございます。 

  用法及び用量ですが、犬と猫の運動器疾患に伴う急性の炎症及び疼痛の緩和、これは

効能・効果の１つですけれども、その場合は１日１回体重１㎏当たりケトプロフェンと

して１㎎を基準量として５日間を限度に経口投与する。 

  もう一つの効能・効果の方の犬の変形性関節症に伴う慢性の疼痛の緩和では、１日１

回体重１㎏当たりケトプロフェンとして 0.25 ㎎を基準量として経口投与するというも

のでございます。 
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  こちらの審議結果につきましては、20 ページをお開きください。11 月７日の動物用

医薬品再評価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。 

 続いて、ケトフェン錠の濃度違いの製剤が 21 ページに示されております。21 ページに

示されておりますのは、ケトフェン錠 10 ㎎です。 

  先ほど５㎎の製剤を説明させていただきましたが、こちらにつきましては１錠中にケ

トプロフェンを 10 ㎎含むものでございまして、用法及び用量、効能又は効果につきま

しては、先ほどの説明のとおりでございます。 

  こちらの製剤につきましても、23 ページのとおり、動物用医薬品再評価調査会にお

きまして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。 

  24 ページはケトフェン錠 20 ㎎でございまして、錠剤の５㎎と 10 ㎎のものと同じで、

１錠中のケトプロフェンの含量が 20 ㎎という製剤でございます。 

  用法及び用量、効能又は効果については同じでございますので、省略させていただき

ます。 

  審議結果につきましては、26 ページをお開きください。11 月７日の動物用医薬品再

評価調査会における審議結果は、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。 

  27 ページをお開きください。フォルテコール錠５㎎、フォルテコール錠 2.5 ㎎フレ

ーバー、フォルテコール錠５㎎フレーバーという製剤でございます。 

  申請者は、ノバルティスアニマルヘルス株式会社です。 

  今回は、猫の効能についての再審査になります。本剤は犬にも適用がございますが、

効能・効果は全く別です。 

  成分及び分量のところをご覧ください。かなり含まれているものが多いので、28 ペ

ージから 29 ページにかけて、３つの製剤についてそれぞれ成分分量が記載されており

ます。 

  本剤の主剤ですが、塩酸ベナゼプリルでございまして、それぞれの製剤で含まれてい

る量が異なります。フレーバー剤につきましては、矯味剤や香料などがこのほかに含ま

れております。 

  27 ページに戻っていただきまして、用法及び用量のところですが、今回猫に対する

再審査だけですので、猫についてのみ示しております。猫につきましては、体重１㎏当

たり塩酸ベナゼプリルとして 0.5mg から 1.0mg を１日１回経口投与する。体重別には、

下に示させていただきました表のとおりでございますが、通常この投与量によるもので

ございます。 

  効能又は効果ですが、猫では慢性腎不全における尿蛋白の漏出抑制でございます。 

 本製剤の再審査に関する動物用医薬品再評価調査会の審議結果でございますが、27 ペ
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ージの下にございますとおり、有効性及び安全性に関する評価に基づき有用性が認めら

れるものとして、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないとされました。 

  以上が一般医薬品関係の再審査でございますが、続きまして 32 ページをお開きくだ

さい。生物学的製剤に関する再審査３品目について説明させていただきます。 

  32 ページに示されておりますのは、日生研鶏コクシ弱毒３価生ワクチン（TAM）です。 

  申請者は、日生研株式会社です。 

  こちらの主剤ですが、Eimeria tenella のオーシスト、Eimeria acervulina のオーシ

スト、Eimeria maxima のオーシストが含まれている生ワクチンです。こちらのワクチ

ンは、既に飼料混合法で投与する方の再審査は終了いたしておりまして、今回は散霧投

与法に関する再審査でございます。 

 用法及び用量のところですが、散霧投与方法なんですけれども、初生～４日齢の平飼い

の鶏を投与対象として、本品 20mL（1000 羽分）を５～20 倍に希釈し、輸送箱又は段ボ

ール箱等に収容した 1000 羽のひなに均一に１回散布するというものです。 

  効能又は効果は、アイメリアテネラ、アイメリアアッセルブリーナ、アイメリアマキ

シマによる鶏コクシジウム症の発症抑制です。 

  動物用医薬品再評価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。 

  35 ページをお開きください。こちらも原虫病のワクチンですが、鶏ロイコチトゾー

ン病ワクチン「北研」です。 

  申請者は、学校法人 北里研究所です。 

  こちらの成分ですが、主剤といたしまして遺伝子組換えによるロイコチトゾーン・カ

ウレリーの第２代シゾント由来の R7 遺伝子の発現蛋白質です。 

  用法及び用量ですが、５週齢以上の採卵鶏に、0.25mL ずつ１回脚部筋肉内注射する

ものです。 

  効能又は効果ですが、鶏ロイコチトゾーン病の予防でございます。 

  動物用医薬品再評価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。 

  後に、40 ページをお開きください。今度は豚の製剤ですが、“京都微研„ピッグウ

ィン AR-BP2 です。 

  申請者は、株式会社 微生物化学研究所です。 

  主剤といたしまして、ボルデテラ・ブロンキセプチカ GCK 株の培養上清抗原液、それ

から、パスツレラ・ムルトシダ B-45 株の培養上清抗原液を含むものでございます。 

  用法及び用量ですが、母豚の耳根部後方頸部筋肉内に１mL を注射する。母豚の交配

予定日前約２週間から交配後約１か月の間に初回注射を行い、分娩予定日前約 30～40
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日の間に第２回目の注射を行う。以後は、分娩予定日の約１か月前に追加注射を行う。 

  効能又は効果は、ボルデテラ・ブロンキセプチカ及び毒素産生パスツレラ・ムルトシ

ダの感染による産子の萎縮性鼻炎の予防でございます。 

  こちらの動物用医薬品再評価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。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいまの御報告につきまして、御質問等ございますでしょうか。 

  特にないようですので、それでは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。 

 

（５）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

○赤堀部会長 それでは、報告事項の 後になりますが、（５）番です。「動物用医薬品の

諮問・承認状況について」、事務局から御説明をお願いいたします。 

○事務局 当日配布資料の黒の№20 番を御用意いただきたいと思います。「動物医薬品の

諮問・承認状況」ということで、前回の部会以降の諮問・承認状況について御報告させ

ていただきます。 

  まず、１ページ目が諮問状況ということになりますが、本日御審議いただきました品

目について記載をしております。この中で、一番上の日生研 NBBEG 不活化オイルワクチ

ンにつきましては、平成 16 年に既に諮問されておりますので、今回参考として掲載を

させていただいております。 

  その他、アレンジャー、ビムロン、イリド不活化ワクチン「ビケン」につきましては、

本年の 11 月 13 日付けで諮問をしております。 

  ２ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらからが承認状況ということになり

ます。 

  まず、ポーシリス Begonia IDAL・10 及び 50 につきましては９月１日、牛・豚用のバ

イコックスは９月８日、次のページをお願いいたします。プロメリス キャット及びプ

ロメリス キャット FDAH が９月 25 日、カルチャージが 10 月 15 日、メタカム 0.05％経

口懸濁液猫が 10 月 22 日に、それぞれ承認されております。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  何か御質問等ございますでしょうか。 

  特にないようですので、これも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。 
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Ⅲ）そ の 他 

 

○赤堀部会長 それでは、審議事項、報告事項は終わりまして、 後になりますが「その

他」がございます。委員の先生方の方で、何か御発言がございますでしょうか。 

  特にないようですので、事務局の方で何かございますか。 

○事務局 それでは、１点御報告させていただきたいと思います。 

  本日の部会で本年 後の部会となります。遅くまでの御審議ありがとうございました。

今委員に御就任いただいております先生方、薬事・食品衛生審議会の委員の任期が２年

ということになっておりまして、19 年の１月に今回の任命をさせていただいておりま

すので、来年 21 年の１月 23 日で先生方の任期が一たん切れるということになっており

ます。 

  その後大部分の先生方には引き続き御就任をいただくことになっております。事務局

が厚生労働省になりますので、年末から年始にかけまして委員の任命の手続等でいろい

ろ文書等参るかと思いますが、よろしくお願いをいたしたいと思っております。 

  本日おいでいただいております委員の中で、大前委員につきましては今期限りという

ことで、今回が 後の部会になりますので御報告をさせていただきます。これまでいろ

いろ御審議に御協力をいただきましてありがとうございます。感謝申し上げます。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいまのお話で、大前委員がこの部会で 後ということで、本当に長い間審議にお

きまして、貴重な御発言、御指摘、あるいは御指導をいただきましてありがとうござい

ました。今後もますます動物用医薬品関係だけでなくて、そのほかの分野でも御活躍く

ださるようにお願いいたします。ありがとうございました。 

 それじゃ、何か一言。 

○大前委員 特にございません。 

○赤堀部会長 そうですか。 

  では、そのほか事務局の方から何かございますでしょうか。 

○事務局 特にはございません。 

○赤堀部会長 わかりました。 

  それでは、以上をもちまして本日の議事は終了いたしました。ただ、次回の開催を決

めておく必要があろうかと思いますが、事務局の方から。 

○事務局 それでは、きょう配布させていただきました当日配布資料の№22 の資料をお

手元に御用意ください。これの一番後ろに来年の２月と３月のカレンダーがついており

ますので、それを見ながら少し説明させていただきます。 

  事前に御連絡をいただきまして、それを取りまとめましたところ、部会長の御出席が
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可能であって も多くの委員の先生方の出席が可能な日として、２月 24 日と３月６日

を候補に挙げさせていただきたいと思います。ただ、２月のカレンダーを見ていただき

ますと、残留問題調査会が２月 17 日でして、その１週間後というと資料の整備等がな

かなか困難でありまして、すべて当日配布資料のような形になってしまいますと、審議

にも支障を来すのではないかということを心配しております。 

  できれば、事務局としては３月６日に開催できればと思ってはいるんですが、大分先

のことでして、なかなか先生方も予定が立てづらいというところもあるかと思いますの

で、この場で御意見等いただければ大変助かりますので、よろしくお願いいたします。 

○赤堀部会長 お話のように、恐らく今なかなか出てこないかと思います。一応３月６日

ということに決めさせていただきまして、また近づいてまいりましたら出欠等とるわけ

ですね。 

○事務局 はい、そうさせていただきたいと思いますので。 

○赤堀部会長 一応３月６日ということにさせていただければと思いますが、いかがでし

ょうか。 

  よろしいでしょうか。 

  どうもありがとうございました。 

○事務局 ありがとうございます。 

○赤堀部会長 そのほか事務局の方からございませんか。 

○事務局 特にはもうございません。 

 

５．閉    会 

 

○赤堀部会長 それでは、これですべて審議、報告事項、その他終わりましたが、きょう

は久しぶりに時間内に終わりまして、先生方の御協力に御礼申し上げます。 

 どうもありがとうございました。 


