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１．開    会 

 

○赤堀部会長 定刻になりましたが、お１人井上先生がまだお見えになっていないようです。

どういたしましょうか。 

  よろしいですか。 

  今日は膨大な審議事項となっておりまして、時間も６時までの予定になっておりますが、

５時にお２人の先生方が御都合で退席されるということで、お２人の先生が退席されますと

定数を欠くことになります。できましたら５時までに終了できればと思っておりますので、

先生方の 御協力をいただければと思っております。 

  それでは、動物用医薬品等部会を開催させていただきます。 

  初めに、御報告申し上げることがございまして、既に先生方御承知のとおりと思いますが、

薬事・食品衛生審議会の委員、並びに臨時委員の任期が２年と定められております。本年１

月に新たな任期となりまして、各委員が任命されたところです。私も１月 23 日に開催され

ました総会で、引き続き当部会の部会長に任命されましたので、御報告申し上げます。私た

ちは、動物用医薬品を通しまして畜産、水産の分野が発展していくことを期待しながら、そ

の任務を努めさせていただいておりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、薬事・食品衛生審議会第７条第５項に、「部会長に事故があるときは、当該

部会に属する委員又は臨時委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代

理する」と規定されております。このために、動物用医薬品等部会におきましても、部会長

が部会長代理を指名してまいりましたが、今回につきましても私に指名させていただいても

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す。 

  それでは、大変恐縮ですが、前回もお願いいたしましたけれども、引き続きまして明石委

員に部会長代理をお願いしたいと思います。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。それでは、よろしくお願いいたします。 

  それでは議事に入りますが、本日は、熊谷委員、合田委員、中川委員、前田委員、山口委

員、吉川委員、和田委員から、御都合により御欠席との連絡をいただいております。出席委

員数が 11 名になっておりますが、今のところ 10 名でございます。定足数に達しております

ので、この部会が成立していることを報告させていただきます。 
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２．動物医薬品検査所長挨拶 

 

○赤堀部会長 まず初めに、動物医薬品検査所長から御挨拶をお願いいたします。 

○動物医薬品検査所長 本日は、あいにくの天候、空模様の中で足元も非常に悪い状況ですが、

お忙しい中こちらの方に御参集いただきまして、まことにありがとうございます。 

  構内に入ってお気づきかと思いますが、動物医薬品検査所は今色々な形で工事が進んでお

ります。真っ先に目立つのは、こちらの西側が少し広くなったということでございます。実

は平成 19 年、一昨年でございますが、動物医薬品検査所の敷地の一角について、東京都の

都市計画道路、昭和 40 年代から計画されていたものですが、ようやく決定されたというこ

とで、隣の宿舎が道路用地にかかっている、また、後ろの庁舎も用地にかかっているという

ことで、そこを考慮しまして庁舎内を再編整備していかなければならないというような状況

になっており、その準備が進められているということを御案内申し上げます。また、これか

らも工事が着々と進んでいきますので、御不便をおかけすることもございますが、御承知い

ただけたらと思っております。 

  現在を取りまく情勢でございますが、動物衛生の世界では、また、先週のちょうど１週間

前ですけれども、鳥インフルエンザ、今回は豊橋地域のウズラを飼っている農家からＨ７型

が検出されたということです。今まで相当長い間日本にはないタイプのインフルエンザのウ

ィルスでしたが、また防疫対応に追われているということで、プレスリリース、農林水産省

の案内では、各都道府県からも応援を仰いで今撲滅の対応をとっているという状況になって

おります。できるだけ早く撲滅して、正常化に向けていきたいということで、国全体を挙げ

て取り組んでいるという状況でございます。 

  それ以外でも、動物薬事の方を見ますと、一つ大きな話で、薬事法が改正されてこの６月

１日に施行されるということで、現在、取締規則の公布作業、あるいは都道府県へ周知とい

う作業が進んでおります。中身は、医薬品販売業の大幅な改正ということで、承認事務とは

若干離れておりますが、適切な医薬品の安全のための販売制度というものを見直して、６月

１日から具体的に動いていくという状況になっております。 

  一方、動物用のワクチンでございますが、動物医薬品検査所の方で検定を実施しておりま

す。それがシードロット化されるということで、本日、生物学的製剤の御審議もいただきま

すが、それに向けて昨年の 10 月１日に申請の受け付けを開始し、逐次審査を進めていると

いう状況になっております。 

  それに伴って、検定の合理化も図っていかなければいけないという動きになっております。

合理化とともに、また食の安全、医薬品の安全確保という面で、動物医薬品検査所は技術的

な対応をしておりますので、そういうところもまた充実、強化していきたいと思っておりま

す。 

  それ以外には、先週、２月 25～26 日に、VICH、動物用医薬品の承認基準の国際的なハー
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モナイゼーション、日本、アメリカ、ヨーロッパ等、関係する国が絡んで世界的な協議をし

ている場でございますが、そこの中で 22 回目の運営委員会が開かれております。来年の６

月 24～25 日にパリの OIE の本部で第４回目の公開会議を開催するということで、今までヨ

ーロッパのベルギー、日本の東京、アメリカのワシントンで３回の VICH の公開会議を開い

てきましたが、もう少しグローバルに世界各国が集まりやすいような OIE の場で VICH の活

動をアピールしようということで、今企画が進んでいる 中でございます。 

  また、トピック、ハーモナイゼーション、ガイドラインの共通化という中でも、安全性に

絡む部分の見直しとか、新しいトピックも幾つか開始するというような状況もございます。

具体的なところは整理された段階でお知らせしたいと思っております。 

  また、農林水産省全体の話でございますが、昨年の事故米の話を契機にしまして、省を挙

げて改革に取り組んでいるところでございます。また、平成 21 年度農林水産省全体の行政

面の改革も進んでいるということで、その制度的な部分と省の組織的な部分、全体の中での

見直し作業が進んでいるということでございます。 

  具体的には、昨年 12 月に改革の提言というものが大臣のもとで出されております。それ

に基づいて、それぞれ本省も、地方も、動物医薬品検査所のような特殊な機関も含めて、省

を挙げた改革を進めます。農林水産省のビジョンステートメントというものがございます。

「私たち農林水産省は、命を支える食と、安心して暮らせる環境を未来の子供たちに継承し

ていくことを使命として、常に国民の期待を正面から受けとめ、時代の変化を見通して政策

を提案し、その実現に向けて全力で行動します」というステートメントを以前から定めてあ

ったわけでございますが、それを農林水産省職員全員が再認識して国民のために行動してい

こうということで、今、改革に取り組んでいる 中でございます。そこも皆さん方に御理解

していただいて、また御支援していただきたいと思っております。 

  本日の審議は、先ほど座長も申しましたように、盛りだくさんでございます。具体的な説

明は省略させていただきますが、よろしく御審議をいただきたいということでお願いします。 

  以上で私の挨拶を終わらせていただきます。 

○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 続きまして、本部会の委員の改選、及び部会開催に当たりまして、事務局から

注意事項であるとか、配布資料の確認、さらには１月１日から適用になりました薬事分科会

審議会参加規程にかかる申請資料作成と利益相反に関する関連の事柄について報告をお願い

いたします。 

○事務局 部会関係の窓口を担当させていただいております企画連絡室長でございます。まず

初めに、若干の御連絡なりお願いをさせていただきたいと思っております。 
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  先ほど部会長からもお話がございましたように、１月に薬事・食品衛生審議会の委員の改

選がございまして、先生方には新たに２年間という任期での委員をお願いすることになりま

した。今後ともよろしく御審議をお願いいたしたいと思っております。 

  前期まで委員を務めておられました大前委員が、御都合で御退任をされてございます。今

期新たに臨時委員といたしまして、酪農学園大学獣医学部の田村豊教授が委員として就任さ

れておりますので、御紹介をさせていただきたいと思います。 

○田村委員 田村です。よろしくお願いします。 

○事務局 引き続きまして、今回委員の改選があったということで、先生方におかれましては

以前から委員をお務めいただいておりますし、また、これまでの１月以降の調査会等でも薬

事・食品衛生審議会についての御説明をいろいろさせていただいたところでございます。若

干重複になるかもしれませんが、審議会に関する一般的な事項、注意事項等を御説明をさせ

ていただければと思います。 

  お手元に資料 21 という資料がございますので、それに基づきまして説明をさせていただ

きたいと思います。「薬事・食品衛生審議会について」という冊子になっているものでござ

います。この資料につきましては、動物用医薬品等部会用に私どもの方で作成をいたしまし

たものでございますので、委員の先生方限りということにしていただければと思いますが、

きょう十分な御説明をする時間がございませんので、お持ち帰りいただいて結構でございま

すので、ご覧いただきまして御不明な点等があれば、後ほどでも結構でございます。事務局

等の方にお問い合わせをいただければと思っております。 

  まず、１枚めくっていただきまして薬事・食品衛生審議会でございますが、これは厚生労

働省の中に置かれます審議会ということでございまして、30 名の委員から構成をされてご

ざいます。この 30 名の委員の他に特別な事項を調査審議するということで臨時委員の先生

を、それから、専門委員の事項を調査するということで専門委員の先生をお願いしていると

ころでございます。当部会におきましては、部会長が委員、その他の先生方につきましては

臨時委員ということでの任命ということになってございます。 

  この委員でございますが、今回改正がございました 30 名の委員につきましては、任期２

年ということになっております。これらの規定につきましては、薬事・食品衛生審議会令、

これは政令になるんでございますが、これでそういった内容については定められてございま

す。任期は２年でございます。ただ、臨時委員の先生方については明確な任期の規定はござ

いませんが、30 名の委員の２年という任期を運用上準用いたしまして、２年ということで

の運用をさせていただいておりますので、御了解いただければと思っております。 

  薬事・食品衛生審議会でございますが、大きく審議会の下に分科会、部会というものが置

かれてございます。細かい図でございますが、この資料の６ページをご覧いただきますと、

一応構成がわかるような形になっております。薬事・食品衛生審議会の下に薬事分科会と食

品衛生分科会がございます。薬事分科会の中に 17 の部会がございまして、食品衛生分科会
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の方には９つの部会が置かれているということでございます。この 17 の部会のうちの１つ

が動物用医薬品等部会ということになってございます。動物用医薬品等部会の中に、事前の

調査審議等を行うということで調査会が６つ置かれているということでございます。こうい

う構成になってございます。 

  ２ページに戻っていただきます。こういうような形でございますので、非常に広い範囲の

事項についての調査審議を行う審議会でございますので、部会、調査会が置かれておるとい

うことでございます。 

  ３ページでございます。先ほど申しましたように、調査会がこの部会の下に６つございま

す。生物学的製剤、抗菌性物質製剤、一般医薬品ということで医薬品の品目ごとの調査会、

再審査再評価を扱います再評価調査会、それから、食品等への残留の影響がございますので、

そういったものを審議いたします残留問題調査会がございます。また、水産用につきまして

は、若干性格が異なりますので、独立に調査会が置かれておるということでございます。 

  この会議につきましてですが、先ほど定足数というお話もございましたが、薬事・食品衛

生審議会は非常に広い分野を扱っております。分科会、部会ごとに、それぞれ分科会の決議、

あるいは部会の決議をもちまして審議会全体の決議ということで扱えるということになって

ございます。その際の議決の要件が定められております。いずれも分科会、部会に、委員、

臨時委員の総数の過半数が御出席いただきませんと会議を開くことができないということに

なっております。定足数は過半数ということになっております。 

  その中での議決をする際には、同様に御出席をいただいております委員の先生、臨時委員

の先生の過半数で議を決するということになってございます。なかなか先生方お忙しいこと

とは思いますが、定足数が足りませんと部会の審議を行うことができませんので、お忙しい

ところまことに申し訳ないのですが、ぜひとも御出席に御協力をお願いをいたしたいと思っ

ております。 

  審議会でございますが、議事については原則公開ということになってございます。ただし、

例えば個人情報でありますとか、企業の知的財産に関するものが議題になる場合に、特定の

方に利益なり不利益が及んではいけないということがございます。特に、これから承認をさ

れる未承認の段階でのいろいろな医薬品の承認の可否についての審議をいたすわけでござい

ますので、こういった事情に該当いたします審議については非公開ということにさせていた

だいております。 

  ４ページでございます。ただし、議事録でございますが、部会の議事録につきましては公

開をするということで、当所のホームページに掲載をすることになっております。中での事

務整理がございますので若干タイムラグがある形になりますが、公開をすることになってお

ります。いろんな形での企業等にとっての不都合な部分等については非公開ということには

なりますが、原則議事の流れについては公開をするということになっておりますので、御了

承いただければと思います。 
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   それから、委員の先生方への注意事項ということで８番に載ってございます。審議会の

委員、臨時委員の先生方におかれましては、薬事関係企業の役員、職員、それから、定期的

に報酬を得るような形での顧問といった方には、委員には任命できないことになってござい

ます。さらに、既に委員になられてから、こういった薬事関係企業の役職員、あるいは報酬

を得る顧問におつきになった場合には、大変申し訳ないのですが、委員を退いていただくと

いうことになってございます。 

  これが報酬を得ている顧問等に該当するかどうか疑義がある場合もあろうかと思いますの

で、そういった疑義がある、あるいはそういった関連の役についたので、ご自身では判断で

きないというようなことがありましたら、速やかに事務局の方に御連絡をいただければと思

います。私どもの方で調べさせていただいて、該当しなければそのままで結構でございます

が、該当した場合には、大変申し訳ないのですが委員を御退任いただくというようなことに

なります。 

  もう一つ、薬事・食品衛生審議会の委員、臨時委員の先生方につきましては、非常勤の国

家公務員という扱いになります。既に国家公務員の身分をお持ちの先生方もいらっしゃいま

すが、そうでない、例えば私立大学の先生であられましても、非常勤の国家公務員というこ

とになりますので国家公務員法が適用になります。国家公務員法第 100 条では、職務上知り

得た秘密を漏らしてはいけないということになっております。また、その役をおりた後もそ

の秘密を漏らしてはいけないという規定が適用になります。したがいまして、本審議会の席

上で扱われました個々の企業の秘密なりに関するものにつきましては、現職の間、それから

御退任された後も、外部では漏らさないように十分御注意をいただければと思います。 

  ９番目に、審議参加に関する規定がございます。これは詳細なお話がございますので、後

ほど担当から御説明をさせていただきたいと思っております。 

  ５ページ、審議会の資料の扱いでございます。大変膨大な資料を先生方にお送りすること

になります。お忙しい中大変申し訳なく思っております。膨大な資料に全部を目を通してい

ただくわけでございますが、なかなか隅々まで目が回らないということがあろうかと思いま

す。それぞれの先生方の御専門のところを中心によく見ていただきまして、御意見、御指摘

をいただければと思っております。 

  基本的に、部会、調査会で使用いたしますような調査審議の資料でございますが、審議終

了後すべて回収、処分することといたしております。御協力をお願いいたしたいと思ってお

ります。こちらに資料を返送いただきますときは、着払いで返送いただけます。ただ、取り

扱う業者が限られておりますので、その辺は御了承いただければと思っております。 

  それから、当日お配りした資料につきましても、原則お持ち帰りいただかないで、こちら

で廃棄をさせていただくことになります。今御説明しておりますこの資料につきましては、

お持ち帰り結構でございますので、お持ち帰りいただきまして中を詳しく見ていただきまし

て、疑問等あれば御質問いただければと思っております。 
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  大きく審議会の審議の流れについては、８ページを見ていただきますと、細かい図で非常

にわかりにくくなっておりますが、動物用医薬品の承認がございませんと当然販売できない

わけでございます。申請者から承認申請が私ども動物医薬品検査所に参りますと、事務局で

の審査をいたしまして、必要なものにつきましては薬事・食品衛生審議会の方に御意見を聞

くということになっております。 

  例えば、いわゆる新薬と呼ばれるようなものの承認をする際、あるいは、再評価指定する

場合、医薬品等の基準を作成する場合、医薬品を劇毒薬に指定する場合、食品への残留を防

止するための使用基準の作成をする場合といった場合につきましては、審議会の御意見を聞

いた上で 終的に承認をする、あるいは、これらの基準を定めたり、省令の改正の作業に入

るということになってございます。 

  具体的に、調査会、部会、分科会とあるわけでございまして、こういう流れで審議をする

わけでございますが、新薬であるとか、新しいものかどうかといったような内容によりまし

て、どこまでお諮りするかということが決まってございます。９ページ以下にそういったこ

とが簡単に表にしてございます。全く新有効成分ということになりますと、調査会で事前の

調査審議をいただいた上で、部会での御審議をいただき、分科会でも御審議をいただくとい

うような形になっておりますし、その内容の新規性等々が下がれば部会での御審議の後は分

科会は報告、あるいは、ごく新規性の低いもの等々につきましては、調査会で御審議をいた

だいた後部会に報告とするというような形の整理になっております。こういったものが９ペ

ージ以降に載せてございますので、ご覧いただければと思います。 

  もう一つ、関連するところで７ページに戻っていただきまして見ていただきますと、こう

いった薬事法に基づきます承認、審査の他に、特にこれは食の安全に関連いたしまして平成

15 年以降法制度が整備されております。そういった関係で、その他の審議会でありますと

か、委員会への諮問という手続がございます。 

  ７ページの真ん中の流れが、今御説明をいたしました一般的な薬事の承認の手続の流れで

ございます。食品安全基本法という法律が平成 15 年にできまして、食の安全に関係するも

のにつきましては、食品安全委員会に動物用医薬品を承認する際には意見を聞きまして、食

品健康影響評価をしていただきまして、一般的には ADI の設定というようなことになるんで

ございますが、それを踏まえた上で、初めて動物用医薬品が承認されるということになって

おります。当然、犬、猫のような愛がん動物といったものは、この意見を聴く対象からは現

在外れております。 

  もう一点、同じ薬事法なのでございますが、やはり食品衛生との関連がございますので、

薬事法の 83 条第２項に基づきまして、新しい薬を承認するときは厚生労働大臣の方に意見

を聴くことになっております。厚生労働省の方では、同じ薬事・食品衛生審議会ですが、食

品衛生分科会の方に農薬・動物用医薬品部会というのがございます。こちらの方に必要に応

じて諮問をいたしまして、これは主に食品中の残留基準値の設定等々の手続を進めることに
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なります。 

  この手続が整いまして、初めて動物用医薬品として承認がされるというような形になって

ございますので、先生方に御審議をいただいた後、すぐに承認がなかなか出ないというよう

な場合もございますが、それはこういった手続に基づいて行われているということで御理解

をいただければと思っております。非常に雑駁で申し訳ございません。お持ち帰りいただき

まして、御不明な点があれば、またお問い合わせをいただければと思っております。 

  引き続きまして、配布資料の確認をさせていただきたいと思います。 

○事務局 では、配布資料について説明させていただきます。お手元に「配布資料一覧」と書

かれた１枚紙がございますので、そちらに従いまして説明させていただきます。 

  まず、本日大変多くなってしまいましたが、当日配布資料がございます。いずれも黒の字

で番号を振っております。 

  13 番、動物用生物学的製剤基準の一部改正について、黒のクリップでとめてある厚い資

料となります。 

  14 番、動物用医薬品の承認の可否について 

  15 番、横の紙になりますが、動物用医薬品の諮問・承認状況について 

  16 番、食用に供する動物を使った治験計画の調査について 

  17 番、動物用医薬品情報提供のあり方について 

  18 番、競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員について 

  19 番、幾つかつづってございますが、議事次第、出欠表、座席表、それから、次回の開

催日を決めるために使わせていただきますカレンダーをとじてあります。 

  20 番、インプロバック使用におけるリスクについての考察 

  21 番、薬事・食品衛生審議会について、今説明申し上げましたものでございます。 

  22 番、欠席された委員からの御意見をつづったものでございます。 

  また、事前に送付した資料につきましては、１番から 12 番まで、いずれも赤い字で示さ

せていただいております。このうち、２番につきましては２-１と２-２と枝番号がついて２

冊ございます。また、９番につきましても９-１、９-２と枝番がついております。赤の番号

のうち、10 番については欠番ですのでございません。 

  簡単ですが、資料については以上ですが、もし不足するもの等がございましたら、挙手い

ただければすぐ用意いたします。いかがでございましょうか。 

○赤堀部会長 委員の先生方、よろしいでしょうか。 

 特にないようです。 

○事務局 了解いたしました。 

  続きまして、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リスト並びに基準の改正等によ

り影響を受ける企業について、説明させていただきます。黒の字で示しました資料 18 番を

お手元に御用意ください。 
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  18 番の資料の１ページ目をお開きください。まず、御審議いただく品目の１番目ですが、

アビテクト NB/TM です。申請者は財団法人 化学及血清療法研究所でございます。 

 競合品目として３点挙げられております。NB(C)混合生ワクチン、ノビリス MA5+CLONE30、

３点目がポールバックコンビです。競合企業名については、右側に示された会社になります。 

  こちらの競合品目を選定した理由でございますが、まず、競合品目の１番につきましては、

「申請品目と同様に血清型変異株の IBV 株を含み、ノビリス MA5+CLONE30 は申請品目と同様

に NDV に B1 株以外の株を含むため」とされています。また、３点目の品目につきましては、

「製剤に含有する NDV 及び IBV のウイルス株の特徴は申請品目とは異なりますが、同種同効

品として もシェアの高い製品であるため」ということでございます。 

  続きまして、審議品目の２点目に移りたいと思います。２ページをお開きください。２品

目ございますが、スバキシン PCV2 とスバキシン PCV2 FDAH です。申請者は、財団法人 化

学及血清療法研究所及びフォートダッジ株式会社です。 

  競合品目としては、下にございますとおり３点挙げられております。まずインゲルバック 

サーコフレックス、２点目がポーシリス PCV、３点目がサーコバックです。 

 これらの品目を選定した理由につきましては、「これらいずれも効能及び効果は、申請品目

と同様に豚サーコウイルス２型感染に起因する症状や病態を軽減、低減又は改善するもので

あるため」ということでございます。 

  ３ページをお開きください。３点目の申請品目ですが、スレントロールです。申請者はフ

ァイザー株式会社でございます。 

  こちらにつきましては、競合品目は挙げられておりません。 

  該当なしとした理由でございますが、「効能及び効果、薬理作用、組成及び化学構造式等

の類似性、構造及び原理、使用目的、性能等の類似性等の観点より、本剤に競合する品目は

存在しないと考えるため」でございます。 

  ４ページをお開きください。４品目目ですが、インプロバックです。こちらの申請者も、

同じくファイザー株式会社です。 

  競合品目については、該当なしということです。 

  該当なしとした理由につきましては、下に示させていただきましたとおり、「効能及び効

果、薬理作用、組成及び化学構造式等の類似性、構造及び原理、使用目的、性能等の類似性

等の観点より、本剤に競合する品目は存在しないと考えるため」でございます。 

  ５ページ、５点目の審議品目ですが、オトクリーンです。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。 

  競合品目として１点挙げております。薬用ベッツイヤークリーナーでございます。 

  こちらを選定した理由でございますが、「薬用ベッツイヤークリーナーは医薬部外品であ

りますが、オトクリーンと同じくサリチル酸を有効成分とする耳内洗浄液ということで選定

した」というものでございます。 
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  個別の審議につきましては以上ですが、続きまして６ページをお開きください。動物用生

物学的製剤基準の一部改正により影響を受ける企業リストとして、これらのものを挙げさせ

ていただきました。選定した理由ですが、いずれも改正の対象となる製剤であるためという

ことでございます。 

  競合品目・競合企業並びに基準の改正等により影響を受ける企業に関しては、以上でござ

います。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいま事務局から競合品目・競合企業について説明がありましたが、委員の先生方で何

か御質問ございますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、特に御意見、御質問等ございませんので、競合品目・競合企業について御了解

いただいたということで、これに基づいて委員からの申し出のあった状況について、事務局

から御報告ください。 

○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いたします。 

  このたび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ました結果、本日の審

議事項について審議に御参加いただけない、あるいは議決に加われない委員の先生方はいら

っしゃいませんでした。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ございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 

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 アビテクト NB/TM（財団法人 化学及血清療法研究所） 

 

○赤堀部会長 それでは、審議事項に入らせていただきます。 

 初に、（１）番の「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、御審議をお願いしたいと思います。 

  まず、動物用生物学的製剤調査会関係で、①番ですが、「アビテクト NB/TM の製造販売承

認の可否及び再審査期間について」です。生物学的製剤調査会の座長であります明石先生か

ら御説明をお願いいたします。 

○明石委員 アビテクト NB/TM は、財団法人 化学及血清療法研究所から製造販売承認申請さ

れましたニューカッスル病ウイルス MET95 株及び鶏伝染性気管炎ウイルス TM-86w 株を有効

成分とする鶏用の生ワクチンであります。 

  本製剤は、平成 21 年２月９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
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前の調査審議を終了して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。よろしくお願いします。 

○赤堀部会長 お願いいたします。 

○事務局 それでは、説明させていただきます。事前にお送りいたしました資料番号赤の№１

番を御用意いただきたいと思います。 

  本剤は、財団法人 化学及血清療法研究所から申請されましたアビテクト NB/TM というも

のでございます。 

  まず、「資料概要」と書かれておりますタグを開いていただきまして概-2-1 をご覧いただ

きたいと思います。こちらの方に、財団法人 化学及血清療法研究所が製造しております関

連のワクチンの表というものがございます。今回のワクチンについては一番左側に記載され

ておりますが、こちらにありますように、本剤に使用されておりますニューカッスル病、あ

るいは鶏伝染性気管支炎の株につきましては、既に単味のワクチンということで承認されて

いる株でございます。今般も、これらの株を混合いたしまして、ニューカッスル病と IB の

予防というものを効能効果とするワクチンということで承認申請されたというものでござい

ます。 

  IB につきましては、こちらの単味のワクチンが承認されたときに、従来のものと血清型

が違うということで新薬という取り扱いをされたところでございますので、こちらにつきま

してもコンバインということで、今般、新動物用配合剤ということで御審議いただくもので

ございます。 

  また、用法について若干単味と違いまして、ニューカッスルの単味ですと飲水投与のみな

のですが、IB の単味では点鼻、点眼、散霧、飲水ということになっております。本剤につ

いては、点眼、飲水、あと追加接種のための噴霧投与というような用法のものでございます。 

  概-23 ページをお開きいただきたいと思います。安全性の試験の成績がございます。こち

らについては、本ワクチンの１用量、あるいは 100 用量を点眼、あるいは経口接種しており

ます。それから、経口接種した後に３週後に噴霧投与を行う安全性試験を実施しております。

１用量接種につきましては、いずれの群につきましても軽いくしゃみが見られる程度という

ことで、異常は特に認められておりません。 

  ただ、噴霧投与の 100 用量群の方になりますと、気管、呼吸系に少し異常が認められまし

て、そのために噴霧投与した後に気管の炎症で１羽死亡したというものがございました。し

かしながら、１用量では経口投与の噴霧で、その他点眼等も含めまして異常ないということ

で、ワクチンとしては許容できる範囲であるということになっております。 

  概-32 ページ、薬効薬品の試験でございますが、本剤につきましては単味のものと若干投

与経路が違うということで投与経路の検討をしております。まず、１０．３．１で、点眼と

飲水の安全性、有効性について確認しておりまして、こちらの方は、いずれの投与法におき
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ましても十分 小抗体価を越える抗体を産生するというのを確認しております。 

  概-33 ページに、噴霧投与の場合の有効性を確認しております。こちらの方では既承認の

NB 生ワクチン等と一緒に用いた試験を行っておりまして、それで基礎免役した後に噴霧投

与をこのワクチンで行う等の試験をしております。その場合に、このワクチンで噴霧投与し

た場合でも、別の株のワクチンでも前の別の株の抗体も上がるというような結果が出ており

ます。 

  後に、41 ページの臨床試験でございますが、○○○下の農場、あるいは○○○下の農

場で試験をしております。本ワクチンを被験薬、財団法人 化学及血清療法研究所の既承認

の NB の生ワクチンを対象薬ということで用いております。投与経路については、点眼、飲

水、噴霧の投与経路で行っております。 

  有効性につきましては、概-48 ページにグラフがございます。飲水投与、あるいは点眼投

与の場合には、ニューカッスルの有効性については問題がございませんでしたが、図 12 の

方の噴霧投与の場合には、このブロイラー農場もＡ施設の対照群での抗体価が非常に高かっ

たということで、この製剤と同等ということは言えませんでしたので有効と判定することは

できなかったのですが、この被験薬投与群におきましても、 小有効抗体価でございますニ

ューカッスルの HI 価で５倍以上というものは上回っておりましたので、有効性については

問題ないという結論になっております。 

  また、IB の有効性につきましては、49 ページの図 13～15 までございまして、こちらにつ

いてはいずれの投与法におきましても有効と判定されております。 

 また、安全性につきましては、概-51 ページに成績一覧がございますが、いずれの投与経路

におきましても安全であるということが確認されております。 

  以上の安全性、有効性を確認したということで、本日上程されたというものでございます。 

  以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 ただいま御説明いただきましたことに関して、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、それでは御承認をいただいたことにさせてい

ただきます。 

○事務局 ありがとうございます。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。再審査期間につきましては、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。 

 

  ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 
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  ② スバキシン PCV2（財団法人 化学及血清療法研究所） 

    スバパキシン PCV2 FDAH（フォートダッジ株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、②番の「スバキシン PCV2 及びスバキシン PCV2 FDAH」の「製造

販売承認等の可否及び再審査期間」についてですが、これも動物用生物学的製剤調査会の座

長である明石先生から御説明をお願いいたします。 

○明石委員 スバキシン PCV2 及びスバキシン PCV2 FDAH は、それぞれ財団法人 化学及血清

療法研究所及びフォートダッジ株式会社から製造販売承認申請された、１型-２型キメラ豚

サーコウイルス cPCV1-2 株を有効成分とする豚用の不活化ワクチンです。 

  本製剤は、平成 21 年２月９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

の調査審議を終了し、本部会に上程されるものであります。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。 

○赤堀部会長 お願いいたします。 

○事務局 それでは、事前にお送りいたしました資料番号赤の№2-1 番と 2-2 番を御用意いた

だきたいと思います。 

  本剤は、財団法人 化学及血清療法研究所から申請されましたスバキシン PCV2 と、内容

は同じなのですが、名前が違いますフォートダッジ株式会社からのスバキシン PCV2 FDAH と

いう製品でございます。こちらは豚のサーコウイルス２型を対象とした不活化ワクチンでご

ざいます。 

  それでは、赤の 2-1 の資料を用いまして御説明をさせていただきます。「資料概要」と書

かれておりますタグのついた紙を開いていただきまして、概-7 ページの表３をご覧いただ

きたいと思います。こちらに、今までに承認されました製品との比較表がございますが、こ

れまではサーコワクチンということで有効成分の遺伝子をバキュロウイルスに入れ込んだ不

活化ワクチンでございます子豚用のワクチンと、全粒子のウイルスを不活化いたしました豚

用のワクチンということで３製剤承認されております。 

  本剤につきましては、PK-15 細胞に迷入しております豚のサーコウイルス１型の ORF2、オ

ープンリーディングフレーム２の遺伝子を北米型のサーコウイルス２型、○○○○の ORF2

の遺伝子と置換いたしましたキメラウイルスを主剤としているものでございます。 

  アジュバントとしてはデキストリン誘導体アジュバント溶液というものを使用しておりま

す。 

  用法・用量としては、３～５週齢の子豚に１回投与するというような方法でございます。 

 これにつきましては海外では既に承認されておりますが、このようなキメラウイルスはこれ

までで初めてということで、新有効成分含有動物用医薬品ということで本日御審議いただく

ものでございます。 
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  それでは、概-40 ページ、安全性試験についてご覧いただきたいと思います。こちらの安

全性試験でございますが、特に大きな異常は見られておりません。見られている異常といた

しましては、概-48 ページの表 41 にございますように、10 用量群の１頭で注射期間中に注

射局所の腫脹が観察されております。１用量では変化は見られず、安全性について確認され

ているというものでございます。 

  51 ページの表 42 をご覧いただきたいと思いますが、病理組織学的な所見で１用量におき

ましても、注射後 63 日目までに少し異常が認められているということになっております。

ただ、その後の注射後 84 日以降では異常がないということですので、本剤につきましては、

と畜場出荷前 12 週間は使用しないことという使用制限期間を使用上の注意に設定しており

ます。 

  概-52 ページ、薬効薬理の試験でございます。こちらの方では本剤の免疫持続期間につい

て検討しております。また、４ヵ月間の有効性を確認しておりまして、４ヵ月間は免疫を持

続するという結論を得ているところでございます。 

  57 ページです。本剤は北米型のものを使っているのですが、ヨーロッパ型の株でチャレ

ンジした場合の効果ということで確認をしておりまして、本剤についてはこのワクチンを投

与した後３週間後にヨーロッパの株でチャレンジをしております。その結果から、注射後３

週目から免疫が成立いたしまして、このタイプの異なるサーコウイルス２型でも有効である

ということが確認されているところでございます。 

  63 ページ、移行抗体のある豚に対する有効性ということで確認しております。その結果

でございますが、IPMA 抗体価で○○○○○○○○の抗体価を保有した豚におきましては、

本剤は有効であったという結論になっております。 

  後に、概-67 ページ、臨床試験でございます。こちら方は○○○及び○○○の PCV の汚

染農場におきまして試験を行っております。３～４週齢の豚を用いまして本剤１回投与とい

った形で安全性、有効性を確認するという内容でございます。 

  概-70 ページから、有効性の成績ということになっております。本剤の有効性につきまし

ては、死亡率、発育不良豚の発生頻度、75 ページの増体重、ウイルス血症の方で確認をし

ておりまして、有効であるということが確認されております。 

  また、安全性につきましては、臨床観察、あるいは注射局所の結果から本剤に起因する異

常は認められなかったということで、安全性についても確認されているということでござい

ます。 

  以上のことから、本剤につきましては離乳後の豚に筋肉注射した場合には PCV2 感染によ

る死亡、発育不良豚の発生抑制、臨床上の発現の抑制、ウイルス血症の抑制、増体重の改善

に有効で、安全であることが確認されているということで、本日御審議いただくものでござ

います。 

  以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 
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○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 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。 

  特に御発言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 ありがとうございます。承認を可としまして、薬事分科会に報告させていただきま

す。なお、本剤は新有効成分含有動物用医薬品でございますので、再審査期間は６年間とさ

せていただきたいと思います。 

  

  ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

  ③ スレントロール（ファイザー株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、動物用一般医薬品調査会関係になりますが、③の「スレントロー

ル」です。このスレントロールの「製造販売承認の可否並びに再審査期間及び毒劇薬の指定

の要否について」ですが、座長の和田委員が御欠席ですので、委員の下田先生から御説明を

お願いいたします。 

○下田委員 スレントロールは、ファイザー株式会社から製造販売承認申請されたジルロタピ

ドを有効成分とし、あらかじめ適用した食餌療法の効果が不十分な犬の肥満における体重の

管理を効能とするものです。 

  本製剤は、平成 20 年８月５日、同年 10 月 30 日及び平成 21 年１月 29 日に開催された動

物用一般医薬品調査会において事前の審議を終了し、本部会に上程されるものです。なお、

再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年となります。 

  詳細につきましては、事務局から説明があります。 

○赤堀部会長 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№３番を御用意いただきたいと思います。 

 本剤につきましては、ファイザー株式会社より申請されました「スレントロール」でござい

ます。 

  こちらも「概要」と書かれております緑色の紙をめくっていただきまして、概要の１ペー

ジをご覧いただきたいと思います。 

 本剤は、ジルロタピドというものを成分とする犬の抗肥満薬でございまして、あらかじめ適

用した食餌療法の効果が不十分な肥満における体重の管理というものを目的とするものでご

ざいます。 

  概要の２ページをご覧ください。本剤の有効成分でございますジルロタピドにつきまして

は、小腸のミクロソームトリグリセリド転送蛋白の阻害剤でございまして、腸管からの脂肪

吸収を阻害するということで体重を減少させる効果があるというものでございます。 

  本剤につきましては、概要の４ページにございますとおり、米国、オーストラリア、欧州
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で承認を取得しておりますが、我が国におきましては人用、あるいは動物用として初めての

成分ということでございますので、新有効成分含有動物用医薬品ということで御審議いただ

くものでございます。 

  概要 96 ページをご覧いただきたいと思います。本剤の成分でございますジルロタピドの

毒性試験の成績がございます。 

  まず、急性毒性試験でございます。ラットにジルロタピドを経口投与いたしました結果、

毒性徴候は見られないということでございますので、LD50 については投与 大量でございま

す 2000 ㎎／㎏以上ということになっております。 

  急性毒性試験につきましては、成績が概要の 100 ページにございますように、血液生化学

的検査において ALT、あるいは AST の上昇、それから、病理組織学的な検査で肝臓、あるい

は消化管の脂肪滴によります空胞形成が認められておりますが、無毒性量につきましては５

㎎／㎏／日ということになっております。 

  慢性毒性試験でございますが、101 ページからラットの試験が行われております。こちら

におきましても、結果は 103 ページの表ホ-4 にございますが、先ほどと同様に ALT、AST、

あるいはアルカリフォスファターゼの上昇も確認されております。また、同じ病理組織学的

所見におきましても、消化管と肝臓の空胞が形成されております。この試験における無毒性

量につきましては、１㎎／㎏／日となっております。 

  次に、105 ページからビーグル犬に本成分を３ヵ月連続で経口投与した成績がございます。

成績につきましては 108 ページの表ホ-5 というところにございます。こちらでお示しして

いますいずれの投与群におきましても、同様に ALT、AST の上昇、それから、血中の脂溶性

ビタミンの低下というものが認められております。この試験におきます無毒性量につきまし

ては、0.25 ㎎／㎏／日ということになっております。 

  概要の 118 ページをご覧いただきたいと思います。対象動物に対する安全試験ということ

で、肥満ビーグル犬に対する３ヵ月の経口安全性試験が行われております。この中で見られ

ました異常といたしましては、臨床症状といたしまして嘔吐と軟便というものが見られてお

ります。また、先ほどの毒性試験と同様に、ALT、あるいは AST の上昇、あるいは血中の脂

溶性ビタミンの低下というものが見られております。本試験におきます無毒性量については

1.5 ㎎／㎏／日ということになっております。 

  136 ページをご覧いただきたいと思います。ここからが薬理試験の成績でございますが、

本剤の用量の検討ということを行っております。 

  初に、0.025 ㎎／㎏から 0.04 ㎎／㎏までの用量で経口投与をしているという方法で行

っております。結果については 137 ページの表ヘ-2 にございますが、こちらの方では体重

の減少については確認されておるのですが、用量による差はなかったということになってお

ります。 

  142 ページでございますが、もう少し量が多い 0.2mg／kg を上限として同じように投与量
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の検討を行っております。その結果、開始量を 0.05 ㎎／㎏ということで、14 日後に量を倍

量にする。28 日後からは、体重の減少率によりまして用量を調整するという用法が設定さ

れております。 

  158 ページから、臨床試験でございます。国内の 19 ヵ所の施設で臨床試験を行っており

ます。本剤を投与したものを被験群、コーン油を投与したものを対照群として試験しており

ます。 

  167 ページをご覧いただきたいと思います。有効性の結果でございますが、有効性につい

ては体重減少率とボディコンディションスコアで見ております。こちらの方の減少率につき

ましては、体重減少率、ボディコンディションスコアとも被験群の方が減少していたという

ことで、有効であったという成績となっております。 

  175 ページから、安全性の結果でございます。有害事象につきましては表チ-25 にありま

すとおり、嘔吐、嘔出、あるいは下痢、軟便の発現というものが見られておりまして、こち

らの方は被験群でやや高い傾向にあったというものでございます。これらの有害事象につき

ましては、投薬の中止、あるいは投与期間中に回復したということから、重篤なものではな

いとしております。 

  後に、本剤の劇毒薬の指定についてです。先ほどの概要の 96 ページの毒性試験データ

に戻っていただきたいのですが、こちらの急性毒性試験につきましては致死率が 2000 ㎎／

㎏以上ということで問題ないのですが、犬の慢性毒性試験の無毒性量が 0.25 ㎎／㎏／日と

なっております。 

  したがいまして、本成分の無作用量につきましては、0.25 ㎎／㎏／日未満ということに

なりますが、本剤の用法、用量におきまして投与開始 28 日以降の用量の上限が 0.2mL／㎏、

つまり、ジルロタピドの量といたしましては 1.0 ㎎／㎏ということになりますので、この

0.25 ㎎／㎏というものを超えるということになりまして、通常の用法、用量どおりに使用

した場合でも、無作用量を超えるという場合がございます。 

  また、本剤につきましては、体重を減少させるという効果があるものであるということ、

投与期間も長期にわたるということから、本剤につきましては劇薬として指定するというこ

とにさせていただきたいと考えております。 

  説明については以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいま御説明いただきましたが、先生方から御質問、御意見等ございますでしょうか。 

○事務局 事務局からですけど、欠席されている先生から御意見がございますので、御紹介さ

せていただきたいと思います。 

○赤堀部会長 お願いいたします。 

○事務局 本日お配りした黒の資料番号 22 の「ＦＡＸ送信票」と書かれているものでござい

ます。こちらの３枚目でございますが、本日御欠席の中川先生から御意見をいただいており
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ます。読ませていただきますが、「概要の 206 ページ『使用上の注意』の部分でございます。

こちらの副作用において（２）と（３）の後段に『獣医師は状態に応じて休薬、あるいは投

与の中止を判断すること』と記しているが、注意書きに獣医師の診断、裁量権に言及する文

言は不要である。したがって、（２）、（３）では『～の場合は獣医師の診察を受けること』、

あるいは（１）と別にして『～の場合は獣医師の診察を受けて指示に従うこと』と変更する

べきである」という御意見をいただいております。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  中川委員からのコメントも踏まえて、先生方の御意見をお伺いしたいと思いますが、よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、まず中川委員からのコメントについてですが、確かに「使用上の注意事項」に、

獣医師にああしなさい、こうしなさいと言うのは、使用上の注意としては少し変かなと。使

用上の注意は、やはり情報の提供であっていいのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

  村上先生、何かコメントはないでしょうか。 

○村上委員 ありません。 

○赤堀部会長 田村先生。 

○田村委員 ありません。 

○赤堀部会長 事務局は、中川先生のコメントにつきまして、どういうお考えでしょうか。 

○事務局 確かに赤堀先生がおっしゃるとおり、使用上の注意としては適切ではない記載ぶり

かもしれませんので、それにつきましては、事務局として検討して修正させるという方向で

検討したいと考えております。 

○赤堀部会長 それでは、２項目につきまして、「受けること」で切っていただいて、後の

「獣医師は状態に応じて」云々というところは削除ということでよろしいでしょうか。 

  特に御意見がないようですので、そのようにさせていただいて事務局よろしいでしょうか。 

○事務局 はい。それでは、そのような形で整備させていただきたいと思います。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それから、私からで恐縮なのですが、この効能効果ですね。これが体重の管理ということ

になっているのです。効能効果が体重の管理というのは、どうも理解しがたいところがある

のですが、調査会で３回にもわたって十分議論されてきた結果として、効能効果として体重

の管理となってきているとは思うのです。この辺、下田先生御説明いただけますでしょうか。 

○下田委員 一番問題になったのは、太っているものに安易にこういうものを与えるべきでは

ない。やっぱり、食餌療法できちんしてからやらなきゃいかんということで、「食餌療法の

効果が不十分な肥満」というのが入ったわけですね。 

  あと、体重の管理というところですが、この点については、私は少し記憶が……。 

○赤堀部会長 薬の効果が管理であるとか、何かしっくりこないのですが、事務局どうでしょ
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うか。 

○事務局 本剤の審査に当たりまして、肥満が他の疾病と絡むのかというような問題がありま

して、肥満症というような表現も検討しておったようなのですが、そのような書きぶりは少

しおかしいと。犬においては国内においても肥満症というのは定義がないという状況もござ

いますので、そのような中において、本剤はあくまでも食餌療法を選択した後に使用する医

薬品というような取り扱いにすべきという御意見も踏まえまして、疾病等とは基本的には関

係なく、このような効能効果の表記とさせていただいたという経緯がございます。 

○赤堀部会長 確かに調査会での３回の議事経過を拝見いたしますと、肥満症ということにつ

いては獣医学領域では全く定義されていない。したがって、そのまま使うのはおかしいので

はないかということで議論されてきたと。それは了解できると思います。それにかわる効能

効果として管理がきているのですが、背景のところを見ますと、「肥満犬の体重を減少させ

る効果があるんだ」というような書き方をしておるのです。何かそういう表現の方がもう少

ししっくりくるといいますか、理解しやすいという気もするのですが、いかがでしょうか。 

○村上委員 例えば、機能性食品などで「管理」という言葉は使うかもしれない。けれども、

医薬品に「管理」という言葉を使うとなれば、機能性食品などには「管理」という言葉は使

ってはいけないというようなことになりますか。 

○赤堀部会長 それとはまた別に考えて、あくまでも動物用医薬品として…… 

○村上委員 例えば、血圧の管理とか、体重の管理などの管理という表現が医薬品の効能や効

果を示す用語と規定されますと、例えばお茶などの機能性食品として、そういう文言は使え

なくなるのではないかと危惧するのですが、それはないでしょうか。 

○赤堀部会長 いろんな考え方があって、少し議論した方がいいかもしれませんが、動物薬、

薬の効果としてどんな効果があるかといったときに、例えば体重を減少させるということは

効果として理解できる。でも、管理するというのは、それは薬の効果ではなくて、また少し

違うのではないかという気がしているのですが。 

  ですから、私は動物用医薬品の効能効果としてこういう表現がいいかどうかを今議論して

いただきたい。そして、機能食品についてそういう表現が適切であるかどうかというのは、

また別のところの議論かなと。 

○村上委員 機能性食品の開発は、国民の健康維持を目的として、科学技術施策としても重要

で、医薬品の効能を表す用語に「管理」という言葉を使うとしたら、農業・食品関係の研究

や開発が制約される恐れがあるので、表現は厳密に使い分けなければいけないと思います。

「体重の管理」とか、「血圧の管理」といった表現は、これを医薬品として使う言葉である

と定義づけられると、政府が推進している機能性食品の開発に支障が生じませんでしょうか

という意味です。 

○赤堀部会長 それは、ここでは少し議論しにくいことかなという気もするのですが。 

○村上委員 では、結構です。 
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○赤堀部会長 これは、初めて出てくる効能効果の表現なのですね。ですから、安易に「管

理」という言葉が効能効果として使えるよということになりますと、今、村上先生のお話が

あったように、他のところでも、どんどんそういう言葉が使われてくる可能性もあるという

ことになるかもしれません。 

  お願いいたします。 

○寺脇委員 効能効果は、やっぱり疾病名称がくるべきであって、「管理」という言葉は非常

にふさわしくないと思いますね。 

○赤堀部会長 どうぞ、事務局の方。 

○事務局 この効能につきましては、申請された 初の段階からいろいろ話があったところで

して、人の方ですと同じような体重減少に使う薬なのですが、体重増加に伴う疾病の予防と

か治療という形をとっているのですね。 

 それで、動物用医薬品の方も、ただ単に体重の管理ということで本当に効能として大丈夫な

のかということで、かなりうちの方でもいろいろ検討したわけです。やはり、肥満と疾病と

の関係というのが余りはっきりしていないというところが調査会で議論されまして、調査会

３の１ページ目に記載されているのですが、 初、申請者の方では、上の方の「回答」の

「現」というところの下の方です。「犬で肥満に起因、あるいは関連する病態には、運動器

疾患、心臓血管系疾患、呼吸器系疾患などが挙げられる」というふうに、病気との関連とい

うことで申請者も話していたのです。 

  しかし、下の「新」というところなのですが、調査会の先生から、「必ずしも、こういっ

た心臓とか呼吸器系は肥満との関連が言われていない」という御意見がありまして、結局、

運動器疾患だけが肥満と関連するということになってしまったのです。それで調査会の方で、

それでは無理やり病気と関連づけるのではなくて、体重が多くなり過ぎた場合に、他のいろ

いろな方策をとっても体重が減らないような犬に対する体重減少に使うというような効能に

してはどうかということで、このようなことに落ち着いたという経緯がございます。 

○赤堀部会長 経緯はよく理解できました。今議論していただきたいのは、それを踏まえて、

この表現が効能効果として適切であるかどうかということの御意見をいただければと思って

いるのですが。 

  一番わかりやすいのは、適切かどうかわかりませんが、肥満犬の体重減少ということであ

れば、もう少し効能効果としてわかりやすいかなという気がするのですが。ただ、ここで勝

手に効能効果を変えるわけにいかないのですね。 

  下田先生、これは調査会としてもどう対応すればよろしいでしょうか。 

○下田委員 何とも。 

○赤堀部会長 そうですね、きょうは座長が御欠席ですので。 

○下田委員 ええ。 

○赤堀部会長 事務局から。 
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○事務局 普通、効能効果ですと病気の名前が入るのですが、これは病気を治療する薬ではご

ざいませんので、やむなく管理となったものです。この部会で効能効果を変えるということ

自体は別にいけないことではないので、議論していただいて、より適切な表現にしていただ

くのは問題ないと思います。 

○赤堀部会長 私が一番心配するのは、初めて出てくる効能効果の表現なのです。ここで使っ

てしまうと、もう次から次、例えば、動物用医薬品で使っているから、機能食品、健康食品

でも使えるのではないかという村上先生の御指摘もありますように……、そうでなくて。 

○村上委員 それは逆で、医薬品の効能効果を表わす用語と定義されると、機能性食品などの

表示が制約されるということです。 

○赤堀部会長 医薬品の効能効果として挙げられた場合には、機能食品、健康食品では使えな

くなると。使いたいときには医薬品として申請していかなければならない、こういうことに

なるわけですね。わかりました。 

  どうぞ。 

○事務局 この医薬品自体が既に欧米で販売されているということで、概要の６ページの表イ

-4 にありますように、国内で販売を予定している効能効果と外国での効能効果という比較

でいくと、米国では犬における肥満の管理、ヨーロッパでは成犬の過体重及び肥満の管理と

いうことで、既に海外では「管理」という言葉が動いている話なのです。 

 そこを先ほど申しましたように、国内で管理という言葉が医薬品に適するかどうかというと、

全般の話になりますが、ただ単に疾病に付随した管理ということであれば、薬事法の中でも

医薬品ですね。疾病の予防、治療、または身体構造機能に影響を及ぼすという範疇でくくれ

るのかなという私の考えもありますが、全体の中で本当にどうかというところは、もう少し

整理しておく必要があります。ただ、外国で管理という疾病ですね、過体重とか肥満で整理

されているという認識が十分国内にも通用するかどうかというところは、もう少し調べてお

く必要があるのかなという気はしますが。 

○赤堀部会長 その場合、外国で理解されていると。管理のためにこういった種類の薬を使う

ということなのか、管理に効果のある薬なのかということです。 

○事務局 ですから、なぜこれが「管理」という言葉でくくられているのか、そこをもう少し

申請者の方に十分理解させてというか、国内の方にも理解できるような形であれば、また受

け入れやすいのかもしれませんが、まだそこが不十分であれば、少し確認してもらった方が

いいのかなという気はします。 

○赤堀部会長 表現としては、管理のために薬を使うんだというふうに理解しやすいかと。 

○事務局 英語で言ったら、多分「コントロール」という言葉を使っていると思うのですが、

そこも十分日本語でストレートに「管理」と訳していいのかどうか、十分病態を含めて整理

する必要があるかどうかも、もう少し吟味した方がいいのかもしれません。 

○赤堀部会長 わかりました。 
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 どうぞ。 

○寺脇委員 「過体重の防止」とかという言葉の方が、適応症としては非常にいいのではない

ですか。 

○事務局 体重の減少というのが一番わかりやすいのかもしれないのですが、やせ薬というん

でしょうか、減らすことが薬の効能効果というのではなくて、適切な体重にする、減らすと

いうことだけが効能ではないということを一つ考慮しますと、そういう点では体重が適正に

なるように管理をするというような趣旨になるのかと思われますが。 

○赤堀部会長 山田先生。 

○山田委員 言葉の問題みたいなので、「肥満の改善」というような言い方というのはだめな

のでしょうか。 

○寺脇委員 「コントロール」という英語の訳として使っていると。 

○赤堀部会長 そうですよね。改善というのは、これまで効能効果に使われてきた表現形式で

はあると思いますが。 

○事務局 これは恐らく調査会でもいろいろ議論があって、肥満というのは、どこからどこま

でが肥満かというのがなかなか難しいところがございますので、肥満の改善と言ったときに、

どこまでの効果をもって肥満の改善と言えるかというのも、少し難しいところがあるという

ことかと思います。 

○赤堀部会長 さて、限られた時間の中での議論ですので、効能効果については一応ペンディ

ングということにさせていただいてよろしいでしょうか。それをどういう形で、もう一度そ

のまま部会にかかってくるか、あるいは調査会で御議論願うかは、事務局と座長の方にお任

せいただけますでしょうか。 

〔「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 それでは、使用上の注意の部分については、中川先生の御意見のとおり修正させて

いただきます。また、効能効果の「体重の管理」という表現について適切かどうかを再度確

認するということで、継続審議ということに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。 

 

  ④ インプロバック（ファイザー株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、④番になりますが、「インプロバック」の「製造販売承認の可否

並びに再審査期間及び毒劇薬の指定の要否」についてです。これも動物用一般医薬品調査会

の下田先生からお願いいたします。 

○下田委員 インプロバックは、ファイザー株式会社から製造販売承認申請された性腺刺激ホ

ルモン放出ホルモン・ジフテリアトキソイド結合物を有効成分とし、豚の免疫学的去勢効果
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を効能とするものです。 

  本製剤は、平成 20 年 10 月 30 日、平成 21 年１月 29 日に開催された動物用一般医薬品調

査会、及び平成 20 年 11 月６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 事務局お願いいたします。 

○事務局 それでは、事前にお送りいたしました赤の№４の資料と、当日配布しております黒

の№20 の資料を御用意いただきたいと思います。赤の№４の資料で御説明をさせていただ

きたいと思います。 

  本剤につきましては、ファイザー株式会社より申請されましたインプロバックでございま

す。 

  こちらも「概要」と書かれております緑色の紙をめくっていただきまして、概要書の１ペ

ージをご覧いただきたいと思います。 

  本剤につきましては、性腺刺激ホルモン放出ホルモン、GnRH と申しますが、それとジフ

テリアトキソイドの結合物を主剤といたしまして、ジエチルアミノエチルデキストランをア

ジュバントとしている注射剤でございます。無去勢豚の外科的去勢の代替を目的とする製剤

でございます。 

  雄豚の場合には、通常成長に伴いまして肉に独特のにおいがつくということで商品価値が

下がるという問題がございます。そのため、哺乳時期に去勢を行っておりますが、この去勢

を行わない方が豚の発育速度、あるいは飼料要求率がすぐれているということが知られてお

りますので、この無去勢豚の生産性を維持したまま肉の雄臭を抑えること、また、外科的な

去勢による豚のストレスを排除するというアニマルウェルフェアの観点が本剤の開発の意義

となっております。 

  本剤につきましては、GnRH に対する特異抗体を産生させまして、GnRH を中和するという

ことで免疫学的な去勢効果を発揮するものでございますが、どうしても GnRH のみでは低分

子のために抗体を産生しないということですので、ジフテリアトキソイドを担体といたしま

して、このジフテリアの抗体とともに GnRH に対する抗体を産生させるというものでござい

ます。 

  ２ページをご覧いただきたいと思います。国内開発の経緯でございます。本剤につきまし

ては海外においてはワクチンという取り扱いをされているものでございますが、我が国にお

きましては動物用医薬品等取締規則において生物学的製剤というものは疾病の診断、予防、

治療に使うと定義されております。本剤につきましては、健康な豚に使うということでこの

定義に合わないということから、一般医薬品という取り扱いになったものでございます。 

  ６ページをご覧いただきたいと思います。本剤につきましては、オーストラリア、ニュー
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ジーランドを初めとしてイ－3-1 の表にございます世界 17 ヵ国で既に承認されております

が、我が国で初めての製剤ということで新有効成分含有動物医薬品ということで御審議いた

だくものでございます。 

  74 ページをご覧いただきたいと思います。毒性試験の資料でございます。こちらの方に

ラットの経口、あるいは皮下の急性毒性試験のデータがございますが、これでは特に異常の

所見がなかったということで、LD50 は投与 大量でございます 38 ㎎／㎏以上ということに

されております。 

  75 ページをお開きください。ラットに１ヵ月間隔で２回経口投与した場合の２ヵ月間の

毒性試験というデータでございます。こちらにつきましても、経口投与した群では特に毒性

作用は認められなかったということで、無作用量につきましては本試験の 大投与量でござ

います 462μg／㎏ということになっております。 

  また、表ホ－1-3 にございますように、血清中の抗 GnRH 抗体を検出しております。皮下

投与分では抗体が検出されておりますが、経口投与群では抗体の上昇、あるいは、こちらの

有効成分の GnRH-DT 結合物は検出されていないということでございます。 

  81 ページをご覧いただきたいと思います。対象動物の安全性試験でございます。本剤常

用量、あるいは 10 倍量を４週間隔で２回皮下接種をするという方法で行っております。 

  常用量群につきましては 83 ページの表ホ－2-4、表ホ－2-5 にございますように、投与局

所に一過性の発赤、あるいは腫脹が観察されております。 

  また、10 倍用量群では、82 ページの表ホ－2-3 にありますように、一般症状で元気消失、

食欲の不振、次のページの表ホ－2-4、表ホ－2-5 にありますとおり、投与局所の発赤、腫

脹というものが認められております。その他、体温の上昇であるとか、ALP の低値、血小板

数の有意の増加等が認められております。したがいまして、常用量におきましては一過性の

発赤、腫脹のみの異常ということで、常用量を使用する場合においては安全性には問題ない

とされております。 

  94 ページをご覧いただきたいと思います。ここから薬理試験の設定でございますが、こ

ちらでは投与量について検討しておりまして、0.2～2.0mg までの間に調整したものについ

て投与を行っております。こちらの方では用量依存性はないのですが、0.4mg のものが一番

効果があったということになっております。 

 そこで、0.4mg を上限として 0.1mg まで調整したもので再度検討しておりまして、103 ペー

ジの表ヘ－11 で GnRH 抗体価、103 ページの表ヘ－12 でテストステロン濃度の結果から 0.1

～0.4mg の範囲であれば用量依存性があるということで、0.4mg が至適濃度ということにさ

れております。 

  105 ページをご覧いただきたいと思います。本剤投与後の適切な出荷時期について検討し

ております。こちらも、先ほどの 0.4 ㎎を４週間隔で２回投与する方法で行っております。

その結果、出荷適齢については２回目投与後の４～６週が適しているという成績になってお
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ります。また、この試験で抗 GnRH 抗体が減衰しますと、それに伴いまして精巣の機能、あ

るいは形態が回復するということから、本剤による去勢効果については可逆的な反応である

ということが示唆されております。 

  125 ページからが臨床試験になります。本剤については、○○○、○○○の計３ヵ所の農

場で行っております。 

  130 ページから有効性の結果がございますが、表チ－4に GnRH 抗体価がございます。その

他、テストステロンの濃度、被験群の陰嚢幅、あるいは精巣の重量を確認しまして、本剤の

免疫学的去勢効果は有効と判定しているところでございます。 

  また、この免疫学的去勢効果の副次的な効果ということで増体量と飼料効率についても調

査をしております。こちらの方は 132 ページの表チ－6 にございますように、増体重、飼料

効率ともに被験群の方が外科的去勢群と比較してすぐれているという結果でございました。 

  安全性につきましては 132 ページからございますが、こちらでは一般症状、投与部位に本

剤に起因する異常は認められなかったとなっております。以上から、本剤投与によりまして

免疫学的な去勢効果は認められ、安全であると結論付けられております。 

  135 ページに残留試験がございますが、残留試験については本剤の特性から実施をしてお

りませんので、本剤については休薬期間については設定をしておりません。 

  しかしながら、138 ページをご覧いただきたいと思いますが、先ほどの安全性試験におい

て常用量分で注射局所に腫脹が見られたということがございましたので、通常ワクチン等で

設定されておりますと畜場出荷前までの使用制限期間を設定しております。これにつきまし

ては、安全性試験、あるいは本剤投与の出荷適期の試験の成績をもとに、使用上の注意の中

で「本剤はと畜場出荷前４週間は使用しないこと」というような設定を行っております。 

  後に、本剤の毒劇の指定についてでございますが、本剤につきましては人用で劇薬とい

う取り扱いになってございますジフテリアトキソイドが成分として含まれておりますので、

本剤につきましても劇薬として指定するということにしたいと考えております。 

  以上でございますが、本製剤の一般医薬品調査会における審議におきましては、生物学的

製剤調査会の委員でもございます国立感染症研究所の高橋元秀室長にも、参考人として御出

席いただいて御審議をいただきました。 

  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。 

  それでは、委員の先生から御質問、御意見等ございますでしょうか。 

○田村委員 先ほどの説明の中にもあったのですが、これは免疫源をアジュバントとともに打

って免疫を誘導して、それによる効能を得たもので、普通に言うワクチンですよね。よく読

んでみると、これを先ほど一般薬にカテゴリーしたという話だったのですが、いろいろ考え

て、今後こういう製剤が出てくると思いますので、生物学的製剤と一般薬を分けた理由につ

いて、もう一度聞きたいと思うのですが。 
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○赤堀部会長 事務局お願いいたします。 

○事務局 今も少しお話しいただきましたように、このインプロバックとか、その他この後に

も多分次々出てくると思いますが、生物学的製剤と一般薬は昔ははっきり分かれておりまし

たが、今は境界領域に当たるような製剤が非常に増えてきているという状況でございます。

薬事法上は生物学的製剤とそれ以外の一般薬との仕切りというのは大きく分かれておりまし

て、取り扱いが検定とか製剤でいろいろ違ってくるということがあります。 

  どこかで線を引かなければいけないというのは事実だと思っております。現状では、生物

学的製剤の定義というのは、先ほど説明させていただきましたが、動物用医薬品等取締規則

の方に記載されておりまして、これを今は厳密に解釈するという形で生物学的製剤と一般薬

を仕分けているという状況でございます。 

  その定義というのは、先ほども説明させていただきましたが、専ら動物のために使用され

ることが目的とされている血清、ワクチン、若しくは診断液、又はこれらに類似する医薬品

であって、疾病の診断、予防、若しくは治療に使用することを目的とするものというふうに

定義づけられておるわけでございます。今後また、多くの境界領域の製剤が開発されて知見

が集積されれば、規則に基づく定義を見直すという環境も整ってくるかとは思っております

が、現段階ではまだそれほどの品目があるというわけではなくて、見直すのは少し難しいな

と考えております。したがって、規則に従った分類をせざるを得ないという状況なわけでご

ざいます。 

  このインプロバックにつきましては、実は予防でも治療でもないということが一つでござ

います。それから、本剤の有効成分である GnRH は合成品だということもございまして、血

清やワクチンとは異なるという仕切りもございまして、生物学的製剤には該当しないという

ことと判断したわけでございます。 

○赤堀部会長 どうぞ先生。 

○田村委員 先ほども言ったとおり、こういう似たような製剤というのは今後出てきたときに、

どちらにカテゴリーされるかというので資料のつくり方が全然違うわけですね。それで、ど

ちらかというと一般薬より生物製剤の調査会で議論された方がいいような内容ではないかと

私は思ったので、述べさせていただきました。 

○赤堀部会長 これは、現在の制度の中では両方の調査会で御議論いただくということは不可

能なことなのでしょうか。 

○事務局 今回のように生物製剤調査会の委員の方に一般薬の調査会に参加していただいて、

共同で議論していくということは可能でございます。資料のつくり方が違うというのは厳然

とした事実でございまして、どこかで線を引いていくということにはなると思います。 

○赤堀部会長 事務局。 

○事務局 ただいまの田村先生からのお話、わかりました。基本的には、この種のいわゆる境

界線にあるようなものについては承認相談制度というのがございまして、このものも承認に
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先だっての相談というのがまさにございまして、その中で一般薬というカテゴリーに分けた

ということでございます。 

  法令上は先ほど申しました取締規則の第１条第３項の規定しかございません。ただ、なか

なかこれだけでは読み切れないということで、運用上と考えていただければと思いますが、

一般に動物用生物学的製剤というものは抗菌性物質製剤や、寄生虫駆除剤など、確実に特定

が可能な合成化合物質を主成分とする製剤が多い一般医薬品とは異なって、いわゆる生物由

来物質を主成分とする製剤というふうに今までは考えてきました。それが一つ。 

  もう一つは、現実的には生物学的製剤と言っても圧倒的にそこに占める割合はワクチンで

すので、動物用のワクチンと言った場合には、適用対象動物種において特定の疾病を生じさ

せる病原微生物に対する特異的な抗原抗体反応を誘発することによって、当該疾病の予防を

効能又は効果とした製剤というものを、動物用ワクチンとしてきたこと。 

  確かに、このものはオーストラリアやニュージーランドではワクチンという形でカテゴリ

ー分類がなされておりますが、日本では今お話ししたようなことでそういう取り扱いをして

きたとともに、ケースバイケースですので、承認申請に先だってのいろんな相談もメーカー

からも受けておりますし、今私がお話ししたようなことが、我々にとっての基本的な考え方

ということでございます。 

  以上です。 

○赤堀部会長 今後、類似のような申請薬が出てきたとしても、場合によっては生物学的製剤

の調査会で議論することもあり得るし、今回のように一般医薬品の調査会にかかってくるこ

ともあり得ると。今回については、生物学的製剤の範疇に入れるよりも一般医薬品に入れた

方が議論がしやすいということでそういう区分にして、なおかつ、生物学的製剤調査会の関

係の先生方にも専門委員としてお入りいただいたという過程で対応してきたということでご

ざいます。ですから、今後こういうものが出てきても、一般医薬品として対応するというこ

とではないということで御理解いただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

○田村委員 わかりました。 

○赤堀部会長 その他いかがでしょうか。 

○福安委員 細かいことで恐縮なのですが、３ページ目の取り扱い上の注意です。今話があり

ましたように、ワクチンとの関係というようなことから考えますと、豚に対する注意のとこ

ろの下の方になりますが、相互作用のところで（２）のところです。「本剤とワクチンの同

時投与を避けること」はよろしいかと思います。そして「本剤と他のワクチン」というよう

な表現なのですが、前のワクチンと次に出てくるワクチンに「他の」がついているわけです。 

  そうしますと、本剤はワクチンかなというようなニュアンスが出てきてしまうんじゃない

か。これが、記載が適切かどうかということがあろうかと思うのですね。今ワクチンとの兼

ね合いの議論が出たものですから、これ注意して見ると、少し表現を変えた方がいいかな、

「他の」は要らないのではないかなというような考えがします。 
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  それと同じで、治療に対する注意ということで（４）のところに、「誤って人に注射した

場合は、本使用説明書を持参し」と、これは「使用説明書」になるのですね。「本剤の使用

説明書を持参し、医者の診療を受けること」、これは後で使用説明書という言葉が出てくる

のでここで確認しておくのですが、以降、「本剤の投与を行わないこと」というのは「取り

扱わない」ことじゃないかなと思うのです、表現としては。「本剤を取り扱わない」方がい

いのではないか、「投与をするな」というのは、少し意味が適切のではないかと。 

  先ほど、「本剤の本使用説明書」という言葉がありましたが、同じことは一番下から４行

目の適用上の注意の（３）のころに「専用の注射器を使用する際は、添付の使用説明書」と

いうのは、これは機械の説明書じゃないかと。上に出てくる使用説明書との混合ですね。こ

このところに、「使用説明書をよく見なさい」という機械のそういうことが必要なのかどう

かということもあろうかと思います。どちらの説明書なのかと。 

  これは、「機械に入れるときには、この薬はこういう具合にセットしなさい」とかという

形なのか、中身がないものですからよく理解できないのですが、その辺のところは、もし機

械の説明書だとすると要らないんじゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。 

○赤堀部会長 福安先生から３点について質問がありましたが、事務局対応できますでしょう

か。 

○事務局 御指摘のとおり、非常に誤解を生みやすい表現になっておりますので、この３点に

つきましては修正させていただきたいと思います。 

 なお、適用上の注意の（３）の「専用の注射器を使用する場合、添付の使用説明書」という

のは、機械の方の説明書ということ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。それでは、御指摘いただきました使用上の注意につ

いては、修正するということにさせていただきたいと思います。 

 その他いかがでしょうか。 

 特にないようですので、使用上の注意については修正を加えるということを条件に、承認し

ていただいたことといたします。 

○事務局 それでは、使用上の注意の記載について整備をするということを条件にいたしまし

て、本剤につきましては、成分が新しいもので今までにない使われ方をするというものでご

ざいますので、薬事分科会に上程ということにいたします。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年とし、劇薬に指定することといたします。 

 ありがとうございました。 

 

  ⑤オトクリーン（シェリング・プラウ アニマルヘルス株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして⑤番になりますが、「オトクリーン」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の要否」についてです。これも、動物用一般医薬品調査会
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の下田先生からお願いします。 

○下田委員 オトクリーンは、シェリング・プラウ アニマルヘルス株式会社から製造販売承

認申請されたサリチル酸を有効成分とし、犬の外耳道内の洗浄、除菌消臭及び消炎を効能と

するものです。 

  本製剤は、平成 20 年 10 月 30 日及び平成 21 年１月 29 日に開催された動物用一般医薬品

調査会において事前の審議を終了し、本部会に上程されるものです。なお、再審査期間は新

効能動物用医薬品及び新投与経路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。 

○赤堀部会長 事務局お願いいたします。 

○事務局 オトクリーンは、シェリング・プラウ アニマルヘルス株式会社より申請されたサ

リチル酸を主剤とし、犬の外耳道内の洗浄、除菌消臭及び消炎を効能効果とする耳の洗浄剤

でございます。 

  概要書の１ページ、「起源又は開発の経緯」でございます。本剤は、平成 15 年３月に動物

用医薬部外品として一たん承認申請されたのですが、本剤のサリチル酸濃度が 0.23％と通

常の動物用医薬部外品よりも濃度が高かったため、動物用医薬部外品としての申請が認めら

れなかったことから、新たに動物用医薬品として承認申請を行ったものでございます。 

 本剤は、2006 年 12 月の時点で、ヨーロッパの 12 ヵ国及びカナダ、南アフリカにおいて販

売されております。 

  概要書の 13 ページ、安定性試験ですが、36 ヵ月の長期保存試験及び加速試験を実施して

おり、いずれも安定であることが確認されております。 

  概要書の 15 ページでございますが、安全性に関する試験でございます。安全性に関する

試験は、無投与対照、常用量が５㎜のブリスター１本を１日１回、３倍の用量群５㎜のブリ

スター１本を１日３回とし、21 日間耳内投与して行いました。通常の用量群においては全

頭に耳道又は耳介のかすかな発赤、炎症等が２～３日認められましたが、いずれも一過性の

症状でした。 

  ３倍の用量の投与群では、全頭においてほとんどの観察日に耳道、耳介の発赤、炎症等が

認められましたが、 終投与後４日後にはすべての供試動物において消失しました。 

 以上のことから、この試験で認められた発赤、炎症等の副作用については、使用上の注意に

記載することとしております。 

  次に、効力を裏づける薬理試験でございますが、概要書の 19 ページからでございます。

投与量の確認試験では、犬に１日１回、１週間に２回、又は７回の投与を行いました。外耳

道内の殺菌効果、除菌消臭、及び消炎効果が認められておりますが、２回投与群よりも７回

投与の方でよりすぐれた効果が認められたことから、投与期間を７日間と設定しております。 

  概要書の 24 ページです。薬理試験の続きですが、ウサギにサリチル酸濃度を 0.1、0.23、

0.5、１％というふうに濃度を変えて皮膚刺激性試験を行いまして、その結果から刺激性が
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少なくて十分な安全性を有するということを考慮しまして、0.23％の処方としております。 

  26 ページからでございます。臨床試験ですが、臨床試験は国内の３施設で既承認の動物

用医薬部外品でありますベッツイヤークリーナーを対照薬として、１日１回７日間連続投与

して効果を確認しております。対照薬と比べて分泌物、炎症、臭いのそれぞれにおいて有効

率が高いという結果が得られております。改善率 50％のものは被験薬では 75.8％、対照薬

が 65.2％ということでございます。 

  資料の説明については以上でございますが、当日配布資料の 22 番としまして、本日御欠

席の中川委員と合田委員からの御意見、御指摘をちょうだいしております。 

 まず、合田委員からの「植物の学名は必ず命名者まで記載する」という御指摘についてでご

ざいます。申請書の別紙規格の中のそれぞれ７、８、９というところなのですが、それぞれ

申請者が調べまして追加することとしております。例えば、別紙規格の７ですと、これがキ

ュウリの規格及び検査方法なのですが、製法の欄で「本品は、キュウリ（学名が書いてあり

まして）の果実の細切を浸出器に入れ」とございます。このキュウリの後ろに学名を書いて、

さらにその後ろに命名者、リンネという人なのですが、その頭文字をとってＬと追加してい

きます。それぞれ別紙規格８、９についても、Ｌというのと Willd という命名者の名前を追

加させていただきます。 

  合田委員からの御指摘の２番目なのですが、同じく別紙規格７～９の中でプロピレングリ

コールと精製水の割合が書いていないというところでございます。これも申請者の方で調べ

まして、85 対 15 ということがわかっておりますので、加えて修正させていただきたいと考

えております。 

  次に、中川委員から御指摘のありました１つ目ですが、用法・用量について片耳当たり１

日１回７日間とした設定の根拠についてでございます。こちらは概要書の、先ほど設定試験

で御説明しましたが、概要書の 33 ページに設定の根拠がございます。薬理試験の結果、臨

床試験の結果、安全性試験の結果から、設定根拠が示されております。 

  中川委員からの御指摘の２つ目、使用上の注意についてでございます。こちらは獣医師向

けと一般の使用者向けの記載について分けて記載するようにということなのですが、本部会

でも以前御意見をいただいておりまして、現在事務局で検討中の事項でございます。本日も

後ほど御相談させていただく予定ですので、その検討と他と合わせて対応させていただきた

いと考えております。 

  後半の副作用の部分についてですが、使用上の注意の記載例に合わせて修正を指示したい

と考えております。 

  本剤は、資料の一番初めに添付されております審議経過票のとおり、平成 20 年 10 月 30

日及び平成 21 年１月 29 日の動物用一般医薬品調査会において御審議いただき、本部会に上

程可能とされたものでございます。 

  それから、毒劇薬の指定についてでございますが、これは主剤のサリチル酸が 0.23％し



                    - 31 - 

か含まれておりませんので、指定の必要はないと考えております。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  確認しておきたいのですが、合田委員からの指摘に対しては修正したいと。修正したもの

は委員の先生方のお手元に届いておりますでしょうか。 

○事務局 今届いておりません。口頭でしか御説明できなかったのですが。 

○赤堀部会長 印刷して、コピーか何かすぐ委員の先生方にお渡しできますか。 

○事務局 はい。 

○赤堀部会長 お願いいたします。 

  それから、中川委員の指摘に対しては、使用上の注意事項に関する件で、これは中川委員

の御指摘に従って整備をするということの事務局側の対応でございます。 

  その他、委員の先生で御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  特にないようですので、それでは、中川委員のコメントに従いまして、使用上の注意を整

備することを条件に承認するということにさせていただきます。 

○事務局 ありがとうございます。それでは、中川委員からの使用上の注意の記載の整備を条

件に、承認を可として薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審査期間は新効能動

物用医薬品・新投与経路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

とします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  概ね２時間近くなりますので、７分ほど休憩して４時からということにさせていただきた

いと思います。 

  その間に、先ほどの資料をコピーして配布していただきたいと思います。 

〔暫時休憩〕 

○赤堀部会長 それでは、予定の４時を過ぎましたので、まだお１人戻っておられませんが、

内容が大分たくさんありますので、始めさせていただきたいと思います。 

 

（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＞ 

 

○赤堀部会長 審議事項２番ですが、「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 その前に、事務局から先ほどのオトクリーンの合田先生の御指摘に基づきます別紙

規格について今お配りさせていただきました。 

  それでは、当日配布資料の黒の 13 番を御用意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について」でございます。 
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  今回の製剤基準の改正でございますが、大きく４つの改正の内容になっております。１つ

目は、再審査が終了いたしました製剤について製剤基準の各条を追加していくというもの、

２つ目が、馬インフルエンザ関係のワクチンについて株を変更することへの対応のための改

正でございます。３つ目でございますが、マイコプラズマ・ハイオニューモニエ関係のワク

チンについて力価試験に使用します動物の数を減らすという改正、４つ目でございますが、

シードロット製剤の承認に伴う医薬品各条への追加という改正でございます。 

  まず１つ目の再審査が終了した製剤についての製剤基準の追加でございます。１ページを

ご覧いただきたいと思いますが、従来から動物用の生物学的製剤につきましては、再審査が

終わった後に製剤基準に追加することにしております。 

  今回につきましては、１ページからございます牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢・粘

膜病２価・牛パラインフルエンザ・牛 RS ウイルス感染症混合（アジュバント加）不活化ワ

クチン、11 ページからございます牛ロタウイルス感染症３価・牛コロナウイルス感染症・

牛大腸菌性下痢症（K99 精製線毛抗原）混合（アジュバント加）不活化ワクチン、24 ページ

からございます豚ボルデテラ感染症精製・豚パスツレラ症混合（油性アジュバント加）不活

化ワクチン、32 ページのロイコチトゾーン病（油性アジュバント加）不活化ワクチン（組

換え型）、38 ページからございますニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎２価・鶏サルモネ

ラ症（サルモネラ・エンテリティディス）混合（油性アジュバント加）不活化ワクチンまで

の５製剤につきまして、新たに基準として追加するというものでございます。 

  78 ページをお願いいたします。こちらに新旧対照表がございますが、こちらからが２番

目の改正点である馬インフルエンザ関係の改正ということになっております。馬インフルエ

ンザワクチンにつきましては、これまで数回製造用株の変更を行っております。その場合、

現在では新しいワクチンについては後発品、つまり別製品という扱いで新たに承認申請を行

い、株を変えるという対応をとっているところでございます。 

  すなわち、一昨年８月馬インフルエンザが国内で発生いたしまして、新しい流行株を用い

たワクチンについて従前と同様に承認申請が出されまして、本年３月３日付けで承認をいた

しているところでございます。しかしながら、このような新たな承認という形に対応してお

りますと、なかなか本年の流行に追いつかないという状況がございますので、人のインフル

エンザのワクチンで行われているような、承認申請を行わなくても株を変更できるような形

にして欲しいという要望が、日本中央競馬会から出されております。 

  そこで、今年度から社団法人日本動物用医薬品協会におきまして動物用インフルエンザワ

クチン実践的株変更法確立事業を実施しまして、承認申請を行わないインフルエンザの株変

更について、株変更時に必要なデータ等の内容について御検討をいただいているところでご

ざいます。 

  また、鳥のインフルエンザワクチンにつきましては、製剤基準の製造用株の項で「別に定

める鳥インフルエンザＡ型株」ということを記載しておりまして、緊急時には承認された製
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造用株以外の株へ変更するということも可能となる内容になっております。そのため、馬の

インフルエンザ関係のワクチンにつきましても同様に、右側の現行の 2.1 製造用株の

2.1.1.1 の名称にございます「製造に適当と認められた馬インフルエンザウイルス株」とい

う規定を鳥と同じように、左側の改正案にございます 2.1.1.1「別に定める馬インフルエン

ザウイルスＡ型株」に改正いたしまして、承認申請書、その他の通知等で製造用株について

規定するというような対応をとっていきたいということを考えているところでございます。 

 88 ページにも新旧対照表がございまして、こちらの方では馬の日本脳炎・インフルエン

ザ・破傷風の３種混合ワクチンの新旧がございます。そちらの方についても同様な改正を行

う改正案となっております。 

  103 ページでございます。こちらの方は３つ目の改正案件でございまして、マイコプラズ

マ・ハイオニューモニエ関係の力価試験に使用いたします動物の変更にかかるものでござい

ます。こちらの新旧対照表でございますが、マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症

（アジュバント加）不活化ワクチン、アルミニウムのアジュバントのワクチンでございます。 

  105 ページをご覧いただきたいと思いますが、一番下に 3.3.8 ということで力価試験が規

定されております。こちらの右の現行でございますが、現在は 3.3.8.1.2 の試験方法という

規定の中で、試験動物については 30 匹を試験群、10 匹を対照群とするような規定になって

おります。これはマウスを使う試験でございます。 

  この動物数につきまして試験の省力化、あるいは動物福祉の観点から減らすことが望まし

いのではないかということで、製造メーカーを交えまして検討してまいりました。その結果、

左側の改正案にありますように、マウスの数を試験群として 20 匹、対照群として５匹とす

るような試験においても、従来の方法と同様の成績となることがわかりましたので、新たに

この動物数に変更するという改正でございます。その他、こちらの規定につきましては文言

の整備等を行っております。 

  117 ページには、同じくマイコプラズマ・ハイオニューモニエのオイルアジュバントのワ

クチンがございますが、119 ページにも同じような 3.3.8.1.2 という「試験方法」でマウス

の数の規定がございます。こちらにつきましても、同様に試験動物 20 匹は試験群、５匹は

対照群ということで改正する内容でございます。 

  資料に戻っていただきたいのですが、47 ページです。シードロット関係の新たな基準案

ということで規定させていただいているものでございます。こちらが 後の４点目の改正内

容ということになります。 

  動物用ワクチンのシードロットシステムにつきましては、本部会におきましても以前御説

明させていただいたところですが、従来よりも上流の段階、つまり製造用株の段階での規格

の設定であるとか、製品までの継代数を規定するということで、より性状変化の少ない安定

したワクチンを供給するというものでございます。 

  こちらのシードロットシステムにつきましては、昨年３月にシードロット規格等について
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製剤基準に修正する改正を行いまして、昨年の 10 月からシードロットシステムに対応した

ワクチンの承認申請を受け付けております。今般、昨年 10 月中に申請された製剤につきま

して、いずれもバクテリアのワクチンでございますが、これらの承認申請に伴う製剤基準を

追加したものでございます。 

 今までと違うところでございますが、この医薬品各条の構成として血清の部、ワクチンの部、

あるいは診断液の部ということで従来分かれておりましたけれども、今般、ワクチンの部の

次に、「ワクチン（シードロット製剤）の部」ということで新たにシードロット製剤の部を

設けまして、シードロット製剤の製剤規準についてはそちらの方に入れていくという対応を

とることとさせていただきます。 

  初に「豚丹毒（油性アジュバント加）不活化ワクチン（シード）」でございますが、シ

ードロット製剤については一般的名称の 後に「シード」という記載をさせていただいてお

ります。 

  ２の「製法」という部分でございますが、製造用株の規定ということでシードロット製剤

につきましては 2.1.3「マスターシード菌」、2.1.4「ワーキングシード菌」､2.1.5「プロダ

クションシード菌」というような形で、各シードの保存、あるいは継代等について規定をし

ているところでございます。 

  また、2.1.3.1 の部分で、「マスターシード菌はワクチン製造以外の目的では継代しない。

マスターシード菌から小分け製品までの継代数は、10 代以内でなければならない」という

ように、マスターシードから製剤までの継代数を規定しております。 

  48 ページでございますが、「試験法」ということで規定をしております。こちらの方も製

造用株の試験といたしまして、3.1.1「マスターシード菌」、3.1.2「ワーキングシード菌」、

3.1.3「プロダクションシード菌」ということで、各シードについて試験を設定しておりま

す。 

  54 ページから、同様の申請をされました「マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症

（アジュバント加）不活化ワクチン」のシードロットの製剤の基準でございます。 

  63 ページからが、「マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症（オイルアジュバント

加）」のシードロット化された不活化ワクチンの基準となっております。 

  65 ページをご覧いただきたいと思います。こちらの製剤の力価試験につきましても、先

ほどのノンシード製剤のマイコプラズマ・ハイオニューモニエのワクチンと同様にマウスの

力価試験法の匹数については、66 ページの 3.4.8.1.2 にございますように、試験動物 20 匹、

対照群を５匹という規定としております。 

  70 ページ、「マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症生ワクチン（シード）」ということ

で、４種類のシードロット製剤について今回規格として製剤基準を設定させていただいてお

ります。 

  また、今お配りした資料でございますが、シードロット製剤の検定の取り扱いでございま
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す。縦書きの「農林水産省告示何号」という資料でございますが、こちらの４ページに医薬

品協会への事務連絡ということで「国家検定の取り扱い案」ということで示しております。 

  この５ページ目でございます。まだ現在案の段階ですが、シードロット製剤の検定の取り

扱いといたしまして、１番にございますように、再審査が終わっていない製剤については、

従前どおり検定を継続していく。２番として、再審査が終わったもので法定伝染病にかかる

ようなもの、狂犬病予防法にかかるようなものについては、こちらについても引き続き検定

を行っていく。３番の、再審査が行われた製剤で法定伝染病等ではないものについては検定

は実施しないという内容で検討しているところでございます。 

  それに伴いまして、 初のページに戻っていただきたいと思いますが、農林水産省告示第

66 号というものでございます。この中で、この検定対象とするものについて定めているも

のでございます。 

  次のページの新旧対照表をお願いいたします。こちらの方で、検定の対象とする動物用生

物学的製剤ということになっておりますが、「ただし、次に掲げるものを除く」というよう

な除外の規定がございます。今回、今御説明いたしました４種類のシードロット製剤の基準

につきましては、いずれも法定伝染病ではありませんし、再審査も終了した製剤でございま

すので、検定の取り扱いといたしまして、このような形で告示に収載して検定から外してい

くという対応をとっていく予定にしております。 

  以上でございます。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、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。 

○福安委員 意見ではなく、この資料です。ここの「本文」と書いてあることと少し違ったな

と思ったのが、下の方で 39 が重複しているのですね、番号が。こちらの表の方は 49 しかな

いのに…… 

○赤堀部会長 ３ページですね。 

○福安委員 はい。45 ですね、45 を 50 にすると書いてあるのに 45 しかないんで、32 が重複

しているのではないかと。 

○事務局 ありがとうございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、その他特に御意見がないようですので、御了承いただい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す。原案のとおり薬事分科会に報告させていただきます。 

 

Ⅱ）報告事項 

（１）動物用医薬品の承認の可否について 



                    - 36 - 

  ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

  ①動物用金鳥 ES 乳剤（大日本除蟲菊株式会社） 

 

○赤堀部会長 それでは、次に報告事項に移らせていただきます。 

 （１）番「動物用医薬品の承認の可否について」、「動物用一般医薬品調査会関係」の「動物

用金鳥 ES 乳剤について」ですが、これは事務局から直接御説明をお願いいたします。 

○事務局 当日配布資料の№14 をご覧ください。それから、当日配布資料の№21 も御用意い

ただきたいのですが、まず初めに区分の説明をさせていただきます。 

  本製剤は動物に直接適用しない殺虫剤でありますので、薬事・食品衛生審議会との関係は、

本日お配りしました資料番号の 21 ですが、「薬事・食品衛生審議会について」という資料の

中の９ページからになります。通常、「承認審査に関する取り扱い」の表におきます１の

「動物用医薬品」という大きい表を使っているのですが、こちらの方ではなくて、次の 10

ページの下の③の「動物用医薬品殺虫剤」の表に該当することになります。本剤は配合とし

ては新しいものなのですが、既承認の殺虫剤の成分の組み合わせになりますので、③の表の

区分の２に該当しまして、調査会審議の後この部会に報告となっておりますので、報告させ

ていただきます。 

  当日配布資料の 14 でございますが、本剤は、大日本除蟲菊株式会社から製造承認申請さ

れました動物用金鳥 ES 乳剤でございます。 

  成分が、d･d-T-アレスリンとフェニトロチオンを主剤としておりまして、共力剤としてピ

ペロニルブトキシドを含有する液剤で、鶏舎内及びその周辺のハエ成虫の駆除が効能効果と

されております。 

  次のページに使用上の注意があるのですが、使用上の注意にピレスロイド抵抗性ハエ用の

薬剤であるということを記載しております。本剤は、平成 20 年 10 月 30 日及び 21 年１月

29 日の動物用一般医薬品調査会、平成 20 年 11 月６日、及び平成 21 年２月 17 日の動物用

医薬品残留問題調査会で御審議いただいておりまして、審議結果は書いていないのですが、

承認を可としていただいたものでございます。 

  また、本剤は毒劇薬に指定しないこととし、畜体への直接適用のない殺虫剤でありますの

で、再審査期間は設定しないこととするとされました。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  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。 

  特にないようですので、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す。 

 

（２）動物用医薬品の再評価について 
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  ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

  ①平成 21 年度定期再評価スクリーニング対象成分 

 

○赤堀部会長 続きまして、（２）番ですが、「動物用医薬品の再評価について」です。事務局

から御報告をお願いいたします。 

○事務局 それでは、事前に送付させていただきました赤の８番の資料をお手元に御用意くだ

さい。「平成 21 年度定期再評価スクリーニング対象成分」と書かれた資料でございます。 

 平成 21 年１月 30 日に開催されました動物用医薬品再評価調査会におきまして、平成 21 年

度の定期再評価スクリーニングの対象成分について了承いただきましたので、それについて

報告させていただきます。 

  まず、８番の資料の１ページ目ですが、生物学的製剤です。生物学的製剤につきましては、

対象となるものといたしまして、まず１つ目が、平成 16 年度に新規承認された医薬品の成

分で、これは再審査対象のものを除きます。こちらについてはございませんでした。ただ、

既に調査が実施済みの成分が１つございました。 

  ２点目ですが、平成 16 年度に再審査が終了した医薬品の成分で、こちらにつきまして、

平成 21 年度に実施する成分として１成分ございました。また、既に実施済みの成分につき

ましては、②の表にございますとおり５成分ございました。 

  ３点目ですが、平成 13 年度再評価スクリーニングの対象成分となったものです。平成 21

年度に実施する成分は、１ページの下の方から表にして示させていただいておりますが、15

成分ございます。 

  ３ページ目をご覧ください。「一般医薬品・抗菌性物質製剤」関係です。平成 16 年度に新

規承認された医薬品の成分、再審査対象のもの以外ですが、こちらにつきましては平成 21

年度に実施する成分としては０、実施済みの成分としても０ということです。 

  ２点目です。平成 16 年度に再審査が終了した医薬品の成分ですが、平成 21 年度に実施す

る成分として、以下の５成分がございます。また、既に実施済みの成分としても、表にまと

めさせていただきましたが、５成分ございます。 

  さらに、平成 13 年度再評価スクリーニング対象成分として、平成 21 年度に実施する成分

として、30 成分が３ページの下の表から次の４ページにかけて示させていただきました。 

  ５ページの方に、簡単ですが、平成 21 年度に定期再評価スクリーニング対象成分として

一覧としてまとめさせていただきました。結果として、５ページの上の方に示させていただ

きましたが、生物学的製剤が 16 成分ございます。また、一般医薬品・抗菌性物質製剤につ

きましては、以下の 35 成分となりました。 

  再評価のスクリーニングの対象成分につきましては、以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、委員の先生方から御質問等ございますでしょうか。 
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  特段の御質問等もないようですので、それでは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。 

 

（３）動物用医薬品の再審査について 

  ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

  ①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、報告事項（３）番ですが、「動物用医薬品の再審査について」で

す。事務局から御報告をお願いいたします。 

  これは水産用医薬品調査会関係ですね。 

○事務局 はい、そうです。 

 それでは、事前配布資料赤の№9-1 を御用意ください。「動物医薬品の再審査についてイリ

ド不活化ワクチン「ビケン」」という資料です。 

  表紙をめくっていただきまして審議経過票ですが、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の製剤です。 

  本剤は、成分・分量にありますとおり、１バイアル当たりに主剤でありますイサキヒレ株

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が、不活化前ウイルス

量として 108.7TCID50以上含まれているというものです。 

  用法及び用量ですが、そこに書かれておりますとおり、マダイの腹腔内及び筋肉内に連続

注射器を用いて、0.1mL を１回注射する。ブリ属魚類の腹腔内に連続注射器を用い 0.1mL を

１回注射する。シマアジの腹腔内に連続注射器を用い 0.1mL を１回注射するという用法・用

量となっております。 

  効能・効果は、マダイ、ブリ属魚類及びシマアジのイリドウイルス感染症の予防となって

おります。 

  水産用医薬品調査会での審議結果ですが、本年２月６日の水産用医薬品調査会で御審議い

ただきまして、本剤については所定の審議を終了したものとし、有効性及び安全性に関する

評価に基づき有用性が認められるものとして、動物医薬品等部会に報告して差し支えないと

いう審議結果をいただいております。 

  次のページに「使用上の注意（案）」が示されております。 

 本剤につきましては、本年１月２日付でヤイトハタに対する効能が追加されておりますので、

使用上の注意（案）の中にはヤイトハタに関する記載も含めた直近のものをお示しさせてい 

ただいております。 

 以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 それでは、委員の先生方から御質問等ございますでしょうか。 
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 特段の御質問がないようですので、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。 

 

  ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

  ②バーサ・BDA（発育鶏卵内接種用法に係る再審査） 

          （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） 

  ③バーサ・BDA（頚部皮下接種用法に係る再審査） 

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

  ⑤注射用モキシデック SR（共立製薬株式会社） 

  ⑥エクセネル注（趾間フレグモーネ（趾間ふらん）の効能に係る再審査） 

                            （ファイザー株式会社） 

  ⑦レスピフェンド MH（フォートダッジ株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、同じく（３）番の②以降になりますが、「動物用医薬品再評価調

査会関係」です。事務局からお願いいたします。 

○事務局 それでは、事前に送付させていただきました赤の 9-2 番の資料をお手元に御用意く

ださい。再評価調査会関係の再審査品目につい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。まず１品目目ですが、バーサ・BDA 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。 

  その下に再審査期間が示されておりますが、発育鶏卵内接種用法がまず承認されまして、

その再審査期間中に用法の追加といたしまして頚部皮下接種用法が承認され、その再審査が

ついております。この２つの用法の再審査について御審議いただきました。 

  こちらのワクチンの成分及び分量をご覧ください。成分といたしましては主剤として２つ

ございまして、１つは、弱毒伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス、もう一つは抗伝染性ファ

ブリキウス嚢病ウイルス（１型）鶏血清が含まれております。 

  用法及び用量ですが、「発育鶏卵内又は頚部皮下に接種する。発育鶏卵内接種では、ワク

チンを日局生理食塩液で１羽当たり 0.05mL になるように溶解し、自動卵内接種機を用いて

18～19 日齢の発育鶏卵内に１個当たり１羽分を接種する。頚部皮下接種では、ワクチンを

日局生理食塩液で１羽当たり 0.2mL になるように溶解し、初生ひなの頚部皮下に１羽当たり

１羽分を接種する」というものでございます。 

  効能又は効果は、鶏伝染性ファブリキウス嚢病の予防でございます。 

  平成 21 年１月 30 日の動物用医薬品再評価調査会で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。 
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  ４ページをお開きください。２品目目の“京都微研„ピッグウィン－EA です。申請者は、

株式会社 微生物化学研究所です。 

  こちらの製剤の成分でございますが、主剤として４つございまして、１つは、豚丹毒菌

Kyoto 株水酸化ナトリウム抽出抗原、アクチノバシラス・プルロニューモーニエの血清型１

型の培養上清濃縮抗原、血清型２型の培養上清濃縮抗原、血清型５型の培養上清濃縮抗原で

ございます。 

  アジュバントといたしまして、無水マンニトール・オレイン酸エステル加スクワラン液を

含有しております。 

  用法及び用量ですが、約 30～50 日齢の豚の耳根部後方頸部筋肉内に１mL 注射する。その

後 90 日齢までに約 30～60 日間隔で反対側の耳根部後方頸部筋肉内に１mL 注射するという

ものでございます。 

  効能又は効果ですが、豚丹毒及びアクチノバシラス・プルロニューモーニエの血清１、２、

５型菌感染症の予防でございます。 

  平成 21 年１月 30 日に開催されました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。 

  続きまして３点目の品目です。８ページをお開きください。注射用モキシデック SR です。

申請者は共立製薬株式会社でございます。 

  こちらの製剤の成分でございますが、主剤としてモキシデクチンを含む注射剤でございま

す。 

  用法及び用量ですが、モキシデクチン 10％SR 注射剤を添付の懸濁用液に、ここに示させ

ていただきましたとおりに溶解しまして、体重 1 ㎏当たり 0.05mL（有効成分として 0.17

㎎）を皮下に注射するというものです。蚊の発生後１ヵ月に注射する、寄生予防効果は６ヵ

月持続するというものでございます。 

  効能又は効果ですが、犬の犬糸状虫の寄生予防でございます。 

  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。 

  次の品目に移らせていただきます。11 ページをお開きください。エクセネル注でござい

ます。こちらの再審査は効能追加をされた部分に関する再審査でございまして、趾間フレグ

モーネ（趾間フラン）についての再審査でございます。申請者はファイザー株式会社です。 

 こちらの成分でございますが、セフチオフルナトリウムを主剤としております。 

  用法及び用量でございますが、本剤は表示力価に従い１mL 当たり 50 ㎎（力価）となるよ

う注射用水で溶解して用いる。１日１回体重１㎏当たりセフチオフルとして下記のとおり筋

肉内に注射するというもので、その量と期間についてはそこに示されているとおりでござい
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ます。 

  効能又は効果ですが、有効菌種フソバクテリウム ネクロフォーラム、それからポルフィ

ロモナス アサッカロリチカとしまして、適応症として牛の趾間フレグモーネ（趾間フラ

ン）としているものでございます。 

  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。 

 後の製剤ですが、14 ページをお開きください。レスピフェンド MH です。申請者はフォー

トダッジ株式会社です。 

  こちらの製剤の成分でございますが、主剤としてマイコプラズマ・ハイオニューモニエの

不活化後換算菌数として、これだけのものを含むワクチンでございます。アジュバントとし

てはカルボキシビニルポリマーを含んでおります。 

  用法及び用量ですが、生後１～４週齢の子豚に本品２mL を２週間間隔で２回、頸部筋肉

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、豚マイコプラズマ性肺炎による肺病変形成及び増体重抑制の軽減で

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、まず１回目の審議は平成

18 年 10 月 17 日に行われました。その際の審議結果でございますが、資料の整備を条件と

し、有効性及び安全性に関する評価に基づき有用性が認められるものとして、動物用医薬品

等部会に報告して差し支えないとされました。 

  その際の資料整備事項をそこに示させていただきましたが、効能効果を整備することとい

うものでございました。詳細については、後ろに参考として 17 ページ、18 ページに示させ

ていただきましたが、14 ページのところで簡単に説明させていただきます。 

  資料整備事項は、「『肺病変形成及び増体重抑制の軽減』を、「肺病変の軽減」に改めるこ

と、『増体重抑制の軽減』を効能・効果に残すならば、科学的に有効だとするデータを示す

こと、その場合、データについては、動物用医薬品再評価調査会で再度審議されることとな

る」とされました。これに続きまして、平成 21 年１月 30 日に継続審議ということで再審議

が行われました。 

  この経緯について、簡単に後ろに添付させていただきました資料で説明させていただきま

す。20 ページをお開きください。こちらが今回の平成 21 年１月 30 日の調査会の直前に申

請者から出された前回の動物用医薬品再評価調査会の審議結果に対する意見書でございます。 

 申請者といたしましては、増体重の抑制の軽減という効能効果を残すべく追加の試験を行う

予定でございましたが、なかなかそれが、製剤が供給できなかったり、またこの病気の季節

性などの問題がありまして、実施できない状況でおりました。そこで、有効性について再度

初回に御審議いただいたデータにつきまして確認することといたしました。 

  結論としては、有効性が確認されたということなのですが、それにつきましては感染時期
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と効能についての関係を証明したということで有効性を確認したというものでございます。

詳細につきましては、次のページから今回の調査会で審議されたデータが示されております。

申請者の考えとしましては、マイコプラズマの感染の時期と体重の推移に関連があるという

ことで、そこに焦点を絞って増体重の抑制の軽減について検討したということでございます。 

  23 ページをお開きください。表１、表２が各農場ごとのデータで、表３が農場総合的な

ものの結果になります。想定される感染時期は、表３で言いますと大体 15 週齢ぐらいから

なのですが、そのぐらいからこのワクチンの効果として増体重の抑制ということについて有

意差が認められたということで、これについて有効であるということになりました。 

 続きまして、調査会での審議概要について簡単に説明させていただきます。32 ページをお

開きください。中段あたりから下に再評価調査会での審議概要ということを示させていただ

きました。こちらが 21 年１月 30 日の調査会での審議概要でございます。 

  幾つかございますが、まず１点目として、効能又は効果として、「肺病変形成の抑制」の

他に「増体重抑制の軽減」又は「飼料効率低下の軽減」などの生産性阻害を改善する項目が

設定されている「豚マイコプラズマ性肺炎」を代表とする内因性感染症に適用するワクチン

の製造販売承認申請及び再審査申請に際して、添付すべき資料のひとつである臨床試験及び

市販後の使用成績等調査における有効性評価基準については、公的な指針等は定められてい

ない。 

  ２点目ですが、このように統一的な効果判定基準が存在しない状況が、レスピフェンド

MH の有効性を評価することに支障を来した背景となっている。 

  ３点目ですが、したがって、今後は「豚マイコプラズマ性肺炎不活化ワクチンの臨床評価

に関する試験ガイドライン（案）」（仮称）を動物医薬品検査所が中心となり早急に策定し、

動物用生物学的製剤調査会での審議を経て、正式なガイドラインとして通知発出を行うこと

を前提に、当該製剤の有効性を認め、動物用医薬品等部会へ報告することとする。 

  ４点目ですが、また以上の措置を講ずることによって、生産性阻害に係るこのような効能

又は効果を有する製剤の臨床試験等における効果判定基準の整備を図ること、とされました。 

 以上のようなことから、結論としては、14 ページにまた戻っていただきたいのですが、21

年１月 30 日の調査会での審議結果といたしましては、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。 

  動物用医薬品再評価調査会関係の再審査につきましては、以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、この６項目まとめまして、何か委員の先生方から御質問等ございますでしょう

か。 

  それでは、特段の御質問もないようですので、御了解され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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（４）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（４）番になりますが、「動物用医薬品の諮問・承認状

況について」です。事務局から御説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、当日配布資料の黒の№15 番、「動物用医薬品の諮問、承認（事項変更を

含む）状況」というものでございます。 

  こちらは前回以降の諮問、承認状況というものでございますが、まず、諮問状況でござい

ます。１ページ目からございますアビテクト NB/TM から、２ページ目の一番上にございます

オトクリーンまで、本日御審議いただいたものでございますが、これらのものについては、

本年３月４日付けで諮問をいたしております。 

  次に、承認状況でございます。２ページ目から、イリド不活化ワクチン「ビケン」のヤイ

トハタの追加、それから、生物関係で日生研の NBBEG 不活化オイルワクチン、牛白血病エラ

イザキット、３ページ目ですが、エスプライン A インフルエンザ、水産用医薬品調査会関係

でイスランソーダのニジマスの冷水病の効能追加、次の水産用 OTC 散 10％「KMK」から６ペ

ージ目の上から２番目の水産用 OTC20％「バイオ」NC までにつきましては、同じにしん目魚

類のレンサ球菌症ということの効能を追加するための事項変更ということになっております。 

  また、一般薬関係でございますが、ダニレスと、その原薬でございますエトキサゾール、

ラーバデックス１％、アピバール、次のページのプロナミド錠 2.5 ㎎、５㎎という製剤が承

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。 

  それでは、先生方から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、それでは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す。 

 

（５）食用に供する動物を使った治験計画の調査について 

 

○赤堀部会長 続きまして、（５）番になりますが、「食用に供する動物を使った治験計画の調

査について」、事務局から御説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、お手元の黒の№16 という資料をご覧いただければと思います。「食用動

物の治験の取り扱いについて」ということでございます。先生方に承認申請の御審議をいた

だきます中で、臨床試験の成績が添付されるということになっております。部会の段階では

概要書になっておりますが、そのベースになりますのが臨床試験でございます。このデータ

を収集するために、治験ということで臨床現場で実際にまだ未承認の段階での医薬品を使用
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しての治験が実施をされておるわけでございます。 

  この治験に関しましては、薬事法の中に新しい有効成分の薬、あるいは新しい動物種への

適用というようなものにつきましては、あらかじめ農林水産大臣に届け出をすることが義務

づけられております。また、届け出をした場合に、一定期間過ぎませんとこの治験を開始で

きないという決まりになってございます。この辺につきましては、２ページ目から４枚ほど

関係の法令の写しがございます。１ページの参照条文のところが治験の取り扱いということ

で、薬事法の中の八十条の二という規定がございまして、この中で治験を実施するものはあ

らかじめ大臣に届け出ると。 

  網かけになっておりますが、もともとの条文は厚生労働大臣、厚生労働省になっておりま

すが、動物用医薬品については読みかえ規定で読みかえることになっておりますので、読み

かえた条文に直してございます。30 日たたないと治験が開始できないと。この間に、届け

出を受けました当局といたしましては、当該治験計画で保健衛生上の危害が発生しないかど

うかというような調査をするというシステムになっておるわけでございます。 

  特に食用動物に関しましては、当然使いました動物からの生産物というものの扱いが問題

になるわけでございまして、こういったものにつきましてはいろいろ規制がございまして、

この参照条文で申しますと２ページ、臨床試験の基準に関する GCP の省令がございます。そ

の中で、生産物が食用に供されるものに残留しないような措置を講じなければいけないとい

うような規定もございます。 

  もう１枚めくっていただきましたところに、これはそれを受けましての実際に通知の中で

細かい取り扱いが決められておるわけでございます。当然、臨床試験、治験を行うに当たっ

ては、あらかじめ毒性でありますとか残留性等の試験を十分実施をする。さらに、使った動

物の処分の方法も、あらかじめ決めておく。あるいは食用に出すという場合になれば、休薬

期間をきちん定めるというようなことが決められておるわけでございます。 

  こういった中で出されました治験の届につきまして、私ども動物医薬品検査所の方で必要

な調査をした上で、仮に食用に出荷をするということが必要なような治験計画になっていて

も、それに支障があると判断されれば、その治験の計画を変更していただくというような措

置をとるということになっておるわけでございます。 

  今般、食の安全に関しては関係法令も整備をされまして、食の安全に対する国民の大変意

識が高いという中で、こういった手続、私どもとしても透明性の確保、あるいは、説明責任

を果たすということで明文化するような形で、こういったものを示していく必要があろうか

と思っておるわけでございます。 

  また、治験を実施する申請者の方も、あらかじめどういう手順が必要なのかということも

示しておくということが効率的な動物用医薬品の開発、承認につながるということでござい

ますので、今般これを明文化していこうということで整理をしているところでございます。 

  これに当たりましては、どういう流れでこのような調査をするかということを、この資料
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でいきますと、ページが振ってあるところの５ページ以下で整理をさせていただきましたの

で、先生方に御意見を伺いまして、こういった形での調査を進めるということでよろしいか

どうかということについて御意見を伺いたいということでございます。いただきました御意

見等も踏まえまして、これまた食の安全にかかることでございますので、関係府省とも協議

をしながら、こういった食用動物の治験の取り扱いについての明文化の作業を進めてまいり

たいと思ってございます。 

  ５ページからが、実際にその流れをフロー図にしたものでございます。一遍に明文化する

といっても、なかなか簡単にはいきませんので、フローの方で整理をさせていただいており

ます。４枚ほどになっておりまして、生物学的製剤等は少し扱いが違いますので８ページで

別建てになっております。基本的には毒性に関するような調査項目をクリアし、７ページに

なりますが、残留に関する調査をするというような形になっております。 

 治験に用いた動物の生産物を出荷することが不可という場合は、そちらの方の振り分けにな

り、そうでないものについては、いろんな条件をクリアできれば、一定の休薬期間なりを設

定した上で出荷することについては妨げないというような扱いにしたいと考えておるところ

でございます。 

  基本的には、５ページからざっと説明をさせていただきます。 

 まず、国内外で初めてのものであるかどうかということが一つ問題になろうかと思います。

そうでない場合は、「食安委へ諮問」と書いてございますが、これは後ほど説明させていた

だきます。 

  国内外での使用実績があれば、基本的に食品衛生法でポジティブリスト制でいろいろな規

制がかかっております。これに抵触してしまっては、当然生産物は出荷できないわけでござ

いますので、例えば不検出物質であれば出荷できないであるとか、ポジティブリストで対象

外であれば特に問題がないということで残留の方に進むことになります。 

  あとは、食品中に自然に含まれているものであるのかどうか、あるいは、残留基準が設定

をされているかどうかというようなことでの振り分けをするわけでございまして、残留基準

等が設定されていないものについては、６ページなのですが、毒性に関する調査に進むこと

になりまして、それが直接、微量でも何か健康に影響のあるような、例えばアナフィラキシ

ーのようなものがあるかどうか、なければ変異原生であるとか、がん原生であるとかといっ

たようなものの有無についての資料をチェックをした上で、 終的には急性毒性試験、反復

投与毒性試験等々毒性試験、あるいは腸内細菌叢への影響等々も考慮し、あるいは海外での

使用実績等も考慮して、懸念があるものは出荷はできないということですが、その辺がクリ

アできれば、７ページに移りますが、残留に関する調査をするということになってございま

す。 

  残留に関する調査につきましては７ページでございますが、基本的には残留基準値があれ

ば、それを超えないような形の休薬期間を設定した管理ができるのかどうか。それが確認で
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きれば設定した休薬期間の中で生産物についての出荷を認める。そうでないものについては

出荷はできないというような形での試験計画を実施をしていただくということになろうかと

思います。 

  対象外物質については、基本的には一定の休薬期間は必要ないというような整理をすると

いうような形で治験の調査を進めたい。そういったものを、この流れでよろしければこれに

沿った形で明文化し、対外的にも明らかにしていきたいと考えておるところでございます。 

  これにつきましては、２月 17 日に開催されました動物用医薬品残留問題調査会にもお諮

りをいたしまして、委員の先生方から御意見をいただいております。また、その他の調査会

の先生方につきましても、別途このフロー図等をお送りをいたしまして御意見をいただいて

おるところでございます。 

  いただきました御意見の概要につきましては、お手元に横紙で２枚ほどになっております

が、配布をさせていただいております。こういった御意見を踏まえまして、あるいは、本日

先生方からの御意見を踏まえまして、こういった考え方での調査を進めることでよろしいの

かどうかということについて御意見を伺いまして、これをもとに関係府省との調整をし、明

文化の作業を進めてまいりたいと思っておるところでございます。 

  いただいた御意見を幾つか御説明させていただきますと、例えば１枚目のところでござい

ますが、不検出物質についての話がございます。薬もいろいろなリスクベネフィットがある

わけでございますので、この段階で例えば不検出なものは、そもそも治験がよろしくないん

ではないかという御意見でもございますが、出荷不可とすることであれば、その時点での食

品への影響はないわけでございますので、それができないと実際に承認申請もできないとい

うこともございます。そういったところは出荷不可ということで認めた上で、 終的には動

物用医薬品の承認申請の段階で動物医薬品としての承認の可否を議論をしてまいるのかなと

思っております。 

  また、このフロー図、非常に簡略化する意味がございまして、若干まとめたところがござ

います。幾つかいただいております御意見でも、少しここはおかしいんじゃないかというと

ころがございますが、ありますデータに基づきまして御指摘の点は判断をさせていただく、

あるいは、少し読み方が不適切であるというようなところであれば、そこは若干の整理は必

要かなと思っております。 

  また、何分にもこの中で書き切れないところがございます。いろんな形でケースバイケー

スで対応させていただくというものもございます。という大きな流れを見ていただきまして、

このような調査で問題がないかということについて御意見を賜ればと思っております。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  この調査会委員からの意見聴取結果の中には、部会の委員の先生方の御意見も反映されて

おりますか。 
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○事務局 重複している先生もいらっしゃいます。 

○赤堀部会長 では、あらかじめ御意見は伺っておるということでよろしいわけですね。 

○事務局 はい。 

○赤堀部会長 ということを踏まえまして、委員の先生方から御質問、御意見等さらにござい

ますでしょうか。あるいは、この点について少し議論を加えておいた方がいいというような

御意見もあれば、ありがたいと思いますが。 

  特にないようですので、この聴取結果表に反映されているということで、今後の御対応を

よろしくお願いいたします。 

○事務局 今後また関係府省とも協議しながら進めさせていただきますので、また委員の皆様

に御意見をいただく場面があろうかと思いますので、その節にはまたよろしくお願いいたし

ます。 

 

（６）動物用医薬品情報提供のあり方について 

 

○赤堀部会長 それでは、続きまして報告事項（６）番ですが、「動物用医薬品情報提供のあ

り方について」、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 当日配布資料の 17 をご覧ください。使用上の注意については、平成 17 年に本部会

で記載例について議論をしていただいた後も、その記載内容、記載方法について多くの意見、

指摘をいただいておりまして、昨年夏の部会において見直しを検討する旨御説明したところ

でございます。 

  動物用医薬品も他の医薬品と同様に、多くのデータに基づき品質・有効性・安全性を審査

し承認しているわけですが、そういった情報のすべてがユーザーに提供されているというわ

けではなくて、ユーザーは限られた情報の中で使用せざるを得ないという状況になっており

ます。 

  そういった中で、動物用医薬品を安全かつ有効に利用するためには、いかに必要な情報を

有効に提供していくかということが極めて重要な課題であると認識しておりまして、人体薬

の分野では既に薬に関する教育が学習指導要領にも盛り込まれて、試行的に小学校等でも授

業が開始されていると聞いておりますが、動物用医薬品についても使用上の注意の見直しを

中心として、より有効な情報提供を行い、有効性・安全性の確保に努めてまいりたいと考え

ておるところでございます。 

  この見直しにつきましては、所内で検討会を立ち上げまして今まで６回にわたり検討を進

めてまいったところでございますが、動物用医薬品の使用上の注意は、部会の議論の中でも

数多くの問題点が今まで指摘されておりまして、その対処として多くの対策が必要であろう

と考えております。そこで、まず基本的な方向性を定めて取り組まないと混乱を招くことに

なるだろうということから、本日はその基本的な方針として動物用医薬品情報提供のあり方
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をお示しして御議論いただきたいと思っております。 

  このあり方を立案するに当たって、人体用の医薬品の状況も踏まえつつ、過去の部会の議

論を再確認するところから始めました。２ページ目以降に過去の部会の議論を整理した表を

添付させていただいておりますが、大きくまとめまして４つぐらいのポイントがあったかと

思います。 

  １番上の検討項目のところの右側に「部会における議論の着眼点」という項目を設けてお

りますが、１つ目は、情報の受け手に対する配慮が不足していたという点です。使用上の注

意の内容が、一般のユーザーなのか獣医師なのか判別されずに記載されている点がございま

す。そのために一般ユーザーには少し理解不能な学術用語が使用されたり、獣医師にとって

は当たり前のことが、くどくどと書かれていたりというようなことになっているかと思いま

す。 

  ２つ目は、情報提供の過不足という問題です。使用されることのないような用法を前提と

した使用上の注意とか、対策を示さない警告、製造物責任を意識した過剰な記載、記載すべ

き注意事項の欠落などがあったか思います。 

  ３つ目は、知見を踏まえない記載ということで、これはまさに審査事項でございますが、

新の科学技術情報をキャッチアップしていないといった使用上の注意というものが、今ま

で見受けられたということでございます。 

  ４つ目は、用語や表現が不適切な記載ということです。きょうもございましたが、単純な

誤りもございます。新たな医薬品が登場した場合などは獣医学分野ではまだ定着していない

用語が使用されたり、常用されている用語ではあるが定義があいまいな用語であったりとい

うことで、表現が不適当で意図が伝わっていないというような場合もございました。それ以

外も、部会の議論の中では使用上の注意のみでは対応し切れない。どのような情報をどのよ

うに提供するかといった大ぐくりな問題も示されておったということでございます。 

  これを踏まえまして、現在の情報提供体制に対する見直し案として、そのあり方をまとめ

てございます。１ページ目に戻っていただきまして、大きく３点ございます。 

  １つは、「適切な情報を提供し、動物用医薬品の有効性・安全性を確保する」ということ

でございます。これは医薬品情報提供の目的に該当する部分でございますが、具体的な検討

課題として使用上の注意の記載内容を見直すこと、それから、現在は特に規定のないまま各

製造販売業者の任意に任されている情報提供について、特に近年課題となっております薬剤

耐性菌や薬物動態等を含めた情報提供を十分に行っていきたいというものでございます。 

  ２番目の「情報の受け手を踏まえた提供体制を整備する」についてでございますが、医薬

品情報の提供の改善方向を示したものになってございます。動物用医薬品は人体用医薬品と

異なりまして医療用医薬品に該当するものがございませんので、多くの医薬品が特に畜産動

物領域においては獣医師の使用で終了することなく、要指示医薬品という形で現場の農家ま

で流通していくということになります。 
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  したがって、情報の受け手もまた多様ということになりまして、人体薬とは少し異なる情

報提供が必要になるのかなということでございます。そこで、使用上の注意についても一般

向けと獣医療関係者向けと分けて、しかも併記するという必要があるのではないかというこ

とでございます。しかしながら、学習指導要領で医薬品教育が充実することも踏まえて、人

体用医薬品の情報提供体制というものも参考にしつつ、また、人体用医薬品における情報の

標準化の例も参考にしつつ検討していこうということでございます。 

  ３点目の「製品に関わる専門情報を幅広く提供できる体制を構築する」ということでござ

いますが、これは医薬品情報の提供の方法論、手段を示したものでございます。法令で定め

られたもの以外の動物用医薬品の情報提供については、製造販売業者に任されている部分が

多いわけですが、各社が多様な方法で提供しているために利用サイドからは便利とは言えな

いという部分が多くなっております。 

  当所も承認情報をホームページから提供しておりますが、専門情報の提供については十分

と言うにはほど遠い状況ということになっています。人体用医薬品のように医薬品医療機器

総合機構のような機関が、潤沢な資金によって情報を提供するということは動物用医薬品で

は困難と考えられますことから、動物用医薬品のデータベースとか、添付文書とか、製造販

売業者のウェブサイト等を活用して、効率的な情報提供体制を今後検討していきたいと考え

ているところでございます。今後、これらの検討課題について順次検討して、また部会での

具体的な検討もお願いしたいと思っております。 

  なお、現在、所内の検討会では使用上の注意の記載内容の見直しを記載要領の作成という

形で検討を進めておりまして、多岐にわたる製剤について広く適用できる記載要領をつくる

ことは実際上困難な作業ではございますが、厚生労働省の記載要領等も参考にまとめて、今

後また部会で議論していただきたいと思っております。そのときはよろしくお願いしたいと

思います。 

  本日は、このあり方について御意見をいただければと思っております。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、委員の先生方で何か御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  これは、基本的なことで非常に重要なことでもありますし、部会や調査会で議論してきた

ことは生かされますので、ぜひよろしくお進めいただきたいと思います。どうもありがとう

ございました。 

 

Ⅲ）そ の 他 

  ①平成 19 年度副作用報告について 

 

○赤堀部会長 それでは、その他に入らせていただきます。①番の「平成 19 年度副作用報告
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について」、事務局からお願いいたします。 

○事務局 それでは、事前に送付させていただきました赤の 11 番の資料をお手元に御用意く

ださい。「動物用医薬品の平成 19 年度副作用報告について」でございます。１ページ目をお

開きください。報告の概要について簡潔に説明させていただきます。 

 （１）ですが、平成 19 年度の副作用の報告総数でございます。こちらにつきましては全体

で 192 件、その内訳は獣医師からのものが 44 件、製造販売業者からのものが 148 件でござ

いました。図１にそのものを示してあります。 

 （２）ですが、報告件数についてでございます。前年度に比べまして 55 件減少いたしまし

たが、症状別に見ると重篤なものはほぼ横ばいで推移しております。そちらにつきましては

図２に示させていただきました。 

 （３）ですが、報告の方法でございます。報告の方法につきましては、システムによる報告

が全報告の 80％以上を占めております。一方、獣医師のシステムを利用した報告数という

のは、製造販売業者の方がシステム利用が多いのに対しまして、全報告に占める割合の４％，

FAX による 19％を大きく下回っておりました。 

 ２ページ目をお開きください。（４）ですが、動物別の副作用報告でございます。こちらは

図４、図５にも示させていただいておりますが、犬が 112 件と全体の報告の約６割を占めて

おりました。続いて猫が 48 件、牛が 23 件となっておりました。 

 （５）番をご覧ください。製剤区分ごとに区別して見てみました。図６にそのことを示して

おりますが、生物学的製剤が全報告件数の 58％を占めておりまして、 も多かったもので

す。このうち犬が 75 件、猫が 24 件でございました。また、一般医薬品が 60 件、抗菌性物

質製剤が 23 件でございました。平成 19 年度につきましては、人体用医薬品や医療機器（誤

記がございます）に関する副作用、不具合の報告はございませんでした。 

 （６）ですが、製剤の数で見ますと全体で 83 製剤の報告がございました。そのうち多かっ

たものが一般医薬品で 39 製剤、続いて生物学的製剤が 34 製剤、抗菌性物質製剤は 10 製剤

でございました。 

  ３ページの（７）ですが、副作用の症例と転帰について図８に示させていただきました。

重篤例は 143 件、軽症は 48 件でございました。産業動物では、投与後の不十分な観察によ

り発見時には死亡していた症例がありました。愛がん動物では、顔面腫脹や流涎等の軽症例、

重篤症例の場合は処置する間もなく短時間で死に至った症例もありました。重篤化した場合

は、その９割は死に至っております。 

  続きまして２に移らせていただきますが、副作用報告の主成分・一般的名称別における発

生状況及び対応状況等についてでございます。こちらにつきましては、副作用報告の多い製

剤等について対応状況等を取りまとめさせていただきました。なお、報告された症例は動物

医薬品検査所ホームページ等に随時掲載しております。 

  まず１点目、生物学的製剤関係でございますが、副作用が多かったものについては狂犬病
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関係のワクチンでございまして、死亡数は 12 件ございました。 

 こちらにつきましては、対応のところをご覧いただきたいと思います。副作用の発生率はワ

クチン接種頭数で見ますと 0.0002％でございまして、発生率としては他のワクチンに比べ

て著しく高いわけではございませんが、今後とも情報の収集に努めることとしたいと思いま

す。 

  ２点目が、ノビバック DHPPi というジステンバー・犬アデノウイルス（２型）感染症・犬

パラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症混合生ワクチンでございます。 

 こちらは、死亡例７頭のうち３ヵ月齢以下の若齢犬が５頭となっておりました。既に使用上

の注意には、３ヵ月齢以下の若齢犬では副反応の発現頻度が高いため注射適否の判断をさら

に慎重に行うとともに、経過観察を十分に行うこととの記載があります。また、現在では副

作用報告が減少してきていることから、今後とも情報収集に努めることにしたいと思います。 

  ３点目が猫の製剤フェロセル CVR ですが、猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染

症・猫汎白血球減少症混合生ワクチンでございます。 

  こちらにつきましては、前年度は９頭の報告、平成 19 年度は５頭の報告ということです

が、副作用報告に大きな変化は見られていないことから、昨年度同様今後とも情報収集に努

め、特に重篤な副作用発生の監視に努めることとしたいと思います。 

  ４ページをお開きください。一般医薬品関係です。こちらは２点ございました。１点目は

ネグホンですが、こちら主成分はトリクロルホンです。 

 死亡数については５件ございました。このうち、明らかに因果関係なしとされたものが２件、 

また、３件についても暑熱時や強制換羽による断餌の時期に噴霧されたことから、当該製剤

との因果関係は不明とされております。製造販売業者からは使用上の注意に従って使用する

ことを周知徹底させるとの報告がございましたので、今後とも情報収集に努めることといた

したいと思います。 

  ２点目がドミトール、塩酸メデトミジンです。 

  ６件死亡報告がございましたが、すべて手術時にケタミン等と併用されて使用された際に

発生した報告でございまして、本剤のみ投与した際の報告ではございませんでした。こちら

につきましても、今後とも情報収集に努めることとしたいと考えております。 

  続きまして、（３）抗菌物質製剤です。 

  まず１点目ですが、犬・猫用バイトリル 2.5％注射液、バイトリル 150 ㎎錠で、主成分エ

ンロフロキサシンのものでございます。 

  平成 19 年度は死亡数７件ございました。こちらにつきましては、これまでに副作用に関

する再考察、品質検査結果記録の再確認、使用上の注意の追記と対応案について報告書の提

出を求めておりまして、それを見ました限りでは現状では品質の問題、因果関係については

明確ではなく、その後平成 20 年度には全く類似する報告がないことから、現状での企業の

対応について確認中であると再評価調査会ではさせていただきました。 
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  ２点目、コンベニア注です。こちらの主成分はセフォベシンナトリウムです。 

 平成 19 年度におきましては６件死亡数がございました。６件のうち４件が適用外使用によ

るものでございまして、副作用報告が増加傾向にあることから、製造販売業者あての報告書

の提出を求めました。また、平成 20 年７月 31 日の再評価調査会において報告を行いまして、

適用外使用を宣伝手段としないよう製造販売業者へ指導するとともに、当所のホームページ

にも適用外使用に関する注意喚起を掲載し、使用者に対し情報提供を行っております。 

  ５ページ目をご覧ください。再評価調査会における結論ということで、そこに示させてい

ただきました。２点ございます。 

 （１）ですが、副作用情報の取り扱いというものがございます。こちらは平成 20 年２月７

日の再評価調査会及び平成 20 年２月 27 日の動物用医薬品等部会で了承されたものでござい

ますが、参考として次のページにこの情報の取り扱いについて示させていただきました。こ

ちらに従いまして緊急に対応を要すると判断したもの、例えばコンベニア注の件ですが、こ

れについては平成 20 年度に入ってからも継続した報告分とあわせ、既に現時点でとるべき

対応について再評価調査会に相談の上、対応済みでございます。 

 また、もう１件、バイトリル関係、エンロフロキサシン関係の製剤につきましては、平成

20 年度の副作用報告が現時点までないことから、再評価調査会への相談事項とはしており

ませんが、今後新たな報告があれば関連の製造販売業者に対しましてさらに意見照会を行い、

回答内容によって改めて再評価調査会へ相談を行いたいと考えております。 

 その他、緊急に対応すべき事案はなかったと考えられました。 

  ２点目ですが、今回は平成 19 年度のものを本日報告させていただきましたが、平成 20 年

度の副作用報告につきましては、今月いっぱいまでの発生事例を加えまして、次回の再評価

調査会で報告する予定でございます。また、今後は重篤な副作用の発現につきましては、副

作用情報の取り扱いにより動物用医薬品再評価調査会へ随時相談し、対応していくこととい

たしますが、定期的な報告につきましては 新の情報をお知らせしたいと思いますので、年

度明け第１回目の再評価調査会及び当部会にて報告したいと考えております。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいま御報告いただきましたが、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。 

 

  ②平成 19 年度回収に関する報告つにいて 

 

○赤堀部会長 続きまして、その他の②ですが、「平成 19 年度回収に関する報告について」、

事務局から御説明をお願いいたします。 
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○事務局 それでは、事前送付資料赤で書かれました資料番号 12 番をご覧ください。 

  １ページです。薬事法第 83 条第１項の規定により、読みかえて適用される第 77 条の４の

３の規定に基づき、平成 19 年度に回収に着手した旨の報告があった動物用医薬品等につい

て、同法第 77 条４の４第１項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に報告させていただき

ます。 

  １をご覧ください。 

○赤堀部会長 委員の先生方、皆さん目を通してきておりますので、できるだけ簡単にお願い

します。 

○事務局 わかりました。 

  平成 19 年度に回収着手の報告があった件数は８件で、その回収理由はこの表のとおりで

ございます。内訳としましては、医薬品が４、医薬部外品が１、医療機器が３で合計８とな

っております。 

  ２ページ目をご覧ください。主な事例です。 

 （１）は、多項目自動血球計数装置 pocH-100iV、同じく多項目自動血球計数装置 pocH-

100iV Diff で、ともにシスメックス株式会社が製造販売業者となっております。 

 回収の理由としましては、当該機器の電子基盤に使用されている部品のばらつきがあり、赤

血球、ヘマトクリット値、血小板の測定値が実際よりも低くなることが判明したため、貧血

の診断に誤った測定値を用いて診断される可能性が否定できないということで、回収の報告

がありました。 

 （２）をご覧ください。ダンプロンで、理研畜産化薬株式会社が製造販売業者となっており

ます。 

 回収の理由としましては、ラベルの誤植が「動脈内注」とあり、正しくは「静脈内注」とい

うことで、ラベルのとおりに製品を使用した場合、動物に副作用が起こると考えられたため、

回収をする旨報告がありました。 

  ３ページ目の（３）をご覧ください。ネオトルラー80 です。これは文永堂製薬株式会社

が製造販売業者となっております。 

  回収の理由としましては、当該製品に含まれます炭酸カルシウム及び塩化カルニチンの含

量過多により規格を外れていたため、まず回収対象となりました。副作用としましても、記

載されますとおり、過量投与によって悪心・嘔吐・腹部の痙攣・唾液分泌・徐脈・気管支痙

攣・下痢等の副作用の発生が否定できないということで回収としております。 

 （４）ですが、トリオネットです。これはデラバル株式会社が製造販売に当たる業をしてい

た業者になります。 

  回収の理由としましては、当該製品は塩化ジデシルジメチルアンモニウムを配合しており、

使用方法から動物用医薬品等に該当しますが、承認をとっていない無承認の医薬品であった

ために、動物に使用した場合の影響とその有効性・安全性が不明であり、なおかつ、承認を
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受けていないことから回収を行っ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。 

  委員の先生方から、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、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。 

○赤堀部会長 それでは、予定しておりました議事が終了いたしましたが、委員の先生方から

何かございますでしょうか。 

  委員の先生方は特にないようですが、事務局の方で何かございますか。 

  アンケートの件があるんじゃないんでしょうか。お願いします。 

○事務局 済みません、先生方に事務局から御提案というかお願いということで、お手元に

「アンケートの実施について」という４～５枚ほど紙を配らせていただいております。私ど

も動物医薬品検査所は、一昨年の４月より動物用医薬品の技術的承認審査の業務、それから、

この部会、あるいは各調査会の開催の事務を本省の畜水産安全管理課の方から移管を受けて

実施をしてきたところでございます。 

  試行錯誤の点、あるいは慣れないところがございまして、先生方には大変御迷惑をおかけ

したことが多いかと思います。ちょうど今期の部会が終わりますと、丸２年実施をしたとい

うことでございますので、今後ともますます業務を効率的かつ先生方のお役に立ちますよう

に運営をしてまいりたいと思いますので、先生方の忌憚のない御意見をいただきたいと思い

ましてアンケートを実施させていただければと思っております。 

  あわせて、冒頭所長から御挨拶申し上げました事故米等の問題を受けまして、私ども今農

水省改革にも取り組んでおります。当所としてもいろいろな改革に取り組んでおりますので、

そういったことに関連しても先生方の御意見をいただきまして、今後とも業務の改善に、あ

るいは改革の推進に役立てたいと思っておりますので、大変お忙しいところ恐縮でございま

すが、御協力をお願いいたしたいと思っております。 

  一応お配りしております３枚ほどのアンケート用紙がございますので、これにお答えをい

ただきたいと思っておりますが、この場ではすぐというわけにはなかなかいかないと思いま

す。また、郵送等では御面倒をおかけするかと思いますので、後ほど担当の方から電子メー

ルでこれをお送りさせていただきますので、お彼岸ぐらいを目途にメールで返送していただ

ければと思います。メールが御使用できない場合であれば FAX で結構でございますので、御

返送をいただければと思っております。後ほど送らせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  なお、アンケートですから、余り記名ということではない方がという御意見もあろうかと

思いますが、いろいろいただきました御指導なり御助言を、具体的に私ども実際の取り組み

に生かしていきたいと思いますので、詳しいお話を伺えますように記名式とさせていただい



                    - 55 - 

ております。大変申し訳ございませんが、御協力いただければと思います。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  事務局から部会開催事務に関連するアンケートをとりたいということですが、何か先生方

から御意見ございますでしょうか。 

  特にないようですので、それでは、アンケートを実施するということで御了解いただいた

ことといたしますので、先生方よろしくお願いいたします。 

○事務局 お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。 

○赤堀部会長 他に何かございますでしょうか。 

  事務局は何かありますか。 

○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、以上で本日の議事はすべて終了いたしましたが、次回の開催日を決めておきた

いと思います。事務局から、カレンダーにあらかじめ先生方の予定をお伺いしておりますが、

整理されておりますでしょうか。 

○事務局 はい。それでは、その結果について報告させていただきます。 

  事前の御連絡をいただきまして、どうもありがとうございました。委員の先生方から御連

絡いただいた結果をまとめましたところ、部会長の出席が可能であり も多くの委員が出席

可能な日としまして、平成 21 年６月 29 日月曜日の午後の開催とさせていただきたいと考え

ております。いかかでございましょうか。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。都合の悪い先生、いい先生もおられると思うのです

が、一応多数の方が御出席できるということで、６月 29 日月曜日ということにさせていた

だきたいと思います。 

○事務局 よろしくお願いいたします。 

 

５．閉    会 

 

○赤堀部会長 それでは、本日は長時間にわたりまして御審議いただきましてありがとうござ

いました。厚く御礼申し上げます。 

  どうもありがとうございました。 


