
 

平成２１年６月２９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       ○明石 博臣        ◎赤堀 文昭 

             井上  達          小川 和夫 

             合田 幸広         下田  実 

             田村  豊          寺脇 康文 

             福安 嗣昭         村上 洋介 

             山口 惠三         吉川 泰弘 

             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 

             丹菊 直子：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セルミューンＮ（財団法人 化学及血清療法研究所）……………………… ４ 

    ②ピュアバックス ＲＣＰ（メリアル・ジャパン株式会社） ………………… ８ 

  ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞  

   ③ドラクシン（ファイザー株式会社）……………………………………………… 12 

 （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 ……………… 20 

   ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

 （３）動物用抗生物質医薬品基準の一部改正について ……………………………… 21 

    ツラスロマイシン 

 （４）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＞ 

    ④スレントロール（ファイザー株式会社）……………………………………… 22 

   ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

    ⑤マリンディップ（シェリング・プラウ アニマルヘルス株式会社）……… 24 

 （５）動物用生物学的製剤基準の一部改正について ………………………………… 31 

   ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

 Ⅱ）報告事項 

 （１）動物用医薬品の承認事項変更承認の可否について 

   ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

   ①コンベニア注（ファイザー株式会社）…………………………………………… 37 

 （２）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＞………………………………………………… 38 

   ①ベンジルペニシリンプロカイン 

 



 

 （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＞ ……………………………………………………… 40 

   ①ポセイドン「レンサ球菌」（株式会社 科学飼料研究所） 

   ②Ｍバック レンサ□注 （松研薬品工業株式会社） 

   ③マリンジェンナー レンサ１（バイオ科学株式会社） 

  ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ ………………………………………………… 42 

   ④フェロバックス５（共立製薬株式会社） 

   ⑤オイルバックスＮＢ2ＧＲ（財団法人 化学及血清療法研究所） 

   ⑥バソトップ錠 1.25（株式会社インターベット） 

    バソトップ錠 2.5（     〃     ） 

 （４）動物用医薬品の諮問・承認状況について ……………………………………… 44 

 （５）その他（猫由来培養細胞を製造に用いた猫用生ワクチンについて（経過報告）） …… 45 

 Ⅲ）その他 

   ①平成 20 年度副作用報告について ………………………………………………… 48 

   ②部会開催事務に関するアンケート結果について ……………………………… 50 

   ③その他 ……………………………………………………………………………… 52 

５．閉   会 ……………………………………………………………………………… 54 

 



 

 - 1 - 

 

 

１．開    会 

 

○赤堀部会長 それでは、定刻より少し早いのですが、出席予定の先生方全員おそろいですの

で、動物用医薬品等部会を開催させていただきたいと思います。 

  本日は、熊谷委員、中川委員、廣野委員、前田委員及び山田委員から御欠席との連絡をい

ただいております。したがいまして、出席委員数が 13 名となっており、定足数に達してお

りますので、本部会が成立することを御報告したいと思います。 

 

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御挨拶いただきたいと思います。 

○動物医薬品検査所長 本日は、梅雨の谷間ということですけれども、お暑い中、お忙しい中、

来ていただきましてありがとうございます。 

  ３月にこちらに来られたときお気づきかと思いますが、現在、動物医薬品検査所は周りを

工事しております。建物も北区の西ヶ原から移転して 50 年たったということで、庁舎の補

修もしなければいけないし、また、移設に向けた新しい準備もしているということで、しば

らくの間工事が続きますので、皆様方には御不自由をおかけすることもあろうかと思います

けれども、御注意願います。 

  また、 近の動物衛生の状況ということで、前回のときも鳥インフルエンザのお話をしま

して、まだ防疫体制は始まったばかりということでしたけれども、幸い豊橋市の周辺に限局

されたということで、５月 11 日に愛知県では終息宣言がなされています。その３カ月後、

何もなければ清浄化ということで、また日本は清浄国に復帰するような状況かと思っており

ます。まだこれからしばらくかかるかもしれませんけれども、注目していかなければならな

いと思います。 

  また、その後で、今度は人の方ですけれども、新型のインフルエンザＨ１Ｎ１がアメリカ

地域を発信地として世界に広がっているということで、日本にも影響がありました。幸い毒

性が比較的弱く、準備期間が少しあるのかなということで、私たち人獣共通感染症に携わっ

ている立場としても、今ワクチンの製造とかいろいろな形で、動物全体も含めて対応を幅広

く考えていかなければいけないと認識しております。 

  また、動物検疫所ですが、６月の初めに新しい施設ということで、中部空港の方にインフ

ルエンザの診断できるようなバイオセーフティーレベル３の施設をつくって、10 月から新し

い検査センターということで組織も変わるような形で動く状況になっております。アジア地

域のインフルエンザ、鳥インフルエンザの撲滅というＯＩＥ等を含めた日本と各国との協力

の中で、鳥インフルエンザの診断に供する施設が日本にできたということで、動物検疫の方
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も国内の水際だけではなくて、国際的な対応に直接タッチできる。また、それが国内の防疫

にも資するという新しい動きになっております。 

  動物薬事についても、この６月から、新しい改正薬事法に基づく販売業制度ということが

スタートしております。動物用医薬品については、特殊な形で特例販売業のものも引き続き

存在するような状況になっておりますが、いずれにしても、きちっとした販売制度を構築し

て推進していかなければいけないと思っております。 

  動物医薬品検査所の業務にかかわるところですが、３月に御審議していただいたいろいろ

なシードロット製剤の承認後の手続ということで、予定では、７月１日付で官報に告示され

て、シードロット製剤というものが世の中に出て行く状況になっております。そこの中では

動物用のワクチン、シードロット製剤化された一部のものについては、法定伝染病のワクチ

ン、あるいは狂犬病のような国家防疫上重要なワクチンは引き続き検定をしますが、それ以

外のワクチンでシードロット化されたものについては、検定しない仕組みがスタートすると

いうことで、まさに日本の検定制度も大きな節目に差し掛かったと感じております。 

  その一方で、動物薬事に係る動物医薬品検査所の業務、品質確保、標準品の確保、いろい

ろな形で業務として増えておりますので、そちらにも十分対応するようなこれからの体制づ

くりも考えていかなければいけないと思っております。 

  以上、いろいろな形で動物薬事を含めて動いていることを御承知おき願いたいと思います。 

  さて、きょうの審議ということで、新医薬品について５製剤ございます。そこの中にも新

しいものとして、動物用の組換えの生ワクチンということで、今までこういうタイプのもの

は動物用医薬品の分野にはなかったのですけれども、きちっと御審議していただいて、新し

いものを供給していくという時期になっております。それ以外にも、製剤基準の改正という

ことで、引き続きシードロット化されるワクチンに対する対応、抗菌性物質製剤の使用基準、

あるいは抗生物質医薬品基準の改正等幾つかございます。報告もございますので、引き続き

よろしく御審議、御検討願いたいと思います。よろしくお願いします。 

  以上で挨拶とさせていただきます。 

○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 

 

○赤堀部会長 それでは、事務局から配布資料の確認と、続いて薬事分科会審議参加規程に係

る申請資料の作成関与者と利益相反に関する報告をお願いいたします。 

○事務局 配布資料の確認に先立ちまして、事務局から１点だけ御紹介させていただきたいと

思います。 

○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。 

  本日、机上に配布しました配布資料一覧をもとに御説明いたします。 

  まず当日配布資料ですが、右肩の黒い№12 から 19 までございます。№12 が動物用医薬品
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の使用の規定に関する省令の一部改正について、№13 で動物用抗生物質医薬品基準の一部改

正について、№14 が横長の紙ですが、動物用医薬品の諮問・承認状況でございます。№15

として、猫由来培養細胞を製造に用いた猫用生ワクチンについてという資料がございます。

№16 として、欠席された委員から提出された意見をクリップしたものでございます。№18

は本日の議事次第と次回の日程調整用のカレンダー、それから、先生方の御出欠の状況等を

取りまとめております。№19 は、人体薬として承認されている製剤の取り扱いについて、横

長の紙がございます。さらにその下ですが、番号が打ってありませんが、№７の動物用医薬

品の再評価についてという事前に送付した資料の差し替えが１枚ございます。 

  事前に送付した資料ですが、配布資料一覧の下半分に書いておりますが、資料番号赤で№

１から№11 までございます。 

  配布資料については以上でございますが、もし不足等ございましたら、お知らせいただけ

れば御用意いたしますが、いかがでしょうか。 

○赤堀部会長 委員の先生方、書類はおそろいでしょうか。 

  皆さん、お持ちのようです。 

○事務局 ありがとうございます。 

  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改正等により

影響を受ける企業について御説明させていただきます。資料番号は、当日配布資料の 17 番

でございます。 

  まず１ページ目をご覧ください。審議品目の１番目、セルミューンＮでございます。申請

者名は財団法人 化学及血清療法研究所です。競合品目として、中段の表にある３品目が挙

げられております。競合品目を選定した理由ですが、本品目は鶏のマレック病及びニューカ

ッスル病に対する生ワクチンについて、売上高の高い順に４品目を選定したということにな

っております。 

  ２ページ目をご覧ください。審議品目の２つ目、ピュアバックスＲＣＰ、申請者はメリア

ル･ジャパン株式会社です。競合品目として、フェロバックス３、フェロセルＣＶＲ、パナゲ

ンＦＶＲＣ－Ｐの３品目が選定されております。選定した理由ですが、主成分と効能及び効

果等が同様なものの中から、売上高の多い品目を選定したということです。 

  ３ページ目をご覧ください。審議品目の３品目め、ドラクシンでございます。申請者はフ

ァイザー株式会社となります。競合品目ですが、バイトリルの注射液、ビクタス、メイビッ

クスの注射液が選定されております。競合品目を選定した理由ですが、同種同効品で、また

本剤と同じく２次選択薬として製造販売承認を取得しており、市場におけるシェアに基づい

て選定したということです。 

  ４ページ目をご覧ください。審議品目の４番目、スレントロールでございます。申請者は

ファイザー株式会社です。こちらについては競合品目は該当なしとなっておりまして、その

理由は、効能及び効果、薬理作用等々から、本剤に競合する品目は存在しないと考えるため、

ということでございます。 
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  続きまして、５品目め、マリンディップでございます。申請者はシェリング・プラウ ア

ニマルヘルス株式会社となっております。競合品目として、マリンサワーＳＰ30 が選定され

ております。選定した理由ですが、本剤と同じ効能、「ふぐ目魚類の外部寄生虫の駆除」を効

能とするものでございます。 

  ６ページ目でございます。本日、審議いただきます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を挙げております。これらはいずれも、改正の対象となる製剤

の製造販売承認を所有している者ということで選定してございます。 

  競合品目については、以上です。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいま事務局から説明いただきましたけれども、委員の先生方の中で何か御質問等ござ

いますか。よろしいでしょうか。 

  それでは、競合品目、競合企業について御了解いただいたことといたします。 

  それでは、これに基づいて、委員から申請の申し出があった状況について事務局から御説

明をお願いします。 

○事務局 事前に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について御

報告します。 

  本日の審議事項（1）の③ドラクシン及び④のスレントロールについては、山口委員は大

変申し訳ございませんが、議決に参加いただけないので御報告申し上げます。他に審議に参

加できない、あるいは議決に加われない委員はいらっしゃいませんでした。 

  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。 

  ただいま御報告いただきましたように、山口委員については、御審議には加われるけれど

も、決議のときには少し椅子を引いていただいて、加われないということで御了解いただい

たということになります。 

 

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 セルミューンＮ（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）番ですが、動物用医薬品の製造販売承認等の可否並びに再審査期間及び毒劇

薬の指定について、動物用生物学的製剤調査会関係で、①の「セルミューンＮ」の製造販売

承認の可否及び再審査期間についてです。 
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  これについては、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しま

す。 

○明石委員 それでは、御説明いたします。 

 セルミューンＮは、財団法人 化学及血清療法研究所から製造承認申請された、ニューカッ

スル病ウイルス由来Ｆ蛋白遺伝子導入マレック病ウイルス１型 207 株を有効成分とする鶏用

の生ワクチンです。 

  本製剤は、平成 17 年７月８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

調査審議を終了しましたが、生きた遺伝子組換えウイルスを野外で使用するところから、本

部会への上程は、「生物多様性影響評価について学識経験者に意見を聴いた後とする。」とい

う旨の条件が付されておりました。今般、その結論を得て、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。 

  詳細については、事務局から説明があります。 

○赤堀部会長 事務局、お願いします。 

○事務局 それでは、事前にお送りしました資料番号赤の№１番を御用意ください。 

  まず 初に、審議経過票がありますので、そちらをご覧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があったセルミューンＮ、マレック病

ウイルス１型、この遺伝子の中にニューカッスル病ウイルスの感染防御抗原であるＦ蛋白の

遺伝子を発現カセットとして組み込んだ、我が国初の鶏用の遺伝子組換え生ワクチンでござ

います。 

 「資料概要」と書いてあるタグをめくっていただいて、概－３ページをご覧ください。起源

又は開発の経緯の資料でございます。本ワクチン開発の目的としては、ニューカッスル病の

ワクチンについては、現行の生ワクチンが移行抗体の影響を受けることから、不活化ワクチ

ンを追加注射するということで、約 80 日齢までに２～５回の繰り返し免疫を受けていると

いう実態がございます。 

 そのため、初生時に一度接種することで、生涯ニューカッスルに対する免疫を持続するワク

チン開発を目指して、持続感染するマレック病ウイルスＭDV１を宿主ウイルスとした遺伝子

組換え生ワクチンを作出しております。 

  また、この宿主にマレック病ウイルスを使っているということで、同時にマレック病の免

疫が付与できるということから、さらなるワクチンの省力化が図れるというものでございま

す。 

  次に概－５ページをご覧ください。本ワクチン株の宿主ウイルスには、マレック病のワク

チン株として広く使用されている、弱毒のマレック病ウイルス１型 CVI988 株をもとに作出

された CVI988 ○○○を使用しています。この宿主ウイルスの遺伝子に、概－６ページから

９ページに示しているような方法で、弱毒のニューカッスル病ウイルスであるＤ26 株のＦ蛋

白遺伝子カセットを挿入して、ニューカッスル病由来Ｆ蛋白遺伝子導入マレック病１型ウイ

ルス 207 株を作出しております。 
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  このような遺伝子組換え生ワクチンは、我が国で初めてということで、新有効成分含有動

物用医薬品として本日御審議いただくものでございます。 

  次に概－10 ページをご覧ください。組換えウイルスの性状についてです。この組換えのウ

イルスですが、増殖については 10 ページの表３にあるように増殖温度、あるいは 11 ページ

の図８にあるように増殖の速度、こちらについては親株である CVI988Ｃ17 株と同等という

成績を得ております。 

  概－12 ページから 14 ページにあるように、挿入したニューカッスルの遺伝子を発現する

Ｆ蛋白が継代により変化しないということから、挿入された遺伝子についての安定性も確認

されております。 

  次に概－15 ページをご覧ください。体内分布についてですが、表５、次ページの表６にあ

るように４週齢まで気管でのウイルス分離率において、親株ではウイルス分離が見られるが

組換えのウイルスでは分離されないという差はありますが、その他の臓器においては親株と

体内分布に差はないという結果です。 

  次に概－17 ページです。本組換えウイルスの排泄の有無ですが、表７にあるように、糞便

からのウイルスについては分離されていないという結果になっています。 

  また、通常、マレック病ウイルスについては、フケから排泄されて感染が広がっていきま

すが、本組換えウイルスについては、概－18 ページの表８に示すように、接種後２から６週

まではＰＣＲによってウイルスの遺伝子が検出されますが、フケからウイルスは分離されな

いという結果になっています。 

  そのため、次の概－19 ページからあるように同居感染も起こらないという成績になってい

ます。 

  概－21 ページをお願いします。表 13 ですが、当該組換え生ワクチン接種由来の卵、ある

いは鶏胚、ひなからウイルスの DNA、あるいはウイルス検出を行いましたが、これらから

検出されなかったことから、垂直感染も否定されております。 

  次に概－22 ページから、例えば「強制換羽」を想定した給餌・給水制限のストレス、それ

から、概－24 ページからございますように高温によるストレス、このようなストレス負荷を

かけた試験を行った場合も、フケからのウイルスの排泄は起こらないということが確認され

ております。 

  次に概－34 ページをお願いします。組換えウイルスの自然界における生存性です。本組換

えウイルスについては、水、糞便、あるいは概－35 ページにございますが、血餅の中でどれ

ぐらい生存するかを確認しております。いずれにおいても速やかに活性を失うことから、自

然界における生存能力は極めて低く、仮に野外に移動したとしても速やかに死滅すると考え

られております。 

  次に概－40 ページ、安全性試験です。安全性試験については、本ワクチンの１用量分、100

用量分をＳＰＦの鶏初生ひなに皮下投与するという方法を行っております。成績ですが、表

34 にある一般状態、概－41 ページの表 35 の体重、表 36 の血清学的性状、表 37 の剖検、
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概－42 ページの表 38 の相対臓器の重量については、異常は認められなかったとされており

ます。 

  また、概－43 の表 39 は病理組織学的な検査になっていますが、これらの成績についても、

既承認のマレック生ワクチンと同等の所見であるということで、本ワクチンの１用量あるい

は 100 用量の安全性が確認されたということになっております。 

  次に概－48 ページをお願いします。薬理試験ですが、 小有効量の検討をしております。

マレック病に対する 小有効ウイルス量については、表 40 にあるように○PFU 以上で 80％

以上の発症防御率を示したことから、マレック病に対する 小有効ウイルス量は１羽当たり

○PFU。 

  次に、49 ページにニューカッスルがありますが､ニューカッスル病について、表 41 にある

ように、80％以上の防御レベルを持つ抗Ｆ蛋白抗体を有しているのが○PFU 以上であったと

いうことで、 小有効量ウイルス量は PFU とされております。 

  次に、免疫出現時期が概－50 ページにございます。マレック病に対する 80％以上の防御

効果がある免疫出現時期については、50 ページの表 42 にあるように免疫後○○○○○の間、

ニューカッスル病については次の 51 ページの表 43 ですが、免疫後○○。また、免疫に必要

なニューカッスル病ウイルスのＦ蛋白の ELISA の吸光度率については、図 20、概－52 ペー

ジの表 44 にあるように 80.0 未満とされております。 

  次に概－53 をお願いします。免疫持続期間ですが、表 45 にあるように、接種２年後にお

いてもニューカッスル病ウイルスのＦ蛋白に対する抗体、それから、マレック病１型に対す

る抗体が検出され、２年後においても１羽を除いたすべての鶏からこのウイルスが分離され

たことから、本ワクチンによる免疫は接種後２年、つまり採卵鶏の飼養年限は持続すること

が確認されております。 

  また、54 ページからあるように、マレック病、ニューカッスル病それぞれの移行抗体の存

在下においても有効性を示すことが確認されています。 

  概－56 ページの図 23 にありますが、本ワクチンとニューカッスルの生ワクチンを併用し

た場合においては、ニューカッスルに対する有効性の効果は、より良好な免疫状態が付与さ

れることが確認されています。 

  次に概―57 ページをお願いします。臨床試験です。臨床試験については、限定的開放系利

用でございまして、接種された鶏の脱走防止等の措置を図って試験を実施しています。表 48

のとおり、試験群は初生ひなに１回組換え生ワクチンを接種した群、対照群には初生にマレ

ック病の生ワクチン、その後２～40 週にニューカッスル病ウイルスを含有した不活化ワクチ

ンを投与するような群になっています。 

  マレック病に対する有効性の成績が概－58 ページの図 24 にあります。ニューカッスル病

に対する有効性の成績が概－59 ページの図の 25 にあります。両ウイルスとも、肉用鶏では

○○まで、採卵鶏では投与後○○まで抗体が持続していたことが確認されたことから、有効

性があるとなっております。 
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  安全性については、概－60 ページからございますが、臨床症状、投与局所及び体重につい

ては異常は認められませんでした。育成率については、図 26 にあるように試験群と対照群

において有意差は認められないということでございました。 

  産卵率と産卵開始時期については、概－61 ページの図 27 と 28 にありますが、本ワクチ

ンは産卵率及び産卵開始時期に影響しないことが確認されております。 

  概－62 ページですが、今回のものが遺伝子組換えの生ワクチンであることから、周辺環境

への影響について見ております。これについては、本ウイルスは排泄がないので、環境中へ

の影響も見られないとされております。 

  初の審議経過票に戻っていただきたいと思います。本剤については、用法・用量は凍結

ワクチンを溶解用液に懸濁し、鶏初生ひなの頚部皮下に１羽分 0.2mL を１回接種となってお

ります。効能効果は、鶏のマレック病及びニューカッスル病の予防となっております。 

  本剤については、平成 17 年７月８日の動物用生物学的製剤調査会において御審議いただ

いておりまして、部会への上程については、遺伝子組換え生物の使用等の規制による生物多

様性の確保に関する法律、いわゆるカルタヘナ法ですが、これに基づき生物多様性影響評価

について学識経験者の意見を聞いた後、上程するということにされておりました。 

  これにつきまして、遺伝子組換え利用の動物用医薬品については、同じく薬事・食品衛生

審議会の薬事分科会にある生物由来技術部会、その下にある動物用組換え DNA 技術応用医

薬品調査会でカルタヘナ法の部分について検討いただくことになっております。その検討の

結果、本年の６月９日に遺伝子組換え生ワクチンについてのカルタヘナ法に基づく第一種使

用規程が承認されたということで、本日上程されるものでございます。 

  説明については以上でございます。御審議のほど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、ただいま事務局から御説明いただきましたが、委員の先生方で御質問、御意見

等ございますか。いかがでしょうか。 

  特に御発言がないようですので、御承認いただいたこととさせていただきます。 

○事務局 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、再審査期間に

ついては、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間とさせていただきます。ありが

とうございました。 

 

  ② ピュアバックス ＲＣＰ（メリアル・ジャパン株式会社） 

 

○赤堀部会長 それでは、続きまして同じく動物用生物学的製剤調査会関係ですが、②の「ピ

ュアバックス ＲＣＰ」についてです。これも明石委員の方からお願いします。 

○明石委員 ピュアバックスＲＣＰは、メリアル･ジャパン株式会社から製造販売承認申請され

ました弱毒猫ウイルス性鼻気管炎ウイルスＦ２株、不活化猫カリシウイルスＧ１株及び 431

株、弱毒猫汎白血球減少症ウイルス PLIⅣ株を有効成分とする猫用の混合ワクチンでありま
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す。 

  本製剤は、平成 21 年５月８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、新動物用配合

剤ということで６年となります。詳細については事務局から説明があります。 

○赤堀部会長 事務局、お願いします。 

○事務局 それでは、事前にお送りしました資料番号赤の２番の資料を御用意ください。本製

剤は、メリアル･ジャパン株式会社から製造販売承認申請されましたピュアバックスＲＣＰで

ございます。 

  「申請書」と書かれている青色のタグを開いていただきまして、申請書の３ページをお開

きください。５番の成分及び分量欄にあるように、本製剤は、猫腎（CRFK）細胞培養弱毒

猫ウイルス性鼻気管炎ウイルスＦ２株、猫腎（CRFK）細胞培養不活化猫カリシウイルスＧ

１株及び 431 株、猫腎（IRC５）細胞培養弱毒猫汎白血球減少症ウイルス PLIⅣ株を主剤と

する猫用の混合ワクチンです。 

 以下、猫ウイルス性鼻気管炎ウイルスを FHV、猫カリシウイルスを FCV、猫汎白血球減少

症ウイルスを FPLV と省略して説明させていただきます。 

  これら３種類のウイルスを含有する製剤は、各社が製造販売承認を取得しておりますが、

FHV 及び FPLV が生、FCV が不活化という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御審議をお願いいたします。 

  申請書９ページにあるように、用法・用量は、乾燥ワクチン１本当たり、添付の溶解用液

１本（１mL）で溶解し、８週齢以上の猫の皮下に３～４週間隔で２回注射するとなってお

ります。また、効能・効果は、猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス感染症及び猫汎白

血球減少症の予防となっております。 

  それでは、詳細については概要を用いて御説明いたします。 

  まず資料番号１番、起源又は開発の経緯ですが、「添付資料の概要」というオレンジのタグ

を開いていただいて、概要 1-1 ページをご覧ください。こちらの上部に記載がありますが、

FHV、FCV、FPLV は猫に発生が認められるウイルス性疾患のうち、頻繁に発生が認められ

る疾病であり、これらの３種類の抗原を含むワクチンは、猫におけるコアワクチンと位置づ

けられております。 

  概要 1-6 ページから 1-36 ページまでが横向きの表になりますが、本製剤と既承認製剤との

比較表になります。本製剤はアジュバントを含まないこと。２株の FCV 株を含有すること。

FCV が不活化であることから、概要 1-37 ページに記載がありますが、接種局所に対する刺

激が穏やかであること、FCV においてより広い抗原域をカバーできること、FCV の抗原変

異の防止が可能であることを本製剤の特徴として申請されております。 

  1-44 ページをお願いします。本製剤の外国における承認状況ですが、28 カ国で承認され

ております。 

  続きまして、物理的・化学的試験に関する資料です。概要 2-2 ページから 2-5 ページにか
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けて製造用株の作出過程を示しています。いずれのウイルス株も野外分離株を出発材料とし

て、培養細胞を用いて継代することで樹立されております。 

  2-6 ページからの 2.1.2 の資料では、各製造用株の抗原性、免疫原性を示しております。こ

のうち、申請者が本製剤の特徴として挙げている FCV を２株含有することに関する試験成

績については、2-14 ページをご覧ください。中ほどの図８にあるように、FCV２株を混合す

ることにより、各株の単独投与時よりも、ヘテロのウイルスによる攻撃後の臨床スコアが低

いという成績が得られています。 

  次に、生ワクチン成分の病原性復帰に関しては、2-37 ページに病原性復帰試験の総括が記

載されております。FHV のＦ２株については､接種後のウイルス排泄が認められず、または

FPLV の PLIⅣ株については、同居感染の可能性は推察されるものの、病原性復帰を示唆す

るような所見は得られなかったため、両株について病原性復帰は起こらないと考察しており

ます。 

  資料番号５番、安定性試験ですが、現在、本資料に添付されている試験成績を根拠として、

申請書の有効期間は製造後１年間となっております。 

  続きまして、資料番号９番、安全性試験になります。本剤の安全性試験については、概要

2-9 ページに示す材料及び試験方法に従って、８～11 週齢の SPF の猫の皮下に計３回の投与

を行い、１用量投与群、10 用量投与群、対照群の各３頭について、一般臨床観察、投与部位

の観察、体重測定、体温測定、血液学的検査、血液生化学的検査、剖検､臓器重量の測定、病

理組織学的検査が実施されております。 

  9-16 ページに結論がありますが、ワクチンを接種された動物の正常な反応と考えられる投

与部位におけるリンパ球の浸潤巣が認められたこと、それ以外はワクチン投与に起因すると

考えられる反応は認められなかったことから、本剤の安全性が確認されたとしております。 

 続きまして、薬効・薬理についての成績ですが、本剤の各有効成分に関する有効抗原量及び

免疫持続の試験についての総括が 10-63 ページから記載されております。まず FHV につい

てですが、10－63 ページに記載があるように、試験に用いた強毒 FHV に対して、 小防御

ウイルス量は○○○○○○○であると考えられ、免疫は 16 カ月間持続するという成績が得

られております。 

  次に、10-64 ページは FCV に対する成績です。中段の（2）に成績が示されておりますが、

FCV の日本分離株に対する防御には、本剤の 小規格値以下である○○○○○○○○の抗原

量であっても有効であることが確認されております。また、免疫は２回目接種後 13 カ月持

続することが確認されております。 

  FPLV に関する成績は、10-65 ページに示されております。本剤の 小規格値以下である

○○○○○○の抗原量であっても有効であることが確認され、17 カ月の免疫持続が確認され

ております。 

  後に、資料番号 14、臨床試験でございます。14-1 ページの表に記載の動物病院におい

て約８～14 週齢の猫 119 頭を用いた臨床試験が実施されました。 
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  供試動物の選定条件は、14-2 ページの上部に記載のとおりです。 

  次の 14-3 ページに記載がございますが、本臨床試験における対象薬として、FHV、FCV、

FPLV を含む３種混合生ワクチンである既承認製剤○○○○○○○が使用されております。 

  安全性についてですが、試験の結果、14-10 ページの表にあるように、ワクチン接種後に

おいて低率ながら疼痛や腫脹の症状が認められましたが、局所反応の合計発現数に試験群と

対照群で有意差は認められませんでした。 

  また、臨床症状についても、14-11 ページの表にあるように、両群とも数頭の猫に何らか

の臨床症状が認められましたが、群間の臨床症状発現数に有意差はなく、また、14-12 ペー

ジの表にあるように両群とも体重は同様に推移しました。 

  次に有効性についてですが、対象疾病の発生が認められなかったため、抗体価を用いて評

価を行っております。14-14 ページの表には、接種前の抗体価で分けた場合の各有効成分の

有効率が示されております。いずれも試験群の有効率は対照群と同等で、有意差はありませ

んでした。 

  14-15 ページの３つの表には、各成分に対する抗体価が幾何平均で示されております。い

ずれも両群に有意差は認められませんでした。 

  以上のことから、本剤の野外における有効性及び安全性が確認されております。 

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

で、そちらをご覧ください。審議経過票の７の欄に示すように、本申請については、平成 21

年５月８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、使用上の注意の記載内

容を変更条件と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年とするとされております。 

  以上でございます。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。 

  これは欠席委員の先生方からコメントがございましたでしょうか。 

○事務局 本剤については、本日御欠席の中川委員より御意見をいただいております。当日配

布資料の黒の№16 番でございます。 

  ２ページ目に、中川委員からの御意見がございます。内容については、用法及び用量で皮

下接種を明示していることから、使用上の注意のＰ４というのは、経過票の４ページ目とい

う意味ですが、使用上の注意の適用上の注意の（5）番の「注射部位を厳守すること。」の記

載は、静脈内投与、筋肉内投与、皮下投与等の注射法は部位ではなく、投与法であることか

ら、（5）の「注射部位を厳守すること。」というのは、注射方法を厳守することではないの

か。これを受けて、５ページ目の（12）番にある反復投与による線維肉腫の発生率の報告と

いう部分の文言との整合性があるのではないかという御意見でございます。 

  また、このワクチンについては猫用ワクチンということが明記されているので、猫以外の

動物を対象としていないため、適用上の注意の４ページ目の一番下の（11）の「猫において」

という表現、あるいは５ページ目の（12）の 初のところの「猫において」ということで、
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この「猫において」の断り書きは不要な文言であるので、削除すべきであるという御意見を

いただいております。 

  こちらの記載については、以前、猫の不活化ワクチンによる線維肉腫の発生が危惧される

ということが部会で問題となったことから、「使用上の注意」の記載に追加した内容となって

おります。また、この内容については、農林水産省から出している「使用上の注意の記載例」

にも収載されておりまして、このワクチンだけではなくて、猫の不活化ワクチン、あるいは

不活化ワクチンが含まれている製剤、これもそうですが、それらの全般の「使用上の注意」

に記載されている内容となっております。 

  したがいまして、今回いただいた御意見については、この製剤にとどまらずに、猫の不活

化ワクチン全般に係る「使用上の注意」に反映すべき内容ということを考えます。現在、動

物医薬品検査所において、「使用上の注意」の記載について見直す作業を進めているところで

ございますので、こちらの検討の中で、この御意見も踏まえて検討していきたいと考えてお

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。 

  中川委員の御意見に対しては、全体の見直しの中で対応していきたいということでよろし

いわけですね。ということで、御了解いただけますでしょうか。 

  ありがとうございました。 

 そのほか、委員の先生方から、御質問、御意見等ございますか。 

  特に御発言がないようですので、それではこの件に関しても御承認いただいたということ

とさせていただきたいと思います。 

○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

間は新動物用配合剤ということで６年間といたします。ありがとうございました。 

 

  ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

  ③ ドラクシン（ファイザー株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、審議事項③になりますが、動物用抗菌性物質製剤調査関係で「ド

ラクシン」でございます。これ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、この審議は動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

も含まれるので、（4）の動物用抗生物質医薬品基準の一部改正についても一括して御審議を

お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

  それでは、冒頭に事務局から報告がありましたように、山口委員には当該製剤に関連する

議決には参加できませんので、よろしくお願いします。 

  それでは、抗菌性物質製剤調査会座長の山口先生のほうから概要の説明をお願いします。 

○山口委員 それでは、審議事項の③ドラクシンについて御審議いただきたいと思います。 
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  ドラクシンは、ファイザー株式会社から製造販売承認申請された半合成マクロライド系抗

生物質であるツラスロマイシンを有効成分とし、アクチノバチルスプルロニューモニエ、パ

スツレラムルトシダ及びマイコプラズマハイオニューモニエを有効菌腫とする豚の細菌性肺

炎を効能とするものです。 

  本製剤は、平成 20 年７月 22 日、10 月８日、平成 21 年２月５日及び４月 15 日に開催さ

れた動物用抗菌性物質製剤調査会、平成 20 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年となります。 

  詳細については、事務局から説明がございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○赤堀部会長 それでは、事務局お願いいたします。 

○事務局 事前にお送りしました資料番号赤の№３番を御用意ください。本剤については、フ

ァイザー株式会社より製造販売承認申請されたドラクシンでございます。 

  表紙をめくっていただいて審議経過票をご覧いただきたいと思います。本剤については、

エリスロマイシンを前駆物質とする半合成のマクロライド系抗生物質であり、人の医薬品と

して既に使用されているアジスロマイシンと構造が類似しているツラスロマイシンというも

のを主剤とするもので、用法・用量については、体重１kg 当たりツラスロマイシンとして

2.5mg 力価を豚の頚部筋肉内に単回投与するとなっております。 

  また、効能・効果は、アクチノバチルス プルロニューモニエ、パスツレラ ムルトシダ及

びマイコプラズマ ハイオニューモニエを有効菌種とする細菌性の肺炎ということの治療に

なっております。 

  「概要」と記載されたタグのついた緑の紙をめくっていただいて、概要の３ページをご覧

ください。（2）で薬理学的及び薬物動態学的な特徴で、ツラスロマイシンの作用機序がござ

いますが、ツラスロマイシンの作用機序については、他のマクロライド系抗生物質と同様に、

細菌リボゾームの構成ユニットの１つである 50Ｓサブユニットの 23ＳrRNA に結合するこ

とでペプチジル tRNA の転位を阻害して、細菌の蛋白質合成を阻害することが作用機序とい

うことになっております。 

  また、３ページの下から 19 ページまで本剤の開発の意義について記載されていますが、

本剤については、現在増加している複合型の豚の肺炎の原因となる細菌に有効性を発揮する

ということ。それから、現在、承認されている豚の細菌性肺炎に対する抗菌性物質製剤が反

復投与が必要であるというものに対して、本剤は単回の投与でよいということ。また、本剤

の使用が２次選択薬に限定すること。並びに、ツラスロマイシンが他のマクロライド系抗生

物質よりも耐性化遺伝子を伝達する可能性が低いということが報告されていることから、こ

の耐性菌の誘発の危険性についても少ないということが本剤の開発の意義として挙げられて

おります。 

  それでは、概要の 20 ページをお願いします。表イ－９ですが、本剤の海外での承認状況

について記載されています。本剤は、2003 年に EU で、2005 年に米国で承認されておりま
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して、その他こちらの表にある世界各国で既に使用されているものですが、ツラスロマイシ

ンが動物用医薬品の成分としては我が国初のものであるということで、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。 

  概要の 117 ページですが、本剤の毒性試験の資料がございます。117 ページの表ホ－１に

毒性試験一覧表がありますが、急性毒性試験、単回投与の毒性と書いていますが、こちらで

はラットの静脈内投与で致死量が 30mg/kg、経口投与では 2000mg/kg 以上となっておりま

す。また、犬の静脈内及び経口投与での致死量は、それぞれ 30mg/kg 以上と、1000mg/kg

以上となっています。 

  亜急性あるいは慢性毒性試験、こちらは反復投与毒性となっていますが、こちらでは肝臓

の酵素、ALT 及び AST の軽度の上昇、あるいは犬で軟便が認められたことから、ラットの

１カ月及び３カ月の経口投与試験での無毒性量は 50mg/kg/day 及び 15mg/kg/day とされて

おりまして、犬の１カ月経口投与試験の無毒性量は 15mg/kg/day、３カ月及び１カ月の経口

投与試験では、それぞれ５mg/kg/day とされております。 

  次に概要の 149 ページをお願いしたいと思います。149 ページから対象動物の安全性試験

について記載されております。 

  対象動物である豚での安全性試験ですが、まずドラクシンの常用量、３倍量、５倍量を試

験０、７、14 日目に豚の筋肉内注射をしております。この成績については 150 ページの表

ホ－18 にありますが、３倍量分あるいは５倍量分では、臨床徴候として、常用量群では見ら

れない跛行、震顫、不快感及び咆哮というものが見られております。 

  また、剖検では、いずれの群の投与部位においても変色等が認められておりまして、病理

組織学的な所見においても投与部位における線維形成等が見られておりますが、常用量群に

おいては、投与後 21 日にはその変化は認められないとなっております。 

  また、豚における 10 倍量投与の単回投与の試験成績が 151 ページからございますが、結

果が 152 ページの表ホ－19 にございます。10 倍量投与においても、先ほどの３倍、５倍量

群と同様に臨床徴候、あるいは病理組織学的な変化のほか、肝酵素（AST）の一過性の上昇

が見られたということですが、その他の異常は見られなかったということで、これらの成績

から、本剤の安全性が確認されております。 

  次に概要の 156 ページをお願いします。薬理試験の資料ですが、用量の設定試験を行って

おります。用量の設定試験として、豚に A.pleuropneumoniae を実験感染させたものについ

て本剤を投与した場合の有効性。それから、159 ページから、M.hyopneumoniae を実験感

染させた場合の本剤の有効性について試験を行っており、これらの成績から、これらの疾病

に対するツラスロマイシン 2.5mg/kg の単回の筋肉内投与が至適用量であることと、また安

全性について確認されているところです。 

  次に、173 ページから臨床試験になっています。臨床試験については、表チ－１－１にあ

るように、集団的な呼吸器症状の発現が認められた○○○の１農場、○○○の２農場で実施

しております。 
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  投与群については、175 ページの表チ－２の試験設計ということですが、無投与群を対照

群として、本剤のドラクシンの投与群が被験群となっております。 

  177 ページをご覧ください。本剤の今回の試験の有効性については、試験の３日目と７日

目の対照群と被験群の改善率を、投与前後の合計の臨床スコアをもとに算出して、表チ－６

にあるような表に基づいて、無効、やや有効、有効、著効ということで判定しております。 

  次に 178 ページです。先ほどの判定の分類の中で、著効あるいは有効と判定された症例を

もとに有効率を算出して、７日目における被験薬投与群の有効率が 70％以上であること、そ

れから、７日目において被験薬投与群と無投薬対照群の間で有効率に統計学的有意差が認め

られるということを有効性の判定基準としております。 

  成績については 179 ページからございますが、有効率については、191 ページの表チ－23

に３日目の成績、表チ－24 に７日目の成績が示されております。対照群においては、投与後

３日、７日とも有効率については０％ですが、被験群では３日目で 61.7％、７日目では 81.7％

と対照群に比較して有効性が確認されております。あと７日目の有効率が 70％以上ございま

すので、また、対照群と比較して有意な治療効果が見られたことから、本剤については豚の

細菌性肺炎に対する有効性が確認されております。 

  また、試験期間中に本剤投与における有害事象が見られなかったことから、安全性につい

ても確認されております。 

  次に 195 ページをお願いします。こちらは参考資料９となっていますが、本剤の２次選択

薬としての有効性について臨床試験を行っております。表チ－27 にあるように群馬県の３農

場において、197 ページの表チ－28 にある１次選択薬を２日間投与して、改善が見られない

症例について本剤を投与して、その有効性、安全性を確認しております。 

  有効性については、204 ページの表チ－34 で試験３日目の有効率、同じく 204 ページの表

チ－35 で試験７日目の有効率がございます。この中でフロルフェニコールと硫酸カナマイシ

ンの無効症例の本剤の有効率については、７日目で 50％、57.1％となっていますが、塩酸リ

ンコマイシン、アンピシリン及び塩酸オキシテトラサイクリンについては 71.4％、100％及

び 80％となっておりまして、特に塩酸リンコマイシン、アンピシリン及び塩酸オキシテトラ

サイクリンによる１次選択薬の無効症例で、本剤の 2.5mg/kg 単回筋肉内投与での有効性が

確認されております。 

  また、安全性評価の対象になった 33 頭のうち、４頭死亡例が見られております。このう

ち２頭については、肺炎が慢性化していたために効果がなかったとされています。もう２頭

については、肺炎の悪化によって他の抗菌性物質によって加療を行っていることから、いず

れも治療無効症例ということで取り扱っているということでございます。 

  その他の動物で、試験期間中に被験薬投与に関する有害事象は見られなかったことから、

この２次選択薬の試験においても安全性が確認されているとなっております。 

  207 ページから残留試験の成績でございます。表リ－１にあるとおり、国内及び米国で試

験を実施しています。この結果のまとめが、214 ページに休薬期間の設定というところにご
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ざいます。表リ－４ですが、国内、米国とも、もっとも長く残留が見られた臓器等について

は注射部位の筋肉であったということで、注射部位の筋肉において MRL 未満まで減衰する

期間が国内では 28 日、米国では 27 日であったことから、本剤の休薬期間については、28

日と設定されております。 

  また、本剤の劇毒薬の指定については、また 117 ページの毒性の資料に戻っていただきた

いと思います。先ほどご覧いただいた表ホ－１の毒性試験の一覧表ですが、本剤のラットに

おける急性毒性試験として、経口と静脈投与を行っておりまして、経口投与では致死量がツ

ラスロマイシンＡの量として 2000mg/kg となっていますが、静脈投与では 30mg/kg となっ

ています。 

  静脈内投与における劇薬指定の目安は、LD50 として 100mg/kg 以下となっているので、本

成分については劇薬に指定することとなりますが、豚を用いた対象動物による安全性試験、

臨床試験において、本剤を常用量投与した場合の安全性については十分確保されているとい

うことから、本剤については、原薬については劇薬として指定して、製剤については劇薬の

指定を行わないという取り扱いにしたいと考えております。 

  それでは、 初の審議経過票に戻っていただいて、本剤については、先ほど山口委員より

御説明いただきましたとおり、平成 20 年７月 22 日、それから経過票の３枚目にある 10 月

８日、それから６枚目の一番上にある平成 21 年２月５日、８枚目にある本年の４月 15 日、

計４回の動物用抗菌性物質製剤調査会において御審議いただいたとともに、次の９ページに

あるように、平成 20 年８月７日の動物用医薬品残留問題調査会において御審議いただきま

して、本日上程されるものでございます。 

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

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、審議に入らせていただきますが、委員の先生方から御質問、御意見等ございま

すか。 

  これは御欠席の委員の先生方から御意見をいただいておりますか。 

○事務局 ドラクシンについても御欠席の委員から御意見をいただいております。先ほどの資

料番号黒の 16 番の資料です。まず中川委員からの御意見ですが、内容としては、現在、動

物愛護法で実験動物に関して３Ｒが唱えられている。豚の細菌性肺炎に対する抗菌剤として

開発目的が明確である本剤で、概要書の 120 ページの２）番、イヌ急性経口及び静脈内投与

毒性試験は、強いて行う根拠に乏しい実験で、３頭のビーグル犬を致死させた必要性を明確

にすべきであるという御意見です。 

  それから、山田委員からも御意見をいただいております。３ページです。毒性試験の特に

急性・慢性毒性試験について、食品安全委員会の評価書と評価が異なる部分があるが、この

違いは本医薬品の安全性に影響するか否かがよくわからない。この点の確認をお願いします

という御意見でございます。 

  中川委員からの犬の毒性試験の必要性に関する御意見に対する回答ということで、申請者
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から回答を受けております。回答としては、イヌ急性経口及び静脈内投与毒性試験は、本剤

開発初期の 1997 年に米国において、本試験で得られたデータを、人に対する安全性の評価

に用いることを目的として行われておりまして、当時の海外における安全性評価の必要性か

ら実施されたものとなっております。 

  中川委員の御指摘のとおり、本試験は、現在、海外及び国内における安全性評価の要件、

毒性試験のガイドラインの内容には入っていない。必ずしも実施が求められている試験では

ございませんが、本試験から得られたデータは、海外において本剤の安全性評価に用いられ

ており、また、国内においても食品安全委員会の食品健康影響評価に引用されており、海外

及び国内における安全性評価に有効に利用されているものと考えます。 

  なお、ファイザー株式会社としては、当然動物愛護法の趣旨は十分理解しておりまして、

現在開発中の製品の有効性、安全性等の評価においては、動物試験を 小限にする方針で行

っているということを回答しております。 

  また、山田委員からの御意見についてですが、こちらは赤の№３資料の毒性のデータでご

ざいます。117 ページの一覧表をご覧ください。ホ－１の表がありますが、例えば反復投与

毒性試験のラットの経口３カ月試験で、無毒性量は 15 と書いていますが、その隣に［5］と

なっていますが、この［5］の部分が食品安全委員会における食品健康影響評価での無毒性

量の評価になっておりまして、今回の製剤での無毒性量の評価と若干差があることになって

います。その他、犬の経口の一連の試験、あと催奇形性の試験においても、評価に差が見ら

れております。 

  これについて、次の 118 ページで、なお以下ですが、申請者の理由を記載しています。食

品安全委員会による動物用医薬品評価書「ツラスロマイシンの食品健康影響評価について

（2006 年３月）において、幾つかの試験の評価に本申請資料の評価との差が見られた。この

差については、食品安全委員会による評価が食品としての安全性を勘案し、有意差が認めら

れた所見をすべて影響ととらえた無作用量に近い解釈に基づいて無毒性量が厳しく評価され

たものと考えられ、一方、ファイザーの申請資料においては、医薬品として生物学的・毒性

学的意義を考察した解釈により無毒性量を判断したものであり、本資料の評価も妥当と考え

る」ということで、理由として記載しております。 

  さらに、ファイザー株式会社の方から回答がありまして、ここに記載してある内容もあり

ますが、確かにこの申請資料と動物用医薬品の評価書との評価には違いが毒性試験において

ありますが、当社申請概要の説明、先ほど申し上げたとおり、この違いは解釈の相違にある

ものであり、本剤の安全性に係る本質が異なることを意味するものではありません。すなわ

ち、食品安全委員会による評価は、有意差が認められた食品をすべて影響としてとらえた無

作用量（NOEL に近い評価に基づいて無毒性量がより厳しく評価されたものと考えられます。 

  しかし、食品安全委員会において評価された無作用量５～15mg/kg/day をもってしても、

本剤の豚における用量が 2.5mg/kg でありまして、この NOEL より低いということ、それか

ら、この NOEL については、本剤の豚における用量である単回の毒性試験よりはるかに長い
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期間投与された場合に出た結果であることから、この食品安全委員会の評価の結果をもって

しても、本剤の安全性については問題ないと考えるということを回答してきております。 

  欠席された委員からの意見に対する回答としては、以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいま欠席委員の御意見に対する事務局の対応ということで御説明いただきましたが、

２つ問題が提起されていると思います。１つは、犬の安全性試験についてのデータをどう考

えるかということですが、これは事務局の方から御説明いただきましたけれども、いかがで

しょうか、これで御了解いただけるかどうかということが１つの議論だと思います。 

  対象動物の安全性試験のためだけであれば不要な試験であるということですが、出された

データは、動物用だけではなくて、人の医薬品開発で当時求められていた経緯があって、そ

のデータを私たちが今回拝見して、より安全性を評価するについてはやぶさかではないだろ

うという事務局の回答でありますが、いかがでしょうか。 

  そのような対応を御了解いただいたということで、よろしいでしょうか。 

  ありがとうございました。 

  それからもう１点は、無毒性量と無影響量､無作用量の取り扱いということで、食品安全委

員会では無作用量で議論して、そして、調査会等では無毒性量について議論したということ

です。これに対して事務局の方から、118 ページにあるように回答をいただいたわけですが、

これについていかがでしょうか。調査会並びに事務局から御回答いただいたことで、よろし

いでしょうか。 

  吉川先生、何かコメントございますか。 

○吉川委員 それぞれの立場の違いで NOEL、アドバンスエフェクトのレベルでとるか、悪影

響であろうがなかろうが作用としての影響があったところでとるかだけど、医薬品の場合は、

ある程度リスクベネフィットを考慮した格好の判定になるだろうし、食品の場合は不特定多

数、すべてを含むので、そこにある程度のスタンダードの違いがあっても、もし基本的にそ

う考えるという姿勢であるなら、それで構わないのではないかと思います。 

○赤堀部会長 調査会で出した結論に対して、妥当であろうという御意見をいただきました。

ということで、御了解いただいたということでよろしいでしょうか。 

  ありがとうございました。 

  それからもう１点、説明の中であった 117 ページの毒薬劇薬指定のところで、原体を劇薬

と指定するが、製剤は普通薬とし、劇薬には指定しないという御説明がありました。このデ

ータは製剤のデータでしょうか、それとも原薬のデータでしょうか。もし製剤のデータでし

たら、毒物劇物の対応とはまた少し違うと思いますが、毒物、劇物の判定では、少なくとも

どんな動物種でも毒物、劇物に相当するデータが出ておれば、それに指定するということに

なっていますが、医薬品の場合は人も含めて動物用医薬品も必ずしもそうではなくて、ケー

スバイケースで対応してきている状況があると思います。これは先ほど吉川先生が基本的な

考え方としてお話しいただいたことににも通じますが、調査会としては劇薬から除外して、
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製剤については普通薬にしたいということですが、この辺についても先生方の御意見等いた

だいておきたいと思います。いかがでしょうか。 

  特に御意見がなければ、調査会で出された結論で了解するということでよろしいでしょう

か。 

○合田委員 概要の２ページの上の構造式が明らかに違っています。Ｎのメチル基がないはず

ですね。こういうのも化学薬品としての名称は CAS の名称にはなっていますが、余り一般

的な名称を使ってなくて、これは多分、ラクトン（lacton）を 後まいているので、オライ

ド（olide）の名称となります。それを直してしまうと全部直さなければいけないので、これ

は当然直せないのですが、そういうところは本当は事務局が 初に指摘するのだろうと思い

ます。 

  それから、化合物の物質として、これはＡとＢが常に平衡状態であるということなので、

そういう状態は両方を見て定量されているのだろうと思うのです。余りそういうことを触れ

てないのです。結晶とか何かそういうものを分析されているときに、本当に大丈夫かなとい

うのが、私自身は科学的に見てやや気になっているのです。そういうのは生データをご覧に

なっているのですか。 後これは液体クロマトグラフィーマスで見ているのですか。 

○赤堀部会長 貴重な御意見をいただいたのですが、事務局。 

○合田委員 これは９対１の状態で書いてありますよね。どちらかに代表させて見ているのか。

両方見ているとマイナーのほうはかなり苦しいかなという気がするのです。どういう見方を

しているのですか。というのが気になるのですが、データとして出てないので、ここに出て

いるものを信用するしかないかなと思いながら聞いていたのです。 

○事務局 これは平衡状態になっておりまして、一定の比率でこういう形になっているという

製剤です。 

○合田委員 製剤はそれでなっていますが、分析されるときは結晶からとられてきますよね。

体内動態のときにそれを両方見られているわけでしょう。両方合わせて数値として定量され

ているのでしょう。片側だけ見て、その比率で見ているのですか。 

○事務局 その辺のデータは審査の段階ではやっております。 

○合田委員 ここには出てこないので、そういうことについて、こういう説明書に一言触れて

ほしいのです。平衡ということが書かれているにもかかわらず、 終的にそういうものに対

してのデータの処理がどうなっているかというのは、僕が見た限りでは余りよくわからなか

ったのです。それをこういうものに対して出してほしいという気がしています。 

  そういうのは、さっきの構造のところが間違った構造を平気で書いてくる感覚だから、ち

ょっと苦しいなと、いいかげんかなという気が少ししてしまうのです。 

○赤堀部会長 事務局。 

○事務局 構造等については修正させていただきます。その他の部分については、今後ともし

っかり審査してまいるという形で進めたいと思います。 

○赤堀部会長 合田委員の御発言は、構造で間違っているものを訂正してほしい。それから、
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以後こういう問題については、読んでわかる形の説明内容にしてほしいということですね。 

○合田委員 どういう測定をしたのかということがないと、我々もそこで判断ができないので

す。数字だけ出てきて、数字がこうだと言われても、本当かなという感じがします。結構難

しいと思いますよ、マイナーの方をちゃんと測かろうとすると。 

○赤堀部会長 ということで、次回からの資料の提出には、合田委員の意見を反映した形で提

出していただくということにしたいと思います。 

  それでは、いろいろ御議論いただきましたので議決に入りたいと思います。山口委員、済

みません、ちょっと椅子を引いていただければと思います。 

  いかがでしょうか。そのほか御意見、御質問等がなければ本件について御了解いただいた

ことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

  ありがとうございました。 

  山口先生、お戻りください。 

○事務局 それでは、事務局でまとめさせていただきます。 

  ２ページ目等の構造式については、メーカーにも正しい形に修正させることにしたいと思

います。また事務局への宿題ということで、特に資料に入っているようなものの測定の方法

とかデータの処理について、どのように行っているのかということについて概要の中にも書

かせるような形で。 

○合田委員 平衡状態のものは、どうやって見ていただいているかというのが気になるのです。

それはぜひ書いてください。 

○事務局 了解しました。そのことについて対応させていただきたいと思います。そのような

誤記の修正について、直させることを条件として承認を可ということで、薬事分科会に報告

させていただきたいと思います。なお、再審査期間については、新有効成分含有動物用医薬

品ということで６年とさせていただいて、原薬については劇薬に指定することにさせていた

だきたいと思います。ありがとうございました。 

 

（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 

  ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

 

○赤堀部会長 それでは、本件は条件つきの承認ということになりましたので、承認されまし

たことから、次に審議事項の（２）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御審議いただきたいと思います。 

  事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、当日配付の黒の№12 番の資料を御用意いただきたいと思います。ドラク

シンの承認に伴う使用基準の制定のために、動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部

について改正する案となっております。 

  表紙をめくっていただきまして、１ページ目の新旧対照表をご覧ください。こちらが改正



 

 - 21 - 

案となっています。右側のカラムが現行、左側が改正案となっています。現行にあるように、

チルミコシンを有効成分とする注射剤とデコキネートを有効成分とする飼料添加剤の間に、

このツラスロマイシンを有効成分とする注射剤ということで、このドラクシンについて規定

しております。使用対象動物については豚、用法及び用量は１日量として体重１kg 当たり

2.5mg（力価）以下の量を筋肉内に注射すること。また、使用禁止期間については、食用に

供するためにと殺する前 28 日間となっております。 

  説明については、以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、委員の先生方から御質問、御意見等ございますか。 

  特にないようですので、御了承いただいたことといたします。 

○事務局 本案については、原案どおり薬事分科会に報告させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

（３）動物用抗生物質医薬品基準の一部改正について 

   ツラスロマイシン 

 

○赤堀部会長 続きまして、同じくドラクシンの承認に関連しまして、審議事項の（３）番に

なりますが、動物用抗生物質医薬品基準の一部改正についての御審議をお願いしたいと思い

ます。 

  事務局から御説明をお願いいたします。 

○事務局 当日配付資料の黒の№13 番を御用意いただきたいと思います。こちらはドラクシン

の承認に伴いまして、ツラスロマイシン及び本剤について動物用抗生物質医薬品基準の医薬

品各条に追加するという改正でございます。 

  ５ページから新旧対照表があるので、ご覧ください。５ページ目が改正案です。右側の狭

いカラムが現行、左の大きなカラムが改正案となっています。改正内容としては、現行のチ

ルミコシンの後に、ツラスロマイシン類ということで、先ほど問題になっていたツラスロマ

イシンＡ、Ｂの化学構造式について、それから、定義について規定しております。 

  ６ページをお願いします。ツラスロマイシン原薬の規格の後に、ツラスロマイシン注射液

ということで、今回の製剤であるドラクシンの確認試験の方法及び規格を規定しています。

また、試験法ということで、円筒平板法又は液体クロマトグラフィーによる力価試験法とい

うことで設定しております。 

  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。 

  合田先生、これは合剤で混合物であるという標記だけでよろしいですか。 

○合田委員 はい。 

○赤堀部会長 御質問、御意見等ございますか。 
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  それでは、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。本案についても、原案のとおり薬事分科会に報告させてい

ただきます。 

○赤堀部会長 どうぞ、福安先生。 

○福安委員 ５ページの下の２ですか、これはツラスロマイシン、ツラスロマイシンでＡ、Ｂ

が抜けているのではないですか。 

○事務局 そうですね。これは修正させていただきます。ありがとうございます。 

○赤堀部会長 それでは、一部資料の訂正を条件に了承したことといたします。 

○事務局 ありがとうございます。 

  その定義の部分について修正させていただきまして、薬事分科会に報告させていただきま

す。ありがとうございました。 

 

（４）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＞ 

  ④ 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、審議事項（1）番に戻ります。④の「スレントロール」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、これは前回のこの部会

で継続審議となっていた案件でございます。これについても、山口委員は議決の際に参加で

きませんので、その点よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、継続審議ですけれども、事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは､事前にお送りした赤の№４の資料を御用意ください。 

 本剤は、ファイザー株式会社より申請されたスレントロールでございます。本剤は、ジルロ

タピドを主成分とする犬の抗肥満薬で、あらかじめ適用した食事療法の効果が不十分な肥満

における体重の減量を目的とするものです。 

  「概要」と書かれた２ページをご覧ください。本剤の有効成分であるジルロタピドは、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あり、腸管でのキロミクロンの構築と

分泌を妨げ、体循環における脂肪吸収を阻害することにより、体重を減少させる効果がござ

います。 

  概要の４ページをご覧ください。本剤は、米国、オーストラリア及び欧州で承認を取得し

ておりますが、我が国においては、人用、動物用を含めて初めての成分であるということで、

新有効成分含有動物用医薬品として御審議いただくものでございます。 

  概要の 96 ページをご覧ください。本剤の主成分であるジルロタピドの毒性試験成績の一

覧でございます。まず急性毒性試験は、ラットにジルロタピドを経口投与し、ＬＤ 50 は

2000mg/kg 以上との結果が得られております。 
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  次に亜急性毒性試験は、ラットにジルロタピドを 14 日間連続で強制経口投与して観察を

行っております。成績は 100 ページの表ホ－３にまとめられております。血液生化学的検査

において、用量に依存したＡＬＴ及びＡＳＴの上昇が確認されておりますが、５mg/kg 群の

変化は対照群と同程度であることから、無毒性量は５mg/kg/day とされております。 

  次に慢性毒性試験ですが、ラット、犬ともに３カ月の経口投与で行い、無毒性量がラット

で１mg/kg/day、犬で 0.25mg/kg/day とされています。 

  その他、生殖発生毒性､遺伝毒性試験の結果概要は、表ホ－１に示したとおりです。 

  概要の 118 ページをご覧ください。肥満ビーグル犬に対する３カ月経口安全性試験ですが、

ボディーコンディションスコア７以上のビーグル犬に本剤をジルロタピドとして 0.5mg/kg、

1.5 及び 2.5mg/kg を３カ月連日強制経口投与し、その後１カ月の休薬期間での回復を見てい

ます。 

  成績が 121 ページの表ホ－14 にありますが、1.5 及び 2.5mg/kg 群で認められた体重摂餌

量 BCS の減少、ALT、AST の上昇､血中の脂溶性ビタミンの低下等は、休薬により回復する

可逆的な所見であったとされており、無毒性量を 1.5mg/kg/day としております。 

  136 ページからは薬理作用に関する試験です。BCS７以上の肥満したレトリーバーに本剤

を 0.025 から 0.4mg/kg の用量で 28 日間連続経口投与したところ、体重・摂餌量、体脂肪量

などは用量相関性で有効性が確認されております。 

○赤堀部会長 済みません、これは前回議論したことですので、簡潔にお願いして、問題点だ

け御説明いただけますか。 

○事務局 それでは、毒劇薬の指定についてですが、概要の 96 ページをご覧ください。表ホ

－ １に毒性 試験一覧 表がござ います。 この中の 犬の慢性 毒性試験 の無毒性 量 は

0.25mg/kg/day であり、無作用量は 0.25mg/kg/day 未満とされています。本剤の用法及び用

量において、投与開始 28 日以降の用量の上限が 0.2mL/kg、つまりジルロタピドとして

1.0mg/kg となりますので、通常の用法・用量どおりに使用したとしても、この無作用量を超

える場合がございます。また、本剤は体重を減少させるという効能を持っていること、投与

期間も長期にわたることから、本剤については劇薬として指定することとしたいと考えてお

ります。 

  審議経過票に戻りまして、本剤は、平成 20 年８月５日、10 月 30 日及び本年１月 29 日の

動物用一般医薬品調査会、平成 21 年３月６日の動物用医薬品等部会において御審議いただ

きまして、今回継続審議となったものでございます。 

  前回の指摘事項としては２件ございまして、１点が、「管理」という言葉が本剤の効能・効

果として適切かどうかということです。これについては、「管理」の言葉を用いる動物用医薬

品はなく、人用医薬品においても１製剤のみであったため、「体重の管理」を「体重の減量」

と変更とする回答となっております。 

  ２点目は、使用上の注意の文言ですが、指摘どおりに修正する回答となっております。 

 これについても、中川委員から質問事項が来ておりまして、黒の№16 の１ページに、使用上
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の注意についての質問事項がございます。ただ、使用上の注意の動物用医薬品に関する情報

提供のあり方については、ただいま動物医薬品検査所において検討を行っているところです

ので、それに基づいて業界全体に対し指導を行っていきたいと考えております。 

 それでは、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。 

  欠席委員からの御質問に対しては、事務局の回答で、従来どおり使用上の注意については

全体的に対応しているということで、また、対応していきたいということでございます。よ

ろしいでしょうか。 

  それでは、前回の部会で指摘された２つの事項に対して、回答ということで指摘事項の

後のところに対応が出てきております。部会で指摘したことに対して、全面的に受け入れた

対応になってきているということですが、そういうことで委員の先生方の御意見、御質問等

いただきたいと思います。いかがですか。 

  それでは、特に御意見等がございませんので議決に入らせていただきたいと思います。山

口委員には恐縮ですが、また席を外していただきたいと思います。 

  それでは、特に御質問、御意見等ございませんので、本件を承認したということでよろし

いでしょうか。 

  ありがとうございました。 

  山口委員、お席にお戻りください。 

○事務局 ありがとうございます。承認を可とし、薬事分科会に上程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。 

 

  ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

  ⑤ マリンディップ（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、審議事項（1）番の⑤になりますが、水産用医薬品調査会関係で

す。「マリンディップ」の製造販売承認の可否、再審査期間及び毒劇薬の指定の要否について

です。当審議は、（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もかかわ

りがございますので、続けて審議させていただきたいと思います。 

  それでは、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します。 

○小川委員 マリンディップは、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、ピルビン酸メチルを主剤とするフグ目魚類の外部寄生虫の駆除に用いる薬

浴剤であります。本製剤は、平成 21 年２月６日に開催された水産用医薬品調査会において

事前の調査審議を終了し、さらに平成 21 年５月 25 日に開催された動物用医薬品残留問題調

査会における休薬期間の可否に関する事前の調査審議を終了し、本部会に上程されたもので

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
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つい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す。 

  それでは、事務局、よろしくお願いします。 

○事務局 では、事前配布資料の赤の№５をお手元に御用意ください。中ほどに「申請書」と

いう黄色のタグがありますので、そこをお開きいただきたいと思います。 

  本日御審議いただくマリンディップは、先ほど御紹介がありましたとおり、シェリング・

プラウアニマルヘルス株式会社から申請されたものです。本剤は、１mL 中に主剤であるピ

ルビン酸メチルを１mL 含有するものとなっております。 

  ３ページ目をご覧ください。本剤の用法・用量ですが、海水１ｍ３に対し、本剤 300mL の

割合で添加、混合した薬液に魚体を入れ、15 分間薬浴すると設定されています。効能・効果

は８．にあるとおり、フグ目魚類の外部寄生虫（シュードカリグス・フグ）の駆除と設定さ

れております。 

  本申請の内容については、「概要」というタグがついている概要書に基づいて御説明します。

概要書の１ページ目をご覧ください。本剤の起源又は開発の経緯は、１．の起源をご覧いた

だきたいのですが、ピルビン酸は生体において、糖質等の生化学的合成、ＴＣＡ回路を初め

とする種々の代謝に関与している物質であり、メチルエスチル体であるピルビン酸メチルは、

その特異の反応性から多くの医薬品、農薬の合成原料として使用されております。 

  ２．の開発の経緯をご覧いただきたいのですが、トラフグ養殖は、昭和 60 年ごろから始

まりまして、エラムシ、カリグス、ハダムシ等の寄生虫の寄生等により歩留りが悪くなって

おります。また、寄生虫が直接作用する以外にも、寄生した部位から細菌が感染し、種々の

病気を併発し死亡することになるということで、1998 年に過酸化水素を主剤とするマリンサ

ワーという製剤が既に販売されております。これについては高水温で使用できない等の欠点

があることから、マリンサワー以上に実用性の高い競合薬の探索を目指して、○○○○○○

○○が、ピルビン酸メチルにトラフグのカリグスに対する駆虫効果があるということを見出

して、さらに寄生数の増える高水温時に使用できないマリンサワーのような欠点がないとい

うことを確認した上で、今回申請することに至っております。 

  ３ページから５ページが、その同効薬との比較表になっています。 

  続きまして、６ページから 13 ページがピルビン酸メチルの化学構造、物理的化学的性質

等の資料となっています。また、後ろのほうには３ロットの実測値の規格と、その測定値も

載っております。 

  14 ページをご覧ください。製造方法について記載されています。本剤は原体を小分けした

もので、特段の加工等はありません。原体を合成した後、精製してポリエチレンの容器に小

分けするというのが製造方法となっております。 

  16 ページをご覧ください。安定性のデータが示されております。まず長期保存試験ですが、

46 カ月保存まで安定であることが確認されております。また、苛酷試験等を実施して、その

結果から、本品は熱には比較的安定ですが、光に対してわずかながら不安定であるというこ
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とで、本品の有効期間は遮光保存で 48 カ月が妥当ということで示されております。 

  28 ページをご覧ください。これは海面養殖で使われるもので、その後の海水中での分解性

について検討したものがこの資料となっています。ピルビン酸メチルの海水中での分解性を

調べるために、ピルビン酸メチルを 10ppm の濃度に添加した人工海水での分解性を調べて

おります。その結果が表８に示されていますが、ピルビン酸メチルを１時間保存後に 90％以

上が分解され、その 97％以上が分解生成物の１つであるピルビン酸に分解されたことが示さ

れております。ピルビン酸は微生物により速やかに代謝され、 終的に水と二酸化炭素にな

ると考えられていまして、環境への影響は小さいものと思われると推測されております。 

  32 ページをご覧ください。32 ページから 80 ページまでが各種毒性試験の成績をまとめた

ものです。33 ページが急性毒性の結果となっています。表 12 に示されているとおり、マウ

スに対する経口での急性毒性ですが、雌雄ともに 3000mg／kg 以上、ラットの雄に対しては

5000mg/kg 以上、雌に対しては 4931mg/kg となっています。 

  35 ページをご覧ください。90 日間反復経口毒性試験が示されています。この試験が 51 ペ

ージまでありまして、ラット、犬で検討されています。 

  まずラットの成績ですが、50mg 群については、被験物質の投与による変化がなかったと

いうことで、ピルビン酸メチルの無毒性量は、雌雄ともに 50mg/kg/day と結論されておりま

す。 

  続きまして、犬の成績が 52 ページに示されております。犬については、100 及び

300mg/kg/day 投与群で、雌雄で胃及び十二指腸の障害、嘔吐、これとの関連性が考えられ

る変化が血液生化学的検査で認められたことから、ピルビン酸メチルのビーグル犬における

90 日間反復経口毒性の無毒性量は、雌雄ともに 30mg/kg/day と推察されております。 

  69 ページをお開きください。催奇形性のデータが示されております。まずラットですが、

結果が 69 ページから 70 ページに示されておりまして、 高用量の 1000mg/kg 投与により、

母親で異常が認められていますが、胎児に対しては異常が認められなかったということで、

無毒性量は、母親に対しては 300mg/kg、胎児に対しては 1000mg/kg と判断されています。 

  71 ページがウサギに対する催奇形性です。ウサギについては、母動物に対する無毒性量は

300mg/kg、胎児に対するそれは 750mg/kg と推察されております。 

  73 ページが変異原性の試験となっておりまして、まず細菌を用いる復帰突然変異試験の成

績が 73 から 74 ページに示されております。結果としては、細菌を用いた復帰変異原性は陰

性と判断されております。 

  75 ページが哺乳類の培養細胞を用いる染色体異常試験となっておりまして、データについ

ては 78 ページまで示されております。結果としては、代謝活性化法で染色体異常構造を示

す細胞の増加が認められておりまして、その増加に再現性があるということで、ピルビン酸

メチルは染色体異常陽性と判定されております。 

  この成績のために、79 ページにマウスでの小核試験の結果が示されております。79 ペー

ジの表 51 から 80 ページまでがその成績ですが、ピルビン酸メチルの 250、500 及び
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1000mg/kg 用量での単回腹腔内投与及び 1000mg/kg の４日間反復腹腔内投与後の小核を持

つ多染性赤血球の出現数及び出現頻度は、陰性対照群と比較して有意差はないということで、

小核誘発性を認めないと判断されております。 

  次に 81 ページをお開きください。対象動物であるフグ目魚類に対する安全性の成績が 81

ページから 84 ページまで示されております。トラフグに対する本剤の安全性を明らかにす

るということで、ピルビン酸メチルが 300ppm の海水に 15 分間薬浴する群（常用量群）、薬

液濃度、浸漬時間をそれぞれ２倍に設定した 600ppm 海水に 30 分間浸漬する群（高用量群）、

あと無処理群の３群を設けて、薬浴中、薬浴後 14 日間にわたる一般状態､各種検査を実施し

ております。 

  その結果、ピルビン酸メチルで薬浴した群については、薬浴中に運動緩慢、体色黒化、横

臥体位及び腹部膨脹等の徴候が観察されましたが、薬浴後、清浄海水に戻した後は常用量群

で約１分以内に、高用量群では約 30 分以内にそれらの症状は回復し、死亡例はなかったと

いうことです。また、薬浴翌日、14 日後の体重等の検査成績は、各群間に有意差はなかった

ということです。 

  85 ページをお開きください。薬理試験の成績が 95 ページまで示されております。 

 まず１．Pseudocaligus fugu に対する作用機序をご覧ください。虫体を本剤 300ppm と

600ppm の海水につけて、虫体の遊泳行動の経時的変化、ガラス壁への固着の薬液処理虫体

の形態的変化を観察しております。 

 結果は、86 ページの表 59、あと 60 ページに示されています。まとめとしては、300ppm で

15 分間薬浴は、カリグスに対して致死的な影響は与えないが、ガラス壁面への固着率の低下、

遊泳能力の低下が認められたということで、再寄生能力はかなり失われるものと推察されて

おります。 

  また、本剤のカリグスに対する駆虫機序については、はっきりとしたデータは示されてお

りませんが、薬液への曝露によって、形態変化ではなく体色変化が観察されたということで、

体色の維持系統に障害を与えられるのではないかということが推察されております。 

  次の 87 ページの２．マリンディップ薬浴時に脱落したカリグスの再寄生能力についてを

ご覧ください。本剤を 300ppm 海水で 15 分間薬浴して、脱落した虫体の魚体への再寄生能

力を調べています。結果は表 61 に示されていますが、脱落した虫体とトラフグを同居させ

２日間観察した結果、虫体の再寄生は認められなかったというデータが示されております。 

  次に 88 ページの用量設定試験をご覧ください。トラフグのカリグス症に対する本剤の有

効濃度、薬浴時間を求めるための試験が実施されています。結果としては、高濃度の薬液で

の薬浴では副作用が若干認められるということで、有効性と副作用の出現濃度を考慮して、

300ppm、15 分間の薬浴を臨床適用量として設定されております。 

  続いて、89 ページから 95 ページまで一般薬理試験の成績が示されております。特段際立

った特異な反応というのはないのですが、１つだけ、95 ページをご覧ください。ウサギの前

脛骨筋収縮試験の成績が示されていますが、この試験では、麻酔下のウサギの脛骨筋の収縮
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に対して、比較的低用量の 10mg/kg 以上の用量で影響が認められているという成績となって

います。 

  96 ページの吸収等の試験をご覧ください。トラフグにおけるピルビン酸メチルの吸収、体

内分布、消長を調べるため、400ppm の薬液に 30 分間浸漬し、浸漬直後から経時的に血液、

皮膚、筋肉、腎臓を採取して、その代謝を見ております。あわせて代謝物である乳酸メチル

の組織内濃度も測定しています。 

  結果としては､ピルビン酸メチルの生体内での分解は極めて早く、分解後の代謝物の乳酸メ

チルも速やかに代謝されるという成績が示されております。 

  また、この資料中にはないのですが、肝臓については、分析の抽出過程で肝臓の酵素によ

ると思われるピルビン酸メチルの分解が起こってしまったということで、添加回収試験を初

めサンプルの定量ができなかったということです。 

  続いて、99 ページをご覧ください。ここから 103 ページまでが臨床試験の成績で示され

ています。臨床試験については○○○と○○○の２カ所で実施しています。○○○について

は、同効薬のマリンサワーを陽性対象として設定した試験が示されています。本剤の試験の

評価としては、薬浴前と薬浴翌日の虫体寄生数を一部抽出する個体について計測し、駆虫率

を求めて比較するということです。安全性については、薬浴中と薬浴終了後、14 日間にわた

って死亡数等の観察、評価をしています。 

  結果は、99 ページの下に書いてありますが、試験１の○○○では、無投薬群の駆虫率 0.8％

に対して、本剤の群は 78.4％の駆虫率を示している。試験Ⅱの○○○の成績では、マリンサ

ワー同一同効薬と同程度の有効性が認められております。また、安全性については、特に異

常な所見は認められておりません。 

  続いて、104 ページをご覧ください。ここから残留試験になります。まず１．のトラフグ

に対する残留性試験ですが、国内２施設で臨床用量の２倍量である 600ppm で 15 分間の薬

浴の残留性を調べています。分析方法は GC/MS で実施しています。 

 結果ですが、105 ページの表 79 に示されていますが、両試験とも、薬浴翌日には筋肉、皮

膚におけるピルビン酸メチル、乳酸メチルの組織内濃度はいずれも定量限界未満になってい

ます。 

  なお、乳酸メチルについては、試験Ⅰ、Ⅱとも投薬後１日に定量限界以下を示したにもか

かわらず、投薬後２日に定量限界を若干上回る数値を示し、同様の結果が投薬後３日、５日

の測定値の間にも認められるという時間経過と相関性のない関係が認められたため、再測定

を行ってその値を調べた結果、定量限界は下回るという結果が得られています。 

 しかしながら、無投薬対照群の検体からも、本来検出されるはずのない乳酸メチルが検出さ

れているということで、動物用医薬品残留問題調査会で御指摘をいただいて、今回の残留分

析において、無投薬対照群の検体から検出された乳酸メチルと同じ保持時間を示すフラクシ

ョンが、乳酸メチルであるか否かを明らかにする等の御指摘をいただいておりまして、その

結果を対応したものが 105 ページからの資料となっています。 
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  105 ページの２．残留性試験を行った試験施設以外の施設における乳酸メチルの分析結果

ということで、分析方法自体に問題があるのではないかということで、残留試験を実施した

ところと、別の施設で再度無投薬対象について分析を行って、乳酸メチルと思われるピーク

がまた出るかどうかを確認したものが、この成績です。 

  結果としては、乳酸メチルと同様の保持時間にコントロールでピークが出て、また、その

ピークの同定試験の結果も、乳酸メチルの可能性が高いことが示されております。 

  次に 107 ページの３．トラフグ飼料中の乳酸メチルの測定をご覧ください｡この乳酸メチ

ルがトラフグに通常含まれる内因性のものか、あるいは飼料等の外部から入ったものかとい

うことを検討しています。 

  まず飼料中に含まれているかを検討するということで、トラフグ産地のトラフグの飼料等

を分析した結果、表 81 のように、若干ながら飼料中に乳酸メチルが検出されたということ

で、乳酸メチルが飼料添加物の着香料、エステル類として認められているので、そのような

目的で使用されたことが示されています。 

  続きまして、108 ページがピルビン酸メチルの薬浴による魚体内の乳酸メチルの推移とい

うことで、吸排等の試験からのデータを取りまとめて解析しています。 

 結果としては、薬浴後、４時間までの乳酸メチルの濃度は、ピルビン酸メチルの薬浴による

もので、１日以降は飼料中に含まれる乳酸メチルを吸収した結果、検出されているものと推

察されるということで、このようなデータを踏まえて、休薬期間は１日が適当であると設定

されています。 

  続きまして、112 ページをご覧ください。使用上の注意の設定についてです。四角で囲ん

である下ですが、臨床試験の薬浴中に観察された一過性の魚体の横転現象を使用者に注意喚

起させるための記述ということで、使用上の注意が追加されています。 

 また、本剤の毒薬、劇薬の指定については、先ほど御説明いたしました毒性試験、安全性試

験等の結果を踏まえて、毒薬又は劇薬に指定しなくていいのではと考えているところです。 

  後に、審議経過票をご覧ください｡表紙をめくって次のページです。水産用医薬品調査会

では２回にわたり御審議いただいております。また、動物用医薬品残留問題調査会について

も２回にわたり御審議いただいて、特に先ほど残留性試験のところで御説明しました指摘に

基づいて追加調査等しまして、今回部会で御審議いただくこととなっています。 

  説明については以上です。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。 

  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か。 

○合田委員 この製剤はトルエンが 0.1％ぐらい入っていますが、トルエンの環境影響につい

て考察しなくてよろしいのですか。 

○赤堀部会長 事務局、お願いします。 

○事務局 お答えします。トルエンについては、残留溶媒のガイドラインに従って、その基準

値内でおさまるような形で規格に整備しています。 
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○合田委員 こういう海水に使うものに関する残留溶剤の基準というのは、トルエンはそのぐ

らい入ってもいいということですか。 

○事務局 動物用医薬品の基準です。 

○合田委員 これは海水で流すのですね。それで大丈夫かなと。他のものは余り影響がないよ

うな気がしますが、トルエンは一応考察して、これこれこうだからとか、こう代謝されるか

らということをしないといけないのではないですか。トルエンで 後に蒸留して、溶媒がト

ルエンなのですね。蒸留によって 後、トルエンとこの化合物を分けているのです。でも、

トルエンが一緒についてくるという形ですね。もっと本当だったらトルエンだったら、厳し

くしてもいいような気がするのです。他の医薬品だったら、これはもっと厳しいですよ。そ

こで大丈夫かなという気がすごくするのです。 

○事務局 残留溶媒については、人用の医薬品と多分変わりがないと思うのですけれども。 

○合田委員 トルエンが 0.07 も入っていいのですか。 

○事務局 ここはメーカーの方に計算していただいて、基準値内になるようにしているはずで

す。 

○合田委員 別紙規格に今 0.07 と出ているので、何らかのルールがあってされているのだろう

と思いますが、何か感覚としては一番気になる残留溶媒ですね。 

○赤堀部会長 製剤中に含まれるトルエンの環境中、特に海水中への影響について、この濃度

は本当に大丈夫と言えるかどうかという御質問ですので、多分明確な回答ができない、資料

が手元にないという状況だと思いますので、これは後日、委員の先生方全員に回答をお願い

するということでよろしいでしょうか。その結果について、また合田委員の御意見を伺って

議論するということで。 

  そうすると、きょうは結論が出ないということでよろしいですか。 

○合田委員 申し訳ないです。 

○赤堀部会長 ほかの委員の先生方、いかがでしょうか。合田委員の御発言は、継続審議とし

ておいていただきたい。特に環境中への影響を考えると、ここで今結論を出すのは少し早い

のではないかという御意見です。いかがでしょうか。 

  合田委員の御発言に特に御意見がないようですので、それでは、後日、事務局から御回答

いただいて改めて次の部会で審議するということで、大丈夫でしょうか。 

○事務局 わかりました。 

○赤堀部会長 その他はいかがでしょうか。 

  特にないようですので、それでは、そのように対応させていただきたいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。 

  それでは、合田委員からいただきましたトルエンの環境への影響評価について申請者に伝

えまして、その回答を再度動物用医薬品等部会にご報告させていただき、御審議いただくと

いうことで対応させていただきたいと思います。どうもありがとうございます。 

○赤堀部会長 それでは、ペンディングになりましたので、（3）番で御検討いただこうと思っ
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ていました省令の一部改正については、これも継続審議とさせていただきたいと思います。 

 それでは審議事項はもう１件で終わりますので、審議事項が終わった後で休憩とさせていた

だきたいと思います。 

 

（５）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 それでは、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、その中で動物用生物学的製剤調査会関係ということで、事務局から御説明をお

願いします。 

○事務局 事前にお送りした赤の№11 の資料を用意ください。動物用生物学的製剤基準の一部

改正についてという案件でございます。 

 本日御審議いただく動物用生物学的製剤基準の一部改正については、大きく３つの内容に分

けられています。１つ目については、再審査が終了した製剤について製剤基準の医薬品各条

の中に追加していくものでございまして、これについては動物用のもの３つ、水産用のもの

１つの４つの基準案を策定しているところです。 

  次に、昨年 10 月より、シードロットシステムを導入した動物用ワクチンについて承認申

請を受け付けているところですが、この製剤のシードロット化に伴って製剤基準の医薬品各

条に追加していくということで、９つの基準案について策定しております。 

  それから、現行のノンシードロット製剤の製剤基準について、既に基準があるものについ

て記載内容を整備する、あるいは当所において標準品として配布するための医薬品各条の改

正案になっておりまして、それについて８つの基準案がございます。 

  それでは、資料の１ページ目をご覧ください。まず再審査が終了した製剤について、製剤

基準の医薬品各条に追加する改正案になっています。１つ目は、マイコプラズマ・ハイオニ

ューモニエ感染症（カルボキシビニルポリマーアジュバント加）不活化ワクチンでございま

す。 

  １番として定義がされています。定義としては、マイコプラズマ・ハイオニューモニエ培

養菌液を不活化し、カルボキシビニルポリマーアジュバントを添加したワクチンであるとな

っています。 

  ２番目として製法ということで、本製剤の製造方法についての規格が設定されています。

２の製造方法として、2.1 の製造用株、2.2 の製造用材料、2.3 の原液、2.4 の 終バルクか

ら、2.5 の小分製品までの製造方法について規定しております。 

  ３番は試験方法ということで、3.1 の培養菌液の試験のところから、次の２ページ目をお

願いします。中段に 3.2 で原液の段階で行う試験、その下に 3.3 で小分製品の段階で行う試

験ということで、各製造工程における試験方法について規定しています。 

  ３ページをお願いします。４番目で貯法及び有効期間ということで、有効期間について設
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定しています。この製剤の場合は､有効期間は、製造後２年 9 か月間とする。ただし、農林

水産大臣が特に認めた場合には、その期間とするとしています。 

  次に６ページをお願いします。再審査関係の２つ目ですが、豚アクチノバシラス・プルロ

ニューモニエ（１・２・５型）感染症・豚丹毒混合（油性アジュバント加）不活化ワクチン

となっています。 

  定義については、ここにあるようにアクチノバシラス・プルロニューモニエ１型菌、２型

菌及び５型菌の培養上清濃縮液をそれぞれ不活化後混合したもの及び豚丹毒菌の培養菌体を

アルカリ処理して抽出した抗原を不活化したものを混合し、油性アジュバントを添加したワ

クチンであるとなっています。 

  こちらについても先ほどと同様に、構成として２番に製法ということで、製造用株として

アクチノバシラスの１型菌、２型菌、５型菌というものと、一番下の 2.1.4 で豚丹毒菌とい

う、それぞれの菌について培養方法を規定しています。 

  次のページから、その間の原液等の製造について記載しておりまして、７ページの 2.5 に、

それらを混合した小分製品の製造まで規定しているものです。 

  ３の試験方法がありまして、これについても先ほどと同様に、製造工程ごとの試験方法を

規定しています。 

  11 ページですが、先ほどと同様に、４の貯法及び有効期間ということで設定されています。 

  12 ページをお願いします。その他のところで、先ほどの基準にはない内容ですが、本ワク

チンについては、使用上の注意の中に、と畜場に出荷するまでの使用制限期間が設定されて

いる油性アジュバントのワクチンであるので、その他で 5.1 の添付文書等記載事項というこ

とで、と畜場出荷前の所定の期間は使用しない旨を記載することが規定されています。 

  17 ページをお願いします。次は鶏関係の製剤ですが、鶏伝染性ファブリキウス嚢病（抗血

清加）生ワクチンとなっています。定義については、弱毒伝染性ファブリキウス嚢病ウイル

スを発育鶏卵で増殖させて得たウイルス液と伝染性ファブリキウス嚢病ウイルスで免疫した

鶏血清を混合し、凍結乾燥したワクチンであるとされています。 

  ２番として製法、17 ページの下ですが、３として試験法が設定されています。 

  次に 20 ページをお願いします。４として貯法及び有効期間が設定されています。 

  次に 21 ページですが、再審査関係の４つ目のものです｡水産用ワクチンですが、イリドウ

イルス感染症不活化ワクチンとなっています。定義については、マダイイリドウイルスを培

養細胞で増殖させて得たウイルス液を不活化したワクチンであるとなっています。こちらに

ついても、２番で製法、３番で試験方法を規定しています。 

  23 ページ、４番で貯法及び有効期間ということで規定しています。 

  次に 25 ページをお願いします。次からシードロットシステムに適合したワクチン、すな

わちシードロット製剤の承認に伴い策定される製剤基準についての改正案でございます。シ

ードロット製剤の導入に伴って、従来、医薬品各条についてはワクチンの部ということで１

つだったのですが、それを、ワクチン（シードロット製剤を除く）の部と、ここにあるワク
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チン（シードロット製剤）の部と２つに分けて、シードロット製剤について、ワクチン（シ

ードロット製剤）の部に追加するということにしています。 

  初に牛用のワクチンですが、牛ヒストフィルス・ソムニ（ヘモフィルス・ソムナス）感

染症（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）となっています。シードロット製剤の製

剤基準名については、「シード」という言葉を入れることで統一しています。定義としては、

シードロット規格に適合したヒストフィルス・ソムニの培養菌液を不活化し、アルミニウム

ゲルアジュバントを加えたワクチンであるとしています。 

  ２番の製造方法として、従来の基準と違うところで、製造用株の記載として、2.1.3 のマス

ターシード菌についての作製、保存、小分製品までの 高継代数の規定、2.1.4 のワーキング

シード菌の増殖、継代・保存の規定、2.1.5 でプロダクションシード菌の増殖に関する規定が

されております。 

  26 ページですが、試験法についても、それぞれシードについて試験を規定しておりまして、

3.1 の製造用株の試験の 3.1.1 のマスターシード菌の試験ということで同定試験と夾雑菌否

定試験、それからワーキングシード菌の試験ということで夾雑菌否定試験を規定しています。 

  その後の培養菌液以降の試験については､従来の非シードロット製剤と同様の内容になっ

ています。 

  30 ページをお願いします。シードロット関係の２つ目ですが、豚の製剤である、豚アクチ

ノバシラス・プルロニューモニエ（２型）感染症（アジュバント加）不活化ワクチン（シー

ド）というものです。定義については、シードロット規格に適合したアクチノバシラス・プ

ルロニューモニエ２型菌の培養菌液を不活化し、アルミニウムゲルアジュバントを添加した

ワクチンになっています。 

  製法については、先ほどと同様に、マスターシード菌の作製、保存、継代、ワーキングシ

ード菌の増殖、継代、保存、プロダクションシード菌については、先ほどと異なり増殖と保

存について規定されています。 

  次のページをお願いします。31 ページに試験法がありますが、こちらについてもマスター

シード菌の試験、ワーキングシード菌の試験が規定されています。先ほどはプロダクション

シード菌の試験がなかったのですが、こちらはプロダクションシード菌を保存するというこ

とで、プロダクションシード菌の試験として夾雑菌否定試験を設定しています。 

  35 ページをお願いします。次に豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ（２・５型）感

染症（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）でございます。 

  定義については、シードロット規格に適合したアクチノバシラス・プルロニューモニエ２

型菌及び５型菌の培養菌液をそれぞれ不活化したものを混合し、アルミニウムゲルアジュバ

ントを添加したワクチンでされております。 

  製法については、先ほどと同じく、マスターシード菌、ワーキングシード菌、プロダクシ

ョンシード菌の増殖等について規定しております。 

  次の 36 ページに試験法がありますが、こちらについても、マスターシード菌、ワーキン
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グシード菌及びプロダクションシード菌の試験について規定しております。 

 次に 40 ページですが、豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ（１・２・５型）感染症

（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）でございます。 

  定義については、シードロット規格に適合したアクチノバシラス・プルロニューモニエ１

型菌、２型菌及び５型菌の――これは「５型型菌」となっていますが、「型」を１つ削るよう

に修正します。２型及び５型菌の培養菌液を不活化したものを混合し、アルミニウムゲルア

ジュバントを添加したワクチンであるとしています。 

  製法については、先ほどと同様でございます。マスターシード、ワーキングシード、プロ

ダクションシードについて規定しています。 

  また、42 ページに試験法についても、同様にマスターシード、ワーキングシード、プロダ

クションシード菌について、それぞれ試験が規定しています。 

  それでは、46 ページをお願いします。豚大腸菌性下痢症（Ｋ88 保有全菌体・Ｋ99 保有全

菌体）（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）でございます。 

  定義については、シードロット規格に適合した線毛抗原Ｋ88 及びＫ99 を保有する大腸菌

の培養菌液をそれぞれ不活化したものを混合し、アルミニウムゲルアジュバントを添加した

ワクチンであるとしております。 

  製法については、マスターシード、ワーキングシード、プロダクションシードについて、

増殖等について規定しています。 

  次の 47 ページの試験法について、製造用株の試験として、マスターシード菌、ワーキン

グシード菌について規定しています。 

  次に 53 ページをお願いします。豚ボルデテラ感染症（アジュバント加）不活化ワクチン

（シード）でございます。 

  定義については、シードロット規格に適合したボルデテラ・ブロンキセプチカの培養菌液

を不活化し、アルミニウムゲルアジュバントを添加したワクチンであるとしています。 

  製法については、先ほどと同様、マスターシード、ワーキングシード、プロダクションシ

ードについて、増殖等について規定しています。 

  次の 54 ページの試験法についても、同様にマスターシード、ワーキングシード及びプロ

ダクションについて保存しますので、プロダクションシード菌の試験を規定しています。 

  59 ページをお願いします。次に豚ボルデテラ感染症精製（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。 

  定義は、シードロット規格に適合した豚ボルデテラ・ブロンキセプチカの培養上清を濃縮

し、部分精製後、油性アジュバントを添加したワクチンであるとしております。 

  製法としては、先ほどと同様に、マスターシード、ワーキングシード、プロダクションシ

ードの増殖等についての規定、次の 60 ページに試験法ということで、製造用株の試験とし

てマスターシード、ワーキングシード、プロダクションシードの試験が規定されております。 

  それから、63 ページですが、こちらは先ほど非シードロット製剤の基準案で御説明しまし
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たが、こちらも油性アジュバントのものということで、使用上の注意に、と畜場出荷までの

使用制限期間について記載するということで、その他の 5.1 に添付文書等記載事項に、「と畜

場出荷前の所定の期間は使用しない旨」を記載するということが規定しています。 

  次の 64 ページをお願いします。鶏のシードロット製剤でございます。鶏サルモネラ症（サ

ルモネラ・エンテリティディス）（油性アジュバント加）不活化ワクチン（シード）となって

います。 

  定義については、シードロット規格に適合したサルモネラ・エンテリティディスの培養菌

液を不活化し、油性アジュバントを添加したワクチンとなっています。 

  製法については、先ほどと同様に製造用株の規定ということで、マスターシード、ワーキ

ングシード、プロダクションシードの増殖等について規定しております。 

  次の 65 ページに製造用株の試験ということで､それぞれのシードについての試験が規定さ

れているところでございます。 

  69 ページですが、こちらも油性アジュバントのワクチンということで、使用制限期間が制

定されていること。また、サルモネラについては、家畜衛生、公衆衛生上非常に重要な疾病

であるということで、5.1 の添付文書等記載事項の中に、「本剤を鶏に使用する場合は、事前

に 寄りの家畜保健衛生所に相談の上、指示を受け、標識した無注射鶏を１％程度残す」旨

を記載するということ。それから、「本剤を投与した鶏はひな白痢の抗体検査で陽性を示す」

旨を記載する」こと、「肉用鶏には使用しない」旨を記載すること、「採卵鶏又は種鶏を廃鶏

として食鳥処理場へ出荷する前の所定の期間は使用しない」旨を記載することとしておりま

す。 

  次に 73 ページをお願いします。シードロット関係の 後ということで、鶏伝染性コリー

ザ（Ａ・Ｃ型）（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）でございます。 

 定義については、シードロット規格に適合したヘモフィルス・パラガリナルムＡ型菌及びＣ

型菌の培養菌液をそれぞれ不活化したものを混合し、アルミニウムゲルアジュバントを添加

したワクチンであるとなっております。 

  製法については、製造用株はヘモフィルス・パラガリナルムＡ型菌及びＣ型菌のマスター

シード、ワーキングシード及びプロダクションシード菌の増殖について規定しているという

ことです。 

  次に 74 ページの試験法のところです。こちらも製造用株の試験ということで、マスター

シード、ワーキングシード、プロダクションシードの試験について規定しています。 

  次に 78 ページですが、こちらから既に製剤基準が設定されているものについて、その内

容について整備するという改正案でございます。 

  まず牛関係ということで、牛大腸菌性下痢症（Ｋ99 保有全菌体・ＦＹ保有全菌体・31Ａ保

有全菌体・Ｏ78 全菌体）（アジュバント加）不活化ワクチンでございます。 

  これについては新旧対照表で御説明しますので、83 ページをお願いします。こちらが本基

準の新旧対照表でございます。先ほどと同様に、右側のカラムが現行、左が改正案となって
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います。こちらは４番の貯法及び有効期間というところで、以前は、「ただし、特に承認され

たものはその期間とする。」というような記載をしていましたが、「ただし、農林水産大臣が

特に認めた場合には、その期間とする。」という表現に現状は統一されているので、その記載

に整備するというのが１つでございます。 

  また、付記４で、線毛凝集反応用抗原の内容についても記載の整備を行っています。 

  次に、88 ページをご覧ください。豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ（２型）感染

症（アジュバント加）不活化ワクチンでございまして、これについては先ほどシードのシー

ドロット製剤の関係でも御説明したところですが、この内容については、現行の非シードロ

ット製剤の製剤基準の内容について、先ほどシードロットの新たな基準ができるため、それ

に合わせた記載整備を行うということで全体的に内容を見直しているものでございます。 

  これについては、製法あるいは試験法、それから、90 ページにある貯法及び有効期間、基

準全般について記載の整備を行っています。 

  次に 96 ページをお願いします。96 ページの豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ

（２・５型）感染症（アジュバント加）不活化ワクチンについても、同様に先ほどシードロ

ット製剤の基準ができたということで、それに伴って全体的な記載の見直しを行ったもので

ございます。 

  次に 103 ページをお願いします。豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ（１・２・５

型）感染症（アジュバント加）不活化ワクチンについても同様に、シードロット製剤の基準

の制定に伴う記載の整備となっています。 

  次に 112 ページをお願いします。豚ボルデテラ感染症（アジュバント加）不活化ワクチン

についても、同様にシードロット製剤の規格の設定に伴う記載整備となっています。全般的

な見直しになっています。 

  120 ページをお願いします。豚ボルデテラ感染症精製（油性アジュバント加）不活化ワク

チンということで、これについてもシードロット製剤の基準の制定に伴う現行基準の記載の

見直しということで、全般的な改正案をお示ししております。 

  次に 132 ページをお願いします。鶏サルモネラ症（サルモネラ・エンテリティディス）（油

性アジュバント加）不活化ワクチンですが、これについても先ほど御説明しました当該ワク

チンのシードロット製剤の基準制定に伴う現行の非シードロット製剤の基準について、全般

的な記載整備を行うというものでございます。 

  次に 143 ページをお願いします。 後ですが、鶏伝染性コリーザ（Ａ型）診断用赤血球凝

集抗原の製剤基準の改正案となっています。こちらについては、先ほどの牛の製剤と同様に、

貯法、有効期間の記載について、「ただし、承認されたものはその期間とする。」という記載

を、「ただし、農林水産大臣が特に認めた場合には、その期間とする。」ということで整備す

ることとしています。 

  また、本剤の参照陽性血清について、動物用医薬品検査所の標準製剤として今後配布する

ことになっていますので、付記４の参照陽性抗原のところの 初のところに、「動物医薬品検
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査所が配布するもので」という文言を追加しまして、今後、当所の標準品として配布してい

く体制を整えていくという改正でございます。 

  長くなって申し訳ございませんでしたが、説明は以上でございます。御審議のほどお願い

申し上げます。 

○赤堀部会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいま事務局から御説明いただきましたが、委員の先生方で御質問、御意見

ございますか。いかがでしょうか。 

  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いたします。 

○事務局 先ほど誤字等もございましたので、そこは改めさせていただきまして、薬事分科会

に報告させていただきます。ありがとうございました。 

○赤堀部会長 よろしくお願いいたします。 

  それでは、今４時 16 分ですが、10 分間の休憩をさせていただきたいと思います。26 分か

ら再開ということでよろしくお願いします。 

〔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ます。 

 

Ⅱ）報告事項 

（１）動物用医薬品の承認事項変更承認の可否について 

  ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

  ① コンベニア注（ファイザー株式会社） 

 

○赤堀部会長 報告事項になりますが、（1）番、動物用医薬品の承認事項変更承認の可否につ

いてです。動物用抗菌性物質製剤調査会関係です。事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、事前にお送りしました赤の№６の資料をご覧ください。 

  ファイザー株式会社より事項変更の申請がされたコンベニア注でございます。今回の変更

については、効能・効果は、従来、犬と猫の細菌性の皮膚感染症というものでございました

が、この中に、犬の細菌性尿路感染症を追加するという新効能の追加の事項変更となってい

ます。これについて、平成 21 年４月 15 日の動物用抗菌性物質製剤調査会において御審議い

ただき、こちらにあるような御意見、御指摘、条件をいただきまして、それがクリアされた

ということで、本日報告するものでございます。 

  なお、再審査期間については、犬、猫の細菌性皮膚感染症の再審査期間が平成 25 年５月

18 日までとなっていますので、こちらの尿路感染症の効能についても、同じ期間の再審査期

間をつけることとしています。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 ただいま御説明いただきましたが、委員の先生方から特段の御質問等ございますか。 
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 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 

  ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

  ①ベンジルペニシリンプロカイン 

 

○赤堀部会長 続きまして、報告事項（2）番、動物用医薬品の再評価についてです。調査会

審議の概要説明及び詳細説明をお願いします。 

○事務局 それでは、事前に送付しました資料№７と本日配布しました番号のついていない一

番下にあります１枚紙の資料をご覧ください。 

  動物用医薬品の再評価について、ベンジルペニシリンプロカインでございます。 

 １枚めくっていただきまして、情報の概要でございますが、こちらはスウェーデンで馬にお

いてベンジルペニシリンプロカインとベンジルペニシリンカリウム、ナトリウムでの副作用

報告を解析したものということでございます。 

  ベンジルペニシリンプロカインで 57 例の副作用報告がございまして、そのうち２例を除

く 55 例が、ベンジルペニシリンプロカインのうちプロカインの毒性によるものであると思

われたという報告でございます。プロカインの毒性による副作用として、運動能力と行動の

変化が主たる臨床徴候として見られました。 

  また、プロカインに対する毒性のリスクファクターとしては、反復投与により血管内投与

の可能性が上昇し、神経の感作によるプロカインに対する感受性が上昇するであろうという

考察がされております。また、副作用を起こした馬では、起こさなかった馬と比較して、血

漿中のプロカインを加水分解して無毒な代謝物にするエステラーゼ活性が低いことが挙げら

れたというのが報告でございます。 

  下に臨床徴候として見られたものが書かれてありますが、ベンジルペニシリンナトリウム

で蕁麻疹、カリウムで横臥と呼吸困難といったアレルギーの症状に加えて、ベンジルペニシ

リンプロカイン投与の症例においては、中枢神経系の臨床徴候が見られたというものです。 

 対象製剤ですが、10 ページをご覧ください。対象製剤の選択条件として、馬を対象動物に含

む注射剤でありまして、かつ本文献の内容から、ベンジルペニシリンプロカインに限らずプ

ロカインと同じ系統の成分である、プロカイン、リドカイン、キシロカイン、ジブカインを

含む製剤をリストアップしました。 

  10 ページ、11 ページに対象製剤を記載しています。 

 14 ページをご覧ください。検討を要する成分についての取り扱いですが、情報の概要はただ

いま御説明申し上げたとおりです。考慮事項として、リドカイン及びキシロカインを成分と

して、馬を対象動物に含む製剤は現在ございませんので、ベンジルペニシリンプロカイン、

プロカイン及びジブカインの製剤について対象とします。 
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  本報告にあるような中枢神経系の副作用については、現在、使用上の注意には記載されて

おりません。人用の医薬品については、【その他の副作用】として、中枢神経系の副作用が記

載されています。 

  また、古い文献ですが、この報告以外にも、ベンジルペニシリンプロカインの筋肉注射に

よって中枢神経系の臨床症状が出たという報告がございました。また、現在までのところ副

作用報告は報告されておりません。 

  後のページですが、こちらは当日配布した１枚紙の資料に差し替えさせていただきます。

対応ですが、ベンジルペニシリンプロカイン及び塩酸プロカインを含有する製剤については、

使用者に対して情報提供するため、使用上の注意【その他の注意】に「馬にプロカインによ

る中枢神経系の副作用が起きる場合があるとの報告がある。」旨を追記し、再評価指定はしま

せんが、今後とも情報収集に努めることとしました。 

  また、塩酸ジブカインを含有する製剤は１製剤ございましたが、対象製剤は塩酸ジブカイ

ンを主成分以外の成分、無痛化剤として少量を含む製剤のみであり、塩酸ジブカインに関す

る同様の文献情報や副作用報告がないことから、現時点で対応等は不要と考え、今後とも情

報収集に努めることとしました。 

  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。 

  ただいま御説明いただきましたが、委員の先生方から特段の御質問等ございますか。 

○合田委員 12 ページの田村製薬株式会社のところの回答は、少し非常識のような気がするの

ですが、こういう回答が出てくるのですね。 

○赤堀部会長 以前に私も質問したことがあるのですが、これはメーカーの出してきたことで、

それを訂正することはできない。それに対して、適切であるか不適切であるかという意見は

言ってもいいと言われたことが過去にあるのですが、そういうことでは不適切だということ

ですね。 

  事務局、いかがでしょうか。過去にもそういう議論があったように思います。 

○合田委員 信じられないような感覚ですね。 

○事務局 今部会長からもお話しいただきましたように、メーカーに意見を聞きましたところ、

特段の注意は必要ないと自分たちは考えるという報告でございまして、事務局としては、し

かしながら追記が必要であろうと判断しまして、今回のような対応案とさせていただきまし

た。 

○合田委員 いいのですけど、対応は全くそのとおりだと思うのですが、こういうのは本当は

メーカーに、そういう感覚ではいけませんよというのは、農水省が言うべきではないですか。

医薬品のメーカーとして信じられない感覚だと私は思います。こういう回答が出てくるとい

うのは非常識ですよ。 

○事務局 では、そのような御意見があったということを伝えさせていただくということでよ

ろしいですか。 
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○赤堀部会長 そうですね。こういう意見があったということを向こうに伝えるということで

御了解いただけますか。 

○事務局 ありがとうございます。 

○赤堀部会長 その他、いかがでしょうか。 

  それでは、合田委員の御発言を先方に伝えるということで、御了解いただいたことにいた

します。 

 

（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 ポセイドン「レンサ球菌」（株式会社 科学飼料研究所） 

  ② Ｍバック レンサ□注 （松研薬品工業株式会社） 

  ③ マリンジェンナー レンサ１（バイオ科学株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、再審査で、（3）動物用医薬品の再審査についてです。事務局から

報告をお願いします。 

  まずは水産用医薬品の方です。 

○事務局 水産用医薬品関係の赤の№８－１の事前配布資料を御用意ください。 

  今回御報告する３製剤ですが、いずれもブリ属魚類のα溶血性レンサ球菌症用の注射のワ

クチンです。 

  まず表紙をめくって１ページですが、ポセイドン「レンサ球菌」、申請者は株式会社 科学

飼料研究所となっています。成分及び分量は、ワクチン１バイアル（50mL）中に、主剤で

あるラクトコッカス・ガルビエＫＧ9408（ＫＧ－）株不活化菌体が不活化前菌数として５×

1010ＣＦＵ以上含まれています。 

  用法・用量ですが、ブリ属魚類（体重約 30g から約 300g）の腹腔内に連続注射器を用い、

0.1mL を１回注射するとなっています。効能・効果は、先ほど申したとおり、ブリ属魚類の

α溶血性レンサ球菌症の予防となっています。 

  水産用医薬品調査会の審議結果ですが、本年５月 13 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、添付資料の１．使用成績等の調査概要の有効性に関する事

項の整備を条件に、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として動物用医薬品等部会に報告して差し支えないという審議結果を

いただいております。 

  対応ですが、別紙２にあるとおり、資料の整備を申請者の方でしまして、事務局及び座長

で中身を確認させていただきまして、本日御報告させていただいております。 

  続きまして、「審議経過票」というタグがついているページをお開きください。２番目、Ｍ

バック レンサ□注 です。申請者は松研薬品工業株式会社です。成分・分量ですが、１バイア

ル（500mL）中、不活化ラクトコッカス・ガルビエＦ１Ｙ株（ＫＧ－型）を、不活化前菌数
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として５×1011ＣＦＵ以上含有するものです。 

  用法及び用量ですが、当該麻酔薬の使用説明書に従って麻酔をかけたブリ属魚類（体重約

30～300ｇ）の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mL を注射するとされています。効能・効果

は、先ほどの製剤と同様です。 

  水産用医薬品調査会の審議結果ですが、これも同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、添付資料の１．使用成績等の調査概要の有効性に関する事項を

整備し、本調査会に了承を得た上で、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用医薬品等部会に報告して差し支え

ないとの審議結果をいただきました。 

  対応ですが、後ろの別紙２にあるとおり、資料が整備されて、その後、水産用医薬品調査

会の各委員にお送りし、御審議いただき御了承いただきまして、本日御報告させていただい

ております。 

  後に３番目、タグがついていませんが、ホチキスでとめてある資料の一番 初のページ

をお開きください。マリンジェンナー レンサ１という製剤です。申請者はバイオ科学株式会

社です。 

  成分・分量ですが、ワクチン１バイアル（500mL）中に、主剤であるラクトコッカス・ガ

ルビエＢＹ１株不活化菌体が不活化前菌数として５×1011ＣＦＵ以上含まれています。 

  用法・用量は、先ほどと同様です。効能又は効果も、先ほどの製剤と同じです。 

  水産用医薬品調査会の審議結果ですが、５月 13 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、添付資料１．使用成績等の調査概要の有効性に関する事項の整

備を条件に、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

性が認められるとして動物用医薬品等部会に報告して差し支えないとの審議結果をいただい

ております。 

  対応ですが、別紙２にあるとおり、資料を整備させていただきまして、事務局、座長に内

容を御確認いただき、御了承を得て、本日御報告させていただいております。 

  なお、先ほどのＭバック レンサ□注 とマリンジェンナー レンサ１の用法・用量の中に、「当

該麻酔薬の使用説明書に従って麻酔をかけた」という文言が入っているんですが、レンサ球

菌のワクチンが魚の注射用のワクチンとして一番 初に承認されたもので、したがって、使

用者には麻酔薬をきちんと使っていただき、安全性を担保したいということで、この旨の記

載を当初、させていただいております。 

  ただ、現在承認されているワクチンについては麻酔薬の使用についての説明はなくて、な

くても使用者がきちんと使えるということで、この旨の記載は要らないことになっているの

で、この２つの製剤も再審査終了とともに、用法・用量の記載は整備させていただきたいと

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。 
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  それでは、委員の先生方から御質問ございますか。 

○福安委員 後の製品ですが、マリンジェンナー レンサ１の２枚目、３ページになります。

【取扱い上の注意】の（5）のところに、「使い残りの本品は下水道に破棄するなどにより適

切に処分にする」という表記になっていますが、その前のものを見ると、「使い残りの本品は、

環境や水系を汚染しないように注意し」という表現です。同じ基準で多分再評価されている

のではないかと思いますが、表現がものすごく違うというイメージを持ちました。 

○事務局 今御指摘があったとおり、前のＭバック レンサ□注 に書いてある方が正しい記載で、

マリンジェンナー レンサ１の（5）の記載は、不適切な記載ですので改めるようにしたいと

思います。ありがとうございます。 

○赤堀部会長 資料の整備をさせていただくということでよろしいでしょうか。 

 その他、いかがでしょうか。 

  それでは、③番のマリンジェンナー レンサ１については、使用上の注意を整備することを

条件で御了解いただいたことにいたします。 

 

  ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

  ④ フェロバックス５（共立製薬株式会社） 

  ⑤ オイルバックスＮＢ2ＧＲ（財団法人 化学及血清療法研究所） 

  ⑥ バソトップ錠 1.25（株式会社インターベット） 

    バソトップ錠 2.5（     〃     ） 

 

○赤堀部会長 続きまして、同じく再審査関係ですが、動物用医薬品再評価調査会関係の事項

です。事務局から御報告をお願いします。 

○事務局 事前に送付しました資料の８－２をご覧ください。 

  １ページ目をおめくりください。フェロバックス５でございます。申請者は共立製薬株式

会社で、主剤１バイアル（１mL）中に、猫ウイルス性鼻気管炎ウイルス 605 株、猫カリシ

ウイルス 255 株、猫汎白血球減少症ウイルスＣＵ－４株、猫白血病ウイルス 1161Ｅ株、そ

れからクラミドフィラ フェラス Cello 株を含み､アジュバントを含む不活化ワクチンでござ

います。 

  用法及び用量は、８週齢以上の猫に１mL（１バイアル）ずつ２～４週間隔で２回筋肉内

又は皮下に注射することになっています。効能又は効果ですが、主剤に含まれるウイルス、

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、猫白血病ウイルスに

よる持続性ウイルス結晶及びクラミドフィラ フィリス感染症の予防となっています。使用上

の注意は、別紙に添付しております。 

  動物用医薬品再評価調査会での審議ですが、本年４月 30 日の動物用医薬品再評価調査会

で御審議いただきまして、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ております。 



 

 - 43 - 

  なお、備考の欄に書いておりますが、こちらの製剤、用法及び用量欄に、「２～４週間隔で

２回筋肉内又は皮下に注射する。」という用法になっていますが、実際、フィールドでは皮下

接種がほとんどでございまして、再審査期間中の使用成績調査においても、ほとんどが皮下

注射の症例であったということで、用法及び用量欄を、「皮下又は筋肉内に注射する。」と変

更したいとなっています。 

  続きまして、次の製剤ですが、５ページ目をご覧ください。 

  オイルバックスＮＢ2ＧＲでございます。申請者は財団法人 化学及血清療法研究所です。 

 成分及び分量ですが、小分製品１ボトル中に、ニューカッスル症ウイルス石井株、鶏伝染性

気管支炎ウイルス練馬Ｅ10 株、同じくＴＭ－86ＥＣ株、鶏伝染性ファブリキウス嚢病ウイル

スＫ株、トリレオウイルス 58－132Ｅ50 株を含むオイルアジュバントの不活化ワクチンでご

ざいます。 

  用法及び用量ですが、５週齢以上の鶏の頚部中央部の皮下に１羽当たり 0.5mL 注射すると

いうものです。効能又は効果は、鶏のニューカッスル病、鶏伝染性気管支炎、伝染性ファブ

リキウス嚢病、トリレオウイルス感染症の予防となっています。 

  使用上の注意は、別紙に添付しております。 

  動物用医薬品再評価調査会での審議ですが、同じく本年４月 30 日の動物用医薬品再評価

調査会で御審議いただきまして、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ています。 

  続きまして、次の製剤ですが、８ページをご覧ください。バソトップ錠 1.25 でございます。

申請者は株式会社インターベット、こちらは主剤としてラミプリルを含む製剤でございます。 

  用法及び用量ですが、犬で体重１kg 当たりラミプリルとして 0.125～0.25mg を１日１回

経口投与するものです。効能又は効果は、犬の僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全の改善とな

っています。 

  動物用医薬品再評価調査会での審議結果ですが、本年４月 30 日の動物用医薬品再評価調

査会において御審議いただきまして、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ています。 

  なお、こちらも備考欄に記載がありますが、同種の薬効の他のものの表現に合わせて、効

能又は効果を「僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全の症状の改善」と、「症状の」を入れるとい

うことで修正整備を行う予定でございます。 

  続きまして、11 ページにバソトップ錠 2.5 がございますが、こちらはただいま御説明しま

したバソトップ錠 1.25 の倍量含まれている製剤ということで、内容は同じですので、説明は

省略させていただきます。 

  以上です。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、委員の先生方から何か御質問等ございますか。 

○福安委員 先ほどと同じような内容なのですが、４ページ目のところ、先ほどの表現よりも
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さらに環境汚染がひどいかなという感じで、一般取扱い上の注意で（6）になりますが、「使

い残りのワクチンは紙等で吸い取り可燃物として処分すること」というのは不適切。先ほど

より、紙等でふき取って可燃物で一般に出しなさいということですね。そうすると結局、回

収する人のことを考えていないような感じがするのです。 

  次の製品もそうなのですが。可燃物としてそこで処理しなさいという表現を見ると、収集

する人に出しなさいというふうに見ているのですが、いかがですか。 

○事務局 こちらは油性アジュバントを含有する不活化ワクチンにつきまして、一律に掲載す

るようにということで、事務局から記載例として出しているものにある文言でございまして、

それに従ってメーカーも書いているものでございます。 

○赤堀部会長 容器は適切な対応だと思いますが、容器と同じように扱うということも１つの

方法かという気もします。残ったワクチンはどのように対応されていますか。今までも、こ

こに書いてあるだけですか。 

○事務局 廃棄に関する事項としては、例えば生ワクチンの場合、不活化されていないような

ものについては、使い残りのワクチン及び使用済みの容器は、消毒又は滅菌後地方公共団体

条例等に従い、処分もしくは可燃性廃棄物として処分することというような記載になってい

ます。 

○赤堀部会長 そちらが適切ですね。 

○事務局 こちらは油性アジュバントで不活化されているので、とりあえず病原体も死んでい

るということと、油性ですので燃えるだろうということで、このような記載に油性アジュバ

ントの不活化ワクチンにはなっていおります。 

○福安委員 不活化だから、物として扱っていいということですね。わかりました。 

○赤堀部会長 よろしいでしょうか。 

○事務局 このような記載についても、先ほど申し上げましたとおり、使用上の注意の記載の

内容について現在検討しておりますので、その中の課題の１つ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 きょうはこのとおりでいいと思いますが、御質問がありましたので、このまま

で本当にいいのか、もう少し検討するというのは事務局レベルでお答えをお願いします。 

○事務局 検討させていただきます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、本件については御了解いただいたことにいたします。 

 

（４）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

○赤堀部会長 続きまして、（4）番の動物用医薬品の諮問・承認状況について、事務局から御

説明をお願いします。 

○事務局 当日配布資料の黒の№14 番を御用意いただきたいと思います。 
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  動物用医薬品の諮問、承認（事項変更を含む）状況ということで、平成 21 年３月７日か

ら平成 21 年６月 29 日ということで、前回の部会から本日まで諮問、承認されたものの製剤

のリストになっています。 

  １．諮問状況ですが、一番上の生物学的製剤関係のセルミューンＮと、１ページ目の下に

ある一般薬関係のスレントロールについては、平成 17 年２月、今年の３月に諮問されてい

るものですが、参考に記載しています。 

  本日御審議いただいた製剤のうち、２番目にあるメリアル・ジャパン株式会社のピュアバ

ックスＲＣＰ、それからファイザーのドラクシン、及び次の２ページ目ですが、シェリング・

プラウのマリンディップについては、平成 21 年６月 24 日に諮問されております。 

  次に承認状況ですが、いずれも生物学的製剤関係ですが、メリアル・ジャパン株式会社の

豚パルボウイルス感染症の不活化ワクチンであるパルボテック、それから、財団法人 化学

及血清療法研究所の鶏伝染性気管支炎の生ワクチンですが、アビテクトＩＢ／ＡＫについて

は、平成 21 年４月 30 日に承認されております。 

  次の３ページ目をお願いします。 

  続きまして、株式会社インターベットの鶏脳脊髄炎と鶏痘の混合の生ワクチンですが、ノ

ビリスＡＥ＋Pox という製剤でございます。こちらについては平成 21 年５月 15 日に承認さ

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。 

  委員の先生方から御質問ございますか。 

  特にないようですので、了解したことといたします。 

 

（５）その他（猫由来培養細胞を製造に用いた猫用生ワクチンについて（経過報告）） 

 

○赤堀部会長 続きまして、（5）番のその他（猫由来培養細胞を製造に用いた猫用生ワクチン

について（経過報告））を事務局からお願いします。 

○事務局 では、当日配布資料の№15 を御用意ください。 

  猫由来培養細胞を製造に用いた猫用生ワクチンについてでございます。こちらは本年の１

月の動物用医薬品再評価調査会及び２月の動物用生物学的製剤調査会で報告したものですが、

今般、部会でも御報告させていただきたいと思います。 

  詳細は、担当検査室長より御説明申し上げます。 

○事務局 それでは、資料№15 番について御説明させていただきます。まずは、これまでの経

緯から御説明させていただきます。 

  ９ページをお開きください。これは「猫内在性レトロウイルス（ＲＤ114 ウイルス）に関

するこれまでの経緯」とタイトルされているものですが、これは私どもの方でまとめたもの

です。事の発端ですが、①番の学会発表のところに、第 144 回日本獣医学会学術集会（2007
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年９月２日）に､京大の岡田らが、猫３種混合ワクチンにＲＤ114 ウイルスが混入していると

いう発表をしました。その後も、京大のグループは関連内容を発表しているのですが、この

ＲＤ114 ウイルスは何なのかというと、実は数百年前に猫の祖先に内在化したレトロウイル

スということで、 近、猫のゲノムプロジェクトが進みまして、猫の遺伝子がすべてわかっ

た。その中で、家猫すべての体細胞、生殖細胞に組み込まれている、つまりすべての家猫が

既に持っているウイルスでございます。 

  京大のグループは、この内在性レトロウイルスの研究をしておりまして、LacZ マーカー

レスキューアッセイという方法を開発して、いわゆる感染性のＲＤ114 ウイルスを検出でき

るようになったということです。 

  この LacZ マーカーレスキューアッセイというのは具体的にどういうものかというと、戻

っていただいて６ページが京大が出した論文ですが、Fig.６のＡというのがありまして、こ

れが LacZ アッセイの原理を模式化したものです｡仮に感染性のＲＤ114 ウイルスがあります

と、これが左上の３つのウイルス粒子になりますが、それをＴＥ671 という人の横紋筋肉腫

細胞に LacZ 遺伝子を導入させたものに感染させると、その LacZ 遺伝子を持ったシュード

タイプのＲＤ114 ウイルスが産生されます。今度、その LacZ 遺伝子を持ったシュードタイ

プのＲＤ114 ウイルスを、今度は LacZ 遺伝子のないＴＥ671 細胞に感染させると、その遺

伝子に LacZ が組み込まれて、Ｘ－gal 染色をすると染まって感染性ウイルスがあるというの

がわかるという方法です。 

  また、同じシュードタイプウイルスを既にＲＤ114 ウイルスが感染しているＴＥ671 細胞

に感染させると、右側になりますが、レセプターがインターフェレンスされてシュードタイ

プウイルスが細胞内に入らない。LacZ 遺伝子も組み込まれなくて、Ｘ－gal 染色をしても染

まらない。これをもって感染性粒子があるかないかを調べる方法、これが LacZ マーカーレ

スキューアッセイでございます。 

  この論文の中で著者らは何を言わんとしているかというと、１ページに戻っていただきま

して、この論文の要旨をまとめたものがあります。真ん中の欄の下の（考察）のところを見

ていただきますと、「LacZ Marker Rescue Assay は感染性ＲＤ114 ウイルス粒子を検出する

ことができる唯一の方法である。そして、ネコ用生ワクチンに感染性のＲＤ114 ウイルスが

混入しているかどうかのモニタリングに利用できる可能性がある。」と結んでいます。そして

実際に幾つかの猫用生ワクチンを調べたところ、感染性のＲＤ114 ウイルスが混入していた、

こういう話になっているわけでございます。 

  猫の生ワクチンは、猫由来の培養細胞を使って製造されているので、すべての猫にＲＤ114

ウイルスが混入しているということで、そのワクチンに入ってくるのは至極当然な話ですが、

この件について行政的に対策を講ずる必要があるかどうかというのを検討しました。 

  それで実際何をしたかというと、動物医薬品検査所で、本当に感染性のＲＤ114 ウイルス

がワクチンに入っているのかどうかという調査をしました。それから、該当するワクチンの

製造所社との意見交換、それから、これは全部海外メーカーのものでしたので、欧米での対
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応措置を調査しました。それから、この論文が出たので、この論文をもってして臨時の再評

価スクリーニングをかけました。これら３本柱で対応を進めてまいりました。 

  まず動物医薬品検査所での調査ですが、11 ページをご覧ください。表に示すように平成

18 年度から 20 年度にかけて、計 30 ロットの猫用生ワクチンについて、LacZ マーカーレス

キューアッセイでウイルスがあるかないかを調べたところ、９ロットから感染性のＲＤ114

ウイルスが検出されました。これは入っているものが９、入っていないものが 21 というこ

とではなくて、恐らく全部同じ猫由来の細胞を使っているので、検出限界以上のものとそれ

未満のものというふうに解釈しました。 

  原因は培養細胞だろうと考えまして、12 ページに示すように、猫の腎臓由来の CRFK 細

胞と猿の腎臓由来の Vero 細胞について、LacZ でＲＤ114 ウイルスを調べたところ、CRFK

の方だけ検出されました。 

  それから、LacZ だけだとちょっと不安なので、13 ページでは、普通の PCR で培養細胞中

のゲノムの中のプロウイルス、それから、培養上清の中からウイルスの RNA の検出を試み

て、それぞれちゃんとバンドが感作されまして、この培養上清から RNA が検出できたとい

うことは、限りなく感染性の粒子が存在するのだと、これを示唆するものだと考えました。 

 では、実際に対象となる日本で承認されているワクチンが、14 ページに示す４つの製剤にな

ります。一番下が株式会社 科学飼料研究所になっていますが、実際これはシェリング・プ

ラウ アニマルヘルス株式会社の製品を輸入しているものですから、すべて外国の製品にな

ります。 

  この４製剤の製造販売業者に対して、我々は先ほどの調査結果を開示して、意見交換会を

開催して、各社から本件に対する意見を伺いました。その結果をまとめたものが 29 ページ、

30 ページになります。29 ページ、30 ページが４所社からのこの件に関する意見です。 

  皆さん、大体同じような回答になっていまして、各社とも、猫のワクチンは長い間たくさ

ん販売してきているけれども、何の問題もないとか、このウイルス自体の病原性は非常に不

明だ。あとはアメリカの農務省、ヨーロッパの医薬品審査庁も、これについては特に問題な

いとしている。こういったことで、現時点で何か特段の措置を講ずる必要はないという回答

になっています。 

  我々も独自のチャンネルで、アメリカの農務省、ヨーロッパの医薬品審査庁に対して調査

しました。アメリカの農務省は、特段の対応は何もしていません。ヨーロッパは、専門家に

よるアドホックグループを立ち上げて検討したのですが、特段の措置を講ずる必要はなしと

なっています。 

  また、我が国においてこのワクチンの副作用報告も調べました。それが 40 ページから 42

ページの表になります。副作用はいろいろありますが、このＲＤ114 ウイルスによる副作用、

またはそれを疑うような事象はありませんでした。 

  これらの結果から、 終的に 43 ページの下に「対応」がありますが、一番下の３つのポ

ツで示したように、ＲＤ114 ウイルスの病原性に関する報告がない。それから、ＲＤ114 ウ
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イルス混入によるリスクが不明である。それから、ＲＤ114 ウイルスによる副作用報告がな

い。それから、諸外国も特段の措置を講じていませんし、そもそもＲＤ114 ウイルスはすべ

ての猫が持っているウイルスであることから、現時点では再評価の指定をしない。しかしな

がら、今後とも情報収集に努めるということで、１月の動物用医薬品再評価調査会、2 月の

動物用生物学的製剤調査会に報告して、了承されたというものでございます。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 極めてわかりやすく御説明いただきまして、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か。よろしいでしょうか。 

  それでは、ただいまの御報告を了解したことといたします。 

 

Ⅲ）そ の 他 

 

  ①平成 20 年度副作用報告について 

 

○赤堀部会長 報告事項をこれで終わりまして、その他の項目に入ります。その他の中で①番、

平成 20 年度副作用報告について、事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 事前に送付しました資料№９をご覧ください。動物用医薬品の平成 20 年度副作用

報告についてであります。薬事法に基づいて、製造販売業者、あるいは獣医師から報告され

た副作用報告の概要について御説明いたします。 

  １ページ目、（1）番ですが、副作用報告の件数とその推移を示しています。平成 20 年度

の副作用報告は 197 件で、そのうち獣医師からのものが 50 件、製造販売業者からのものが

147 件でした。 

  下の図２ですが、症状別の報告は、前年度と同様の傾向で、重篤なものが 144 件と 70％

を占めています。平成 19 年度に獣医師からの報告が 50 件ほど減っているのですが､こちら

は重篤でないもの、軽微なものの報告が減ったということで、同じ傾向を示していると思わ

れます。 

  次のページに参りまして、（3）番は動物別の副作用報告ですが、これは従来から犬、猫、

牛、その他の動物になっていましたが、平成 20 年度は牛の製剤で多数副作用報告があった

ため、犬、牛、猫といった順番になっています。 

  （4）で製剤区分ごとですが、こちらは例年のことですが、生物学的製剤が 114 件という

ことで、全報告件数の 58％を占めています。 

  次に３ページをご覧ください。中ほど２番として、死亡例等の副作用報告の多かった製剤

についてまとめています。 

  （1）番の生物学的製剤ですが、１番の“京都微研„ キャトルバクト３、これは平成 20 年

度に 17 例の死亡報告がありまして、緊急な対応が必要ということで、動物用医薬品再評価

調査会等で御相談させていただきまして、使用上の注意の変更とか、投与を慎重に行うよう
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に獣医師等に周知すること。また、それらの対応について報告を提出することをメーカーに

求めたところでございます。 

  次の４ページです。２番目は狂犬病ＴＣワクチンということで、そこに５製剤ほど書いて

ございますが、平成 20 年度に 11 例の死亡例がございました。こちらは狂犬病予防法に基づ

いて接種されているということであり、他の犬用の製剤ワクチン等に比べて非常に多い接種

頭数があるということで、発生頻度からすれば特段高いわけではないということから、今後

とも情報収集に努めたいと思います。 

  ３番目、バンガードプラス ５／ＣＶ－Ｌですが、こちらは５件の死亡例がありました。こ

れはいずれもアナフィラキシー反応の可能性が高いと思われますが、使用上の注意に既にア

ナフィラキシー反応を含む副反応に関する報告については記載されているので、今後につい

ても情報収集に努めます。 

  （2）の一般医薬品ですが、主成分をカルプロフェンとするリマダイル錠の製剤が挙げて

あります。平成 20 年度に死亡例５件、注射剤で１件の報告がございました。こちらは疼痛

緩和のために使われる薬ということで、高齢犬とか基礎疾患のある犬に使われることが多い

とか、併用薬が非常に多く使われているということで、因果関係が不明なものが多いのです

が、死亡数５ということで、今後とも情報収集に努めるとともに、ただいま製造販売業者と

も情報交換を行っているところです。 

  （3）の抗菌性物質製剤ですが、コンベニア注でございまして、14 件の死亡報告がありま

した。こちらも平成 20 年度に多くの副作用報告がありましたので、製造販売業者あて報告

書の提出を求めています。平成 20 年７月 31 日の動物用医薬品再評価調査会で御報告と御相

談を行いまして、適用外使用による副作用報告が多かったことから、そのようなことに対す

る注意をさせること。また、動物医薬品検査所のホームページでも、適用外使用における副

作用報告の情報提供などを行っております。 

  ３．結論のところには、ただいま申し上げたようなことがまとめてございます。 

 ６ページの（2）ですが、ただいま申し上げたような重篤な副作用の報告数はまだ少ないの

ですが、事務局で若干注視しているものとして、①の日農アピスタンというミツバチの薬、

それから犬猫用バイトリル 2.5％注射液というもので、若干副作用報告が出てきていますの

で、現在メーカーへの意見照会などを行っています。 

  今後とも、重篤な副作用の発現については、動物用医薬品再評価調査会へ随時相談し、対

応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいまの報告に対して、委員の先生方から御質問等ございますか。 

  １つ私のほうから、4 ページの抗菌性物質製剤の中で、適用外使用で６件のうち４件が死

亡したということですが、これは具体的にはどういう内容なのですか。 

○事務局 これはコンベニア注でございまして、本日、事項変更承認申請があったものなので
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すが、細菌性皮膚炎の薬で、手術後の感染症予防等に使われている例がございまして、その

ようなもので死亡例が出ていたということです。 

  11 ページに、別紙３として副作用情報の一覧が載っています。ここで黄色く印をつけてい

るのが、私どものほうで適用外使用と判断したものになります。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  そのほかいかがでしょうか。 

  それでは、特段の御質問がないようですので、御報告を了解したこととさせていただきま

す。 

 

  ②部会開催事務に関するアンケート結果について 

 

○赤堀部会長 続きまして､その他の②になりますが、部会開催事務に関するアンケート結果に

ついて、事務局からお願いします。 

○事務局 それでは、事前にお配りしている赤の№10 で御説明させていただきます。前回の部

会のときにお願いしましたアンケートの集計結果でございます。先生方、お忙しいところア

ンケートに御協力いただきまして、ありがとうございます。この結果をもちまして、今後の

運営に参考にさせていただきたいと思います。 

  この時期、アンケートさせていただきましたのは、私ども平成 19 年４月からこちらに承

認審査の事務が移ってまいりまして、この部会等もこちらで開催するようになってちょうど

２年がたったという時期と合わせまして、昨年の事故米等の農水省の不祥事を受けて、農水

省改革を進めております。そういった点についても先生方の御意見を賜れればと思いまして、

実施させていただいたものでございます。 

  簡単に内容を説明しますと、１ページ目から集計の結果が出ています。回収率 72％という

ことで、お忙しい中御協力いただきましてありがとうございます。まず、この部会、調査会

での開催についていろいろお伺いしたわけですが、若干場所的に不便だという御意見もござ

います。大変申し訳ございません。少しでも利便性を図ってまいりたいと思っております｡

施設についても少し古い施設を使わせていただいておりますので、今後、改修等いたす機会

があれば、先生方の御意見も踏まえて対応したいと思っております。 

  また、議事運営については、非常に不慣れでありましてなかなか迅速に進まないところも

ありましたが、少しずつノウハウを得まして進めさせていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思っております。 

  また、この審議会の資料は大変多いということで、委員の皆様に大変申し訳ないと思って

おります。少しでも効率的な資料になるように、現在メーカーの方にも概要書の充実等につ

いて協力をお願いしているところですので、またお気づきの点があればよろしくお願いした

いと思っております。この審議会における説明等についても、なるべく簡潔に、かつ書類も

十分整理がされるように少しずつ頑張ってまいりたいと思っております。 
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  また、この農水省改革の中で、職員の接遇改善ということも１つ言われているわけでござ

います。そういった点についても、３ページですが、お尋ねさせていただきました。委員の

皆様お忙しい中おいでいただいて、所内の職員と接する機会が少ないので、よくわからない

ということもあったかもしれませんが、貴重な御意見ですので、今後とも接遇の改善、ある

いは所内の雰囲気をよくするように努めさせていただきたいと思っております。 

  それから、農水省改革ですが、これはなかなかわかりにくいところがありまして、簡単に

お答えいただけなかったところかなと思っております。そう簡単に農水省の仕事が変わった

というふうにはお感じいただけないと思っておりますが、まだ改革が始まったばかりです。

少し時期尚早だという御意見もいただいておりますので、これから改革を工程表に従って進

めてまいりますので、そういった中でお気づきの点があれば御指摘等いただければと思って

おります。 

  基本的には私ども国民に軸足を置いて、国民のための行政を進めていく、あるいは政策も

国民のお役に立つ政策を推進していくということになっておりますが、当動物医薬品検査所

は直接国民の方に接する機会が比較的少ないところでございます。委員の皆様の御意見を貴

重な１つの御意見の窓口と思っておりますので、いろいろな御意見があれば、いろいろな機

会をとらえてお伝えいただければと思っております。今後の改革については、非常に期待し

ていただいているという結果が出ていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  今後とも、またこういったアンケートをさせていただくことがございますので、大変お忙

しいところ恐縮でございますが、忌憚のない御意見をいただけ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。 

 特に委員の先生方から追加して御発言しておくことはございますか。 

○合田委員 私はアンケートに答えなくて申し訳なかったのですが、 後に、今後もう１回ぐ

らいアンケートがありそうだという話をされたのですが、３月にしないでくださいね。３月

は時間的に一番つらいときなので、途中まで書いたのですけれども、時間的に余裕がなくて

返さなかったのです。できれば、もっと前にやるならやってください。 

○事務局 わかりました。時期等も考えまして、また機会をとらえてこういったことをやらせ

ていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○赤堀部会長 それでは、その他特に予定したものはありませんが、委員の先生方の方から何

かございますか。 

  委員の先生方はないようですので､事務局、何かございますか。 

 

  ③その他 

 

○事務局 ２点ほど御説明させていただきたい点があります。 

  １点目は、当日配布で№19 の横長の紙を配っております。これは以前、動物用医薬品の承
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認申請に係る添付資料について御相談申し上げたときの御意見を踏まえて修正させていただ

いたものでございます。さらに微細な修正を加えましたので、先生方から何か御意見があれ

ばということで本日ご紹介するものでございます。 

  動物用医薬品の承認申請に係る添付資料について、愛がん動物用と食用動物用を分けてお

ります。と申しますのは、犬猫等愛がん動物用にはかなり人体用の医薬品が使われていまし

て、こういった状況は、私どもとしては、適切ではない、できるだけ動物用医薬品を使用し

ていただきたいという趣旨がございまして、１ページ目、区分の２のところですが、人体用

として既に承認されているもので再審査が終わったものを動物用医薬品に転用する場合には、

毒性試験等の資料を省略できるということで通知しているところです。 

  しかしながら、なかなかこういった形での申請は出てこないところもございます。また、

この中で既に人体用として承認されているものと同じということでの縛り、つまり、成分、

組成、剤型、用法が人体用と同じでなければならないということで縛ってあるわけですが、

当然、成分、組成、用法等は同じでないといけないのですが、剤型については、例えば錠剤

を散剤にするとかで毒性的なものについての資料の内容が変わってくるわけではないので、

動物に適用しやすいような剤型に変えて、同じ用法であれば特段問題ないのではないかとい

うことから、ここでの剤型の縛りを外して、愛がん動物用の医薬品については、人体用のも

のの転用をしやすくしたいという主旨での改正をしようと考えているわけでございます。 

  また、今後の各調査会でも御意見を伺いまして、それを踏まえてこの通知を改正してまい

りたいと思いますので、特段先生方から御意見等あればご連絡いただきたいと思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ●、○、△、×の記号の説明をしていただけますか。 

○事務局 失礼しました。○が必須の資料でございます。△が必要な場合と必要でない場合が

あるということです。●の場合が対象動物については必要であるということで、×は不要で

ございます。全体版をつければ後ろに注釈がついていたのですが、抜粋だけで出してしまっ

て申し訳ございません。 

  したがいまして、この毒性試験のところの項目とか薬理試験のところについては、これは

若干省略できる形になっています。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  これは剤型が異なると、全部審査の資料の提出を求めていたけれども、剤型が違ってもそ

れは構わないことにしたいということですか。 

○事務局 そうです。 

○赤堀部会長 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。それでは、御了解いただいたことにいたします。 

  そのほか事務局の方から何かありますか。 

○事務局 事務局からの２点目ですが、今資料を急遽お配りさせていただきました。こちらは
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いろいろ問題等ございます、農林水産省から出している使用上の注意の記載例の中の一般医

薬品関係のものですが、この中の【使用者に対する注意】のところで、四角が幾つかござい

ますが、真ん中の四角の２段目、「誤って人に注射した場合（誤って薬剤を飲み込んだ場合）

は直ちに医師の診察を受けること」、というような記載例をしておりまして、従来このような

形で使用上の注意にメーカーさんにも記載していただいておるところでございました。 

  これについて、本年の３月にこの部会でも御審議いただきました、ファイザー株式会社の

インプロバックが薬事分科会で審議さあれまして、その際に、こちらの「誤って人に注射し

た場合は直ちに医師の診察を受けること」という記載について、この前段の「誤って人に注

射した場合」の注射した人と医師の診察を受ける人が違うのではないかと、主語が違うので

日本語としておかしいのではないかという御意見をいただきました。 

  それについて、事務局として検討して改善しますという回答をしておりますので、それに

ついて改め方として、本日事前にお送りした赤の№６番、コンベニア注の資料があります。

そちらの使用上の注意の内容が３枚目にございますが、そちらの【使用者に対する注意】の

（1）番で、「誤って注射された者は、直ちに医師の診察を受けること。」ということで、謝

って注射された人と医師の診察を受ける人について合わせるという整理をさせていただいて、

指導していきたいと考えております。 

  このことについて御意見等ございましたらいただきまして、この内容について修正した上

で業界団体等にも事務連絡等で周知していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 表現ですので、適切な表現がいいと思います。 

  ただ、もう１点、分科会で出ました医師からの質問の中で、医師の診察を受けることと言

われても、医師としては、どう処置していいかわからないので、具体的にどうしろというよ

うなことを使用上の注意に書いておいてほしいという御質問がありました。それに対しては、

難しいとは思うのですが、どう対応していけばよろしいでしょうか。 

○事務局 以前の生物学的製剤関係、ワクチン関係についてそのような御意見をいただきまし

て、それについてはワクチンに含まれている株等がどのようなもので、不活化ワクチンか、

生ワクチンか、どのようなアジュバントが使われているか、そのような表を使用上の注意に

記載して、医師にもわかるように対応したという経緯はございます。 

  一般薬、抗生物質についても、その対応については使用上の注意の検討の中で行っていき

たいと考えております。 

○赤堀部会長 よろしくお願いします。 

  ただいま御報告いただきましたが、委員の先生方、何かございますか。 

  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。 

○赤堀部会長 それでは、本日の審議事項、報告事項はすべて終了しましたが、 後に次回の

開催日を事務局の方からお願いします。 
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○事務局 事前に先生方から御都合のよろしい日をお伺いしております。どうもありがとうご

ざいました。御連絡いただいた結果を取りまとめまして、部会長の御出席が可能で、かつ

も多くの先生方に御出席いただける本年９月 15 日、火曜日の午後を第１候補日としてこの

開催とさせていただきたいと考えております。よろしくお願いします。 

○赤堀部会長 よろしいでしょうか。従来によりまして９月 15 日とさせていただきたいと思

います。 

 

５．閉    会 

 

○赤堀部会長 それでは、本日これですべて終了しました。予定の時間を 30 分近く超過して

しまいましたけれども、本日の御協力ありがとうございました。厚く御礼申し上げます。 

 


