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１．開     会 

 

○赤堀部会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから動物用医薬品等部会を開催さ

せていただきます。 

 本日は、井上先生、熊谷先生、福安先生、前田先生、吉川先生、それに山口先生から、御都

合によって御欠席という連絡をいただいておりますが、出席委員が 12 名と定足数に達してお

りますので、本部会が成立するということで開催させていただきたいと思います。 

 

２．動物医薬品検査所長挨拶 

 

○赤堀部会長 それでは、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 動物医薬品検査所長でございます。随分涼しくなってきました。本日

は、お忙しい中こちらにお越しいただきましてありがとうございます。 

 前回、６月 29 日に開催したわけでございますが、それ以後、動物薬事関係のいろいろな動き

がありましたので、通知あるいは告示の中身も含めてお話ししたいと思います。７月１日付で、

前回のときにも少し申し上げたのですが、シードロット製剤というものが動き出し、告示が改

正されて動物用生物学的製剤基準にシードロットに関する各条が追加されました。 

 また、それにあわせまして、検定対象製剤というものの告示もございますが、それも改正し

まして、シードロット製剤のうち法定家畜伝染病あるいは狂犬病に使用するワクチン以外のも

のについては検定から除外するという方針のもとで、３種類のワクチンについては検定対象か

ら除外しました。 

 それにつきまして、消費・安全局長通知をもちまして、検定から除外されたシードロット製

剤の取り扱いについてというものも通知しました。具体的には、収去検査をきちっとやります

ということで、また収去検査で不適合と判定されたものにつきましては、検査命令検査によっ

て５ロット連続して動物医薬品検査所で検査をしますということになりました。また、製造販

売業者においても、当分の間、日本で製造販売する５ロットのものにつきましては自家試験記

録を出していただくこととなりました。このように業者の品質確保体制を確認しながら、また

収去も逐次実施しながらということで、品質のきちっとしたものを流通させていきたいという

ことを示してございます。 

 また、シードロット製剤というものにつきましては、検定合格証紙が貼られないということ

で、都道府県の方にもこういう製剤につきましては検定から除外しましたので、シードロット

としての扱いを承知してくださいということもきちっと伝えております。 

 また、今月４日付でございますが、「薬事法関係事務の取り扱いについて」という動物医薬品

検査所長と、平成 12 年３月当時の薬事室長、それぞれの立場で事務の取り扱いの細部につい
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て通知したものが一部改正されました。 

 これまで、薬事室長通知の方に承認申請に必要な資料を含めたガイドラインが収載されてい

たわけでございますが、御承知のように、平成 19 年４月から技術的な承認審査が動物医薬品

検査所の方に移管したことから、これをきちっと対応するということで、VICH のガイドライ

ンやそれ以外にも承認審査にかかわるような技術的な事項を示したガイドラインを動物医薬

品検査所長通知の方に移しかえました。ということで、従来の検査所長通知が検査にかかわる

部分以外にも、技術的な承認審査にかかわるような、そういう細部についても通知レベルでの

整備が動き出しているということをお伝えしておきます。 

 あと、農林水産省改革につきましては、御承知のように昨年９月に事故米穀問題ということ

で、日本国民の皆様方から食をあずかっている農林水産省は何だというような批判を非常に浴

びたわけでございますが、それに対していろんな改革を進めてきました。１年経過しましたが、

この９月を国民視点確認月間ということで、農林水産省の全職員が改めて国民の目線でちゃん

と仕事をしているのかどうかについて業務の再点検をし、またきちっと問題点を洗い出して、

その反省を含めて今後の実践的な行動に移そうという時期になっています。このような形で、

現在も省内各部署で点検活動をしているということでございます。 

 また、８月の６日でございますが、子供見学デーを開催しました。2001 年から動物医薬品検

査所の方で夏休みに近隣の国分寺市、あるいはその近辺の市の小学生高学年や中学生の人たち

を対象に、こちらに来ていただいて見学、あるいは実験的なものもやっていただくという試み

をしております。今年も、先ほど申しましたように、８月６日、午前の部、午後の部２つに分

けて、約 50 名の小中学生の方に来ていただきました。国民との接点ということで、そういう

一つの手がかりになるような形で活動しているということも御紹介しておきます。 

 以上、薬事並びに、動物医薬品検査所にかかわる概況を御説明しました。 

 さて、本日の審議事項、新製剤６種類 10 品目、共同申請のものもございますので、それに合

わせたようないろんな基準の省令の改正、それと製剤基準の改正、今回もシードロットにかか

わる製剤基準改正もございます。 

 あるいは、報告事項としまして、いつものように再審査、再評価、それ以外にも承認にかか

わるものがございます。 

 また、その他として昨年度の医薬品等の回収報告をさせていただくということと、それ以外

動物医薬品検査所の承認に係るいろいろな業務をしておりますが、手続の明確化という観点も

含めまして幾つかのガイドライン案を作成してございます。その進捗状況についても報告させ

ていただきたいということで、本日もいろいろ盛りだくさんでございますので、よろしく御審

議をお願いいたします。 

 以上で挨拶とさせていただきます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 
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３．配布資料の確認等 

 

○赤堀部会長 それでは、続きまして事務局から配布資料の確認と、さらに薬事分科会審議参

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 では、配布資料を確認させていただきます。本日、机上に配布資料一覧及び当日配

布資料を御用意させていただきました。 

 配布資料一覧の上の段でございますが、当日配布資料といたしまして、黒の No.21「動物用

医薬品の諮問・承認状況について」。その下に No.22「使用上の注意の記載要領について」。No.23

といたしまして「競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員について」。No.24 といたし

まして、本日の議事次第、出席表、座席表、カレンダー。No.25 といたしまして「欠席された

委員から提出された意見等について」がございます。 

 さらに、その下に、通し番号はついておりませんが、横長の右肩に黒で No.２と書いてある

エンテリゾール イリアイティス関係の資料。さらにその下に、No．７の差し替えということ

で資料を置かせていただいております。 

 配布資料一覧の下の段、赤い字で事前送付資料を記載しております。事前に赤い No.の１～

20 までの資料を送付させていただきまして、現在、机の上に置いてあります。 

 もし不足等ありましたらすぐに御用意いたしますので、お申し出いただければと思いますが、

よろしいでしょうか。 

○赤堀部会長 よろしいでしょうか。 

 特に御意見ないようです。 

○事務局 ありがとうございます。 

○事務局 では、続きまして、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リスト並びに基準

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。当日配布資料の No.23

を御用意ください。 

 本日審議いたします製剤の競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員についてですが、

まず１ページ目、１製剤目が“京都微研„キャトルウィンＢＣ、申請者名は株式会社 微生物

化学研究所でございます。こちらは競合品目はなしということでして、こちらは他社において

本申請製剤と競合する製剤がないからということでございます。 

 ２ページ目でございます。エンテリゾール イリアイティス TF、同 FC、同 HL、同 HC、申

請者名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ございます。こちらも、

競合品目はなしということでございます。理由は、豚増殖性腸炎に対するワクチンを他社が販

売、開発している情報を入手していないためということでございます。 

 ３ページ目ですが、申請品目フルシュア ER、申請者名はファイザー株式会社でございます。

競合品目といたしまして、“京都微研„豚インフルエンザワクチン、企業名は株式会社 微生物

化学研究所。競合品目２といたしまして、日生研豚丹毒不活化ワクチン、企業名は日生研株式

会社。３番目にポーシリス ERY、企業名は松研薬品工業株式会社が選定されております。競
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合品目を選定した理由といたしましては、本申請製剤は豚インフルエンザ及び豚丹毒の混合製

剤であるため、豚インフルエンザ及び豚丹毒それぞれの疾病に関するワクチンを市場の上位か

ら３製剤を選定したということでございます。 

 ４ページ目でございます。申請品目プロメリス ドッグ及びプロメリス ドッグ FDAH。申

請者名は、日本農薬株式会社とフォートダッジ株式会社でございます。こちらは、競合品目と

いたしまして、１番目にフロントライン スポットオン ドッグ及びフロントライン プラス 

ドッグ、競合企業名はメリアル・ジャパン株式会社。２番目にフォートレオン、企業名はバイ

エル薬品株式会社。３番目にプラクーティック、企業名はノバルティスアニマルヘルス株式会

社が選定されております。選定した理由ですが、本申請品目の効能及び効果、すなわち犬に寄

生するノミ及びマダニの駆除及び薬理作用、さらに本申請製剤が局所投与製剤、いわゆるスポ

ットオン製剤であるということからかんがみて、かつ市場におけるシェアの高さから見て、こ

の３製剤を選定したということでございます。 

 ５ページ目でございます。申請品目マリンディップ。申請者名は株式会社インターベットで

ございます。こちらは、競合品目といたしまして、マリンサワー SP30。競合企業といたしま

して、株式会社片山化学工業研究所が選定されております。 

 理由といたしまして、同じ効能を持つ製剤であるということです。 

 ６ページ目でございます。申請品目イリド不活化ワクチン「ビケン」。申請者名は財団法人阪

大微生物病研究会でございますが、こちらは競合品目はなしということになっておりまして、

理由といたしましては、本申請はイリド不活化ワクチン「ビケン」のチャイロマルハタに関す

る適用魚種拡大であるが、チャイロマルハタにおいて認可されたワクチンは現在のところない

からということでございます。 

 個々の申請製剤に関する競合品目・競合企業は以上です。 

 続きまして、７ページ目に「動物用生物学的製剤基準の一部改正により影響をうける企業リ

スト」といたしまして、それぞれ改正の対象となる製剤を持っている企業を挙げてあります。 

 ９ページ目に、本日御議論いただきます動物用医薬品の使用の規制に関する省令の改正につ

いて影響を受ける企業といたしまして、シェリング・プラウ アニマルヘルス株式会社及び株

式会社片山化学工業研究所が選定されております。 

 10 ページ目ですが、本日、ｄ－クロプロステノールに関する使用の規制に関する省令の改正

を御審議いただきますので、関係の企業といたしまして、川崎製薬株式会社及び、こちらと同

効薬の製造販売承認を取得しているあすか製薬株式会社及びナガセ医薬品株式会社が選定さ

れております。 

 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、以上です。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から御説明いただきましたが、委員の先生方で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、競合品目・競合企業については御了解いただいたということでよろ
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しいでしょうか。 

 それでは、これに基づきまして委員から申し出がありました状況について、事務局から報告

をお願いいたします。 

○事務局 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。先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、本日の審議事項１のうち、プロメリス ドッ

グ及びプロメリス ドッグ FDAH について、廣野先生には議決に御参加いただけませんので、

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先生はいらっしゃ

いませんでした。 

 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。 

 

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“京都微研„キャトルウィン BC（株式会社 微生物化学研究所） 

 

○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）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」御審議いただきた

いと思います。それでは、まず①の動物用生物学的製剤調査会関係の“京都微研„キャトルウ

ィン BC の製造販売承認の可否及び再審査期間についてですので、これは調査会の座長の明石

先生から、お願いいたします。 

○明石委員 “京都微研„キャトルウィン BC は、株式会社 微生物化学研究所から製造販売承

認申請されました HmLu-1 細胞培養牛コロナウイルス No.66/HL 株を有効成分とする牛用の

不活化ワクチンであります。本製剤は、平成 21 年８月７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、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 それでは、事前にお送りいたしました赤の１番の資料を御用意ください。本製剤は、

株式会社 微生物化学研究所から製造販売承認申請されました“京都微研„キャトルウィン BC

でございます。 

 申請書と書かれておりますタグを開いていただきまして、申請書の２ページをお開きくださ

い。５の「成分及び分量」欄にございますように、本製剤は HmLu-1 細胞培養牛コロナウイル

ス No.66/HL 株を有効成分とする牛用の不活化ワクチンです。アジュバントとしましては、

水酸化アルミニウムゲルアジュバントが使用されております。 
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 申請書４ページをご覧ください。本剤の用法・用量は、牛の筋肉内に１mL ずつ、約１か月間

隔で２回注射する。効能・効果は、牛コロナウイルス病の予防となっております。 

 それでは、詳細につきまして概要を用いて御説明いたします。「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ページをお願いいたします。概要の２ページの表 1.1.1 に

なりますが、本申請製剤は既承認製剤であります“京都微研„牛コロナワクチンと同じ株を使

用したワクチンではありますが、既承認製剤がウイルス感染細胞の可溶化抗原を使用したオイ

ルアジュバントのワクチンであるのに対し、本申請製剤はウイルス培養上清を用いた水酸化ア

ルミニウムゲルアジュバントのワクチンです。そのため、使用制限期間の短縮、副作用の軽減

が図れるとしております。 

 牛コロナウイルス病のワクチンでウイルス培養上清を用いた製剤は初めてであるということ

から、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す。 

 続きまして、物理的・化学的試験に関する資料に移ります。概要の８ページをお願いいたし

ます。表 2.1.1 の成績から、製造用細胞の培養には○○○○○○○○が必要ですが、表 2.1.2

の成績から、○○○○○がなくてもウイルスの増殖は可能であるため、蛋白量を減らす目的で

ウイルス培養用培地からは○○○○○を除いております。 

 概-12 ページの表 2.1.5.2 が既承認製剤及び参照株である掛川株との抗原性の比較ですが、

既承認の製造用株から抗原性状の変化は起こっていないと考えられております。ただし、可溶

化抗原を使用しないことから、抗原量が多く必要になったため、既承認製剤と異なり濃縮とい

う作業が必要になりましたが、概‐13 ページの表 2.2.1.3 にありますように、○○○○を経

ることで蛋白含有量自体は抑えられております。 

 資料番号３の「製造方法に関する資料」は省略します。 

 資料番号５は「安定性に関する資料」ですが、本資料に添付されております試験成績を根拠

といたしまして、有効期間 27 か月間と設定されております。 

 続きまして、資料番号９、安全性試験になります。概要の 40 ページをお願いいたします。概

要の 40 ページからになりますが、妊娠牛を用いた試験を実施しております。ガイドラインに

従って試験を実施した結果、母牛及び胎子に対する安全性が確認されております。 

 概-42 ページからが子牛を用いた安全性試験の成績で、アジュバントの消長も見ております。

この成績に基づき、使用制限期間は 28 日間とされております。 

 資料番号 10 の薬効・薬理の試験に移ります。攻撃試験の結果、概-52 ページの表 10.2.2 よ

り、 小有効抗体価は○○○○○○○○であり、その時の抗原量から、 小有効抗原量は HA

価で 18,000 倍としております。 

 本剤の接種間隔ですが、概-56 ページの表 10.3.1.4 の成績より、４週間隔で２回接種するこ

ととしております。 

 また、免疫持続ですが、概-57 ページの表 10.3.2 に示しますように、○○○○○○○○○倍

を維持しております。また、12 か月後にもう１度接種することにより、その２週間後には再

び抗体価が上昇しております。 
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 概-58 ページからが資料番号 14、臨床試験になります。表 14.1.1 に示しますように、○○○

と○○○の農家でホルスタイン種の牛を用いて治験が行われました。本治験により、安全性及

び有効性が確認されております。 

 一番初め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の欄に示しますように、本申請につきましては

平成 21 年８月７日開催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、承認後の製

造販売後調査等により、初回免疫を行った翌年以降の１回注射による中和抗体価の持続期間を

特定し、用法・用量の承認事項変更承認申請を行うこと。それを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、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品と

いうことで、６年とするとされております。 

 以上でございます。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、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、何か御質問、御

意見等ございますでしょうか。 

○中川委員 審議経過票の２枚目なのですが、【牛に対する注意】という注意事項が入っている

のですが、この中の文言の制限事項の（１）ですが、重大な異常を認めた場合には投与をしな

いこと。それから、（３）ですね、本剤の投与後、激しい運動を避けること。その次の（４）

が、本剤の注射後、というふうに、文言が入り混じっているのです。投与をするのか注射をす

るのか、それから投与であれば経口投与等、他の経路を持った投与法がありますが、注射であ

れば注射法になりますので、これ、他の製品のものが概-４ページ～５ページにあるのですが、

これを見ても、中身は同じようにいろんな文言が一緒になって使われているのです。これは、

使う側から見ると、文言は他の製剤では統一されているのに、これだけがいろんな文言が使わ

れるというのはいかがなものかという質問です。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 使用上の注意の内容につきましては、現在、畜水産安全管理課の事務連絡として記

載例を示しているところです。ワクチンの場合は、生の場合は接種、不活化の場合は注射、ま

た経口の場合は投与のようにいろいろな投与の呼び方がございますので、その関係で記載例に

ついて十分に統一されていない部分があるかと思います。 

 後ほど御説明させていただきますが、現在、使用上の注意の記載について全面的に見直すと

いう作業を進めておりますので、その際の参考とさせていただきまして、当該記載も整備させ

ていただきたいと思います。 

○赤堀部会長 この件につきましては以前から御指摘いただいておりまして、事務局で使用上

の注意の表現の仕方といいますか、記載の仕方については検討させていただくということで、

少し時間はたっておりますが、今、検討しておりますので、改めて御指摘いただいたというこ

とで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
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 その他、いかがでしょうか。 

 それでは、特にその他の御質問、御意見等ございませんので、この件に関しては御承認いた

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、薬事分科会に報告させていただきます。な

お、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで、６年間とします。ありがとうご

ざいました。 

 

    ②エンテリゾール イリアイティス TF（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） 

     エンテリゾール イリアイティス FC（      〃     ） 

     エンテリゾール イリアイティス HC（      〃     ） 

     エンテリゾール イリアイティス HL（      〃     ） 

 

○赤堀部会長 続きまして、②になりますが、エンテリゾール イリアイティス TF、同 FC、

同 HC 及び同 HL の製造販売承認の可否及び再審査期間についてですが、動物用生物学的製剤調

査会の座長の明石委員からお願いいたします。 

○明石委員 エンテリゾール イリアイティス TF、同 FC、同 HC、同 HL はベーリンガーイン

ゲルハイムベトメディカジャパン株式会社から製造販売承認申請されました McCoy 細胞培養

弱毒ローソニア イントラセルラリス B3903 株を有効成分とする豚用の生ワクチンであり

ます。 

 本製剤は、平成 21 年８月７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。

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 No.２の資料を御用意いただき

たいと思います。本剤につきましては、ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株

式会社から申請されましたエンテリゾール イリアイティス TF、FC、HL 及び HC でございま

す。 

 表紙をめくっていただきまして、審議経過票をご覧ください。成分・分量欄でございますが、

本剤は、マウスの線維芽細胞由来でございます McCoy 細胞で培養いたしました弱毒ローソニア 

イントラセルラリス B3903 株を主剤といたします豚用の増殖性腸炎に対する生ワクチンで

ございます。 

 本剤につきましては、 終バルクで安定剤が一定の濃度で調整されておりますが、 終製品

に分注する際に、採取された菌量によって分注量を変える必要があるため、各分注のものにお

いて１用量中に含まれる安定剤の割合が異なってくることから、４つの製剤に分けて申請され

ているものでございます。 
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 それでは、「概要書」と書かれたタグのついておりますオレンジ色の紙をめくっていただきま

して、概要の１ページ、開発の経緯をご覧ください。本剤の主剤でございますローソニア イ

ントラセルラリスは、豚増殖性腸炎の原因菌として知られており、我が国においても、広く浸

潤していることが報告されています。 

 当該疾病につきまして、肥育豚の飼料効率の低下あるいは増体重量の停止等を引き起こしま

して、経済的な損失が大きな病気となっております。 

 次に、概要の３ページでございますが、本疾病に対しては、既に幾つかの抗生物質が承認さ

れております。しかしながら、投薬する際に本疾病の診断が非常に困難であるということ、ま

た抗生物質の残留、あるいは耐性菌の懸念から、ワクチンの開発が野外において望まれている

疾病でございます。 

 次のページをお願いいたします。本剤につきましては、経口投与あるいは飲水投与を行う製

剤ですので、通常行われます筋肉内注射等に比べて豚にストレスがかからない、あるいは使用

する側も投与が容易であることが大きなメリットであると申請者は述べております。 

 次に６ページの外国での使用状況でございますが、本剤は 2006 年１月時点では世界 26 カ国

で承認されておりまして、広く世界で使われているものでございますが、我が国におきまして

は、豚増殖性腸炎に対するワクチンは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す。 

 ９ページでございますが、本ワクチンにつきましては経口あるいは飲水投与されることから、

本ワクチン株の環境中での安定性を確認しております。表の１－５に pH の影響、次のページ

の表の１－６に糞便中の生存性、次の 11 ページの表の１－７に、温度感作の影響の成績がご

ざいます。 

 これらの結果から、本ワクチン株は溶解液中で８日間生存しますが、環境中に放出あるいは

排泄された場合にはその生存性は低く、本ワクチン株が環境に与えるリスクは低いと考えられ

ております。 

 次に、24 ページをご覧ください。本ワクチン株の同居感染性を確認しております。 

 25 ページの表２－18 に糞便サンプルの PCR 結果、表２－19 に臓器サンプルの PCR の結果が

ございますが、これらからおとり豚で遺伝子が検出されないことから、本ワクチン株での同居

感染性が認められないことが確認されております。 

 次に、27 ページから 29 ページまでが本ワクチンの病原性復帰の試験でございます。本ワク

チン株につきましては、対象動物である豚で５代継代した場合も病原性は復帰しないこと、ま

た２代目以降のワクチン株については、豚の体内では十分に増殖しないことが確認されており

ます。 

 次に、83 ページをご覧ください。安全性試験の成績がございます。本ワクチン１用量及び 10

用量を１週齢の豚に経口投与しまして、臨床症状の観察、血液学的、血液生化学的検査、剖検、

病理所見の観察を行っております。 

 その結果、本ワクチン 10 用量投与においても異常な所見は観察されず、本ワクチンの安全性
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が確認されております。 

 次に、88 ページをご覧ください。薬理試験に関する資料でございます。まず、本ワクチンの

小有効菌量の検討を行っております。本ワクチン１頭分を 106.0TCID50、104.9TCID50 及び

103.8TCID50に調整しまして、３週齢の豚に強制経口投与を行っております。投与３週目にロー

ソニア イントラセルラリス強毒株でチャレンジを行いまして、有効性を確認しております。 

 その結果、89 ページの表 10－３、90 ページの図３に示しておりますが、104.9TCID50以上の菌

量の場合に、肉眼及び組織病変スコアが攻撃群との間に有意差を示し、陰性対照群との間に有

意差は見られなかったことから、本ワクチンの 小有効菌量を 104.9TCID50/ドーズとしており

ます。 

 次、92 ページをご覧ください。免疫持続期間の検討でございます。３週齢豚に本ワクチン

105.0TCID50を強制経口投与しまして、投与後７、17、22 及び 25 週目に強毒株で攻撃を行って

おります。その結果、93 ページの表 10－11 にありますように、22 週群における結腸の肉眼病

変スコアにおいて、ワクチン投与群が攻撃群と比較して有意に改善していたことから、本ワク

チンの免疫持続期間については、投与後 22 週間とされております。 

 次に、97 ページをご覧ください。本ワクチンの有効性に関する移行抗体の影響についての試

験でございます。こちらにつきましては、98 ページの表 10－19 の肉眼病変、99 ページの表

10－20 の組織病変、100 ページの表 10－21 の菌の糞便排泄、表 10－22 の臓器における菌の定

着及び 101 ページの表 10－23 の１日の平均増体量の結果から、移行抗体を保有した豚におい

ても本ワクチンの有効性が確認されておりますが、101 ページの表 10－23 におきまして、移

行抗体保有豚にワクチンを投与した第１群と移行抗体を保有しない子豚にワクチンを投与し

た第４群との間の増体重に有意な差が見られることから、移行抗体につきましては、本ワクチ

ンの効果に若干の影響を及ぼす可能性があることが示唆されております。 

 次に、114 ページをご覧ください。臨床試験でございます。臨床試験につきましては、○○

○と○○○のそれぞれ１農場ずつで行われております。 

 両農場の結果が、146 ページの表 14－42 にございます。まず、試験期間中のローソニア イ

ントラセルラリスの流行については、PCR によるローソニア イントラセルラリス DNA の検出

及び IFA 抗体の確認等から、試験期間中に両農場においてローソニア イントラセルラリスの

流行が認められております。 

 また、有効性についてですが、147 ページの平均体重及び１日平均増体重の欄にあるとおり、

試験期間全体において被験群が対照群に比べて有意に良好な成績だったことから、本ワクチン

については有効と判定しております。 

 また、安全性につきましては 148 ページにあるとおり、被験群の異常の発生が対照群に比べ

て同等、又は有意に低く、ワクチンに起因する重大な副作用は認められなかったことから、本

ワクチンの野外での安全性が確認されております。 

 それでは、 初の審議経過票に戻っていただきまして、経過票の２枚目でございます。本剤

の用法・用量につきましては、こちらに記載されているとおりでございます。また、効能・効
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果につきましては豚のローソニア イントラセルラリス感染症（急性出血性腸炎型を除く）に

よる増体重の低下の軽減となっております。 

 本剤につきましては、本年８月７日に開催されました動物用生物学的製剤調査会で御了承い

ただきまして、本日上程されるものです。 

 説明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。 

 ただいま事務局の方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

ますでしょうか。 

○田村委員 この細菌は偏性細胞内寄生菌です。したがって、細胞性免疫が感染防御に関与す

ると思います。申請書の 12 ページの１１－６）－１０の力価試験ですが、何を見てる試験か

分からないように思います。ウサギを使用してワクチンを筋肉内接種して抗体の応答を見てい

るのですが、これが力価試験といえるでしょうか。 

○赤堀部会長 事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 私がお答えいたします。 

 今、田村先生から御意見がありましたように、本菌はいわゆる典型的な偏性細胞内寄生菌で

あり、細胞性免疫をチェックできるような検出法を力価試験に本来設定すべきなのですが、現

状ではその種の手法がまだ十分確立されていないということが、今回の力価試験設定に至った

理由の一つです。 

 それから、田村先生のご発言のバックグラウンドには恐らく、この種の力価試験は設定せず

に生菌数だけを測定すればよいのではないかということがあるのではないかと思われます。そ

れは例えば、バクテリアのワクチンでも何種類か生ワクチンがございます。ウイルスでも当然、

生ワクチンがございますが、いわゆる生菌数測定試験あるいはウイルス含有量試験だけでもっ

て、力価試験の代替としている製剤は承認されておりません。生ワクチンの場合、再審査が終

了すれば、国家検定項目から力価試験は削除されますが、再審査期間中は少なくとも力価試験

を設定しております。この試験法自体の原理としては、抗原量を免疫学的手法に基づいて間接

的に検出しているという系であると御理解下さい。 

 というのは、ワクチン抗原が生体内に入って、確実に抗原抗体反応、つまり免疫学的な応答

が起こっているということを、実験動物を使って間接的な抗原検出法ではありますが、見てい

るということであります。ですので、この種の手法で力価試験を設定している製剤は数多くご

ざいます。今回は間接蛍光抗体法ですが、それが ELISA であったり他の方法であったり、血清

反応としては種々ございます。 

 ですので、先生の言われていることはその通りですが、本菌はこういう特殊な細菌なので、

細胞性免疫応答を的確に検出できる力価試験を設定すべきだということが第一義的なもので

あるとは思いますが、私の述べました２つの理由で、今回のような検査方法の設定、力価試験

の設定になりました。 

 以上です。 
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○赤堀部会長 少し整理させていただきますと、適切な力価試験はないにしろ、ウサギを用い

るこの評価系は本当にそれを示しているのかどうかという質問に対して、いろいろな状況を判

断すると現在の段階ではこれしかないというのが事務局の判断ですが、田村先生、いかがでし

ょうか。 

○田村委員 実験動物の使用が非常に厳しくなっている折ですので、理由がない試験は設定す

べきではないと思います。このワクチンでは、抗原量を生菌数試験で実施しているわけですの

で、力価試験の代替として十分と思います。今回設定された試験はウサギ体内での抗原量を間

接的に観察するものであり、もう少し吟味したらどうかと考えました。 

○赤堀部会長 田村委員の御指摘は、事務局として御理解いただいたでしょうか。 

○事務局 今、確かに動物倫理、特に実験動物を使わないという流れが現在あることは承知は

しております。将来的な検討事項としては、今、先生が言われたようなこの種のワクチンにつ

いては、こういう力価試験を設定せずに生菌数測定なりで代替するというようなことも検討課

題の一つにしていきたいと思っておりますが、他にも影響する事項でもありまして、今回のこ

のものだけをここで外すというわけには、現在のところいきませんので、今後の検討課題とさ

せていただければと思っております。 

 以上です。 

○山田委員 調査会のときに私も同じような質問、少し違うのですが、ここにウサギの免疫原

性試験は EU、米国では課していないのです。日本だけでなぜこれをやるのかという質問をし

たら同じような答えが返ってきたので、やはり将来的には、日本以外では他の担保の方法があ

るので、無用に動物を使う試験をわざわざ課すというのは現在の流れに逆行していると思いま

すので、今後の検討は続けていただきたいと思います。 

○赤堀部会長 この製剤の試験としては否定するものではないが、今後の対応としてはこの種

の試験については検討が必要だろうということで、ぜひそれを事務局レベルでも御検討いただ

きたい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。 

○事務局 本製剤につきましては、本日御欠席の福安先生から御意見をいただいております。

当日配布資料の黒の No.25 でございます。 

 この質問の内容及びそれに対する回答について、申請者より提出された内容をまとめたもの

が、当日配布資料の黒の No.２の、横紙の資料になっております。 

 内容が非常に多いので、詳細については説明はいたしませんが、主な内容としましては、記

載の整備、あるいは統計学的な処理についての御質問をいただいております。それにつきまし

て、メーカーからは、記載整備あるいは適切な統計処理等について対応するという回答になっ

ております。 

 その中の６ページ目の概要書 102 ページの「飲水投与における有効性確認試験」について、

福安先生からの質問に対して、メーカーからはこのような内容で回答が来たのですが、この回

答に対して、次の７ページにございますように、福安先生から再度御質問をいただきました。
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内容としては、統計学的処理に関するものでございます。 

 これに関しましては、次の８ページからあるように再度メーカーに問い合わせを行いまして、

メーカーから回答されております。 

 この内容については福安先生にも御確認いただきまして、了解した旨の御連絡をいただいて

おりますので、御紹介させていただきます。 

 以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 この製剤の審議につきましては、御欠席の福安委員から御指摘をいただいたということで、

メーカー側とのやりとりの中、結果として福安委員からは御了解いただいたという報告でござ

います。 

 これに関しましては、特に御異存ないということでよろしいでしょうか。 

○事務局 福安先生からの指摘の内容については、事務局から申請者に、資料を整備する旨を

連絡したいと思います。 

○赤堀部会長 福安委員からは御了解いただいたということで。 

○事務局 はい、そうです。 

○赤堀部会長 その他に、委員の先生方がこれに関して特に御意見なければ、そのまま了解と

いうことにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、その他、何かございますでしょうか。 

 それでは、先ほど田村委員、それから山田委員から御指摘いただきました件については、今

後の検討課題ということを条件に本件を承認したこととさせていただきます。 

○事務局 それでは、力価試験あるいは安全性試験等、対象動物を使う試験がございますが、

特に生ワクチンにつきましては現在も、再審査終了後、検定については力価試験を外していく

ことにしておりますので、それを今後、メーカーの自家試験にも反映させていく、あるいは

VICH の中でも、今後、安全性試験については動物を使うような試験はやめていくという方向

で検討もされておりますので、そのような世界的な情勢を踏まえまして、事務局で対応につい

ては整理をさせていただきたいと思います。 

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

お、再審査期間につきましては、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

だきます。ありがとうございました。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 

    ③フルシュア ER（ファイザー株式会社） 

 

○赤堀部会長 それでは続きまして、審議事項③になりますが、フルシュア ER の製造販売承

認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の明石先生

から御説明をお願いいたします。 
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○明石委員 フルシュア ER はファイザー株式会社から輸入承認申請されました豚インフル

エンザウイルスＡ型 A/swine/Iowa/08/00(H1N1)株、A/swine/Iowa/06/00(H3N2)株及び豚丹毒

菌 CN3342 株を有効成分とする豚用の混合不活化ワクチンです。 

 本製剤は、平成 21 年５月８日及び８月７日に開催されました動物用生物学的製剤調査会にお

いて審議され、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。詳細につきましては、

事務局から説明があります。よろしくお願いします。 

○事務局 それでは、事前にお送りいたしました資料番号赤の No.３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ましたフルシュア ER でございます。 

 表紙をめくっていただきまして、本剤の審議経過票についてご覧ください。本剤は、犬の腎

臓の株化細胞でございます NLDK-1 細胞で培養した豚インフルエンザウイルスＡ型

A/swine/Iowa/08/00(H1N1)株及び A/swine/Iowa/06/00(H3N2)を含有した乾燥ワクチン及び豚

丹毒菌 CN3342 株培養上清濃縮液にアジュバントとしてレシチン加軽質流動パラフィンを含有

した液状ワクチンからなります豚用の不活化ワクチンでございます。 

 それでは、「概要」とタグのついた紙をめくっていただきまして、概要の 12 ページ、見開き

のＡ３の紙をご覧ください。こちらの表１－10 でございますが、我が国におきましては豚の

インフルエンザのワクチンといたしましては、本剤と同じタイプの H1N1 及び H3N2 の株である

A/swine/京都/3/79/株と、A/swine/和田山/5/69/株を発育鶏卵で培養したものを有効成分とす

るアルミニウムゲルアジュバントの不活化ワクチンが既に承認されております。 

 また、この京都株及び和田山株については、同じ株式会社 微生物化学研究所が承認を有し

ております豚のパスツレラ・ムルトシダとマイコプラズマ・ハイオニューモニエとの混合不活

化ワクチンであるマイコミックス３という製剤にも使用されております。 

 豚丹毒の不活化ワクチンにつきましては、13 ページの表１－11 にございますように、アルミ

ニウムゲルアジュバントワクチンや、16 ページの表１－12 にあるように、オイルあるいは酢

酸トコフェロールをアジュバントとするワクチンが単味ワクチンとして既に承認されており

ます。 

 また、本剤に含まれておりますこの豚丹毒菌 CN3342 株につきましては、同じくファイザー株

式会社の製品であるファローシュアプラス B という豚のパルボウイルスと豚のレプトスピラ

との混合不活化ワクチンにも既に使用されている株でございます。 

 資料のページを少し戻っていただきまして、概要の６ページ、外国の使用状況でございます

が、本剤につきましては、米国、カナダ及びメキシコ、この３カ国で承認されて使用されてお

りますが、我が国におきましては、この豚インフルエンザと豚丹毒の混合ワクチンというもの

が初めてということで、新動物用配合剤として本日御審議いただくものでございます。 

 次に、概要の 28 ページをご覧ください。本剤に使用されております豚インフルエンザウイル

スと既承認株、それから野外流行株、これらの遺伝学的性状の比較がございます。 

 29 ページの表２－５－３、こちらに本剤の H1N1 株と野外流行株等の H1N1 あるいは H1N2 の
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株との遺伝子の塩基配列の相同性の表。それから、同じく 29 ページの表２－５－４、こちら

に H3N2 の株との HA 遺伝子の塩基配列の相同性に関する成績が添付されております。 

 また、29 ページの図２－１－１と図２－１－２で本剤の H1N1 株と野外の H1N1 株あるいは

H1N2 株、それから本剤の H3N2 株と野外の H3N2 株との HA 遺伝子の系統樹がございます。これ

らの成績から、本剤に使用されている豚インフルエンザウイルス株は、 近の流行している株

と HA 遺伝子の相同性が比較的高いことが確認されております。 

 また、30 ページから、本剤に使用されております豚インフルエンザウイルス株と野外株との

血清学的な交差性を HA 試験により確認した成績がございます。その結果、本剤のワクチン株

につきましては、近年の流行株とも交差性を示しまして、その抗体価は 小有効抗体価を上回

っていたことから、本ワクチン株の我が国での流行株に対する有効性が確認されております。 

 また、33 ページでございますが、豚丹毒菌のワクチン株と我が国の標準的な豚丹毒菌の株で

ある藤沢株との血清学的な比較を行っておりますが、藤沢株は血清型 1a 型に分類されるのに

対しまして、本ワクチン株は２型に分類されております。 

 しかしながら、34 ページの図２－１と図２－２にございますが、本ワクチン株におきまして

も藤沢株と同様の豚丹毒防御抗原蛋白でございます p65 の発現が確認されていることから、本

剤の有効性が確認されております。 

 次に、61 ページをご覧ください。安全性試験の成績がございます。本ワクチンの１用量を常

用量、10 用量を高用量として、用法・用量に基づいて６週齢の豚に対して試験を行っており

ます。 

 その結果、高用量群においては 62 ページの表７－３のように、注射後の軽度の元気消失、あ

るいは 63 ページの表７－４のように、注射局所の軽度の腫脹や硬結、あるいは表７－５のよ

うに、体温の一過性の上昇が認められておりますが、常用量においてはそのような症状は観察

されなかったことから、本ワクチンの安全性が確認されております。 

 また、66 ページの表７－10 のように、注射部位筋肉における病理組織学的検査の結果、常用

量群の２回目投与後 21 日で、注射反応あるいはアジュバント成分等の異物の残存が認められ

なかったことから、本製剤の使用制限期間として、と畜場出荷前３週間は使用しないこととし

て、使用上の注意に記載されております。 

 次に 79 ページ、薬理試験ですが、まず、 小有効抗原量及び 小有効抗体価の検討を行って

おります。 

 まず、豚インフルエンザウイルス H1N1 株につきましては、82 ページの表８－３の結果から、

小有効抗原量につきましては 15～60HA 単位。 小有効抗体価につきましては 83 ページの表

８－４の T2 群の成績をもとにいたしまして、20 倍とされております。 

 次に、インフルエンザの H3N2 株につきましては、88 ページの表８－７の成績から 小有効

抗原量は 83HA 単位。 小有効抗体価につきましては 89 ページの表８－８の成績から 40 倍と

されております。 

 また、豚丹毒菌につきましては、93 ページの表８－11 の成績から、 小有効抗原量につきま
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しては 0.8OU。 小有効抗体価につきましては、表８－12 の成績から、800 倍とされておりま

す。 

 次に、94 ページから本ワクチンの各抗原成分の混合比について検討を行っております。96

ページに、インフルエンザの抗原量は変更せずに、豚丹毒菌の抗原量を変更した成績がござい

ます。こちらの表８－15 にございますように、豚インフルエンザの抗原量を一定として豚丹

毒菌の抗原量を増減させた場合には、豚丹毒菌の抗原量が多い場合に、豚インフルエンザに対

する抗体の上昇が抑制されるという傾向が認められておりまして、豚丹毒菌の抗原は、豚イン

フルエンザに干渉することが示唆される成績となっております。 

 しかしながら、先ほどの豚インフルエンザウイルスの 小有効抗原量を確認した試験におい

て、豚インフルエンザ H1N1 株は 60HA 抗原量、H3N2 株は 83HA 抗原量を免疫した豚において、

それぞれ有効性が確認されておりますので、本試験で見られた干渉の程度は、ワクチンの有効

性を損なうものではないと考察しております。 

 次に 111 ページでございますが、臨床試験の成績に基づいた本剤の免疫持続期間を検討した

資料です。臨床試験におきましては、６週齢、９週齢及び 12 週齢の豚に本ワクチンを用法・

用量どおりに投与しております。 

 成績でございますが、次の 112 ページの表８－30 にございますように、出荷時の有効抗体の

応答率につきまして豚インフルエンザで 6 週齢注射時、豚丹毒菌では、いずれの投与週齢にお

いても、出荷時においては臨床試験における有効性の判定基準である抗体価の保有率 70％を

下回っておりました。 

 このことにつきましては、投与時の移行抗体の問題であると考えられておりますが、本疾病

のリスクが高い、つまり影響を受けやすい月齢は、３～4.5 か月齢ぐらいが見込まれますので、

この２週間後の３週目の成績においては、いずれの成分でも十分な抗体保有率があるので、こ

の期間については十分に発症防御はできるという結論になっております。 

 次の 115 ページからが臨床試験の成績でございます。○○○と○○○の２施設で試験を行っ

ておりまして、判定基準につきましては 115 ページの２．の「判定基準」にございます。今回

は試験期間中、豚インフルエンザ、豚丹毒とも流行が見られなかったことから、有効性の判定

につきましては、２回目注射後３週目の抗体価により行っております。 

 結果については、116 ページにまとめておりますが、両施設とも抗体価による有効性が確認

され、本剤投与による有害事象等は確認されなかったことから、本剤の野外における有効性、

安全性が確認されております。 

 それでは、また審議経過票に戻っていただきまして、本剤の用法・用量につきましては、こ

の成績に基づきまして乾燥ワクチンを液状ワクチンで完全に溶解し、その２mL を６週齢以上

の健康な豚の頚部筋肉内に３週間隔で２回注射するとされております。 

 効能・効果につきましては、豚のインフルエンザの発症防御及び豚丹毒の予防となっており

ます。 

 本剤につきましては、本年５月８日の動物用生物学的製剤調査会におきまして、我が国の豚
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インフルエンザウイルス野外流行株に対する本製剤の有効性を確認できる資料を整備するこ

ととの御指摘をいただきまして、継続審議とされました。 

 その回答につきまして、８月７日開催の生物学的製剤調査会において御審議をいただきまし

て御了承いただいたことから、本日御審議いただくものです。 

 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、事務局からの御説明も踏まえまして、委員の先生方から御質問、御意見等ござい

ますでしょうか。 

○田村委員 このインフルエンザウイルスと豚丹毒菌の混合ワクチンの性能に関しては特に意

見はありませんが、なぜこの二つのワクチンを混合しなければならないのかが分かりません。

一般に一般薬の申請書には配合意義が明確に記載されています。ワクチンの場合は配合意義が

明らかでなく、単に接種時期が一緒だからという理由だけであると思います。その辺の説明を

お願いします。 

○赤堀部会長 事務局、お願いいたします。 

○事務局 ワクチンにつきましては、やはり省力化というのが非常に大きなメリットになると

いうことで、混合ワクチンが 近非常に増えておりますので、このように、接種時期が近いも

のについて混ぜるというのはメリットになるかと思います。 

 そのことに関する記載が非常に poor であるという御指摘だと思いますので、それにつきまし

ては、今後、整備させるようにしたいと思いますが、こちらにつきましては、やはり接種時期

が近いということが混ぜた理由ということになるかと思われます。 

○赤堀部会長 極めて重要な御質問というか、御指摘のように思うのですが。 

○明石委員 調査会でも、特に豚インフルエンザのことについて問題になりまして、それで継

続審議になったのですが、いわゆる野外で流行していてもほとんど病気を起こさない、そうい

うものに対してワクチンの必要がどれだけあるのか、それで流行株とこの使っている株の有効

性についてどれだけ担保できるのかというのが話題になったのですが、結局、実際に野外の株

に対する知見も日本国内ではそれほど揃っておりませんし、なぜ混ぜて有効なのかと聞かれる

と答えようがないのですが、少なくとも野外の豚インフルエンザ、今でも検出されております

し、それに対してワクチンを打つということに対して安全性は担保されているし、株について

もそれほど大きな差はないということで、認めてもいいだろうというのが前回の調査会の結論

でした。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 積極的な意義はないが、調査会でも議論した結果、特に危惧すべきことはないということで

承認を可としたという調査会座長からの御報告がありましたが、いかがでしょうか。 

○田村委員 ぜひ、概要のところに配合意義を、もう少し充実させていただきたいと思います。 

○赤堀部会長 事務局としては、なぜ配合するのかという意義はやはり明確にしておいた方が

いいと思うのですが。今後の対応としては、そういうことは可能なのでしょうか。 
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○事務局 従来も、開発の意義については当然、事務局としても記載することは求めておりま

して、このワクチンにつきましても、概要の５ページの下の方に少しだけ書いておりますが、

それについては事務局としても、なぜこの医薬品が必要なのかということは当然押さえるべき

事項でございますので、それについては今後とも指導してまいりたいと考えております。 

○赤堀部会長 意義としては、獣医学的な意義だけではなく、経済学的とかいろんな意味での

意義があると思いますから、いずれにしてもやはり意義は明確にしてほしいというのはごもっ

ともなことで、今後の対応をよろしくお願いいたします。 

 そのほかに何か。よろしいでしょうか。 

 それでは、特に御意見、御質問等、その他にないようですので、本件につきましては承認し

たということにさせていただきたいと思います。 

○事務局 本製剤につきましては、承認を可といたしまして薬事分科会に報告させていただき

ます。なお、再審査期間につきましては、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。 

 

  ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

    ④プロメリス ドッグ（日本農薬株式会社） 

     プロメリス ドッグ FDAH（フォートダッジ株式会社） 

 

○赤堀部会長 それでは続きまして、④の動物用一般医薬品調査会関係のプロメリス ドッグ

及びプロメリス ドッグ FDAH 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。これは動物用一般医薬品調査会座長の和田委員から、概要の説明をお願いい

たします。 

○和田委員 プロメリス ドッグ、プロメリス ドッグ FDAH は、日本農薬株式会社及びフォ

ートダッジ株式会社から製造販売承認申請されたメタフルミゾン、アミトラズ及び N,N-ジエ

チル-m-トルアミド（ディート）を有効成分とし、犬に寄生するノミ及びマダニの駆除を効能

とするものです。 

 本製剤は、平成 21 年７月 28 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、事務局から説明があります。お願いいたします。 

○赤堀部会長 事務局、お願いいたします。 

○事務局 それでは、事前に配布させていただきました赤で No.４と書かれた資料を御用意く

ださい。一番 後の黄色の「承認申請書」と書かれたタグのところをご覧ください。プロメリ

ス ドッグ及びプロメリス ドッグ FDAH は、日本農薬株式会社及びフォートダッジ株式会

社から申請されたものであり、メタフルミゾン、アミトラズ及びディートを有効成分とする犬

のノミ及びマダニの駆除を効能・効果とするスポットオン製剤です。 

 内容につきまして、概要に沿って御説明させていただきます。一番 後の「申請資料概要」



- 19 - 

と書かれたオレンジのタグのところをご覧ください。１ページ目からが、起源及び開発の経緯

となります。先に承認されましたメタフルミゾンを主剤とするプロメリス キャットは、犬に

寄生するダニに対する活性が弱いことから、メタフルミゾンにアミトラズを配合し、また投与

初期の忌避作用が期待されることからディートを主剤とし、犬のノミ、ダニ駆除用の製剤を開

発しました。海外では 2006 年 12 月に EU、2007 年８月に米国で承認されております。 

 87 ページからが安定性となります。 

 100 ページからのパイロットスケールで行った製剤の長期保存試験では、ピペットの口が折

れることにより液漏れが認められました。実生産製造スケールで行ったヨーロッパでの市販ロ

ットの試験では、容器の完全性に問題は認められませんでした。 

 127 ページからが毒性となります。 

 129 ページの経口投与による急性毒性相互作用試験の結果から、メタフルミゾン、アミトラ

ズ合剤における両成分の急性毒性に対する相互作用は相加的であると結論されました。 

 また、130 ページにおいて製剤の LD50はアミトラズに依存し、ディートが毒性を増強するこ

とはない旨の考察が記載されております。 

 159 ページからが安全性となります。８週齢の幼齢の犬及び７～９か月齢の成熟の犬へ予定

される用量の１、３及び５倍量を単回皮膚投与した結果、８週齢の犬へ１、３及び５倍量を

14 日間間隔で７回反復皮膚投与した試験では、有害な影響は認められませんでした。 

 ６か月齢の成熟犬に 10 分の１量を単回経口投与した場合は一過性の忌避行動が認められ、血

液学的検査や血液化学的検査にも有意差が認められていますが、被験物質に起因するとは判断

していません。 

 169 ページからが薬理となります。ノミ、マダニを寄生させた犬を無処置、メタフルミゾン・

アミトラズ配合剤、20％メタフルミゾン、10％アミトラズ、フロントラインプラス投与群に分

けて試験したところ、ノミ、マダニの同時駆除にはメタフルミゾン、アミトラズ配合が有用で

あることを示しております。 

 187 ページからが吸収・排泄となります。 

 210 ページになりますが、ビーグル犬に製剤を 0.134mL/㎏体重の割合で皮膚に単回局所投与

したときの血漿中メタフルミゾンは、投与後 42 日まで雄３例及び雌１例において 50～

100ng/mL の範囲で検出され、56 日では雄１例を除いて定量限界未満となりました。 

 アミトラズは投与後１及び２日では１個体ずつ検出されましたが、いずれも定量限界未満で

した。ディートについては測定していませんが、長期にわたり体内に滞留することはない旨考

察しております。 

 以上の結果から、製剤中のいずれの成分も血漿中の移行は低いことが示されました。 

 212 ページになりますが、ビーグル犬に製剤を 0.13mL/㎏を皮膚に単回局所投与したときの被

毛中のメタフルミゾン及びアミトラズは、56 日後においても定量可能なレベルで残存してお

りました。 

 213 ページからが臨床試験となります。国内 18 カ所及び海外 39 カ所において、ノミ及び／
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あるいはマダニの寄生が認められる犬を用いて臨床試験を行っており、対照製剤の 10％フィ

プロニルスポットオン製剤と同等である結果が示されております。 

 次に、毒劇薬の指定について御説明いたします。概要の総括表というものがございますが、

そこの１枚目の急性毒性の結果をご覧ください。ラット、マウスでの原体の LD50の結果及び製

剤の LD50の結果は、いずれも劇薬の基準となる経口投与での 300 ㎎/㎏を超える値となってお

りますので、毒劇薬には該当しないと考えております。 

 また、当日配布資料 No.25 といたしまして、一番 後のページに前田委員からの御意見、御

指摘をお配りしております。 

 いずれも使用上の注意の文言についてですが、【使用者に対する注意】（１）の「内容液を直

接手で触らないこと」は「内容液に直接手で触れないこと」にするとの御指摘につきましては、

他のスポットオン製剤でも同じ文言が記載されておりますことから、機会を見て統一したいと

考えております。 

 同じく【使用者に対する注意】（３）の「使用後は動物の被毛が濡れた場合」は、「使用後、

動物の被毛が濡れた場合」又は「使用後に動物の被毛が濡れた場合」とするとの御指摘につき

ましては、修正させていただきたいと考えております。 

 また、 後の、「特に小児が投与した犬に触れないように注意すること」についての御指摘に

つきましては、この文言は畜水産安全管理課事務連絡として出している「「使用上の注意」の

記載例について」に記載例として出している文言どおりのものでございます。 

 使用上の注意につきましては、統一的に記載例を整備しているところでございますので、修

正等検討することとして、事務局で対応させていただきたいと考えております。 

 初に戻っていただきまして、審議経過票をご覧ください。本製剤は、平成 20 年 10 月 30

日及び平成 21 年７月 28 日に開催された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。新動物用配合剤となりますので、承認の可否、再

審査期間及び毒劇薬の指定について御審議をお願いしたいと考えております。 

 以上、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。 

 本件審議におきましては、事務局から利益相反に関する報告で御紹介いただきましたように、

廣野委員には、御審議にはお加わりいただきますが決議の場合には席を外れていただくという

ことになりますので、少し椅子を引いていただければと思います。 

 それでは、ただいま事務局から御説明いただきましたが、委員の先生方の方から御質問、御

意見等ございますでしょうか。 

○合田委員 メタフルミゾンは、今までは動物用医薬品としては承認をしているものなのです

か。していないものですか。農薬としては通っているけれども。そう考えていいのですか。 

○赤堀部会長 事務局、いかがですか。 

○事務局 プロメリス キャットというものが昨年承認されておりまして、そのときの新規成

分として御審議いただいております。 
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○合田委員 よくわからなかったのは、メタフルミゾンは E 体と Z 体が分けられないと書いて

いるのですよね。それで、分析法も非常に奇妙な分析法が書いてあるのですが、データを見る

と、E 体のきれいなデータもあるし Z 体のきれいなデータもありますよね。それで、実際上、

E 体、Z 体の量をコントロールすることを考えたときには、本当ははっきりきれいなものを基

準にしてコントロールしないと、物としての再現性がないかなと思うのです。 

 もう一つは、E 体、Z 体のどちらが効いている云々という議論がここに全然ないですよね。だ

から、その辺が、データとしてはっきりきれいなものがあるのにかかわらず、そういうことか

ら逃げていると、僕はすごい不思議な気がするのです。 

○赤堀部会長 事務局、前回承認いただいたときには、そのことについて何か議論があったか

どうかということが１点。 

 もう一つは、今御指摘いただいたことは非常に貴重な御意見ですので、それに対しての回答

をお願いしたいということになりますが。 

○事務局 E 体と Z 体のお話でございますが、これについては両方とも有効性はあるのだが、

その程度は違うということがヒアリングの指摘の回答の中に書かれてあったかと思います。 

 E 体と Z 体の変換については、溶液にした段階で相互に変換して比率が９対１になるという

ふうになっておりまして、結晶等で取り出せればまたそれは別にできて、それなりの分析等は

できるのですが、実際に溶液状で使用すると一定の比率になってしまうということから、その

比率での試験が実施されているということになっております。 

○合田委員 わからないのは、これ、溶液状で平衡になるということですか。平衡混合物なん

ですね。だとすると、平衡だから平衡の数値が規定できますよね。それなのに、文章がもとも

と、E 体と Z 体の比率をわざわざ書いていますよね。Z 体が 10％未満、そういうことをやって

いますよね。それ、製剤での状態ですよね、 後。製剤での状態だから、これはディートかな

んかに溶かして、それでやっている状態だと比率が決まらないということですか。 

○事務局 済みません、 後のところをもう一度お願いできますか。 

○合田委員 要するに、定量法そのものの試験法を書かれているのは、実際上は製剤で多分、

定量されるのですよね、E 体と Z 体の比率を。その製剤の中では、要するに E 体、Z 体の比率

というのが一定にならないということですか。 

○事務局 いえ、これは溶液状製剤ですので、一定の比率になっているという。 

○合田委員 なりますよね。そうですよね。 

 試験法の中で E 体の標準品というのをつくっているが、これはまた E 体の標準品では全然な

くて、E 体の多いものを選ぶと書いてありますでしょう。データは E 体のきれいなデータが全

部出ているのですよね。だから、どうして E 体の標準品というのは、E 体のきれいなものを使

わないのかなというのが、まずよくわからないのですよね。 

 こういうのって、多分、やろうと思ったときに、こんな変な HPLC のよくわからない分析法で

すよね、もともとミクスチャーの分析のものを基準として、吸光係数が違うのにかかわらず、

もう一回ミクスチャーのものの純度を決めるというので、立脚点が全然サイエンティフィック



- 22 - 

でないものに基づいてもう一回数値を決めるのですよね。この分析法の意味。 

 多分、NMR かなんかでダイレクトに見てしまうと、直接、ピークがよく分かれていますから、

E 体、Z 体の比率はすぐ決まるかなと思うし、どういう観点でこの分析をつくられたのかとい

う。幾ら考えても想像できないのですが、これ。もう認められている薬であれば、それで認め

ちゃっているのでしょうがないのだろうと思うのですが、新薬だったら、新しかったらそれを

やり直した方が規格としていいのかなと思ったのですけどね。多分、そういうところを正確に

やっていないと、将来的にはトラブルが起こるような気がしますけどね。どうですかね。 

○赤堀部会長 有効性に影響する事柄……。 

○合田委員 要するに、有効性に影響する事柄に、活性が違うのだったら、影響性があります

よね、多分ね。それから、E 体と Z 体と活性が違うというのだったら、もしかすると安全性に

も何か影響がありますよね。だから、同じものをずうっとコントロールして平衡状態になって

いて、その状態がずっと続くということであれば余り気にならないのですけど。何かそういう

ものを担保する方法を入れた方がいいんじゃないですかね。 

○赤堀部会長 合田先生、そうしますと記載の仕方が読んでいてよくわからないというふうに

考えてよろしいですか。 

○合田委員 いや、平衡状態になるのだったらまた別の書き方があるし、平衡状態にならなく

て分離が難しいから何％以上のものという形にするのだったら、もうそれなりの規格があるだ

ろうし、全体的なところがどっちなのかなと、幾ら読んでもわからないのですよね、これ。平

衡になるのだったらもう、全然、平衡の状態でやりますということを言って、そのことをコン

トロールしてしまえばいいわけでしょう。だから、そのための試験法をつくればいいわけです

よね。 

○事務局 この製剤自体は、溶液に溶かした段階で平衡状態になって、必ず９対１の割合にな

るようになっているのですね。それを踏まえて定量方法なりを設定しているかというところが

一つの問題ということになるわけですね。 

○合田委員 そうです。だから、これの試験法がそのまま来ちゃっているのかな。だから、平

衡にするのだったら平衡で、初めからこういう状態ですということを見せた方が、多分、いい

んじゃないですかね。 

○赤堀部会長 そうだとしますと、合田委員からの御発言は、そのことがわかるように記載を

してほしいということだと思います。 

○合田委員 ええ。というか、今の規格だと、そのことを全然コントロールされていないです

よね。だから、試験をやったものと同じものが、常にコンスタントにコントロールされていれ

ば何も問題はないのですが、この試験法でそのものがそうなるということはあまり。ＧＭＰで

コントロールするのですかね。そこぐらいしかコントロールのしようがないのかな。この試験

法だと。 

 少なくとも、定量の試験法というのがどうしてこういうことをするのか、どういうアドバイ

スが出てこういう試験法になったかというのが、僕はよくわからないのですね。 
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○事務局 これはさきにプロメリス キャットという製剤がございまして、その規格試験法を

準用してきているという形になっておるかとは思いますが、溶液上でこの比率が必ず一定にな

るということになっていますので、そういう物性のものでございますので、そこでこういった

規格の設定をしたということだと思われます。 

○赤堀部会長 合田先生、そうしますと、今、事務局の説明で、内容的には御理解いただいた

と。ついては、そういうことであればそれがわかるように記載を正しく直してほしいというこ

とでよろしいでしょうか。 

○合田委員 記載整備、できますか。要するに、ちょっとその後になっちゃって、部会なんか

で話をするのじゃないレベルだと思うんですけどね、本当は。ずっとこういう試験法でいくと、

常にこの手の問題って、問題が生じるのではないですか。多分、今、本当はもうダイレクトに

こういうのって NMR、QNMR を使うとかなり定量はできるんですよ。 

 原薬そのものの E 体、Z 体の定量って、多分、 初にそこでやってしまえば、するし。それ

から、一番気になるのは、要するに E 体の標準品と言っていながら、E 体の標準品を E 体の標

準品ではないと言うのが変なのですよ。だから、そこが E 体の本当の標準品でありさえすれば、

何でもクリアするのですが、E 体の標準品は、ミクスチャーをもって量を多いものを選んで E

体の標準品とするという形で書かれているのですよね。 

 だから、どうしてそういう状態になったのかなというのがよくわからないのですよね。 

○赤堀部会長 わかりました。 

 じゃ、その点は、事務局レベルでは即答できますか。できなければ確認を後でしていただく。 

○事務局 今の件ですが、以前のときにもかなり、こちらとしましても分析法としておかしい

ということはメーカーに指摘しておりまして、ただ、この純品であっても、溶かした瞬間に異

性体ができてしまうというもの。 

○合田委員 というか、そんなことはないですよ。NMR はきれいにとれていますよね、これ。

そんなデータじゃないですよ。そこまでそうなっていたらそれは信じるけど、そうじゃなくて、

絶対分かれますよ。だって、こんなきれいなデータ出ているのだから。IR もきれいに分かれ

てとれているでしょう。それから、NMR は溶液でとっていると、溶液でとっている段階で、少

なくともこのピークというのは出ているでしょう。それで、カーボンもとっていて、他のシグ

ナルが出ているのだったら、24 時間は多分大丈夫ですよ。だから、多分それは、そう言って

いるエクスキューズだけですよね。 

○事務局 それでは、この規格検査方法につきましては、業者ともう一回詰めさせていただい

て、事務局で整備させていただきたいと思います。 

○赤堀部会長 わかりました。それでは、継続審議ということで。 

○合田委員 すごく申し訳ないです。ただ、こういうものが前例になると、すごくまずいんじ

ゃないかなと思うのですよね。なるべくしっかりとした試験法をつくっておく方が、特に活性

差があるならば、それを意識した方がいいと思います。 

○赤堀部会長 おっしゃることは非常に適切なことですので、確認するということで、本件に
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つきましては継続審議ということにさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

 特に反対の御意見ないようですので、継続審議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、規格検査方法について整備するということとし、

継続審議といたします。 

 

  ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

    ⑤マリンディップ（株式会社インターベット） 

 

○赤堀部会長 それでは、続きまして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。本件は、

前回の本部会で継続審議となったものですので、この審議については、事務局から直接御説明

いただきたいと思いますし、また結論によりまして、（３）の動物用医薬品の使用の規制に関

する省令の一部改正についても関連いたしますので、一括審議ということにさせていただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局の方、御説明お願いいたします。 

○事務局 では、事前配布資料の赤の No.５、マリンディップの申請書をお手元に御用意くだ

さい。まず、「審議経過票」と書かれたタグをお開きください。マリンディップですが、申請

者は、株式会社インターベットです。もともとはシェリング・プラウ アニマルヘルス株式会

社でしたが、７月１日で社名が変わりまして、株式会社インターベットとなっております。 

 成分・分量ですが、本品１mL 中にピルビン酸メチルを１mL 含有する液剤となっております。

用法及び用量は、海水１㎥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

分間薬浴するというものです。効能・効果は、フグ目魚類の外部寄生虫（シュードカリグス・

フグ）の駆除となっております。 

 これまでの審議経過ですが、水産用医薬品調査会で２回にわたり御審議を受け、さらに動物

用医薬品残留問題調査会でも２回にわたり御審議を受けております。そして、６月 29 日の本

部会においても御審議いただきまして、審議経過票のカラムのところで、「本申請については、

以下の事項について整備することとし、継続審議とする」ということで、「本製剤に含有する

トルエンが環境に与える影響について検討すること」との審議結果をいただきまして、今般、

申請者から回答がありましたので、再度御審議いただくものです。 

 では、回答について御説明させていただきます。表紙をめくっていただきまして、動物用医

薬品等部会 ─ 審議結果及び指摘事項回答という資料がついております。回答の内容ですが、

まず本剤のピルビン酸メチルは○○○○○○においてトルエンが使用されておりまして、その

後、そのほとんどは除去されるものの、残留トルエンを確認するために、規格及び検査方法の

試験において製品中のトルエン含量を測定しております。その結果として、規格として 0.08％

以下というトルエンの規格を定めております。本製剤が実際に使用される場合の環境への影響

について、以下の１）～５）で考察されております。 
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 まず、環境中に排出されるトルエン濃度が１）で記載されております。本剤の用法・用量に

よりピルビン酸メチル300ppmの濃度の海水中には、理論上、 大の排出量としては0.21㎎/L、

あと試作品の成績から考えると、0.03～0.13 ㎎/L の量が排出されるということが理論上考え

られるということで、ただ、これらの濃度で実際に海水中に排出された場合には、すばやく希

釈・拡散され、さらに低い濃度となることが予想されると述べております。 

 次、２ページ目では、水生生物に対する影響ということで、トルエンの有害性評価書にまと

められている水生生物に対する毒性試験の結果が表１に示されております。先ほどの環境中に

出ると予想される濃度から検討すると、本剤の使用後に環境中に排出されるトルエン濃度によ

って水生生物が影響を受けることはほとんどないであろうということが述べられております。 

 次に、同じ２ページの下の方ですが、「水中での安定性」ということで、トルエンについて好

気的生分解性試験で良分解性と判定されており、半減期については、幾つかレポートがあるよ

うで、分解の半減期は４日～22 日とされているとのことです。また、嫌気的条件での生分解

についても分解半減期は 56 日間～210 日間ということで、トルエンは好気的条件下、及び嫌

気的条件下で生分解されるものと述べております。 

 ４）で環境水中での動態ということで、トルエンの蒸気圧及び水に対する溶解性からヘンリ

ー定数が求められておりまして、水中から大気への揮散は大きいと推定されると述べておりま

す。 

 また、土等への吸着が吸着係数として述べられておりまして、この値からも水中の懸濁物質

や底質に吸着されにくいと推定されるということで、環境水中にトルエンが排出された場合は、

水中の懸濁物及び底質汚泥に吸着されにくく、揮散及び生分解により除去されると推定される

とされております。 

 後に５）で、生物濃縮ですが、トルエンの生物濃縮係数の測定について、ウナギとゴール

デンオルフェというコイの一種でのデータがありまして、その成績から生物濃縮は低いという

ことが示されているということで、まとめまして、本剤が適正に使用された場合の環境へのト

ルエン排出による生物等への影響はほとんどないこと、排出されたトルエンは懸濁物質及び底

質汚泥に吸着されにくく、揮散及び生分解により除去され、好気的条件下では良分解性と判定

されていること、生物濃縮性は低いと考えられることから、環境に与える影響はほとんどない

ものと考えられるということが述べられております。 

 以上が回答となっております。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。 

 冒頭申し上げましたように、前回からの継続審議ということで、特に部会の指摘としまして

は、トルエン放出が環境に与える影響について明確にすることということでございました。今、

事務局からそれについて申請者側の回答を紹介していただきましたが、いかがでしょうか。 

○合田委員 基本的にはちゃんと回答されていると思いますが、２ページ目のところのニジマ

スの結果で、LC10の結果と、それから具体的に、それが 14 ページにデータが出ているのです

が、そこに対する回答というのは、ここに書いているのは再現性がなくというのは、全く同じ
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ことを、どうもやったようではないのですよね。この論文の中身と同じことをやっているので

すか。 

 要するに、多分、流水系とか閉鎖系とか、そういうところまで全部見てやっているのかなと

思ったりはするのですが。ここで言っていることが、論文と同じことをやって再現性がないと

いうことを言えるだけのデータではないような気がするのですよ。だから、この文だけが引っ

かかるのですね。この論文だけが多分引っかかるのですよね。だから、その辺について、もう

少し客観的な考察があるのかなと思ったりするのですが。まさかできないでしょう、同じ実験

をやって、自分たちが、その間に。 

○赤堀部会長 事務局、いかがですか。 

○事務局 その通りかと思います。この試験自体、申請者以外のところでやられた評価書を引

用していますので、申請者自身が実験をやるのは少し難しいのではと思います。 

○合田委員 ですよね。それで、要するに、この再現性を調べたものということについてが、

これは外の人が再現性を調べて、この実験はおかしいというのは一般的にもう議論されている

ことなのですか。僕はそこがよくわからなかったのですが。要するに、世間一般として、この

初の 14 ページのブラックさんが書いている論文に対して、この実験データはおかしいとい

うことがアカデミックな領域で反論があって、それでもうこれはそういうものだと言われてい

るからこれはおかしいというのだったら非常にいい答えだと思いますが、そこが私、ちょっと

フォローし切れなかったのですが、そこを確認していただけますか。この数字は余りに異常過

ぎるというのが、この回答者が主観で書いてきたのだったらすごく変な話ですよね。これは、

そのことをもっと議論しなきゃいけない話ですよね。 

 14 ページのところの表を見ると、ウルックさんというのかな、この人の数字は、要するに、

このブラックさんのデータはおかしいからといって書いた論文であることが明確であればい

いのですが、そこら辺の関係がよくわからなかったのですよ。82 年の論文がおかしくて、91

年の論文は訂正すべきであるという結論になっているのだったらいいです。 

○赤堀部会長 これは、申請者側の考えも伺うことは大事ですか。合田先生。 

○合田委員 いやいや、申請者側の考えで、サイエンスのフィールドで、これが一般的になっ

ていることでありさえすれば何も問題はないのですが、私が見ているのは直接ここに書かれて

いることしか見ていないので、そこが一つでも自分たちに都合が悪いデータが出てきているも

のについてどういう反論をしているかというところが、客観的なデータで反論しているかどう

かというのを確認したいということです。それで、サイエンスのフィールドで、もうそれが認

められていることだったら、私、全く問題はありません。よく書かれていると思います。 

○山田委員 今ぱっと見ただけなのですが、12 ページに記載があるみたいですが、6.1.4「魚

類に対する毒性」の２つ目の段落、「長期毒性としては」以下のところに、ウルックさんはこ

のニジマスの試験結果について云々と。 

○合田委員 わかりました。申し訳ない。ここに書いてあるのですね。 

○赤堀部会長 ただ、理由は明確になっていないということですか。 
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○合田委員 要するに、前、何で出たかということについてはわからないということですよね。

ここにコメントがついているのですよ。調べたものと書いてあるのですが、論文そのものを見

ているわけではないからわからないなと思いながら。この 初のデータは非常に異常なデータ

で、世間一般に、みんなこれは異常なデータだと水産の先生が言われているというのであれば

全然問題ないのだと思うのですが、僕は素人なので、そこがわからないのですよ。 

○赤堀部会長 ２つの異なる文献をどう解釈するかということですね。 

○合田委員 そういうことです。 

○赤堀部会長 廣野先生、何かコメントは。 

 それで、恐縮ですが、この２つの異なる文献について、事務局としてはこれ以上の回答は多

分できないのではないかと思うのですが、少し詳細に検討して、どちらがサイエンティフィッ

クなのかということと、それから申請資料として出してきたメーカーがどういう観点から出し

てきたのか、あるいはどういうふうに解釈しているのかということを伺うことも大事なのでし

ょうか。 

○合田委員 少なくとも論文自身というか、書かれているものを見ていないので、もしかする

と後の方はかなり議論があって、それのまとめみたいな感じで何かやっているのだったら、多

分そちらの方はたくさんの人の意見が入っていれば正しい意見だろうと思うのですが、多分そ

ういうことなのかなと思ったりはするのですが、それが明確ではないのでわからないですね。

要するに、どこか全体の審議会みたいなところでたくさんの人が見て、そういう結論、このデ

ータはおかしいというようなことを意識して書かれた論文なのですかね。 

 要するに、対立する２つのデータがただ論文としてぽっと出ているだけだから、結論がつい

ていないのですよ、そういう状態だと。新しい方が一般的にはいいと見るのでしょうけどね。 

○赤堀部会長 事務局としては、どう対応すればよろしいとお考えでしょうか。 

○事務局 先ほどの御質問の中で、まさに山田委員から御説明あったところで私どもも、そも

そものレポートは少しおかしかったので、その後のレポートできちんとまとめたと認識してお

りました。 

 同じ 12 ページの２段落目のところも、EU の 2003 年のリスクアセスメントレポートの方が引

用としてなっていましたので、そういうところで議論された、中身は確認していないのですが、

そういうところでまとめられた結果なのではと認識していたところです。 

 実際にニジマスのデータは、23 日間の LC50の値が 0.03 ㎎/L ということで、今回、理論上排

出されると思われる量からしても、影響はそれほど考えられないのではというところも少し認

識はしていたところです。 

○合田委員 数字は、これが真実だと引っかかってしまいます。一応影響は若干出るというこ

とになりませんか。ニジマスのところで言っちゃったら。そういうことに使わないとかいう、

そういうコメントを、むしろそうなるとつけなきゃいけなくなりますよね。この数値、引っか

かる数字ですよね。 

○事務局 もともとフグ用の医薬品なのでニジマスには使わないものですし、もともと使うの
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が 300ppm という量で、さらにそれが海水中に排出された場合、速やかに希釈、拡散されると

いうことですので、そういったことからも問題ないということで申請者からの回答がつくられ

ていると理解はしていたところです。 

○合田委員 要するに、僕は水産じゃないのでわからないけど、マス科というか、何かわから

ないのだが、その科は海にも住んでいますよね。実際の問題は。だから、何かコメントが、少

なくとも医薬品だったら、こういうことについては意識することとか、何か注意書きを我々の

世界だったらやるわけですよ。そういうリスクがあれば。だから、そのリスクに対する表記を

させるのかというのがあるのだが、水産の医薬品でどうするかというモデルがわからないので。

これに対して明確な否定ができるかどうかですよね。EU がそれでいいと言っていて、このこ

とについて何も問題視していない、世間一般、 初の論文が余り非常識な論文だということが

認識されているのだったら、全く問題ない。そうじゃなければ、論文として対立する論文だか

ら、そういう例があるということについて何か意識を、注意喚起をすべきかもしれないですよ

ね。もともとトルエンを使ってやっているというのも、こういうもののつくり方としては、ひ

どくよくないつくり方だと思うのですよ。実際上考えたときにはね。だから、そういうことを

入れるべきではという気がするのですが。表記上の問題とかなんかに、そういう結果が出てい

るとかということは言うべきですよね。 

○赤堀部会長 そうしましたら、整理させていただきますと、後から出た論文が多くのサイエ

ンティストがそうだというふうに認めればこのままでいいと。しかしながら、現時点で両方対

立した意見として認めざるを得ないということであれば、使用上の注意にそれなりのことを表

記しなければならないという合田委員の御意見だと思います。 

○事務局 今の資料の一番 後のページを見ていただくと、この評価自体は化審法に基づく有

害性評価の中に位置づけられていまして、NITE、製品評価技術基盤機構がやったところなので

すが、その 80 ページの一番下のところ、改訂記録というところの 後のところを見ていただ

きますと、これ自体は化学物質委員会の管理部会の中で審議されて、その中のさらに小委員会

ですね、第 23 回の安全性評価管理小委員会で審議・了承されたということで、このもの自体

がレビューを経たものという形になっております。 

○合田委員 レビューを出て、数値的にはこの数字で安全だという結果が出ていたのですか。

だから、レビューは魚類に対する数字は幾つまでは安全だとか、出ているのですか。あったの

ですよね。だから、明確な、そのレビューでこのぐらいの量のトルエンだったら大丈夫だとい

う数字が出ていて、それで、その数値を十分クリアしているから全く問題ない。レビューの中

にその数値がなかったら、結局は 後、ここまでまとめただけで、数値として。 

○事務局 今、合田先生がおっしゃられたことですが、同じ資料の 16 ページの一番下のところ

になるのですが、「以上から」という段落がまさに、おっしゃっているところなのかと思いま

す。 

○合田委員 これですね、1.4 ㎎/L である、これはもうレビューを経て、ここで大丈夫だと言

っているのですね。これ以上。長期毒性の NOEC が 1.4 ㎎/L だから、その長期毒性に合わない、
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これより下だということですね。それだったら了解しました。 

○赤堀部会長 よろしいでしょうか。活発な議論をいただきましたが、16 ページの 後にまと

められていることで結論としたいということでございます。よろしいでしょうか。 

 その他、いかがでしょうか。 

 それでは、御審議いただきまして十分議論をした結果、承認するということにさせていただ

きたいと思います。 

○中川委員 単純な質問で大変恐縮で、専門家でないので教えていただきたいのですが、この

薬剤はフグに使う薬剤ですね。そして、魚類に対する安全性と、それからあと、急性毒性につ

いてはマウスを使って、あるいは慢性毒性も試験をしていますね。その終わりに、犬を使って

実験をしているのですね。この整合性を少し教えていただきたいのですが。どうしてこの薬に

対してビーグル犬を使って剖検までして調べなきゃいけないのか、その理由を教えてください。 

○赤堀部会長 事務局、いかがでしょうか。魚類に使用する薬剤について、哺乳動物、特に犬

を用いた試験まで必要であるとする根拠は何でしょうかという御質問です。 

○合田委員 これはトルエン。 

○赤堀部会長 本製剤でなくて、トルエンについての毒性試験ということ。 

○中川委員 概要の 52 ページ、それからその前にずっと動物実験のデータが出ていますよね。

これはマリンディップの試験ですか。トルエンだけの試験なのですか。 

○事務局 今のことなのですが、実際やっているのはトルエンではなくて、製剤の反復毒性試

験をやっております。これについては、食用ということがありまして、通常、魚に対するだけ

の毒性ではなくて、人が食べることに対する毒性の評価も一緒に行うということもございまし

て、毒性、少し厳し目に見ているということになると思います。 

○中川委員 そうしますと、これは食用動物であるから、人体への影響を考慮して、このマウ

スの試験と犬の試験を課しているのですか。 

○事務局 説明をかわらせていただきます。毒性試験につきましては、通常、反復毒性試験と

しまして、現在のガイドラインではラット等を使うことになっておりますが、今回の場合は、

今回の申請のために改めて犬の試験を追加したのではなくて、従来、既に行われている犬のデ

ータがあったことから、それを利用したと。さまざまな毒性試験を利用して人への安全性を見

る観点から、犬への毒性試験というのも実際、従来やられておりましたのでそのデータを利用

したというだけであって、現在、犬を要求しているというものではないということで御理解い

ただければと思います。 

○中川委員 では、このデータは、いわゆるこの薬のためにやった試験ではないということで

すね。そういう理解ですか。 

○事務局 はい。毒性試験については、EU で評価された部分を大部分利用しておりますので、

そういったところで既に行われていたものを利用したという御理解でよろしいかと。 

○中川委員 そうですか。先ほど来、３Ｒの問題等々が出ているので、この辺はやっぱり、代

替試験ができるのであれば、何もここまでやらんでもよろしいのではないかなという印象があ
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ったものですから。大変恐縮です。ありがとうございました。 

○赤堀部会長 ただ、基本的には、既にある関連データはすべて出してもらうというのが基本

姿勢ですね。 

○事務局 そのとおりです。この後、食用動物ですので食品安全委員会等でも ADI 評価とか受

けますので、その際の参考になるものでもあるかと思います。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 その他、特にないようでしたら、これは。 

 御承認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。 

○事務局 では、マリンディップについては承認を可としていただいたということで、薬事分

科会に報告させていただきます。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということ

で６年間とし、毒劇薬には指定しないこととさせていただきます。 

 

 （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 

    ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

 

○赤堀部会長 それでは、続きましてこれに関連して、今御承認いただきましたので、（３）の

動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について、事務局から御説明をお願いいた

します。 

○事務局 では、ただいま部会長からお話がありました使用規制省令の件ですが、事前配布資

料の赤の No.８をお手元に御用意ください。ページをめくっていただきまして３ページになる

のですが、ただいま御承認いただきましたマリンディップに係る使用規制省令の改正となって

おります。 

 使用規制省令の別表第１の「ビチオノールを有効成分とする強制経口投与剤」の次に「ピル

ビン酸メチルを有効成分とする薬浴剤」の項を追加しまして、その使用対象動物、用法・用量、

及び使用禁止期間を下の表のように設定するという案となっています。 

 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、委員の先生方の方から何か御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 特にないようですので、御了解いただいたということにいたします。 

○事務局 ありがとうございます。では、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す。 

○赤堀部会長 それでは、ほぼ２時間たちましたので、ここで少し休憩をさせていただきたい

と思いますが、今、53 分ですので、４時５分からの再開ということでよろしくお願いいたし

ます。 

〔暫時休憩〕 
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 （３）動物用医薬品の製造販売承認等の可否並びに再審査期間及び毒劇薬の 

   指定について（つづき） 

   ⑥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 では、再開させていただきたいと思います。 

 続きまして、⑥の審議事項になりますが、イリド不活化ワクチン「ビケン」の製造販売承認

事項変更承認の可否及び再審査期間についてですが、水産用医薬品調査会の座長であります小

川先生から御説明、お願いいたします。 

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

事項変更承認申請されたイサキヒレ株化細胞培養マダイイリドウイルス Ehime-1/GF14 株不活

化ウイルス液を主剤とする水産用ワクチンです。 

 本申請は、チャイロマルハタへの適用を追加するためのものです。本製剤は、平成 21 年７月

27 日に開催された水産用医薬品調査会において事前の審議を終了し、本部会に上程されるも

のです。 

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

ては、事務局から説明があります。 

○赤堀部会長 事務局、お願いいたします。 

○事務局 では、事前配布資料の赤の No.６の資料をお手元に御用意ください。「申請書」とい

うタグがついたページをお開きいただきたいのですが、今御紹介いただきましたように、イリ

ド不活化ワクチン「ビケン」ですが、財団法人阪大微生物病研究会から申請されたものです。 

 成分、分量ですが、次の２ページにありますとおり、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となっております。 

 今回の承認事項変更承認申請の内容ですが、チャイロマルハタへの適用拡大とするというこ

とで、４ページをお開きいただきたいのですが、７の「用法及び用量」のところで、４ページ

の一番上になりますが、チャイロマルハタ、約５g～約 50g 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を追加するとともに、効能・効果に「チャイロマルハタのイリドウ

イルス感染症の予防」が追加されております。 

 申請内容の詳細につきましては、概要で御説明させていただきます。「概要書目次」というタ

グがついたページの次のページ、１ページをご覧いただきたいのですが、まず本剤の開発の経

緯ですが、表１にありますとおり、イリドウイルス感染症はマダイ、ブリ属魚類及びシマアジ

にとどまらず、年々感染魚種が拡大しておりまして、現在では約 30 種以上に達しているとい

うことで、その中に今回の申請されていますチャイロマルハタも含まれております。 

 チャイロマルハタですが、沖縄県の方で養殖されていまして、既に本剤の適用対象となって

おりますヤイトハタと並ぶ養殖対象魚種として、沖縄県の方で養殖技術の開発に取り組んでい

るところでございます。 

 そのチャイロマルハタですが、どんなものかというのが３ページに写真があります。上から
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２つ目の茶色っぽいものがチャイロマルハタです。チャイロマルハタの養殖ですが、まだ歴史

は浅く、ヤイトハタと同様に全長約 50 ㎜で、魚体重が５g ぐらいの種苗を７～８月ごろに海

面生けすに導入して養殖するということで、沖縄本島や石垣島等で養殖が行われておりまして、

約 24 か月で平均体重が 1.3 ㎏に達して出荷が行われるという養殖のものです。 

 沖縄県の方では、ヤイトハタ同様養殖にかなり力を入れていまして、イリドウイルスの発生

が種苗導入後から 11 月中旬まで観察されているということで、まだそれほど被害は出ていな

いのですが、今後、養殖が盛んになった際にはヤイトハタと同様に被害が出るということが予

想されるということで、今回、魚種の適用対象拡大という申請が行われております。 

 次に、５ページ、資料区分２、物理的、化学的試験について御説明させていただきます。 

 まず、２－１－１、チャイロマルハタに対する○○○を調べております。表１に示されてお

ります試験設定で、本剤の製造用株の攻撃をしております。その結果が、６ページの図の１に

示されておりますとおり、チャイロマルハタに対して○○○が認められるというデータが得ら

れております。 

 続きまして７ページ、２－１－２で、マダイイリドウイルスの○○○○○○○ということで、

製造用株である Ehime-1 株、○○○、○○○○○、○○、○○○○及び○○○○○○○○由来

の野外流行株の○○○○を用いた○○○○○○○が行われておりまして、製造用株と野外流行

株において同一の○○○が認められるということが述べられております。 

 次に、８ページがマダイイリドウイルスの○○○○○ということで、○○○○○○○の○○

○○、及び○○○○○○について検討されておりまして、製造用株と野外流行株の○○○が○

○○○○では○○○以上、及び○○○○○○○○○では○○○という高い○○○を有している

ということが確認されております。 

 次に、９ページ～20 ページまでが規格及び検査方法の設定とその根拠、あと自家試験成績が

つけられております。供試されました本剤のロットの○○○ですが、既に国家検定にも合格し

て市販されているもので、以降の安全性試験等はこのロットを用いて検討が行われております。 

 続きまして、少しページが飛ぶのですが、21 ページをお開きください。２－３として、チャ

イロマルハタにおけるイリド不活化ワクチン「ビケン」の防御効果の持続性についての検討と

いうことで、臨床試験の終了後の生残魚をワクチン投与後○○○後に○○○○○○○○○○○

○で攻撃をしまして、有効性が持続しているかを検討しております。 

 結果としましては、その下の図１に示されておりますとおり、ワクチン投与後○○○、免疫

効果が持続するというデータが得られております。 

 次の22ページからが安全性に関する試験です。本剤をチャイロマルハタに0.1mLの常用量と、

あと○○の○○○を腹腔内に投与しまして、○○○観察を行いまして、安全性を確認しており

ます。結果としましては、特段、異常所見は認められず、安全性に問題ないという結論が出て

おります。 

 続きまして、25 ページをお開きください。ここからが薬理試験になります。まず 初に、10

－１としましてチャイロマルハタにおける有効性確認試験が示されております。表１に示され



- 33 - 

ておりますとおり、供試魚の魚体重が○g 程度～○g 程度までで試験群を設定しまして、そこ

にワクチンを投与して○○○○等を行うという試験設定で検討されております。 

 結果が、次の 26 ページの図１に示されておりますとおり、約５g～50g のチャイロマルハタ

に対して防御効果が確認されております。 

 次に、27 ページが投与部位の設定試験ということで、腹腔内投与、○○○投与を行い、その

後攻撃試験をして、両方の投与経路で支障がないかということを検討しております。結果とし

ましては、いずれも防御がきちんと認められるということで、現場での操作上、作業が容易で

あることを考慮して、腹腔内投与を本剤の用法として設定しております。 

 次の 28 ページは、投与量の設定試験となっております。投与量を○○、○○、○○○と振り

まして、ワクチンを接種しまして、その後攻撃試験を実施しております。結果は図１に示され

ておりますとおり、いずれの投与量においても有効性は認められております。このような結果

から、確実に規定量を投与できる 0.1mL をワクチン投与量として設定しております。 

 次の 29 ページの 10－３が、野外株に対する有効性ということで、○○○○○○○○○○○

の○○においてもプロテクトするかを調べております。結果は、有効性が確認されております。 

 31 ページが 10－４、発症防御に必要な抗原量ということで、 小有効抗原量を検討しており

ます。表１のように、抗原量を変量して免疫後○○○○により有効性を確認しております。結

果としましては、チャイロマルハタに少なくとも○○○○/尾以上の不活化イリドウイルス抗

原を投与することにより発症防御が付与されるというデータとなっております。 

 次が 32 ページ、連続注射器の注射針の長さの設定ですが、適用対象である５g～50g のチャ

イロマルハタに対しては、３㎜の針で安全に腹腔内に投与できるということが確認されており

ます。 

 次に 34 ページ以降が、臨床試験となっております。 

 35 ページの表１が試験実施施設です。まず、種苗生産の場所である○○○の○○○○○○○

○○○○の○○○○でワクチンを投与しまして、その後養殖の方が、○○と○○と○○の３カ

所の養殖場で安全性と有効性を見ております。 

 まず有効性なのですが、臨床試験期間中にイリドウイルスの野外での発生がなかったという

ことで、○○と○○の試験施設で攻撃試験を実施しまして、有効性を確認しております。あと

安全性については投与中、あと投与後においても異常な所見は認められなかったということで、

野外においても安全性は確認されたとのデータとなっております。 

 続きまして、一番 初の審議経過票をお開きください。本剤は、本年７月 27 日開催の水産用

医薬品調査会において御審議をいただきまして、以下のとおり資料を整備することを条件に、

本調査会での承認の可否に関する事前の調査審議を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差

し支えない。なお、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで、２年間とするとの審議結

果を受けております。 

 対応としましては、御指摘の内容について適切に資料整備が済んでおりまして、本日、本部

会で御審議を受けることとなりました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 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。 

○明石委員 この製剤ではないのですが、魚類のワクチンについて少しお教え願いたいのです

が、以前、何とか科の魚類に対する何とか病の予防というような効能・効果があったような気

がするのですが、これは魚種一つ一つについて適用拡大していますよね。その仕分けというか、

基準はどういうふうに設定されているのでしょうか。 

○事務局 ブリ属の魚類が、日本の養殖の約半分程度を占めており、ブリ、カンパチ及びヒラ

マサとかの養殖でして、 初、それらについてもブリ、カンパチという魚種ごとに承認すると

いう形にしていました。その後、ブリ、カンパチ及びヒラマサ等については、ほとんど同じよ

うな免疫の応答が見られるというバックデータが出てきましたので、ブリ属という属単位で承

認をする際には、ブリとカンパチの有効性なり安全性を基本的に見れば、属全体を対象として

も現場として問題ないだろうということで、ブリ属だけは属単位で承認を認めるということで、

先生方にも事前に御相談させていただいた上で、そのような対応としております。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 その他、いかがでしょうか。 

 それでは、その他、特にないようですので御承認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。では、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきま

す。なお、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで、２年間とします。ありがとうござ

いました。 

 

 （４）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

    ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

    ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

 

○赤堀部会長 続きまして、審議事項（２）に入りますが、動物用生物学的製剤基準の一部改

正についてです。事務局から御説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、事前にお送りいたしております赤の No.７の資料、それから当日配布い

たしました黒の No.７（p16～21 差し替え）と書かれておりますこちらの差し替えの資料を御

準備ください。 

 赤の No.７の資料を中心に説明いたします。今回の動物用生物学的製剤基準の一部改正につ

いてですが、大きく４つの改正内容がございます。１つ目でございますが、通則の改正です。

２つ目が、従前行っております再審査が終了した製剤についての基準を各条を入れていくもの

でございます。３つ目が、製剤のシードロット化に伴って新たに医薬品各条に追加するという

もの。４つ目が今回、このシードロット製剤として鶏用の生ウイルスワクチンを対象に基準の

改正を行いますが、これをシードロット化するために一般試験法の外来性ウイルス否定試験法

について改正する必要がありますので、以上について御審議をいただきたいと考えております。 
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 まず、通則の改正でございますが、次の２ページ目、新旧対照表でございますが、こちらを

ご覧ください。右側が現行、左側が改正案となっております。通則において、製法については

それが基準に規定されている方法と同等以上の製品が製造できるものとして承認された場合

に限り、その承認申請の内容に変更できる、つまり基準の製造方法に従わなくても差し支えな

いということになっております。しかしながら、特に輸入製剤の場合には、必ずしも中間工程

での試験が製剤基準に定められた試験の項目と完全に一致させることが困難な場合がござい

ます。 

 したがいまして、中間製品における試験項目の変更についても、同等以上の製品が製造でき

るのであれば、薬事法第 14 条第１項に基づく承認で設定することとしております。 

 次に、３ページをご覧ください。前回の動物用医薬品再評価調査会におきまして再審査が終

了した、シードロットではない製剤について、医薬品各条に追加する改正でございます。 

 まず１つ目が生物学的製剤調査会関係でございますが、ニューカッスル病・鶏伝染性気管支

炎２価・鶏伝染性ファブリキウス嚢病・トリレオウイルス感染症混合（油性アジュバント加）

不活化ワクチンでございます。 

 定義でございますが、ニューカッスル病ウイルス及び血清型のそれぞれ異なる２種類の鶏伝

染性気管支炎ウイルスを発育鶏卵で増殖させて得たウイルス液、並びに鶏伝染性ファブリキウ

ス嚢病ウイルス、及びトリレオウイルスを培養細胞で増殖させたウイルス液をそれぞれ不活化

し、それぞれに油性アジュバントを添加したものを混合したワクチンであるとされております。 

 次に、２の「製法」で、本製剤の製造方法について規定をしております。 

 次に、６ページをお願いいたします。３として「試験法」が設定されております。こちらで、

本製剤の各製造工程の試験について規定をしております。 

 次に、11 ページをお願いします。４で「貯法及び有効期間」が規定されておりまして、「本

製剤の有効期間は、３年間とする。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」とされております。 

 また、５「その他」として、肉用鶏には使用しない旨、あるいは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といった、添付文書の使用上の注意に

記載しなければならない事項について規定しております。 

 次に、12 ページをお願いいたします。続きまして、同じく再審査が終了したものということ

で、水産用医薬品調査会関係でございますが、ぶりα溶血性レンサ球菌症不活化ワクチン（注

射型）でございます。定義はラクトコッカス・ガルビエの培養菌液を不活化後、濃縮したワク

チンであるとされております。このワクチンにつきましても、先ほど同様に２の「製法」とし

て、本剤の製造方法が規定されております。 

 また、12 ページの３「試験法」として、製造工程ごとの試験方法が規定されております。 

 次に、14 ページをお願いします。４の「貯法及び有効期間」として、本剤の有効期間は１年

間とすると規定がされております。 

 次に、資料を少し飛んでいただきまして、69 ページをご覧ください。この後のシードロット
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製剤の医薬品各条の追加の改正について御説明しますが、今回、先ほど申し上げたとおり、鶏

用の生ウイルス製剤について各条に追加する改正になりますが、そのため、このシードロット

製剤の一般試験法でございます外来性ウイルス否定試験法の改正を行う必要がございますの

で、このことについて先に御説明させていただきます。 

 こちらの新旧対照表が改正案となりますが、鶏用のウイルスワクチンの特定ウイルス否定一

般試験、この対象ウイルスについて一昨年度まで実施しておりましたシードロットの関連の事

業の成果から、鶏脳脊髄炎（AE)ウイルスについてこの特定ウイルス否定一般試験の対象ウイ

ルスとすることを検討しておりました。 

 しかしながら、この現行の特定ウイルス否定一般試験におきましては、培養細胞に感染した

ウイルスを検出する蛍光抗体法が規定されていますが、AE のようなに培養細胞での増殖が非

常に悪いウイルスについては適用するのが難しいということがございます。 

 また、EU では鶏用ワクチンの迷入否定試験法として、鶏にシードウイルスあるいはワクチン

を接種して、その迷入ウイルスに対する抗体の上昇を確認する試験を採用していることから、

この鶏接種試験についても採用する必要があるということで、改正を検討しております。 

 詳細につきましては、こちらの改正案にございますが、3.1「特定ウイルス否定一般試験」と

して、従来、3.1.1 の蛍光抗体法が設定されておりますが、それに加えて、3.1.2 として、「鶏

接種試験」を追加しております。 

 また、AE ウイルスにつきましては、次の 70 ページにございます個別ウイルス否定試験にも

規定しまして、我が国における AE ウイルスの検出法のスタンダードである発育鶏卵の卵黄嚢

内接種試験法を規定しております。 

 これから御説明いたします鶏用生ウイルスワクチンのシードロット製剤につきましては、こ

の AE ウイルスの否定について、個別ウイルス否定試験法あるいは、主に輸入製剤が対象にな

りますが、特定ウイルス否定一般試験の鶏接種試験のどちらかで行えばよいとい内容にしてお

ります。 

 それでは、シードロット製剤の各条の追加について説明いたします。本資料の 16 ページをお

願いいたします。 

 １つ目でございますが、トリニューモウイルス感染症生ワクチン（シード）でございます。

16 ページにおきましては、当該製剤の製造用細胞として、鶏胚の初代細胞が規定されており

ますが、同種同効の製品に株化細胞である Vero 細胞を使用しているものもございますので、

それも本基準に収載したものが当日配布いたしました黒の No.７の資料になります。本基準に

ついては、こちらの資料で説明をいたしますので、この黒の No.７をご覧ください。 

 トリニューモウイルス感染症生ワクチン（シード）の定義は、シードロット規格に適合した

弱毒七面鳥鼻気管炎ウイルス又は弱毒鶏由来トリニューモウイルスを、同規格に適合した培養

細胞で増殖させて得たウイルス液を凍結乾燥したワクチンであるとされております。 

 製法におきまして、ウイルスシードの規格として 2.1.1 の七面鳥鼻気管炎ウイルス株がまず

ございます。それから、2.1.2 として鶏由来のトリニューモウイルス株を規定をしております。 
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 次の２ページ目をご覧ください。これらのウイルスシードの規定として、まず 2.1.1.3 にマ

スターシードウイルスを規定しております。この中で、このマスターシードウイルスから小分

製品までの継代数は５代以内でなければならないという、 終製品までの継代数の制限を規定

しております。 

 また、次の 2.1.1.4 としてワーキングシードウイルス、2.1.1.5 としてプロダクションシー

ドウイルスの規格があり、それぞれの増殖及び保存方法について規定をしております。 

 また、本製剤につきましては、初代細胞と株化細胞が使用されておりますので、2.2 の製造

用材料でそれぞれを規定しております。まず、2.2.1 の七面鳥鼻気管炎ウイルスの製造用細胞

として、SPF 動物規格の 1.1 に適合した鶏胚初代細胞又は製造に適当と認められた細胞を用い

ると規定しております。 

 それから、2.2.2 に鶏由来トリニューモウイルス、こちらでは、Vero 細胞又は適当と認めら

れた細胞を用いると規定しております。 

 次の３ページ目をお願いいたします。３として試験法がございます。まず、ウイルスシード

の試験法として、3.1.1 にマスターシードの試験がございます。この中では、同定試験、無菌

試験、マイコプラズマ否定試験及び外来性ウイルス否定試験が規定されております。この外来

性ウイルス否定試験に、3.1.1.4.2.1 として、特定ウイルス否定一般試験がございます。この

中で、AE ウイルスについて、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の 3.1.2 を準用して試

験をするとき、適合しなければならない。ただし、AE ウイルスは 3.1.1.4.2.2 に規定する製

剤については、本試験を実施しなくてよいとされております。 

 また、3.1.1.4.2.2 の個別ウイルス否定試験、こちらにおきましても鶏白血病ウイルス、細

網内皮症ウイルス及び AE ウイルスについては、一般試験法の外来性ウイルス否定試験法の

3.2.1、3.2.2 及び 3.2.10 を準用して試験をするとき、適合しなければならない。ただし、AE

ウイルスについては、3.1.1.4.2.1 に規定している製剤については、この試験を実施しなくて

もよいとされております。 

 その他のマスターシードウイルスの試験として、3.1.1.5 の対象動物を用いた免疫原性試験、

3.1.1.6の対象動物を用いた安全性確認試験及び3.1.1.7の病原性復帰確認試験が規定されて

おります。 

 また、3.1.2 で、ワーキングシードウイルスの試験、3.1.3 として、プロダクションシードウ

イルスの試験がございますが、こちらはいずれも無菌試験、マイコプラズマ否定試験というこ

とで規定されているところでございます。 

 次に、セルシードの関係の試験ということで、初代細胞の試験として、CE については継代が

難しいことから、マスタープライマリーセルシード（プロダクションプライマリーセルシード）

試験として、培養性状試験、無菌試験及びマイコプラズマ否定試験を規定しております。 

 それから、Vero 細胞、株化細胞の場合でございますが、マスターセルシードの試験として、

培養性状試験、起源動物種同定試験、無菌試験、マイコプラズマ否定試験及び外来性ウイルス

否定試験を規定しております。 
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 次の５ページをお願いいたします。こちらにセルシードの特定ウイルス否定一般試験に規定

をしておりまして、Vero 細胞については、由来動物のサルについて内在性レトロウイルスＣ、

Ｄタイプ粒子、それから対象動物である鶏のための AE ウイルスの否定を行うこととしており

ます。 

 また、個別ウイルス否定試験では先ほど同様に鶏白血病、REV、それから細胞につきましては

BVD、日本脳炎と狂犬病及び AE について否定をするいうことになっております。 

 その他の、マスターセルシードの試験として、3.3.1.6 の核学的（染色体）性状試験、3.3.1.7

の腫瘍形成性／腫瘍原性試験が規定されております。 

 また、ワーキングセルシードの試験とプロダクションセルシードの試験は、内容は同じでご

ざいまして、培養性状の試験、無菌試験及びマイコプラズマ否定試験を行うことになっており

ます。 

 それから、3.4 の培養細胞の試験以下のものについては製造工程中の試験になりますので、

ノンシードの製剤と同様の内容となりますが、 終の小分製品において従来行っておりました

迷入ウイルス否定試験につきましては、シードのところで外来性ウイルス否定試験を行ってお

りますので、シードロット製剤では、小分製品では規定はしないことになっております。 

 それでは、また赤の７番の資料に戻っていただきまして、22 ページをご覧ください。こちら

がシードロット関係の２つ目で、鶏伝染性気管支炎生ワクチン（IB）のシードとなっておりま

す。本ワクチンのウイルスシードの規格については、先ほどのトリニューモと同様でございま

すが、2.2 の製造用材料として、発育鶏卵を使用しておりますので、それが異なっております。 

 次の 24 ページをご覧ください。3.2.1 として、シードロット規格に基づいた発育鶏卵の試験

である、孵卵性状試験が規定されております。 

 次に 27 ページをお願いいたします。鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン（ひな用）（シ

ード）でございます。本ワクチンにつきましては、発育鶏卵を用いたウイルスワクチンという

ことで、先ほどの IB 生ワクチンと同様の内容となっております。 

 次に 33 ページをご覧ください。鶏貧血ウイルス感染症生ワクチン（シード）でございます。

本ワクチンにつきましても、発育鶏卵を使用しておりますので、先ほどの IB 生ワクチンと同

様の内容となっております。 

 次に 38 ページをお願いいたします。マレック病（七面鳥ヘルペスウイルス）生ワクチン（シ

ード）でございます。 

 次に 43 ページもマレック関係でございまして、マレック病（マレック病ウイルス１型）凍結

生ワクチン（シード）でございます。 

 それから、マレック病の３つ目として 48 ページでございますが、マレック病（マレック病ウ

イルス２型・七面鳥ヘルペスウイルス）凍結生ワクチン（シード）がございます。 

 これらのマレック病関係の生ワクチンにつきましては、いずれも初代細胞を使用して製造す

るワクチンでございますので、ウイルスシードあるいはプロダクションプライマリーセルシー

ドの規格につきましては、 初のトリニューモウイルス生ワクチン(シード）とほぼ同様の内
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容となっております。 

 次に、54 ページをお願いいたします。シードロット関係の 後でございますが、ニューカッ

スル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチン（シード）でございます。本ワクチンにつきまして

も、発育鶏卵を用いて製造するウイルス生ワクチンでございますので、先ほどの IB 生ワクチ

ンと同様の規格になっております。 

 また、本ワクチンにつきましては家畜伝染病予防法に基づく法定伝染病でございますニュー

カッスル病ウイルスを含んでおりますので、このニューカッスル病ウイルスにつきましては、

国家検定を実施することになっております。 

 少し長くなって申し訳ないですが、説明は以上でございます。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、ただいま御説明いただきましたが、委員の先生方の方から御質問、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、御承認いただいたものとさせていただきます。 

○事務局 それでは、原案のとおり、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。 

 

 （５）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

   ＜動物用医薬品残留問題調査会関係＞ 

 

○赤堀部会長 それでは、続きまして審議事項（３）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、引き続き事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、事前に配布させていただきました赤の No.８と No.９の資料を御用意くだ

さい。水産用医薬品調査会関係につきましては、先ほどマリンディップと併せて御審議いただ

きましたので、動物用医薬品残留問題調査会関係について説明させていただきます。 

 初めに、赤の No.８の２ページ目、d－クロプロステノールを有効成分とする注射剤の改正を

新旧対照表の右の欄の現行をご覧ください。使用禁止期間の欄でアンダーラインを引いている

部分の、「又は食用に供するために搾乳する前 12 時間」、乳に対する使用禁止期間を、改正案

で削除するものでございます。 

 資料 No.９の「要望書」のタグをご覧ください。川崎製薬株式会社、要望時点では川崎三鷹

製薬株式会社でした、からの牛乳の使用禁止期間の変更についての要望書です。対象製剤はダ

ルマジンで、d－クロプロステノールを主剤とするものです。今回の要望の対象となる牛では、

発情周期の同調や黄体退行遅延に基づく卵巣疾患の治療に用いられております。使用禁止期間

は先ほどの表のとおり、牛で３日間、牛乳 12 時間となっております。 

 要望書の３．では、この牛乳の休薬期間を削除可能とした理由として、投与後 12 時間以内及

び 24 時間以内において一律基準以下であることを挙げております。 
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 「概要」のタグの２ページをご覧ください。下に表１がございますが、投与前 12 時間、投与

後 12 時間、24 時間のすべての時点で検出限界以下でした。検出限界は 0.1ng/g で 0.1ppb と

同じですので、すべて 0.1ppb 以下となります。 

 続きまして、５ページをご覧ください。表２のうち、２群と３群の d－クロプロステノール

0.15 ㎎/頭が本剤の投与群です。d－クロプロステノールが も高い濃度のものは、２群の牛

番号 43506 の投与後２時間の濃度で、125.9pg/mL、これは、約 0.1ppb となります。d－クロプ

ロステノールは、現時点では、一律基準値が使用されており、一律基準値は 10ppb ですので、

いずれも一律基準値を大きく下回っております。従って、牛乳の休薬期間を削除しても問題な

いと思われます。 

 「審議経過票」のタグをご覧ください。７番目に、動物用医薬品残留問題調査会の審議結果

がございます。平成 21 年８月 17 日開催の動物用医薬品残留問題調査会において審議されまし

て、動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正の可否に関する事前の調査審議を終了

し、動物用医薬品等部会に上程して差し支えないという審議結果をいただいております。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。  

 ただいま事務局から御説明いただきましたが、委員の先生方の方から御質問、御意見等ござ

いますでしょうか。いかがでしょうか。 

 特にないようですので、御承認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。原案どおり、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 

   ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

   ①“京都微研„フィライン－６（株式会社 微生物化学研究所） 

 

○赤堀部会長 それでは、次に報告事項に移らせていただきたいと思います。まず、（１）の動

物用医薬品の承認の可否についてです。動物用生物学的製剤調査会関係の“京都微研„フィラ

イン－６の報告を事務局からお願いいたします。 

○事務局 それでは、事前にお送りいたしました赤の No.10 の資料をご覧ください。株式会社  

微生物化学研究所から製造販売承認申請されました“京都微研„フィライン－６でございます。 

 本剤の成分・分量につきましては、４にございますとおり、猫腎継代（CRFK）細胞で培養い

たしました猫ウイルス性鼻気管炎ウイルス FR-１株、猫カリシウイルス FC-７株、FC-28 株、

FC-64 株の３株及び猫汎白血球減少症ウイルス FP-５株が主剤となっております。また、遺

伝子組換え大腸菌発現猫白血病ウイルス gp70 精製抗原を主剤として加えているものでござい

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（AMOE)をアジュバントとし

ております。 
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 本ワクチンの類似製剤といたしまして、これらの成分にクラミドフィラ・フェリスを加えま

した“京都微研„フィライン－７という製剤が既に承認されております。今回の製剤の株につ

いては、そのクラミドフィラ・フェリス以外はすべて同じ株でございます。 

 しかしながら、このフィライン７につきましては、１頭当たりの投与量が１mL となっており

ますが、本製剤は、0.5mL を約２か月齢以上の猫の皮下に３週間隔で２回注射するという用

法・用量になっていることから、新用量動物用医薬品として平成 21 年８月７日開催の動物用

生物学的製剤調査会で御審議いただき、了承されたものでございます。 

 以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。ただいま御報告いただきましたが、委員の先生方の

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、御了承いただいたものといたします。 

 

 （２）動物用医薬品の承認事項変更承認の可否について 

   ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

   ①サーコバック（メリアル・ジャパン株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして（２）になりますが、動物用医薬品の承認事項変更承認の可否につ

いてですが、動物用生物学的製剤調査会関係のサーコバックの報告を事務局からお願いいたし

ます。 

○事務局 事前にお送りいたしました赤の No.11 の資料を御用意ください。メリアル・ジャパ

ン株式会社より製造販売承認事項変更承認申請されましたサーコバックでございます。本ワク

チンは、母豚を免疫することにより、その乳汁を介して、子豚を免疫する豚のサーコウイルス

２型感染症を対象としたワクチンでございます。 

 こちらにつきましては、 初の承認では経産豚にしか効能が得られていなかったということ、

また承認申請時の安全性試験におきまして注射反応が観察の 終週にも見られた個体がいた

ことから、使用制限期間が設定できなかったということがございました。 

 今般、未経産豚に対する有効性が確認されたこと、またアジュバントの消長を確認する試験

を改めて行いまして、そのアジュバント等の異物の消長期間が確定したことから、それらを用

法・用量、効能・効果及び使用上の注意に反映させるための事項変更承認申請が行われたもの

でございます。 

 次のページをお願いいたします。本剤につきましては、平成 21 年８月７日開催の動物用生物

学的製剤調査会において御審議いただきまして、使用上の注意の記載内容について整備をする

こと、またアジュバントの消長試験につきましては、 初の承認申請時との違いについて考察

することとの条件をいただきました。それにつきまして回答されたということで、本日御報告

するものでございます。 

 説明は以上でございます。 
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○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、御了承いただいたものといたします。 

○事務局 ありがとうございます。 

 

   ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

    ②水産用ダイメトン散（明治製菓株式会社） 

    ③水産用ダイメトンソーダ（明治製菓株式会社） 

 

○赤堀部会長 それでは、続きまして報告事項の（２）の②と③ですが、水産用医薬品調査会

関係で、水産用ダイメトン散と水産用ダイメトンソーダについて、報告をお願いいたします。 

○事務局 では、事前配布資料の赤の No.12 をお手元に御用意ください。１ページめくってい

ただきまして、水産用ダイメトン散、申請者は明治製菓株式会社となっております。本剤の主

剤ですが、スルファモノメトキシンの水和物を主剤とする飼料添加剤となっております。今回

の承認事項変更承認申請の内容ですが、６の効能・効果のところにありますスズキ目魚類のノ

カルジア症を追加するとともに、用法・用量にスズキ目魚類ノカルジア症の場合の 25～50 ㎎

を追加するというものとなっております。 

 本年７月 27 日の水産用医薬品調査会で御審議を受け、本製剤については所定の審議を終了し

たものとし、承認を可とし、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないとの審議結果をいた

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、３ページめくっていただきまして、水産用ダイメトンソーダ、同じく明治製菓

株式会社からの申請です。本剤はスルファモノメトキシンナトリウムの散剤となっております。

このものの承認事項変更承認申請の内容ですが、５の用法及び用量の、飼料添加の場合のスズ

キ目魚類（ノカルジア症の場合）の 25～50 ㎎という用法・用量を追加するというものとなっ

ております。 

 同じく７月の水産用医薬品調査会で御審議を受けまして、本製剤については所定の審議を終

了したものとし、承認を可とし、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないとの審議結果を

受けております。 

 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、ただいま事務局から御報告いただきまし

たが、委員の先生方から、特段の御質問等ございますでしょうか。 

 特にないようですので、これも御承認いただいたものといたします。 

○事務局 ありがとうございます。 

 

 （３）動物用医薬品の再評価について 

   ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 
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   ①鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン 

   ②ケタミン及びイソフルラン 

 

○赤堀部会長 続きまして、報告事項（３）になりますが、動物用医薬品の再評価についてで

す。事務局から報告をお願いいたします。 

○事務局 それでは、事前に御送付いたしました赤い No.13 の資料で御説明いたします。本日、

動物用医薬品の再評価に関しまして、２件の御報告案件がございます。いずれも本年７月 30

日開催の動物用医薬品再評価調査会で御審議いただき、対応案を御了承いただいたものです。 

 表紙をめくっていただきまして、１件目でございますが、鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワ

クチンでございます。情報の内容ですが、１ページ、２ページに概要がございます。日本国内

で分離された伝染性ファブリキウス嚢病ウイルスの遺伝子解析を行ったところ、鶏伝染性ファ

ブリキウス嚢病（IBD）と診断された鶏から分離されたウイルスが、ワクチンによく似た株、

あるいはワクチンを鶏で５代継代して病原性復帰した株と近縁であったという文献です。この

ことから、著者は、野外でワクチン株の病原性復帰が起きているのではないかと考察しており

ます。 

 取扱い案が 18 ページにございます。情報の概要ですが、まず、日本国内で検出された伝染性

ファブリキウス嚢病ウイルスの塩基配列を解析したところ、検出された IBD 野外株は、弱毒生

ワクチン製造用株や、ワクチン株を鶏で５代継代して病原性復帰した株などと近縁であったと

いう文献。 

 もう一件は、日本国内のワクチン未接種鶏群の発育不良肉用鶏の血清及びファブリキウス嚢

病から得られた RNA を調査したところ、ワクチン製造用株と近縁のウイルスが分離され、ワク

チン製造用株によく似た IBD ウイルスが国内に蔓延している可能性があるとする文献でした。 

 考慮事項といたしまして、現在の使用上の注意の記載内容ですが、幾つかあります製剤のう

ち、ここに示しました２製剤につきましては、「ワクチンウイルスの他鶏群への拡散を防止す

るため、免疫群は隔離すること」といった使用上の注意が記載されております。 

 対応でございます。これらの文献は野外における伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン製造

用株の病原性復帰の可能性、またワクチン製造用株に類似した性状を示すウイルス株が国内で

浸潤している可能性があるとする報告です。 

 IBD 生ワクチン製造用株の病原性復帰につきましては、製造販売業者が各ワクチンの承認を

取得する際に、バックミューテーションの否定に関する試験として病原性復帰に関する試験を

実施しておりまして、その際の申請資料データでは病原性復帰は認められておりません。 

 また、文献検索等を行いましたところ、現在のところこれらの文献以外に我が国で野外にお

ける病原性復帰が問題となっている文献情報等もありませんでしたので、今後とも関係情報の

収集に努めることとし、特段の再評価指定等は行わないこととしております。 

 しかしながら、２番目の文献にありますように、ワクチン未接種鶏群で IBD ウイルスの抗体

が陽転したり、RNA が分離されているということ、また IBD 生ワクチンの製造用ウイルス株で
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の同居感染が見られるということから、使用者に対して接種鶏群の管理について注意喚起が必

要であると考えられましたので、使用上の注意の制限事項欄に、ワクチンウイルスの他鶏群へ

の拡散を防止するため、免疫群は隔離することという旨を、現在記載されていないワクチンに

ついては追記させることとしたいと思っております。 

 続きまして 20 ページでございますが、再評価の２件目でございます。ケタミン及びイソフル

ランでございます。こちらはケタミンとイソフルランの相互作用を検討する目的で、イソフル

ランを吸入麻酔した犬にケタミンを６段階の濃度で投与し、イソフルランの MAC を調査したと

いうものです。 

 検討を要する成分についての取扱いを 28 ページにまとめてございます。情報の内容ですが、

イソフルランで吸入麻酔した犬６頭にケタミンを６段階の血漿中濃度で静脈内注射したとこ

ろ、ケタミンの血漿中濃度の上昇に伴って、イソフルランの 小肺胞内濃度の減少が用量依存

的に認められたというものです。 小肺胞内濃度（MAC）ですが、これは動物の半数を不動化

するのに必要な吸入麻酔薬の肺胞内濃度と定義されております。 

 また、ケタミンの血漿中濃度が５μg/mL 以上の場合では、すべての犬に流涎、吐出、散瞳、

体温上昇、自発運動等の副作用とみられるものが認められたという報告でした。 

 考慮事項といたしまして、現在、動物用医薬品としまして吸入麻酔薬のイソフルラン、それ

からケタミンが承認されております。ケタミンは、動物用医薬品として承認されておりますの

はすべて筋肉内注射の製剤ということでして、本文献にありますような静脈内注射する製剤は

ございませんでした。 

 ２番目ですが、イソフルランを含む製剤の用法及び用量欄には、「動物の臨床徴候を厳重に管

理しながら、 小有効濃度を吸入させる」といった注意、また使用上の注意には、麻酔の深度

を 低の深さにとどめるといった注意がございます。 

 さらに、ケタミンを含む製剤の使用上の注意には、本剤の投与により、ここに示しましたよ

うな副作用が認められるという注意が既にされております。 

 ４番目は、先ほど申し上げましたように、国内で静脈内注射を用法とするケタミンの製剤は

ございません。 

 ５番目ですが、ケタミンを含む人用医薬品の添付文書を参考に見ますと、犬でこのような用

量でケタミンを筋注すると血漿中濃度は５分後で 高値に達し、10 ㎎/㎏投与では 2.9μg/mL

ということで、血漿中濃度は５μg/mL までは行かないということがわかります。 

 ６番目ですが、本文献の著者は、いろいろとこのイソフルランとケタミンのバランス麻酔に

ついて興味を持っているようで、ケタミンを使用することによってイソフルランの量を減らす

ことができるといった報告が別にございます。 

 29 ページでございますが、対応といたしまして、本文献はイソフルランで麻酔した犬にケタ

ミンを静脈内注射したところ、ケタミンの血漿中濃度の上昇に伴ってイソフルランの 小肺胞

内濃度の減少が用量依存的に認められた。また、ケタミンの血漿中濃度が高い場合に、流涎、

吐出等の副作用が認められたという報告です。 
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 本文献につきましては、ケタミンの投与方法が国内で承認されている用法・用量と異なるこ

と、また対象製剤の使用上の注意には、ケタミンにつきましては副作用に関する注意、イソフ

ルランにつきましては 低限の麻酔深度にすることなどの注意が既に記載されております。例

えば本文献のように、これらを併用して使用する場合にも、使用者は十分注意して使用するこ

とができると考えられますので、本文献によってさらなる注意喚起は不要と考えました。 

 以上により再評価指定はいたしませんが、今後とも情報収集には努めたいと思います。以上

です。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。ただいま御説明いただきましたが、中川先生、特に

何かありますか。 

 問題は、用法としての筋肉内投与ですけれども。 

○中川委員 そうなのですよ。実際には、筋肉内投与で使うことは余り多くないのです。その

理由は、これは塩酸ケタミンなので、例えば、これはイソフルランで麻酔をかけてある状態で

入れているという実験ですよね。だから、その場合には痛くないのですが、一般的には、ケタ

ミンで誘導しておいて挿管をして、イソフルラン麻酔に入るという方法をとる人たちがいるの

です。それ、全部静脈内注射なのです。塩酸ケタミン、筋注するとものすごく痛がるから、そ

れから発効が遅いでしょう。ですから、プレメディケーションとしては使いにくいので、ほと

んど静注で使われているのです。しかし、使用上の適用には、獣医師の責任で静注していると

いうふうにとらえると、今おっしゃったように、あえて注意を喚起する必要はないのかなとは

思うのですけどね。 

○事務局 この文献自体は静脈内注射でやったという文献でございますが、筋肉内投与の場合

についても、同じぐらいの血漿中濃度になるのかなということで対応案は考えております。副

作用につきましては既に必要な注意はされていると思いますので、用法にない静脈内投与をさ

れた場合であっても、獣医師に対しては必要な注意はされているというふうに考えます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。その他、先生方の方で特段の御質問等ございますで

しょうか。 

 それでは、特にないようですので御了承いただいたものといたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 

 （４）動物用医薬品の再審査について 

   ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

   ①日生研鶏コクシ弱毒生ワクチン（Neca）（日生研株式会社） 

   ②“京都微研„キャトルウィン－Cl5（株式会社 微生物化学研究所） 

   ③アドバンテージ ハート（バイエル製薬株式会社） 

   ④メタカム 0.5％注射液（ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社） 

 

○赤堀部会長 それでは、続きまして報告事項（４）になりますが、動物用医薬品の再審査に
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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 事前に送付いたしました赤の No.14 の資料で御説明させていただきます。動物用医

薬品の再審査についてでございます。 

 表紙をめくっていただきまして、１ページ目、１製剤目でございますが、日生研鶏コクシ弱

毒生ワクチン（Neca）でございます。申請者は日生研株式会社、再審査期間は６年間です。本

剤は主剤として Eimeria necatrix Nn-P125 株のオーシストを含有する弱毒生ワクチンです。 

 用法及び用量はそちらに記載してあるとおりでございますが、飼料添加のワクチンとなって

おります。効能又は効果は、Eimeria necatrix による鶏コクシジウム症の発症抑制です。 

 使用上の注意は２ページ目にございます。 

 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なっております。 

 続きまして４ページ目でございます。“京都微研„キャトルウィン-Cl 5 です。申請者名は株

式会社 微生物化学研究所、再審査期間は６年間でした。成分及び分量ですが、本剤はクロス

トリジウム・ショウベイ、セプチカム、ノビイ Ｂ型菌、パーフリンゲンス Ａ型菌、ソルデ

リーを含有する、アルミニウムゲ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、３か月齢以上の牛の臀部筋肉内に１回２mL を１か月間隔で２回注射し、

その後６か月間隔で注射する。２回目の注射は、１回目の注射とは異なる部位に行うこととな

っています。 

 効能又は効果ですが、気腫疽、悪性水腫及びクロストリジウム・パーフリンゲンスＡ型菌に

よる壊死性腸炎の予防です。 

 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。 

 続きまして、７ページでございます。アドバンテージ ハート、申請者名はバイエル薬品株

式会社です。再審査期間は６年間です。成分及び分量ですが、イミダクロプリドとイベルメク

チンを含有する製剤です。用法及び用量は、そちらに記載しておりますように、体重に応じた

用量を肩甲骨間の被毛をかき分けて滴下するといういわゆるスポットオン製剤になっており

ます。 

 また、投与期間はノミ及び蚊の発生が重なる時期のみとするということになっております。 

 効能又は効果ですが、犬糸状虫症の予防とノミの駆除です。 

 使用上の注意は８ページ以降です。 

 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おります。 

 10 ページ目でございます。メタカム 0.5％注射液。申請者名はベーリンガーインゲルハイム

ベトメディカジャパン株式会社です。こちらは、従来犬で効能を持っていた製剤に猫の効能を

追加したということで、再審査期間は２年間でございます。 

 成分ですが、メロキシカムを含有する注射液となっております。用法及び用量ですが、猫に
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皮下投与するといったもの。効能又は効果は、猫の術後の鎮痛です。 

 使用上の注意は 11 ページでございます。 

 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。 

 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御報告いただきましたが、委員

の先生方から特段の御質問等ございますでしょうか。 

 特にないようですので、御了承いただいたものといたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 

 （５）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

○赤堀部会長 続きまして、報告事項（５）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。事務局から報告をお願いいたします。 

○事務局 当日配布資料、黒の No.21 をお願いいたします。前回の部会以降、薬事・食品衛生

審議会に諮問した品目及び審議品目で承認したものについて御説明いたします。 

 まず、１．として「諮問状況」でございますが、こちらは本日御審議いただいた品目の諮問

状況でございます。“京都微研„キャトルウィン BC、エンテリゾール イリアイティス、及び

フルシュア ER につきましては、本年９月 14 日に諮問しております。 

 また、プロメリス ドッグにつきましては平成 18 年２月 10 日に諮問をしております。 

 次の２ページ目をお願いいたします。マリンディップでございますが、こちらは平成 21 年６

月 24 日に諮問しております。また、イリド不活化ワクチン「ビケン」につきましては、平成

21 年９月 14 日に諮問しております。 

 それから、２．の「承認状況」として既に審議いただいた製剤の前部会以降の承認状況につ

いて御説明いたします。まず、メリアル・ジャパン株式会社のエプリネックス トピカルでご

ざいます。有効成分としてエプリノメクチンを含有いたします牛の駆虫薬でございます。本製

剤につきましては、平成 21 年７月７日に承認されております。また、川崎製薬株式会社のマ

イプラビン注 100、ミロサマイシンを有効成分といたします豚のマイコプラズマ性肺炎の治療

薬でございます。こちらにつきましては、平成 21 年８月５日付で承認されております。 

 以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。何か御質問等ございますでしょうか。 

 特にないようですので、御了承いただいたものといたします。 
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 Ⅲ）その他 

  ①平成 20 年度動物用医薬品等の回収に関する情報について 

 

○赤堀部会長 これで審議事項と報告事項は終わりましたが、続きまして、その他の項目に移

らせていただきたいと思います。まず①ですが、「平成 20 年度動物用医薬品等の回収に関する

情報について」、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 事前配布資料赤の No.15 の資料をお手元に御用意ください。平成 20 年度動物用医薬

品等の回収に関する情報についてです。この内容については、本年７月 30 日に開催されまし

た再評価調査会で御報告しまして、了承いただいているものです。 

 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の規定に基づいて、

農林水産大臣に回収に着手した旨の報告があった平成 20 年度の動物用医薬品等について、同

法第 77 条の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するものです。 

 平成 20 年度に回収に着手した動物用医薬品等の件数は全部で６件ございまして、その内訳は、

その表のようになっております。 

 製品の品質不良があったものが医薬品で３件、表示に不良があったものが医薬品で１件、製

品の製造工程の不備があったものは医薬品で１件、無承認の医療機器であったものが１件、合

計６件となっております。 

 この無承認の医療機器と申しますのは、魚用の連続注射器用の連続注射針の針の規格が 27Ｇ

で承認を受けたものの、24Ｇで製造を行っていたというもので、回収を行ったものです。 

 このうち、取り扱いによる危害が生じるおそれがあるものの件数は２件となっておりますが、

その２件の内訳が２ページ目、主な事例（１）、（２）となっております。 

 １件目がエイアイライザ、共立製薬株式会社が製販業者です。効果・効能は口腔スワブ、ク

ロアカスワブ及び臓器からのトリインフルエンザウイルス RNA の検出。回収の理由は、当該製

品の使用期限（ 終有効年月）である 2009 年５月よりも短い使用期限の試薬が混在している

可能性があったためです。 

 ２件目はオンステージ 92 という製品で、製販業者は富士ケミカル工業株式会社となっており、

効果・効能は豚の分娩誘発。回収の理由は、対象製品に不溶性異物が認められることが判明し

たためです。 

 これら回収のあった事例６件については、ページをめくっていただきまして 後のページに

表で、平成 20 年度動物用医薬品等の回収に関する情報について（参考）として、すべてまと

めてあります。 

 以上です。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。委員の先生方から御質問等ございますでしょうか。 

 特にないようですので、御了承いただいたものといたします。 
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   ②マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症不活化ワクチンの臨床評価 

    ガイドライン（仮称）(案)」の作成作業について 

 

○赤堀部会長 それから、その他の②になりますが、「マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感

染症不活化ワクチンの臨床評価ガイドライン（仮称）」の作成作業について、事務局から御説

明をお願いいたします。 

○事務局 私から説明させていただきます。本ガイドラインについては、非常に長い、これを

全部説明しますと相当時間がかかりますので、現況と策定しました臨床評価ガイドラインの概

略についてだけ御説明させていただきます。 

 資料 No.16 でございます。もともとこのものはマイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症

の臨床評価ガイドラインでございまして、この病気は、御承知のように豚の典型的な慢性呼吸

器病でありまして、特に発育不良、飼料効率の低下、あるいは出荷時期の遅延といった経済的

な悪影響を及ぼす非常に重要な豚感染症でございます。 

 この病気というのは非常に複雑でございまして、その発症に生体側のいろいろな要因を含む、

あるいは飼育要因、環境要因等、そういう面では感染と発症防止と、さらには特定免疫の関係

がいまだ解明されていない、俗に言う内因性感染症に分類される疾病でございます。 

 このガイドラインの策定に至った経緯については、今のお手元の資料の１番のところに書い

てございますが、簡単に申しますと、再評価調査会が今年の１月 30 日に行われましたが、そ

の前に一旦継続審議になっておりまして、１月 30 日のときに再度継続審議となりました。そ

の大きなポイントは、今お話しした生産性阻害の部分、そこの改善部分の有効性データが明瞭

ではないということが一番の論点でございます。 

 次の２ページ目の４番のところで、一番の論点は、やはり国が、農水省の我々規制当局がき

ちっとした公的な臨床評価のガイドラインを策定していないというのが大きな原因だと。特に

今お話ししたように、有効性の評価が非常に微妙なこういうワクチンについて、やはりきちっ

とした臨床評価のガイドラインがない。それはいわゆる、製造販売承認申請に必要な臨床試験

のデータでもあり、なおかつ市販後の使用成績等の調査、データにも、試験にも供試している

わけでございますが、そういったガイドラインの策定を急ぐべきであるという御指摘をいただ

きました。 

 それを受けて、動物医薬品検査所が中心になりまして今の「マイコプラズマ・ハイオニュー

モニエ感染症不活化ワクチンの臨床評価ガイドライン(案)」というものをつくりました。それ

で、これについては５月８日に開催されました動物用生物学的製剤調査会で、その進捗につい

ての中間報告を行うとともに、７月 30 日の動物用医薬品再評価調査会では、一応その臨床評

価のガイドライン（案）と、本日別添２としてお示ししてございます約 11 ページほどの長い

ガイドラインを御報告し、御了解いただきました。 

 さらに、８月７日の動物用生物学的製剤調査会においても、やはり同じような趣旨で相談を

させていただき、御了解をいただいております。それで、本日の部会に、事後の説明というこ
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とになってしまいますが、現在９品目ほどのこの種のワクチンが認可されております。それが

別紙１で書いておりますが、たくさんあるということがお分かりいただけると思います。 

 別紙２が、そこのガイドラインの実際の中身でございます。これを全部説明すると非常に時

間がかかってしまいますので、できるだけ手短に説明します。まず、動物用医薬品の臨床試験

の実施に関する省令という、俗に GCP 省令というものがございます。 

 それの関係のガイドラインとしては、臨床評価に関する一般指針がございます。両者ともか

なり総論的な臨床試験ガイドラインというふうに御理解いただければよろしいかと思います。

しかし、疾病ごとの臨床評価のガイドラインというのは現時点では存在していないということ

でございまして、今回が第一段目となるということです。この中身、全部で 11 章までつくっ

ておりまして、申請者がこれを見て治験プロトコールというものをよりつくりやすいように一

番わかりやすく書いたのは、例えば 11 ページの第 10 章に相当しますが、これは評価方法及び

その基準ということで、特に有効性については、先ほどお話ししたような非常に微妙な部分が

多うございますので、例えば臨床観察についてはこのように表をつくって、できるだけ客観的

に有効性の評価をすることにしました。 

 あるいは、次の 12 ページにあるような体重測定、飼料効率の測定、そこに続いて、ウ「剖検

による肺病変スコアリング」ということで、これはまさにビジュアル的なものと、余りきれい

な絵ではないのかもしれませんが、極力成書等を参考につくったのが 13 ページの図１の肺の

肉眼的病変の程度ということで、実際のマイコプラズマ性肺炎の特徴的な肺の肝変化の程度に

よってスコアリングをしています。このようなことで、できるだけ客観性を持たせたというこ

とで、各論ガイドラインとしての位置づけをできるだけ明確にしようというのが趣旨でござい

ます。 

 統計処理等についても、一つの例示としてこういう統計処理もありますということで、この

ガイドラインの中に載せております。それで、現時点でのこの臨床評価ガイドライン（案）の

状況ですが、先程お話ししたように、所定の調査会等への報告、それから今日の御相談を経て、

終的には、日本動物用医薬品協会を通じて業界からのこれに対する意見等も聴取しておりま

すし、そういうものも一応勘案しながら、なおかつ必要に応じてパブリック・コメントを行い

ます。それを反映した形でいわゆる公的なガイドラインとして、当所の所長名でガイドライン

として発出することによって、こういうものを申請者が活用して製造販売承認申請に必要な臨

床試験あるいは市販後調査の試験等に活用してもらえればと思っております。 

 なぜマイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症からかということは、この病気というのは、

豚の感染症の中でも一番ベーシックであり、混合ワクチンが非常に今増えております。その中

には必ずこのマイコプラズマ成分が入っております。例えばそういう混合ワクチン、新配合の

そういうワクチンの申請時においても、この部分の臨床試験データも必要になってきます。単

味のワクチンはかなりございますが、今後、さらに増えるであろう混合ワクチンの中の一つの

成分としてこれが入っておりますので、このガイドラインが活用できます。また、これ以外の

内因性感染症に分類される疾病が多々ございますので、そういうものについても同じような策
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定作業を今進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○赤堀部会長 思い入れが伝わってくる御説明をありがとうございました。 

 これは再評価調査会の要望・決議を受けて、この部会でも臨床評価のガイドラインをつくる

べきだろうということの要望・決議を受けて、対応していただいております。 

 今のお話ですと、それぞれの調査会での意見も聞いた上で今日ここに提案されてきたという

ことですが、初めての臨床評価のためのガイドライン策定と云うことになりますから、十分検

討した上で設定していくことになろうかと思います。 

 先生方、今日の資料を持ち帰りいただいて、次回の部会までにそれぞれの先生方から御意見

いただければということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

○事務局 済みません、結構です。事前に配布しておりましたので、もし意見がございました

ら言っていただければと思いましたが。そうでないとワンクール遅れてしまうことになります。

基本的には、決して、新しく特別なものをつくったわけではなくて、これまで数多く承認され

ている中のワクチン、それからこれにはマイコプラズマを適応症とした抗菌薬もございますの

で、そういうものの臨床評価のところ等も参考にしながらつくったものでございます。もし可

能であれば今日御意見をいただければ、ワンクール遅れずにガイドラインが公表できるという

ことになります。 

○赤堀部会長 事務局としては、あらかじめお送りした資料ですので、委員の先生方、十分御

検討いただいているであろうから、今日できれば御意見いただいて、よければそれでスタート

したいし、問題があれば少し検討を継続していきたいということのようですが、いかがでしょ

うか。 

 後から手直しすることも、これは可能ですか。 

○事務局 後でメール等で御意見をいただければ、また反映はできますので、今日は基本的な

ところで御了解いただければよろしいかと思います。 

○赤堀部会長 わかりました。 

○合田委員 これは審議事項になるのですか。 

○事務局 違います。御説明だけです。 

○赤堀部会長 あくまでも指針ということですか。 

○事務局 ここで了解していただければ、指針として通知する予定です。 

○合田委員 そうですよね。 

○赤堀部会長 これは、ここで決めていくものですか。それとも、決めなくても事務局レベル

で対応できる内容のものなのでしょうか。 

○事務局 審議の一番の中心になるのは動物用生物学的製剤調査会でございまして、本調査会

では一応御報告させていただいて、内容についても一応御了解いただいたということでござい

ます。今日は、その報告でございます。 
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○赤堀部会長 その場合、調査会では審議事項として処理されてますか。 

○事務局 一応報告事項という形になりました。しかし、内容については事前に資料をお送り

して見ていただいた中で、御了解いただいたということになっています。 

○赤堀部会長 そうしますと、この部会で審議事項で取り扱わなくても、それはそのまま事務

局レベルで指針として公的に使われていくということですね。 

○事務局 事務局としては、今日御説明させていただきましたが、細かいところはよろしいか

と思いますが、大きいところで、例えば抜本的な問題があれば御指摘いただければそれを反映

するということは考えております。ですので、今日は説明をさせていただいたということで。 

○赤堀部会長 合田先生の御質問は、この部会で決めなければいけないことなのか、あるいは

報告・説明すればあとは事務的に対応・処置ができることなのかということなのですが。 

○事務局 後者の方です。 

○赤堀部会長 わかりました。 

○合田委員 意見があれば出せばいいということですよね。それだけですね。 

○赤堀部会長 ということで、よろしいと。ありがとうございました。 

 それでは、もし何かあればまた改めて御意見をいただくということで、御報告どうもありが

とうございました。 

 

   ③組換え動物用医薬品の取り扱いについて（案） 

 

○赤堀部会長 それでは、次に③になりますが、組換え動物用医薬品の取り扱いについての案

が出ております。事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 では、私から説明させていただきます。事前配布資料赤の 17－１と 17－２を御用意

ください。本件につきましては、４月 15 日に開催されました動物用抗菌性物質製剤調査会の

中である製剤の審議の中で、こういったことが必要だという指摘を受けまして、それをきっか

けとして取りまとめさせていただいたものでございます。 

 組換え動物用医薬品の取り扱いについてということでございますが、現在、生物学的製剤を

除く動物用医薬品のうち、遺伝子組換え技術を用いていることを踏まえて承認審査が行われた

というものは、犬、猫用のインターフェロン製剤の２製剤に限られております。 

 ところが、カルタヘナ法に基づく生物多様性評価の申請状況等を見ますと、今後、多くの遺

伝子組換え医薬品が動物用一般医薬品として承認申請されてくるということが見込まれる状

況になっております。 

 それとはまた別に、既に賦型剤等として遺伝子組換え飼料等の成分が動物用医薬品にはもう

利用されているという状況もございます。しかしながら、現状では、遺伝子組換え技術を用い

ていることを踏まえた審査制度というのは整備されておらず、審査に必要な資料も明らかにし

ていないというところでございまして、そこで動物用医薬品の製造方法として、化学合成とは

異なる遺伝子組換え技術を用いるということに由来するリスク等についての評価を確保する
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ことを目的に、生物学的製剤を除く動物用医薬品について審査資料、特に製造方法に関する資

料になろうかと思いますが、そういったものの整備を行おうというものでございます。 

 この案をつくる段階においては、カルタヘナ法、それから食品や飼料での安全性評価の方法、

それから諸外国を含む医薬品等の遺伝子組換えに関する安全性評価の方法等、参考にいたしま

して原案を取りまとめてございます。 

 また、その原案の取りまとめの段階で食品安全委員会とかカルタヘナ等で委員等をなされて

おられる明治薬科大学の澁谷先生、動衛研の江口先生、それから医薬品医療機器総合機構の澤

田先生等に御相談いたしまして、この案をまとめさせていただいたという状況でございます。 

 内容については、もう時間もございませんので細かいことは言いませんが、大くくりに申し

まして、１点、重要なポイントがございます。 

 遺伝子組換え技術を用いた医薬品については、既に審査されておれば別なのですが、そうい

ったものを除いて、原則として新薬として扱うと。そして、フルセットのデータを添付すると

いうことを原則にしております。さらには、製造に用いた組換え技術の詳細等を製造方法に関

する資料として添付していただいて、そういったものを審査するということを大前提とすると

いうことにしております。 

 ただし、動物用医薬品の中で、その組換え技術を使ったものはいろいろございますが、リス

クの高いと思われるものも低いと思われるものも、玉石混合という状況になっておりまして、

リスクが低いと考えられる組換え医薬品については、特にそういったフルセットのデータ等は

要求しないということとしたいと思っております。 

 具体的にどういうものかと申しますと、例えば食品や飼料として安全性が確認されたもの、

遺伝子組換えトウモロコシとか、遺伝子組換え大豆とか、それから飼料添加物のリボフラビン

とかございますが、そういったものが食品・飼料等で安全性が評価されておりますので、そう

いったものについてはあえてデータを要求することなしに審査を進めると。 

 それから、高度に精製されている製品、食品安全委員会の取り扱いと合わせているわけでご

ざいますが、各種のアミノ酸が食品安全委員会の方で評価されております。それから、植物油

なんかもそうかと思いますが、そういったものについては新たなデータを要求せずに審査して

まいりたいということでございます。 

 この案につきまして、動物用抗菌性物質製剤調査会では７月 17 日に了承いただきまして、動

物用一般医薬品調査会は７月 28 日に了承いただいてございます。 

 現在の状況でございますが、この案について、業界団体である日本動物用医薬品協会に意見

を聞いている段階でございます。協会との調整が終了しましたら、また本部会に再度提出して

御意見をいただきたいと考えておりますが、本日は先だって内容を御紹介するというものでご

ざいます。 

 この案についてはお持ち帰りいただいて、御意見等がございましたら随時当方に御連絡いた

だければというふうに思っております。 

 以上です。 
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○赤堀部会長 ありがとうございました。委員の先生方から、御質問等ございますでしょうか。 

○合田委員 例外規定というのは、この１ページ目の３．の（２）の「低リスク組換え医薬品」

という、ここの部分ですか。 

○事務局 この部分です。 

○合田委員 わかりました。 

○赤堀部会長 その他、いかがでしょうか。 

 それでは、改めて御意見いただくにしても、本日の御報告で御了解いただいたということに

させていただきたいと思います。 

 

   ④放射線滅菌された動物用医薬品の承認申請に必要な資料について（案） 

 

○赤堀部会長 それでは、続きまして④になりますが、放射線滅菌された動物用医薬品の承認

申請に必要な資料についての案ですが、事務局からお願いいたします。 

○事務局 事前に送付しました赤の No.18 を御用意ください。こちらにつきましては、先ほど

説明しました組換え医薬品と同様、動物用抗菌性物質製剤調査会での審議において、放射線滅

菌された動物用医薬品の承認申請についてどのように考えるのか、事務局で考え方をまとめる

ようにとの御指摘に基づいて作成したものです。 

 放射線滅菌された動物用医薬品につきましては、平成 13 年に注射用モキシデックＳＲが当部

会で御審議された際、今後、急性毒性や品質変化などのデータをもって、個別に審査すること

とするとの御意見をいただいておりましたので、当初は個別に審査する方針でおりました。し

かし、動物用抗菌性物質製剤調査会からの御指摘を踏まえ、EMEA や FDA のガイドライン等を

参考にガイドライン（案）を作成しました。案の作成において外部専門家の意見を聴取するた

め、資料 No.18 の４ページの「放射線利用動物用医薬品の評価方針に関する検討会」を開催し

ました。委員には、動物用抗菌性物質製剤調査会の委員であります児玉先生を初め、放射線に

関する分野での知識を有する先生方にお願いいたしました。 

 １ページ目にお戻りください。本ガイドライン案は、「目的」、「対象となる動物用医薬品」、

「追加資料」、「任意追加資料」及び「資料作成時の留意事項」で構成されています。 

 重要な点のみ説明させていただきます。 

 「対象となる動物用医薬品」は、 終製剤の製造工程又は原材料について放射線滅菌したも

のを対象とし、生物学的製剤は除きます。また、製造に用いられない培地等についても含まな

いこととしました。また、放射線滅菌に使用します電離放射線については、①～③で示したも

のに限定しました。この①～③は、コーデックスの食品照射の場合のガイドラインを参考にし

ました。 

 「追加資料」は、 終製剤と原材料の場合に分けて記載してございます。 終製剤の場合で

説明いたします。 

 ア．「放射線滅菌による品質変化に関する資料」として、放射線滅菌の前後における品質変化
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が確認できる資料としています。性状、含量、不純物などを確認することとなりますが、不純

物については主薬以外の賦形剤についても確認することとしています。 

 イ．「誘導放射能の有無に関する資料」として、誘導放射線の有無が確認できる資料としてい

ます。ただし、重金属など誘導放射能を生じやすい成分を含む場合などを除き、誘導放射能を

測定しないことが科学的に妥当であることを示すことによって、実際の試験を省略できるもの

としています。 

 ウ．「 終製剤での急性毒性試験に関する資料」として、ア．の品質変化に関する資料だけで

は十分追えない物質があることを想定し、生物を用いた試験を加えました。 

 （２）の「原材料を放射線滅菌する場合」は、今説明しました製剤のものと同様に準拠して

おります。 

 ４．の「任意追加資料」は、 終製剤、原材料ともラジカル濃度に関する資料です。ラジカ

ル濃度については、検討会でいろいろ御議論いただきました。ラジカルは、放射線を当てない

場合でも存在し、安全性への影響についてコーデックスの食品分野でも評価されておらず、そ

の評価が非常に困難であろうということ、 終製剤での急性毒性試験により生物学的に毒性を

評価できるので、安全性については一定の担保がなされていると考えられることから、ラジカ

ル濃度については任意追加資料ということで、申請者が任意で提出する資料としました。 

 ５．「資料作成時の留意事項」については、ア．からエ．まであります。既に要求している資

料で、放射線滅菌の場合特に留意すべきことを示しました。 

 ア．として、放射線滅菌では滅菌工程を詳細に記載させるため、具体例を示すとともに、滅

菌方法を決める際のバリデーションについて提出させることとしました。 

 イ．については、 も過酷な条件で滅菌したもので、安定性試験、安全性試験及び臨床試験

を評価すべきということで、この項目を設定しました。 

 ウ．については、安定性試験では、放射線滅菌で生じる不純物を追う必要があるため、この

項目を設定しました。 

 エ．については、不純物のガイドラインで示してある内容ですが、基準値以上の不純物が検

出された場合には、毒性試験を考慮する必要があるということを明記しました。 

 以上で説明を終わらせていただきますが、こちらにつきましても、先ほどの組換え体と同様

に、現在、動物用一般医薬品調査会及び動物用抗菌物質製剤調査会で御報告させていただきま

した上で、日本動物用医薬品協会と協議しております。現時点でも構いませんし、次の部会ま

ででも構いませんので、何かお気づきの点があれば御指摘ください。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。きょうの時点で、何か先生方の方から御質問、御意

見等ございますでしょうか。 

○合田委員 これは、既に放射線滅菌された動物用医薬品が承認されているのですか。 

○事務局 ございます。 

○合田委員 どのぐらいあるの。 

○事務局 今確認できておりますのが３製剤です。１つが、先ほど説明しました注射用モキシ
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デックＳＲで、犬のフィラリアの予防剤です。あと２つが、乳房注入剤です。 

○合田委員 イメージがわかないのは、どういうものを対象にしているのですか。天然物です

か。放射線滅菌しているのは。 

○事務局 注射用モキシデックＳＲは合成品です。 

○合田委員 ものは何ですか。放射線滅菌する必要がある。 

○事務局 注射剤などの剤型のことですか。 

○赤堀部会長 どのような薬で、どういう剤型でということですか。 

○合田委員 剤型のことです。 後にやりやすいから放射線滅菌する形になるのですか。剤型

が特殊だから。 

○事務局 終製剤を放射線で滅菌しております。用時溶解の注射用の粉剤でして、それを放

射線滅菌しています。 

○合田委員 注射剤になるから放射線しかその場合はないと、そういうことですか。 

○事務局 かどうかはわかりませんが、諸外国で放射線滅菌しているものを輸入しております

関係上、放射線滅菌で行っているという形になっています。 

○合田委員 放射線滅菌で一番影響を受けるのは、多分天然物だと思います。天然物は、実際

上の問題として、放射線滅菌するとものが変わります。だから、合成物や医療機器の場合は不

純物の問題はありますが、それは余り影響はないのですが、天然物のときにどうするのかなと

いうのが一番気になります。 

 実は、お隣の国なんかはそういうことをやっていて、そういうものがものとして流れてくる

けど、よく見えないまんま来てしまっています。だから、少しその辺を意識して文章をつくら

れるとよいのかもしれない。 

○赤堀部会長 今承認されている３製剤については天然物でないわけですね。 

○事務局 内寄生虫駆除剤と抗生物質製剤です。 

○合田委員 抗生物質ですか。抗生物質で 後に菌を殺すのに、単離しているわけではないで

すか。ものを単離したものを滅菌して、というかそれは生産のときに、普通は菌を管理してず

っとコントロールしてきますよね、製剤というのは。 

○事務局 注射剤なり注入剤は無菌製剤ですので、 終的にどこかで滅菌をしなければならな

いということになります。そのためにやっております。 

○合田委員 そのためですよね、今の話は。多分、このターゲットは、そういうものを前提と

したターゲットとしてこれがつくられている。 

○事務局 ええ、基本的にそうです。 

○合田委員 わかりました。 

○赤堀部会長 その他、いかがでしょうか。 

 特にないようですので御了承いただいたものといたします。 
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   ⑤針なし注射器の承認申請に必要な資料について 

 

○赤堀部会長 それでは、時間が長引いておりますが、次が⑤ですが、針なし注射器の承認申

請に必要な資料について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 手短に御説明させていただきます。赤の資料番号 19 番でございます。 

 経緯等を書いてございますが、今、動物用医療機器としての針なし注射器について、既に承

認されているのですが、食の安全あるいは動物福祉の観点等もございまして、取り扱いたいと

いうメーカーが非常に多くなっております。 

 しかし、針なし注射器を使って薬を投与した場合に、例えば有効性や残留について通常の注

射器を用いた場合との違いというのはほとんど不明となっております。そこでとりあえず、針

なし注射器の承認申請を行うときの必要な添付資料について明確にしていきたいというのが、

今回の案の主旨でございます。 

 対応方針でございますが、既承認の製品で提出された資料に基づいて、必要な資料の内容を

示したいと考えております。 

 針なし注射器を用いた場合の注射局所における残留性については十分な知見が得られていな

いことから、使用禁止期間あるいは休薬期間が設定されている医薬品については使用を避ける

ことを使用上の注意に、既承認の製品も含めて記載させることにしたいと考えております。 

 また、ワクチンについては残留という観点からは問題になりませんので、これについては特

段の規制はしないことにしたいと思っております。ただし、有効性については確認する必要が

ございますので、代表的なワクチンあるいは鉄剤などの製剤を使いまして、その有効性を確認

する資料を添付することにしたいと考えております。 

 これらの内容について取りまとめまして、当所の所長通知としてメーカーに周知する予定で

おります。 

 また、この針なし注射器を使用した場合等と、通常の注射器による医薬品の残留性について

は、今後、当所において検討・検証したいと考えております。 

 具体的な通知案につきましては２ページ目「別紙」でございますが、製造販売承認する場合

には、性能に関する資料として本製品の使用により薬液が規定された量出てくるかを測定する

こと。それから、投与部位からの動物体への分布について示すような資料を添付することとし

ております。 

 また、ワクチンその他の代表的な製剤を使った有効性について確認した資料を添付すること

としております。 

 更に、先ほど申し上げたとおり、使用禁止期間あるいは休薬期間が設定されている医薬品に

ついては使用を避けることを使用上の注意に記載することとしたいと考えております。 

 本案につきましては、現在関連する業界団体等に意見照会をしているところでございますの

で、その意見を踏まえまして、 終案として通知をしたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○赤堀部会長 ありがとうございました。先生方、何か御質問等ございますでしょうか。 

 現在、この承認を受けているものの注射部位、皮下とか筋肉と書いてありますが、注射部位

はどこになりますか。耳根部ですか。それとも頚部になりますでしょうか。 

○事務局 そこまでは規定はしておりません。とりあえず、筋肉と皮下に使うことを標榜して

おります。 

○赤堀部会長 でも、部位によって大分違いますよね。 

○事務局 そうですね。それも検討の一つと考えます。 

○赤堀部会長 検討課題になりますね。 

 それから、（２）の豚のオーエスキー病のこれは、どこに注射するのでしょうか。 

○事務局 これも、通常はやはり一番食べないところ、耳根部あたりなると思います。 

○赤堀部会長 皮下。 

○事務局 これは皮内投与となります。これは皮内接種するオーエスキー病生ワクチン専用の

注射器であり、それ以外のワクチン等には使えないことになっております。 

○赤堀部会長 それでは、注射部位も少し検討するということですね。 

○事務局 わかりました。 

○赤堀部会長 これについて何かございますか。 

○合田委員 無針注射針というのがどういうものか、よくわからなかったので。これはどのよ

うな形で体内に入るのですか。 

○事務局 私も実物は見たことがないので何とも言えませんが、空気圧あるいはガス圧等によ

り体内に浸透させる方法になります。 

○合田委員 要するに、一瞬皮膚に穴があいて、その圧でぽっといって閉じるのですか。もの

が入るのでしょう、中に。そういうことですよね。 

○事務局 そうですね。 

○合田委員 これは皮膚に塗布するのですか。中に入る。 

○事務局 いえ、中に入ります。 

○合田委員 だから、やっぱり穴があいて、少なくとも何かいくのですよね、そういうことで

すよね。 

○事務局 そうなると思います。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 

   ⑥使用上の注意記載例事務連絡の訂正について 

 

○赤堀部会長 それでは、続きまして⑥になりますが、使用上の注意記載例事務連絡の訂正に

ついて、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 事前にお送りいたしました赤の 20 番の資料でございます。現在の使用上の注意の記

載例は、平成 19 年１月 31 日付の消費・安全局畜水産安全管理課事務連絡として業者等に周知
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をしているというところです。 

 前回の部会等でも御説明させていただいておりますが、本年３月の薬事分科会で、【使用者に

対する注意】の誤注射に関する注意において、「誤って人に注射した場合、医師の診察を受け

ること」という記載をしておりました。しかし、これは日本語的におかしいということで、「誤

って注射された者は、医師の診察を受けること」という内容に修正して、現在、個別の製剤に

対して指導しているところでございます。これについて、その他、シードロットシステムの導

入であるとかの 近の情勢も踏まえまして、訂正の事務連絡を示すということにしたいと考え

ております。 

 詳細は、次のページの新旧対照表にございます。こちらの右側が現行、左側が今回の改正と

なりますが、まず生物学的製剤関係でシードロット製剤について検定対象外となるものがある

ことから、【一般的注意】に（８）として「検定証紙に関する事項」を追加し、「検定合格証紙

による封がされていない」という記載を追加する予定にしております。 

 それから、誤注射については、こちらの生物学的製剤、一般薬及び抗生物質の【使用者に対

する注意】について先ほど申し上げたように記載を整備する予定としております。 

 それから、 後のページでございますが、水産用医薬品関係でございます。 近、水産用ワ

クチンでオイルアジュバントを含んだものが承認されましたので、そのオイルアジュバントワ

クチンに関する注意を、注射ワクチンに追加しております。また、動物薬と同様に誤注射に関

する記載を修正しております。 

 また、水産用医薬品につきましては、これまで独自に使用上の注意の記載に関する事務連絡

等を行っていた経緯がございますが、現行の畜水産安全管理課事務連絡の記載例には反映され

ていない内容がございましたので、これらの事項についても整備をした上で、本部会あるいは

関連の調査会の先生方にも、再度、内容についてメール等でお示しさせていただきまして、御

了解いただいた後に発出したいと考えております。 

 お忙しいところを申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。先生方の方から御質問等ございますでしょうか。 

 特にないようですので、御了承されたものといたします。 

 

   ⑦動物用医薬品の使用上の注意の記載要領について 

 

○赤堀部会長 それでは、⑦になりますが、動物用医薬品の使用上の注意の記載要領について、

よろしくお願いします。 

○事務局 それでは、私から説明させていただきます。当日配布資料の No.22、横紙でござい

ますが、それをご覧いただきたいと思います。今日もございましたし、先ほどの話題でもござ

いましたが、使用上の注意。本部会においても従前から記載内容、記載項目の取り扱いを整備

するようにという指摘をいただいておりまして、本年３月の部会において動物用医薬品情報の
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提供のあり方について、基本的な方向性を御了承いただいたところでございます。 

 それについては、この資料の一番後ろのページの右側に書いてございますが、こういった内

容で御了承いただいておるわけですが、それに基づきまして、現在、使用上の注意をどのよう

に記載するかということで、所内で検討を重ねてきたところでございます。本日は、その取り

まとめました動物用医薬品の使用上の注意の記載要領案を簡単に説明させていただきたいと

思っております。 

 検討に当たりましては、人用医薬品の使用上の注意の取り扱いをもとに検討を、実は当初は

行ったわけでございますが、人用医薬品というのは医療用医薬品と一般用医薬品に明確に区別

されておりまして、使用上の注意を読むべき人というのが、医療用医薬品であれば医師、薬剤

師。一般用医薬品でありますと一般使用者というふうに明確に分かれてございまして、使用上

の注意もそういった読む人の専門性なりを踏まえて、記載方法が明確に分かれているというこ

とになっております。 

 それでは、動物用医薬品はどういうことになっているかといいますと、やはり動物用医薬品

も要指示医薬品と一般医薬品に区別されておりまして、要指示医薬品は獣医師が、それから一

般医薬品では一般の使用者が使用上の注意を読む場合が多いのですが、実は要指示医薬品であ

っても、畜産農家向けの、例えば抗生物質の飼料添加剤などは指示書で流通するという製剤が

大半でございまして、そういったものは製品がダイレクトに農家まで配送されるということに

なりますので、使用上の注意は実際は農家が読むという形になっております。 

 また、一般医薬品でも、例えばリンゲル製剤なんかですと、これは一般の人が使うというチ

ャンスはほとんどなくて、その使用上の注意は獣医師が読む場合が多いと。スポットオン製剤

なんかでも、多くの場合は獣医師がその使用上の注意を読んで飼い主さんに渡しているという

ふうになっておりまして、要指示医薬品と一般医薬品で使用上の注意を読む人が明確には区別

されていないということが一つの大きなポイントになっております。 

 したがって、人用医薬品の使用上の注意の取り扱いをそのまま動物用医薬品にも転用すると

いうことができませんで、そこで検討するということになったわけでございます。 

 それで、この資料の１枚目のところに、右側に少し図がございますが、これを見ていただく

といいかと思いますが、要指示医薬品についても一般医薬品についても、それぞれ獣医師の関

与の程度が違うということで、そういったものの流通形態に合わせて使用上の注意を獣医師が

読むべき専門的事項と、それからすべての使用者が読むべき基本的事項に２つに分けるという

ふうにして書き分けて、医薬品情報が適正に提供されるようにしたいというものが、この案と

いうことになっております。 

 もう少し詳しく言いますと、一番 後のページのところに色刷りの部分がございますが、こ

の表、大きく一番上の段ですが、要指示医薬品と一般医薬品に分けてございますが、添付文書

を読む人、薬の主な使用者、それから飼い主という場合が出てくるのですが、それぞれ違って

いるということでございます。要指示医薬品の中でも３種類ぐらい、一般医薬品の中でも３種

類ぐらいあるでしょうというふうに思われます。したがって、その添付文書を読む人の、使用
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上の注意を読む人のレベルに合わせて、専門性に合わせて記載事項を書き分けていかざるを得

ないということになっているわけです。 

 青の部分が基本的事項でございまして、例えば主要な注意事項のところを見ていただきます

と、３段目、「効能・効果で定められた目的にのみ使用しなさい」と、ごく当たり前のことな

のですが、こういったものはすべての人に理解していただかなければいけないということで、

基本的事項となります。 

 ところが、一番下の欄の、その他の注意事項の一番下ですが、薬理学的情報なんかになりま

すと、これは一般の人では理解できないことが書いてあるということになるので、獣医師向け

の専門的事項ということになろうかと思います。 

 ただ、一般医薬品でも、例えばミネラル塩であるとか、それから畜舎の消毒剤であるとか、

そういったものは獣医師を経由しないことがほとんどですので、そういったものについては獣

医師向けの専門的事項はできるだけ減らしていく。一方で、犬、猫用のワクチンであるとか、

麻酔薬のようなものは獣医師しか扱わないという状況になっているわけで、そういったところ

には、当然のことながら専門的事項を増やして、そのユーザーに合わせた記載事項にしていき

ましょうというのがこの案でございます。 

 この案についても、今後、検討をお約束しております使用上の注意の記載要領の整備という

のにこれから取りかかるわけでございますが、各調査会でこの案と、それから記載要領の整備

とあわせて検討していただいた上で、業界の調整も図り、少し時間はかかるかとは思いますが、

後日、また本部会において御意見を伺いたいと考えております。 

 本日は、その検討状況を先だって紹介するものでございます。この案についてもお持ち帰り

いただいて、御意見等がございましたら、随時当方に御連絡いただきたいと思っております。

また、この案に基づいて記載要領を整備して、順次、調査会の先生方からまた議論を重ねてい

きたいと思っております。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。先生方の方で、何か御質問ございますでしょうか。 

○合田委員 添付文書か何かのときに、どのタイプかということを、まず 初に表記するので

すか。使用上の注意について、このルールのどの部分に従ってこれが書かれているということ

を、 初にわかるようにするのですか。 

○事務局 それの部分については、流通形態に合わせるということになりますので、要指示と

一般医薬品、これは法的に決まっているのですが、それ以外の部分については製造販売業者の

方に判断をゆだねるという形になろうかと思います。 

○合田委員 昔は中川先生、よく言われていた部分だと思うのですが、我々ここで審議で議論

するときには、要するにどのタイプでどうだというのがわかればよいのですが、そこがわから

ないとどうしてそれが書かれているかわからないのですよね。だから、ひどくそこが混乱する

と思うので、どういうタイプかというのが、 初にわかってからいくような使用上の注意のス

タイルにすべきではないですか。要するに、業者任せにしていいのですかね、そのことについ

て。それは逆に言うと、行政的に判断をして、どういうものだと言うべきではないのですか。 
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○事務局 そこが一番難しいところです。 

○合田委員 法的に、そのルールができないからということですか。 

○事務局 そうなのです。法的にルールができないと。それから、例えばスポットオン製剤で

すと、今は主に獣医師さんのところから飼い主さんに渡されるという形になっているのですが、

それは別に義務づけられているわけでも何でもなくて、例えば他のメーカーがいきなり販売店

で売るというふうに言った場合、それは違法でも何でもないのですね。 

○合田委員 一般医薬品だったら、そうですね。 

○事務局 そうすると、実際の使われ方に合わせて使用上の注意を書かないと読んだ人がわか

らないということになって、結局、安全性の確保ができなくなるということもあるので、そこ

のところは流通の実態に合わせて書かざるを得ないのではないかなと考えております。 

 ただ、そうは言っても、現状ではある程度区別できる部分があって、 後のページの色刷り

の部分ですが、例えば麻酔薬なんかですと、絶対獣医師しか使わないということになるのです

が、農家の畜舎消毒なんかに使われるものは獣医師が全くかかわらないという部分もあって、

ある程度の識別はできるのかなというふうには思っております。 

○赤堀部会長 これは非常に難しい問題が基本にあるわけですね、薬の使われ方としての。で

すから、合田先生のような御質問が出ると思うのです。基本的には人への健康影響を見据えて、

将来こうあるべきであるという観点から検討していくことが大事かなという気がしてしょう

がないのですが。 

○合田委員 書くときに、これは獣医師向けです、これは一般向けですとかということを一言

断らないのですよね。本当は断った方がいいですね。明確に断ってあればそのことはわかるの

ですが。コリンエステラーゼ云々と、今、見ていて、これって一般の人は絶対わからないので

はないか思いながら見ていたのですが。 

○事務局 それで、11 ページ、12 ページを見ていただきますと、これは要指示医薬品で獣医師

専用なのですが、今の使用上の注意を単にそういった区分で書き分けただけで、書いてある内

容が適正かどうかというのはまた別問題なのですが、例えばこの基本的事項で枠で囲ってある

部分なのですが、こういった部分は一般の人、それから全員に読んでいただきたい部分という

ふうにしてリストアップされてくる形になります。 

 右側の、例えば枠から外れている部分については、これは非常に専門的な事柄が書かれてお

りますので、こういった事柄は獣医師向けの記載事項という形に整理されてくるのかなと。 

○合田委員 基本的に、基本的事項で書かれているものと専門的事項で書かれているもので、意

味合いとしては獣医師向けか一般向けかで分けるのですね。 

○事務局 そういうことですね。 

○赤堀部会長 中川先生。これまでの議論の中で何かコメントございますでしょうか。 

○中川委員 法律で決まっている、獣医師しか指示ができないものというのは要指示医薬品と

して選別されていますよね。しかし、それはもう本当に用語上だけなのですよ、実際は、流通

形態は。そのことを僕は前にすごく指摘して、獣医師の権限を国がきちっと守れというのなら
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ば、獣医師にそれだけの仕事をさせるシステムにしないと、農家にどんどん薬が流れて、紙一

枚で大阪の獣医師が指示書一枚で茨城の農家に大量に薬が行っている、それも要指示医薬品で

すよ、それをあたかも当たり前のように見過ごしているところに、僕は日本の畜産の医療の問

題がすごく大きくあると思っているのですよ。ですから、そこを根本的に改めない限り、この

問題は解決しないのですよ、私に言わせると。 

 特に、産業動物の場合には、ワクチンにしても有資格者じゃない人が打っているわけでしょ

う、現実に自家防疫と称して。こんなことは外国ではあり得ないのですよ。その辺をきちっと

厳正に獣医師の権利を守ってもらっていない、農水省が認めているところが問題なのだと僕は

言っているのです。だから、薬の問題も含めて、指示書の問題も含めて、もう少し厳しくやっ

て、しかももう少し、指示書を出した獣医師がきちっと農家と連絡をとるなりして、必要な注

意事項は自分がみずから行って話をしてやるぐらいでないと、指示書を書く資格はないのでは

ないでしょうかね。その辺はいかがですか。それは、前から僕は思っているのですよ。 

○事務局 当然、先生御指摘のように、要指示医薬品を処方するときは診察をしなければいけ

ないというのは獣医師法で決まっておりますので、もしそういう実態が明らかになれば、これ

は行政的に行政処分なりすることになると思います。 

 確かに、今おっしゃられるとおり、遠方の処方というのは、どうも例えば養豚等ですと、豚

専門の獣医師さんが少ないものですから、全国を回って診察をした上で処方しているという実

態はあるようですので、そこは必ずしも否定はできない部分だと思いますので。 

 ただ、委員がおっしゃる趣旨はよくわかりますので、もしそういう不適正な指示、無診察で

の指示の事実が顕らかになれば、それは行政としては厳正に対処されると考えておるところで

ございます。こちらでは、直接の権限はありませんので、それ以上のことは申し上げられませ

んが。 

○中川委員 実際にはそういう状態が現実なのです。例えば獣医師は、指示書を書くことで、

言ってみれば一定の収入になるわけでしょう。そうすると、例えば養豚農家なんていうのは、

大規模養豚農家が獣医師の指示に従わなければ薬を出せない、指示を書かないなんて言ったら、

むしろ圧力で負けてしまうと。だから、もう言いなりになっちゃうのですよ、結局は、経済的

な問題で。だから、その辺が甘いから今度はこういう問題につながってきちゃうのです。だれ

を対象にしてこの指示書を書いているのですかという質問が出てくるようなことになってし

まう。というのは、農家の方が要指示医薬品のワクチンをみずからの手で打っている。しかも

それは、小規模農家だったらまだわかります、自衛防疫は。だけど、もう人を雇ってやってい

ることだけは事実でしょう。これを知らないということは、僕はないと思うのです。実際、獣

医師が昔は、豚コレラの場合は行ってやっていました、ちゃんと。きちっとね。でも 近は、

もうだんだんだんだんそういう状況になってきているということも含めて、だれに向けて使用

上の注意書、文言を書くかというのは、非常に大事なことだと僕は考えていて、今までお話を

してきたのです。 

 かといって、一遍に今の状況を変えられないという事情があるかもしれません。逆に言うと、



- 64 - 

畜産家を圧迫する状況が生まれると日本の畜産が持たないと、業界からの反発もあると思うの

ですよ、その辺は。ですから、その辺で目をつぶってやってきた状況というのはわからないで

もないのだが、 近、獣医師の倫理観が欠けることで行政処分を受けている獣医師が大分出て

きているのですね、いろんな意味で。 

 ですから、その辺も今後加味していかないと、この辺の問題は大きな問題だと私は思ってお

ります。 

○赤堀部会長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、どうもありがとうございました。この報告につきまして、御了解いただいたもの

といたします。 

 それでは、予定していた議事が終了いたしましたが、委員の先生方から何か御発言等ござい

ますでしょうか。 

 特にないようですが、事務局の方で何かございますか。 

○事務局 特にございません。 

○赤堀部会長 特にないようです。それでは、以上で本日の議事は終了いたしました。 

○赤堀部会長 それでは、次回の開催日を決めておきたいと思いますが、あらかじめ委員の先

生方からスケジュール表に御記入をいただいて、事務局にお送りいただいておりますので、そ

れに基づいて候補日を挙げていただけますか。 

○事務局 事前に御連絡をいただき、どうもありがとうございました。委員の先生方から御連

絡をいただいた結果を取りまとめましたところ、部会長の御出席が可能で、かつ も多くの委

員が出席可能な日が平成 21 年 12 月４日金曜日ということでしたので、この日の午後の開催と

させていただきたいと考えております。 

 

５．閉   会 

 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 本日は司会の不手際で大幅に時間超過をいたしましておわび申し上げたいと思います。どう

も本日はありがとうございました。これにて閉会といたします。 


