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No.11

１ 開会

２ 動物医薬品検査所長挨拶

３ 配布資料の確認

４ 議事
 
 【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

① “京都微研„ ピッグウィンPRRS2

＊ 製造販売承認の可否及び再審査期間の指定 【資料No.１】

② キャニバック KC-3

＊ 製造販売承認の可否及び再審査期間の指定 【資料No.２】

③ ザクトラン

＊ 製造販売承認の可否並びに再審査期間及び毒劇薬の指定の要否 【資料No.３】

（２） 動物用生物学的製剤基準の一部改正について 【資料No.４】

①　再審査が終了し動物用生物学的製剤基準に各条を追加するもの

②　製剤のシードロット化に伴い各条の一部を改正するもの

③　動物用生物学的製剤基準の各条の一部を改正するもの

【資料No.６】

 【報告事項】

（１） 動物用体外診断用医薬品の承認の可否について

【資料No.７】

① ヨーネジーン

② ヨーネジーン・KS

（３）薬事法第二条第五項から第七項までの規定により農林水産大臣が指定する
　高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成16年12月24日農林
　水産省告示第2217号)の一部改正について

＜動物用一般医薬品調査会関係＞

＜動物用生物学的製剤調査会関係＞

（測定項目又は原理が新しいもの）
独立行政法人農業・食品産業技

術総合研究機構

（測定項目又は原理が新しいもの） 共立製薬株式会社

動物用医薬品等部会議事次第

＜動物用生物学的製剤調査会関係＞

（新有効成分含有動物用医薬品） 株式会社微生物化学研究所

＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞

（新有効成分含有動物用医薬品） Meiji　Seika　ファルマ株式会社

＜動物用生物学的製剤調査会関係＞

（新有効成分含有動物用医薬品） 共立製薬株式会社

No.11 

日 時：平成２４年１１月２９日（木） 

      １４時００分～１７時００分 

場 所：動物医薬品検査所 研修室        

      ０４２（３２１）１８４１ 
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（２） 動物用医薬品の諮問 ・ 承認状況について 【当日配布資料No.９】

 【その他】

【資料No.８】

 （２） 薬事法等の一部を改正する法律案について 【当日配布資料No.１２】

５ 閉会

 （１） 同種の微生物を２価以上含む生ワクチンにおける病原性復帰否定試験について



（平成24年11月29日）

氏　名 現　　職 出欠

◎ 明石　博臣
国立大学法人東京大学農学生命科学研究科
獣医学専攻特任教授

出席

赤堀　文昭 北里大学 客員教授 欠席

池田　秀利 日本獣医生命科学大学 獣医学部教授 出席

岩田　　敏
慶應義塾大学医学部
感染制御センター教授

出席

越久田　健 社団法人横浜市獣医師会 会長 出席

尾崎　　博
国立大学法人東京大学大学院
農学生命科学研究科教授

出席

鬼武　一夫
日本生活協同組合連合会
組織推進本部 安全政策推進室長

欠席

甲斐　　諭 中村学園大学、中村学園大学短期大学部 学長 欠席

○ 下田　　実 国立大学法人東京農工大学 農学部教授 欠席

田村　　豊 酪農学園大学 獣医学部教授 欠席

中込　和哉 帝京大学 薬学部教授 出席

中西　照幸 日本大学 生物資源科学部教授 欠席

七海　　朗 社団法人日本薬剤師会 顧問 出席

西川　秋佳
国立医薬品食品衛生研究所
安全性生物試験研究センター長

出席

野上　貞雄 日本大学 生物資源科学部教授 出席

袴塚　高志
国立医薬品食品衛生研究所
生薬部第二室長

出席

濱岡　隆文
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
動物衛生研究所長

出席

廣野　育生
国立大学法人東京海洋大学大学院
海洋科学技術研究科教授

出席

福山　正文 麻布大学 生命・環境科学部教授 出席

山田　章雄
国立大学法人東京大学大学院
農学生命科学研究科教授

出席
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◎　部会長　　○部会長代理



農林水産省

能田　　健 畜水産安全管理課 薬事審査管理班　課長補佐

動物医薬品検査所

 境　　 政人 動物医薬品検査所 所長

中村　成幸 動物医薬品検査所 検査第一部長

濱本　修一 動物医薬品検査所 検査第二部長

角田　隆則 動物医薬品検査所 企画連絡室長

石丸　雅敏 動物医薬品検査所 検査第一部 総括上席研究官

木島　まゆみ 動物医薬品検査所 検査第一部 総括上席研究官

浅井　鉄夫 動物医薬品検査所 検査第二部 上席主任研究官

江口　　郁 動物医薬品検査所 企画連絡室 審査調整課長

守岡　綾子 動物医薬品検査所 企画連絡室 審査調整課 主任研究官

小川　　孝 動物医薬品検査所 企画連絡室 審査調整課 主任検査官

中島　奈緒 動物医薬品検査所 企画連絡室 審査調整課 生物学的製剤係長

田村　直也 動物医薬品検査所 企画連絡室 審査調整課 一般薬係

松本　幸子 動物医薬品検査所 企画連絡室 審査調整課 一般薬係（品質保証係長）

山本　　篤 動物医薬品検査所 企画連絡室 審査調整課 抗生物質製剤係

高島　宏子 動物医薬品検査所 企画連絡室 動物用医薬品専門官

小林　一郎 動物医薬品検査所 企画連絡室 技術指導課



明石　博臣 委員（部会長）

七海　　朗 委員 西川　秋佳 委員

中込　和哉 委員 野上　貞雄 委員

尾崎　　博 委員 袴塚　高志 委員

越久田　健 委員 濱岡　隆文 委員

岩田　　敏 委員 廣野　育生 委員

池田　秀利 委員 福山　正文 委員

所長

境　 政人 山田　章雄 委員

企画連絡室長 畜水産安全管理課

角田　隆則 薬事審査管理班　課長補佐

能田　　健

審査調整課長 検査第一部長

江口　　郁 中村　成幸

動物用医薬品専門官 検査第二部長

高島　宏子 濱本　修一

（研修室入り口）
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小川主任
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担　当　者

日 時：平成２４年１１月２９日（木） 

       １４時００分～１７時００分 

場 所：動物医薬品検査所 研修室        

       ０４２-３２１-１８４１ 

速 記 者 
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