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１ 開  会 

 

○明石部会長 時間がまいりましたので、動物用医薬品等部会を開催したいと思います。 

  まず、議事に入ります前に１点御報告がございます。後ほど事務局のほうから詳細の説明

があるかと思いますけれども、この薬事・食品衛生審議会の委員、臨時委員、専門委員の任

期は２年となっておりまして、本年１月に委員の改選がございました。 

  私は、赤堀先生の後任として２年前に本部会の部会長に選出していただいたのですが、今

回１月 28日に開催されました審議会の総会とその後、薬事分科会がございまして、申しわ

けないことに薬事分科会のほうは欠席させていただいたのですが、総会のほうには出させて

いただきました。その薬事分科会のほうで引き続いて、この部会の部会長を仰せつかりまし

た。どうかよろしくお願いいたします。 

  先ほど申し上げたように、２年前にこの部会の部会長として赤堀先生から引き継ぎを受け

たのですが、まことに申しわけないことに赤堀先生ほど知識もないし、経験もないというこ

とで、なかなか円滑な運営ができなくて、時間が延びたりして、皆様に非常に御迷惑をおか

けした点が重々あります。 

  ２期目になりますので、なるべく円滑な運営を志したいと思っておりますけれども、とは

言いながら、この部会の審議は対象動物もそうですし、それを飼っておられる飼い主さんに

とっても非常に重要な審議の内容になりますので、問題のあるものについては慎重な審議が

必要かと思っております。そのための時間はなるべくとっていきたいと考えております。そ

れも含めて、なるべく円滑な運営を志すと同時に、必要な場合は慎重に審議するということ

で、皆様の御協力を得ながら、今期の審議を続けたいと思っております。どうかよろしくお

願いいたします。 

  それでは、続きまして、薬事・食品衛生審議会令第７条第５項に、部会長に事故があると

きは当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職

務を代理するとなってございます。このために動物用医薬品等部会においても、部会長が部

会長代理を指名してまいりました。今回につきましても私が指名をするということで御了解

をいただけますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○明石部会長 どうもありがとうございます。 

  それでは、引き続きまして、本日は御欠席なのですが、下田委員を部会長代理と指名させ

ていただきたいと思いますので、どうか御了解をよろしくお願いいたします。 

  それでは、前振りはこのくらいにということで、議事に入りたいと思います。 

  本日は、下田委員、中西委員、西川委員から御都合により御欠席と連絡をいただいており

ます。したがって出席委員数が 17名となりますが、成立要件の過半数を超えておりますの
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で、当部会が成立していることを御報告いたします。 

 

２ 動物医薬品検査所長挨拶 

 

○明石部会長 それでは、まず初めに動物医薬品検査所長から御挨拶をよろしくお願いします。 

○動物医薬品検査所長 所長を務めております境でございます。 

  本日は、動物用医薬品等部会各委員におかれましては、大変お忙しい中、御出席を賜りま

して、まことにありがとうございます。 

  まず初めに、先ほど部会長からもお話がございましたけれども、動物用医薬品等部会ある

いはその下の調査会の委員につきましては任期が２年となっておりまして、ことし１月末に

改選が行われております。後ほど事務局で御紹介しますけれども、本部会におきましても４

人の委員の方に新たに委員を引き受けていただいております。よろしくお願いをしたいと思

います。また、引き続き、この大変な仕事をお引き受けいただきました委員の方々には、少

なくとも２年お付き合いをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをしたいと思い

ます。 

  初めての方がおられますので、若干この動物用医薬品の世界のお話をさせてもらいますと、

人用の医薬品と動物用医薬品は同じ薬事法に基づきまして、行政施策が講じられているわけ

でございます。しかしながら、業界の実態といいますか、市場規模を申し上げますと、人用

の医薬品は販売高では年間７～８兆円という世界ですけれども、動物用医薬品のほうは約

800億円ということで 100分の１の規模になっているということでございます。 

  したがいまして、当然のことながら、それに対応する行政組織も非常に違いがございます。

人用のほうは本省に医薬食品局があり、PMDAでは 500人ほどの職員の方が審査等の業務を

こなしておられると聞いております。一方で動物用医薬品のほうは本省の消費・安全局に畜

水産安全管理課がございまして、そこに３つの薬事担当班があるだけということで、その実

行部隊としてもこの動物医薬品検査所が全国に１カ所あるのみということでございます。職

員も動物の飼養管理を行う担当者を含めまして、わずか 78名ということでございます。 

  したがいまして、我々担当の職員のみではなかなか十分な承認審査も行えないということ

もございまして、人用の医薬品の世界では調査会はないわけでございますけれども、やはり

調査会の先生方にも御審議をお願いし、この部会で 終的に御確認をいただくことになって

おりますので、引き続き御協力を賜りたいと思います。 

  ２年前からこの部会に、きょう御出席ですけれども、例えば消費者側の代表、あるいは畜

水産の生産側の代表、そういった方にも入っていただいております。それ以前は薬事分科会

という一番上の審議会にそういった方々の委員に出ていただいて、御意見を伺っていたわけ

ですけれども、審査の迅速化という観点もございますし、専門性もございますので、実質的

には動物用医薬品の審査につきましては、この部会で 終的に審議を終えることにしており

ますので、この段階で消費者側、生産者側の御意見をお伺いすることになっております。生
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産者側の方々には必ずしも御専門ではないかと思いますけれども、それぞれの業界の立場で

御発言を賜れればと思っております。 

  次に、 近の当所の活動について若干御紹介をさせていただきたいと思います。まず、承

認審査内容の充実をやっていかなければいけないということで、御承知のとおり昨年 10月

１日で、いわゆる承認申請の分厚い資料がついているわけですが、従来は英文であっても翻

訳を義務づけていたわけですが、昨年 10月１日付で全て翻訳は廃止するということで、概

要書の充実を行っていただくことにしたわけでございます。 

  承認審査の内容の科学的な適正さ、あるいは透明性を担保するという観点から、新しい新

医薬品につきましては、名前はどうかわかりませんが、審査報告書といったものをこれから

つくっていこうと考えておりまして、現在はその作業を行っているところでございます。ま

た、御承知のとおり、 近は TPP、EPAといったいろいろな経済連携が進んでおりますし、

バイオテクノロジー応用医薬品についても盛んに国内でも開発が行われておりますので、こ

れに対応できる承認審査体制を組まなければいけないと考えております。 

  そのうち１つ目としましては、バイオ医薬品のように新規性の高い医薬品につきましては、

やはり早い段階から業界と意見交換をしながら、できるだけ十分な審査を行い、早く承認を

していくという体制をとるために、従来行っておりました承認相談を充実した形で、承認相

談の段階から承認審査の段階まで一貫してチーム審査を行うといったことを試行してまいり

たいと思っております。既に PMDAのほうでは薬事戦略相談という名前だったり、あるいは

アメリカの FDAではフェーズドレビューといった形で行われていると承っております。 

  ２番目に、バイオ医薬品の承認審査ですけれども、当所は一部と二部に分かれていて、生

物学的製剤と化学医薬品に分かれていて、どうもその中間に位置づけるようなものがたくさ

んあるわけでありまして、そういったものに適切に対応するために一部、二部の組織横断的

な体制を組むということにしております。 

  ３つ目としましては、VICHという日米、EUを３極とした医薬品の承認申請の添付資料の

ガイドラインをつくっている組織があるわけですけれども、そういった諸国で実施されて承

認申請や承認に採用された海外の臨床試験につきましては、それを受け入れるということで、

これまで国内臨床試験を１カ所義務づけていたわけですが、そういったものもできれば廃止

をし、海外臨床試験のみで承認審査を進めていくといったことも検討したいと考えておりま

す。 

  ４つ目としましては、小動物の獣医の世界ですけれども、御承知のとおり、犬猫用の専用

医薬品を除きますと９割方は人用の医薬品が動物用として承認されないまま使われていると

いう実態にあるわけでございまして、必ずしも安全性が担保されていない状況にある場合も

あるわけですので、できればそういったものを動物用医薬品としてきちんと承認をし、安全

性、有効性を担保するという体制に持っていきたいと考えております。そういったやり方に

つきましても、現在検討を進めておりまして、まとまり次第、この部会あるいは調査会に御

報告をしたいと思っております。 
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  本日は６品目の承認審査事項がございますので、長時間になると思いますけれども、御審

議をよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

 

３ 配布資料の確認等 

 

○明石部会長 続きまして、事務局から本部会の委員改選、注意事項、配布資料の確認、利益

相反等に関する報告がございます。事務局からよろしくお願いします。 

○事務局 では、まず先ほど部会長から御説明いただきましたが、本年１月に審議会委員の任

期が終了しまして、改選が行われましたので、御報告いたします。 

  明石先生が審議会総会及び薬事分科会におきまして、当部会の部会長に選任されました。

また、赤堀委員、甲斐委員、七海委員、山田委員の４名の方が御退任されました。 

  新たに臨時委員としまして、全農チキンフーズ株式会社、上田雅之常務取締役。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毒性部、児玉幸夫研究員。公益社団法人日本

薬剤師会、日野寛明理事。国立感染症研究所、森川茂獣医科学部長が任命されまして、その

ほかの委員の皆様方は再任ということになりましたので、御報告を申し上げます。 

  なお、委員の皆様の任期は、平成 27年１月までの２年間となります。御審議のほど、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 続きまして、配布資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元の議事次第

に「配布資料一覧」がありますので、そちらをご覧ください。 

  配布資料一覧に当日配布資料といたしまして、資料番号の黒いものと資料番号が振ってい

ないものといたしまして、議事次第、配布資料一覧、出欠表、座席表がございます。 

  №15、16、17、当日の差し替えとしまして、ドラクシンＣの差し替えであります黒の№４

－１、ツラスロマイシンの使用規制省令（「動物用医薬品の使用の規制に関する省令」のこと。

以下同じ。）の一部差し替えということで№８－１、ガミスロマイシンの差し替えということ

で№９－１がございます。 

  それ以外に事前に先生方にお配りさせていただきました送付資料としまして、資料番号赤

の№１～11まで、こちらは本日の審議品目、動物用生物学的製剤基準の改正表、使用規制省

令の一部改正について、承認の可否についてということで、動物用体外診断薬とインプロバ

ックの資料をお配りさせていただいております。 

  赤の資料№12、13、14ということで、こちらは文書報告資料ということで本日の審議の

中では御説明をいたしませんけれども、事前に中を御確認くださいということで送らせてい

ただいたものがございますので、こちらにつきましても何かございましたら、御意見等をい

ただければと思います。 

  配布資料一覧は以上になりますが、お手元に過不足等がございましたら、事務局までお申

し付けいただければと思います。よろしいでしょうか。 
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○明石部会長 過不足はございませんか。よろしいですか。 

○事務局 それでは、審議の途中ででも何かございましたら、事務局の方にお申し付けいただ

ければと思います。 

  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の改正等によ

り影響を受ける企業についての説明をさせていただきます。資料番号は当日配布資料の黒の

№17をお手元に御準備ください。 

  資料№17「競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員について」というタイトルのも

のでございます。下に品目名が並んでございますが、１枚めくっていただきますと、順番に

審議品目が並んでおります。こちらについて順に御説明を申し上げます。 

  １枚めくっていただきますと、本日の２つ目の審議品目になります。生物学的製剤の“京

都微研„ キャトルウィン－5Hs。こちらは申請者は株式会社 微生物化学研究所のものでご

ざいます。 

  競合品目として、ストックガード５、ファイザー株式会社。ボビエヌテクト５、日生研株

式会社。牛ヒストフィルス・ソムニワクチン“化血研”、一般財団法人化学及血清療法研究所

のものを挙げています。 

  競合品目を選定した理由といたしまして、ストックガード５については「不活化ワクチン

ではあるものの、予防効果の期待される対象疾病が申請製剤の生ウイルス成分とアデノウイ

ルス感染症以外で同一であり、現時点で他社競合製品としては も売上の高い品目であるた

め」という理由で挙げています。 

  ボビエヌテクト５に関しましては「予防効果の期待される対象疾病が申請製剤の生ウイル

ス成分と同一であるため」。 

  牛ヒストフィルス・ソムニワクチン“化血研”につきましては「予防効果の期待される対

象疾病が申請製剤の不活化細菌成分と同一であるため」ということで、この３品目を挙げて

います。 

  次のページ、申請者ファイザー株式会社の申請品目パラディア錠 10、15、50。 

  こちらについては国内において動物用医薬品として承認を取得している抗がん剤がないと

いうことで、競合品目の該当はございません。 

  次のページ、動物用一般医薬品のものでございますが、北里第一三共ワクチン株式会社の

インターベリーαでございます。 

  こちらも競合品目はございません。本申請品目の効能・効果及び使用目的と競合する製品

は、他企業において製造販売及び（資料のママ）開発中でないためということでございます。 

  次のページ、申請者はファイザー株式会社、申請品目はドラクシンＣでございます。 

  競合品目は３つ、ミコチル 300注射液、日本全薬工業株式会社。アモスタック LA注、Meiji 

Seikaファルマ株式会社。バイトリルワンショット注射液、バイエル薬品株式会社で、「同種

同効品であり、本剤と同じ単回投与製剤であるため」ということで選定をされておられます。 

  次のページ、申請者は株式会社 微生物化学研究所の“京都微研„ マリナ－Edです。 
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  競合品目は「なし」として、その理由ですが「同様の効能・効果を持つ水産用ワクチンは

認可されていないことから、本剤に競合する品目はないため」ということです。 

  次のページ、申請者は共立製薬株式会社、ピシバック注 LVPR／oil。 

  こちらは競合品目が３つ、イリド・レンサ・ビブリオ混合不活化ワクチン「ビケン」、阪大

微生物研究会。ノルバックス PLV３種 Oil、株式会社インターベット。“京都微研„ マリナコ

ンビ－２、株式会社 微生物化学研究所。 

  こちらは競合品目の選定理由ですが「効能効果の類似性、対象動物の類似性並びに 2011

年の売上高より選定した」ということで、この３品目を選定しておられます。 

  次のページ、動物用生物学的製剤基準の一部改正により影響を受ける企業リストといたし

まして、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として、ぶりビブ

リオ病・α溶血性レンサ球菌症混合不活化ワクチンにつきましては、共立製薬株式会社、株

式会社 微生物化学研究所、バイオ科学株式会社が改正の対照となる製剤であるということ

で選定されております。 

  生物学的製剤基準の各条の一部を改正するものということで、猫白血病（アジュバント加）

ワクチン（組み換え型）、株式会社ビルバックジャパン、改正の対象製剤であるため。 

  無菌試験法といたしまして、株式会社 微生物化学研究所から北里第一三共ワクチン株式

会社までの各社です。こちらも改正の対象となる製剤であるためということで挙げてござい

ます。 

  続きまして、製剤のシードロット化に伴い各条を追加するものということで、ニューカッ

スル、IB２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、これは日生研株式会社のものです。 

  鶏大腸菌症（組換え型 F11線毛抗原・ベロ細胞毒性抗原）（油性アジュバント加）不活化

ワクチン、株式会社インターベットのものでございますが、いずれも改正の対象となる製剤

であるためということで選定されています。 

  次のページ「影響を受ける企業リスト」ということで、動物用医薬品の使用規制省令の一

部改正について、ツラスロマイシンを有効成分とする注射剤、ガミスロマイシンを有効成分

とする注射剤でございます。 

  次のページ、今回、ドラクシンＣがかかりますけれども、こちらのほうがツラスロマイシ

ンを有効成分とする注射剤ということで、競合品目がミコチル 300注射液、アモスタック LA

注、バイトリルワンショット、こちらは内容としてはドラクシンＣの競合品目と一緒という

ことで、選定理由も「ツラスロマイシンを有効成分とする注射剤と同種同効品であり、同じ

単回投与製剤であるため」という理由になってございます。 

  次のページ、ガミスロマイシンを有効成分とする注射剤。こちらは申請品目がザクトラン

ということで、前回の審議の部会にかかったものでございますが、申請者名は明治製菓株式

会社。 

  こちらは競合品目といたしまして、ミチコル 300 注射液、ミコラル経口液、ドラクシンＣ。
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上の２つが日本全薬工業株式会社のもので、ドラクシンＣについてはファイザー株式会社の

もの。 

  競合品目を選定した理由ですが、ミコチル 300注射液については「ガミスロマイシンと同

様のニューマクロライド系に属する抗菌剤であり、効能・効果も極めて類似する」というこ

と。 

  ミコラル経口液は「投与経路は、ガミスロマイシンと異なるが、主成分はチルミコシンで

ミコチル 300注射液と同一であることから、有効成分の観点から競合薬と考えている」とい

うこと。 

  ドラクシンＣは「有効成分は、ザクトランと同様のアザライドに分類されるマクロライド

系抗菌薬で、その有効菌種、薬物動態等のプロファイルは、ガミスロマイシンと極めて類似

する」ということで選定をされておられます。 

  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ましては、以上で

ございます。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明にありましたように、競合品目・競合企業について何か御質問、

御意見はございますでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、その結果の御報告をお願いします。 

○事務局 それでは、各委員からの申出状況について御説明をさせていただきます。御提出い

ただきました利益相反に関する御報告を取りまとめた結果、本日の審議については、岩田委

員及び田村委員におかれましては、ファイザー株式会社が申請となっておりますドラクシン

Ｃ及びパラディア錠 10、15、50。ファイザー株式会社が競合企業として選定されておりま

す株式会社微生物化学研究所の“京都微研”キャトルウィン－5Hsにつきまして、審議には

御参加をいただけますが、議決には御参加をいただけません。 

  また、本日審議を予定しています「（２）動物用生物学的基準の一部改正について」の「③

一般試験法の一部を改正するもの」につきましては、濱岡委員が本基準の改正により影響を

受ける組織に御所属されていることから、この改正についてのみ御発言をいただけません。

ただし、部会長が必要と認めた場合には、意見を述べることができます。 

  その他の先生で、審議に御参加いただけない、あるいは議決に御参加いただけない委員は

ございませんでした。 

○明石部会長 ただいまの御説明に御質問、御意見はございますでしょうか。 

○鬼武委員 資料 17の表紙の誤字で、「ツラスロマイシン」が「ツラススロマイシン」になっ

ていますので、修正をお願いします。 

○事務局 大変申しわけありません。おわびして修正申し上げます。 

○明石部会長 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、ドラクシンＣと“京都微研„ キャトルウィン－5Hs、パラディア錠については、

岩田委員と田村委員は審議に御参加いただけますが、議決には参加いただけないということ
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でよろしくお願いします。 

  もう一つ、一般試験法の一部改正の場合は、濱岡委員が御発言いただけないということで

すが、もし何かありましたら言っていただければと思います。 

 

４ 議  事 

 Ⅰ）審議事項 

 （１）動物用医薬品の製造販売承認等の可否並びに再審査期間及び毒劇薬の 

指定について 

  ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

   ① ドラクシンＣ（ファイザー株式会社） 

 

○明石部会長 それでは、審議事項に移りたいと思います。まず、 初に「（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」。 

  動物用抗菌性物質製剤調査会関係のドラクシンＣについて、調査会の座長の岩田先生から

御説明をよろしくお願いします。 

○岩田委員 よろしくお願いいたします。ドラクシンＣでございます。 

  これはファイザー株式会社より製造販売承認申請されましたツラスロマイシンを有効成分

とする注射用製剤でございます。体重１kg当たりツラスロマイシンとして、牛に対して 2.5mg

を単回皮下に注射し、休薬期間は 53日となっています。この場合、○○○○を除くという

ことで、さらに乳牛のうちでも○○○○は除くというような条件が付いてございます。 

  有効菌種は○○○、○○○、○○○、○○○及び○○○で、適応症は牛の細菌性肺炎でご

ざいます。 

  本申請製剤は、平成 25年１月 22日に開催されました動物用抗菌性物質製剤調査会及び平

成 24年 11月 14日に開催されまし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ございます。 

  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、もしくは平成 30年 12月 24

日か、いずれか長い期間となります。 

  詳細につきましては、事務局から御説明がございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○事務局 それでは、事務局より御説明を申し上げます。事前にお送りしております赤の№４

を御手元に御用意ください。当日配布資料としてお配りしております黒の№４－１の資料も

あわせて御用意いただければと思います。 

  今回新しく委員として御参加いただきます先生もいらっしゃいますので、簡単にではござ

いますけれども、本資料の説明に先立ちまして、資料の構成等について簡単に御説明を申し

上げます。№４を用いまして、御説明を申し上げます。 

  タグを見ていただきますと、真ん中あたりに緑色のタグで「申請書」と書かれたものがご
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ざいます。こちらがメーカーから製造販売承認申請されましたときの製造販売承認申請書の

写しでございます。こちらに書かれておりますのが、いわゆる承認内容でございまして、こ

の内容で承認が下りるかどうか申請があったものでございます。 

  続きまして「概要」と書かれておりますタグがございます。こちらはその後を見ていただ

きますと「添付資料目次」が 後にございますけれども、試験の報告書等の資料を添付した

構成になっております。その添付資料をサマリーとしてまとめまして、申請者の意見等を加

えまして、本剤の有効性及び安全性について申請者の主張をまとめていただきましたのが、

この概要になります。 

  これらを用いまして、まず事務局で事前の審査を行います。その事前の審査を行った結果

が黄色のタグで「指摘回答書」がございます。この中身は事務局が疑問に感じたところや確

認するところをまとめたもので、こちらを申請者に送付いたしまして、回答を得ております。

事務局審査の内容といいますのは、指摘回答書等をご覧いただければ、内容については把握

ができるものかと思います。 

  こちらに従いまして、事務局の事前に審査を終えたものに関しまして、各調査会に上程を

いたしまして、御審議をいただきます。各調査会では申請者に指摘等を行いまして、その結

果、審議結果をいただくことになってございますが、審議結果等につきましては、その前の

「調査会審議結果回答」というタグがございます。本製剤は一度継続審議になっております

ので、その内容も含めて１回目調査会、２回目調査会として、その審議の結果がまとめられ

ております。 

  以上の結果から、本部会に上程して差し支えないとなった品目につきまして、今回上程を

させていただいているものでございます。その審議の内容の概略につきましては、紫色のタ

グ「審議経過票」にまとめられている次第でございます。この後、本部会におきまして、承

認を可とする判断をいただいたものにつきましては、物によりましては食品安全委員会及び

厚生労働省の意見を聞いた後に、承認の手続に入るといったような流れになっております。 

  それでは、本件の御説明に入らせていただきます。 

  紫色のタグ「審議経過票」をご覧ください。本品目の申請者はファイザー株式会社。 

  有効成分はツラスロマイシンでございます。 

  効能又は効果は、先ほど岩田委員から御紹介をいただきましたが、牛の細菌性肺炎。有効

菌種は○○○等、以下に記載されている○菌種でございます。 

  用法・用量は、体重１kg 当たりツラスロマイシンとして 2.5mg（力価）を単回皮下注射す

るものでございます。 

  それでは、先にまいりまして、緑色のタグ「概要」をお開きください。 

  １－１ページ、本剤の開発の経緯に関する資料をまとめております。本剤は牛の細菌性肺

炎を適応症としたマクロライド系抗生物質でございます。有効成分としてツラスロマイシン、

15員環構造のマクロライドでございます。同じ 15員環構造を持つマクロライドといたしま

しては、さきに審議されましたガミスロマイシン等、人用医薬品で多用されるアジスロマイ
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シンなどがございます。本薬の特徴としましては、アジスロマイシンに非常に近い構造を有

しているというものでございます。 

  これらのことから、開発に当たりましては、あらかじめ抗菌性物質製剤調査会に相談をさ

せていただきまして、本剤に関しましては、新キノロン製剤等に含めて取り扱うべきと判断

され、開発はそれに従っております。また、承認後の取り扱いも耐性菌に関する定期報告な

ど、新キノロン製剤等に準じて取り扱うものとなっております。この取り扱いにつきまして

は、さきに御審議いただきましたガミスロマイシンと同様でございます。 

  本剤は牛用製剤でございますけれども、同じ製剤で豚の細菌性肺炎を適用とする製剤、こ

ちらのほうはドラクシンでございますが、こちらが平成 24年 12月 25日に承認されており

ます。これは効能又は効果以外は本剤と全く同一の製剤でございます。本剤が申請された時

点では、ドラクシンは承認されておらず、新有効成分含有医薬品として本申請はなされまし

た。 

  その後、本剤の承認審査中にドラクシンが承認となりましたが、ツラスロマイシンにつき

ましては再審査がかけられており、再審査期間中の有効成分を含有する成分の申請としては、

当該成分は新有効成分として取り扱うことから、新有効成分含有医薬品として審査を続けて

まいりました。したがいまして、申請資料につきましては、ドラクシンの審査終了を受けま

して、重複する資料につきましては、審査上も共通する部分はドラクシンで審査済みとしま

して、審査の中心は牛の適応に関する資料及び既存資料で牛に関係する部分となりました。 

  １－５ページ、マクロライド系抗生物質には、人用では 2006年からの５年間、動物用で

は 2007年からの４年間で見ますと、特に使用量に大きな変化はございません。人用及び動

物用を問わず、呼吸器系の疾患に恒常的に用いられております。動物用医薬品有効成分とし

ましては、エリスロマイシンのほか、タイロシン、チルミコシン、ミロサマイシン、スピラ

マイシン及びジョサマイシンが承認されております。作用機序はいずれも類似しておりまし

て、マクロライド系抗生物質製剤相互で交差耐性が認められ、本剤についても同様と考えら

れます。 

  １－９ページ、本薬ツラスロマイシンは人用での承認はございませんので、人用での実績

はありませんが、ヒト領域における耐性菌の分布条件につきましては、類薬であるアジスロ

マイシンのデータが示されております。MRSA 及びエリスロマイシン耐性株には交差耐性から

感受性は低いですが、エリスロマイシンに感受性を示す細菌については、いずれも抗菌作用

を有していることが示されております。 

  １－11ページ、家畜由来細菌に対する耐性状況でございます。本申請における国内臨床試

験時に分離された株に対する MICが測定されております。ツラスロマイシンは類薬であるチ

ルミコシン及びタイロシンとほぼ同様か良好の感受性を示しております。人の健康に影響を

及ぼすリスクとしましては、アジスロマイシンとの間で交差耐性が認められたカンピロバク

ターが挙げられましたが、本剤が二次選択薬であり、単回投与注射剤であることから、アジ

スロマイシン耐性化を誘導する機会は少ないと考察されております。 
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  １－15ページ、耐性遺伝子を本剤から発現誘導するリスクにつきまして、米国の臨床現場

で分離されましたマクロライド耐性遺伝子を持つ株を含むカンピロバクター、サルモネラ、

大腸菌及び腸球菌につきまして、耐性誘導試験を行っております。この結果でございますが、

特に耐性誘導は認められませんでした。腸球菌による耐性遺伝子伝達はエリスロマイシン、

チルミコシンと同程度とされました。 

  １－23ページ、本剤は EU諸国、米国のほか世界各国で承認され、製造販売されておりま

すが、休薬期間が国によって大きく異なりまして、事務局から申請者に尋ねております。申

請者は休薬期間が各国と異なる理由は、各国の規制が異なることによって MRLや統計解析方

法が異なるなどの差があることによると回答としております。事務局といたしましては、こ

の回答で了承しております。 

  本剤の物理的・化学的試験に関する資料、安定性に関する資料、毒性に関する資料、製造

方法に関する資料でございますが、こちらはさきに承認されましたドラクシンのものと全く

同一でございますので、今回の申請に関しましては添付されておりません。 

  ９－１ページ、あわせて９－３ページも一緒にご覧いただければと思います。本剤の安全

性に関する資料でございます。本剤の安全性に関しましては、肉用交雑種系去勢雄及び雌牛

の各 12頭を４群に分けまして、常用量、３倍量、５倍量又は生理食塩水を１週間おきに３

回投与いたしまして、臨床観察、摂餌量、血液生化学的検査を行いまして、 終投与から７

日後に剖検しております。 

  その結果、摂餌量の投与後一過性の減少傾向、投与後に頭を振る動作が見られ、好中球数、

好酸球数、ALP、クレアチニン、グロブリン及び総タンパクに有意差が見られております。

このうち ALP、クレアチニンは投与との関係が疑われましたが、いずれも臨床学的に問題と

なる変化ではないとされました。剖検では本剤投与全頭の投与部位にうっ血、浮腫、線維症

／線維増殖症、出血、肉芽腫性炎症、亜急性炎症等が見られておりますが、本徴候は投与に

よる反応で可逆的とされております。 

  ９－６ページ、本剤の投与部位における忍容性試験といたしまして、本剤又は生理食塩水

10mLを試験０、７、21日目のいずれかに各８頭に投与し、期間中は触診等で投与部位を観

察するとともに、35日目に剖検を行っております。投与後 14日目と 28日目と 35日目に剖

検を行ったことになります。触診では全頭に投与当日から２日目に腫脹が見られ、投与２～

４日目には回復傾向が確認されるとともに、31日目には全頭回復しております。 

  病理組織学的検査では、投与後 14日群の７頭、28日群の２頭。35日後の１頭の投与部位

に赤又は黄褐色から黄色の変色が見られております。14日群には浮腫、線維症／線維増殖症、

出血、亜急性炎症、28日群では血管内血栓、35日群では出血、亜急性炎症が見られており

ます。これらは刺激性物質の皮下投与に伴う反応と考えられ、35日目にはほぼ全頭で消失す

るとの結論が得られております。 

  ９－９ページ、こちらでは本剤の子牛に対する安全性が評価されております。肉用の交雑

種系去勢雄牛及び雌牛の各 12頭を３群に分けまして、常用量、３倍量又は生理食塩水を１
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回投与しまして、臨床観察、体重測定、摂餌量測定、血液生化学的検査を行いまして、投与

７日目に剖検しております。期間中、体重は群間で有意差はなく、体重の推移も良好でござ

いました。臨床所見といたしましては、投与部位の腫脹が試験結果にわたって見られており

ます。 

  結果につきましては、９－10ページにサマリーでございます。血液生化学的検査では、白

血球数、好中球数、クレアチニン及びカリウムで有意差が見られ、いずれも本剤との因果関

係はないと考察されております。剖検及び組織学的所見では、本剤の投与群の半数で注射部

位の浮腫及び化膿性炎症、真皮の損傷が見られております。 

  以上の結果から、子牛に対しても、臨床適用において問題はないと結論づけられておりま

す。 

  10－１ページ、こちらからは効力を裏づける試験に関する資料がまとめられております。

対象原因菌に対する 小発育阻止濃度に関する検討でございます。国内外の臨床試験におい

て分離されました牛呼吸器病由来細菌の薬剤感受性試験成績が提出されております。国内に

おきましては、本申請の対象菌種に対しまして、MIC50で○○○に対して１、範囲は 0.12～

４でございますが、○○○○に対しましては８、範囲は１～32などが得られております。 

  10－３ページ、こちらからは本剤の用量設定試験が示されております。こちらには表 10‐4

にありますように、以下の３試験が提出されております。 

  １つ目でございますが、海外の農場におきまして、肺炎を自然発症した牛につきまして、

ツラスロマイシンとして 1.5mg/kg、2.5mg/kg、又はチルミコシン 12mg/kgを皮下に単回投

与しております。組み入れ及び有効性評価は、呼吸器症状及び抑うつの程度、体温、有効率

としております。その結果、有効率におきまして、2.5mg/kg投与群が他の２群と比較して有

意に有効率が高く、2.5mg/kgが本剤の至適用量とされております。 

  10－６ページ、本試験は実験的に○○○○を感染させ、攻撃後に体温が 39.5以上で肺炎症

状が認められる３～９週齢の牛に本剤 2.5mg/kg又は生理食塩水を同量投与して、臨床症状、

体重を観察するとともに、14日目に剖検をしております。剖検前に安楽殺、剖検された症例

は生理食塩水投与群が 18例、本剤投与群で１例でした。生存した症例の呼吸器症状及び抑

うつにつきましては、試験期間にわたって群間に有意差はなく、本剤投与群は投与前後で有

意に改善が見られております。 

  10－９ページ、海外農場におきまして、自然発症した肺炎症例に対しまして、本剤 2.5mg/kg

とチルミコシン 10mg/kgあるいは生理食塩水を投与して 14日間観察しております。評価は

先ほどの試験と同様の有効率でございます。本剤投与群の有効率は生理食塩水投与後と比較

して有意に高く、チルミコシン投与群との比較では高い傾向を示しましたが、有意差はあり

ませんでした。 

  審査当局といたしましては、実験的に○○○○を感染させた試験におきまして、投与後２

日目と 14日目の比較では、重篤度はなしと症例が減少して、悪化していると見られること

につきまして申請者に説明を求めております。申請者は本現象につきましては、再発の感染
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を否定できないと考えておりますが、その程度は小さく、本剤の有効性に影響を与えるもの

ではないこと、あるいは別の感染によるものと考えている旨を回答しております。事務局と

いたしましては、本件は再発症例が多数含まれる可能性は否定できないものの、本剤の有効

性に致命的な影響を与えるものではないと判断し、申請者の回答を了承しております。 

  12－１ページ、本剤の吸収、分布、代謝及び排泄に関する試験資料がこちらから記載され

ております。吸収に関する事項でございますが、６～８カ月齢の牛に本剤を申請用量に従っ

て投与し、血漿中濃度の推移を調べるとともに、経時的にと殺して肺を採材し、標的臓器で

ある肺組織中の濃度を調べております。 

  血漿中及び肺における主な薬物動態パラメータは表 12‐2にまとめております。血漿におき

まして Cmaxは○○μg/mL、Tmaxは○時間、半減期は○時間、AUCは○μg/mLでございます。

肺組織におきましては、Cmaxは○○μg/mL、Tmaxは○時間、半減期は○○時間となっており

ます。別の試験におきまして静脈内投与を行っておりますが、これを AUCと比較いたしまし

ては、皮下注射投与による生物学的利用能は○○％とされております。 

  12－４ページ、こちらでは本薬の組織分布について検討するために 14Ｃによってラベルし

ました本薬を申請の用法・用量に従いまして牛に投与し、筋肉、脂肪、腎臓、肝臓、注射部

位付近筋肉につきまして、放射活性と未変化体濃度を LC‐MS/MSによって経時的に追跡して

おります。総放射能、未変化体濃度ともに投与５日までにピークに達し、注射部位付近筋肉

以外では、特に肝臓に多く分布しております。 

  この結果、組織中の存在比としては未変化体が総放射能の 36～89％を占め、 も多く観察

されております。また、同じ試験におきまして、試験中 10種類の代謝物が同定されており

ますが、胆汁中の脱プロビル体を除き 10％を超える代謝物はありませんでした。 

  12－８ページ、本剤は排泄につきましてですが、投与後５日間の排泄率は糞、尿ともにお

よそ 24％であり、その後、緩やかに排泄率が増加し、投与 40日の尿中排泄率は 40％でござ

いました。 

  14－１ページ、本剤の臨床試験に関する資料でございます。本剤の臨床試験は 2008年○

月～○月にかけまして、国内一般農場○農場を用いまして、細菌性肺炎として選定基準に合

致した牛合計○○例を供試し、第一次選択薬として用いられる既承認のチルミコシン注射剤

を対照薬として行われております。また、本剤の二次選択薬としての有効性を立証する目的

で、第一次選択薬を投与された症例で、なお組み入れ基準に該当する症例○例を用い、本剤

投与単群におきまして試験を行っております。 

  14－２ページ、１つ目の試験でございます。ただいま申し上げましたように、対照薬はチ

ルミコシンの注射剤を用いておりますが、対照薬の用法及び用量は承認内容としております。

選定理由は、同系の抗生物質製剤であり、用法は被験薬と類似していることによります。症

例は国内一般農場○農場において、直腸体温 39.5℃以上、１歳未満の場合は 40.0℃以上で、

臨床スコアが７以上である組み入れ基準に合致し、除外基準に抵触しない牛合計○○例を供

試し、２頭ごとに１ブロックとして被験薬群と対照薬群に振り分けております。 
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  観察項目は呼吸状態、呼吸音、鼻汁、発赤、活力、食欲及び体温からなる一般臨床スコア、

投与群所見、体重、鼻汁試料による細菌学的検査としました。主たる有効性評価は投与○、

○及び○日後の臨床スコアの改善率及び改善率から分類集計した有効率とし、いずれかの評

価部位における有効率が 70％以上で、かつ対照群と比較して同等以上であることとされまし

た。検定方法は Fischerの直接確率法、信頼限界は 95％としました。 

  14－５ページ、結果につきましては、供試された○○頭のうち原因菌がいずれも検出され

ませんでした○症例は有効性評価が除外されております。その他の理由による脱落症例を除

外いたしまして、有効性評価には○○例が用いられました。結果、被験薬は投与○日目及び

○○日目におきまして、有効率が 70％を上回っております。 

  14－６ページの表 14‐9に結果をまとめてございます。 

  一方、安全性につきましては、本剤投与に起因すると考えられる有害事象は見られません

でした。 

  14－23ページ、２つ目の試験です。本剤の二次選択薬としての有効性を評価するため、獣

医師が肺炎症状の治療のために第一次選択薬を投与したにもかかわらず、効果不十分と認め

られた症例に対する試験を行っております。試験は国内○農場で行われ、第一次選択薬の

終投与の翌日に試験１の組み入れ基準を満たす○○症例を対照としまして、全症例を本剤投

与群に割り付けております。有効性評価項目は臨床スコアといたしまして、signed‐rank‐test

におきまして、投与前と比較しております。 

  14－27ページの表 14‐38に結果がございます。いずれのスコア項目におきましても、ま

た、合計臨床スコアにおきましても、投与前と比較して有意な改善が見られております。安

全性につきましては、本剤に起因すると考えられる有害事象は見られなかったとのことでご

ざいます。 

  事務局としましては、試験２におきまして、第一次選択薬は投与期間が○日間だったこと

について、申請者にその妥当性を訪ねております。申請者は試験計画書では投与期間は規定

されておらず、担当獣医師の判断であったこと。初回の投与から○日目に相当する投与○○

○○の組み入れ段階では第一次選択薬投与症例のうち、組み入れ基準に合致したのは 11.6％

であったことから、当該判断は妥当であったと考えられると回答しております。事務局とい

たしましては、基本的にこの説明を了承しております。 

  後に 15－１ページ、こちらからは残留性に関する資料がまとめられております。本薬ツ

ラスロマイシンにつきましては、2005年７月に国内で使用される動物用医薬品に関する残留

基準設定の要請が厚生労働省に提出され、牛の組織につきましては筋肉 0.3ppm、脂肪 0.2ppm、

肝臓５ppm及び腎３ppm、その他の食用部分は３ppmが MRLとして既に設定されておりま

す。 

  本剤の休薬期間を設定する試験といたしましては、国内におきまして２試験が行われてお

ります。24頭の健康な子牛を用いまして、本剤の申請用法及び用量に従って投与し、投与４、

10、18、26、36及び 46日目にと殺して、筋肉、脂肪、腎臓、肝臓、小腸、注射部位筋肉及
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びその周辺部 400gを採取し、本薬及び主に代謝物について残留濃度を測定しております。

なお、２つの試験は同一の試験設計で行っております。 

  15－４ページ、１試験目の結果でございます。 終的に得られました結果から算出されま

した休薬期間の案を示しております。こちらによりますと、 も長く残留が確認されたのは

注射部位筋肉の 44日とされております。 

  ２試験目の結果につきましては、15－８ページをご覧ください。同様の試験設定におきま

して試験されました２試験目の試験では、同じように算出しましたところ、脂肪の 53日が

長と判断されました。これらの結果から本剤の休薬期間としては、53日が相当と考えられ

ております。 

  審議経過票にお戻りください。以上の結果をもちまして、平成 24年 10月 22日に開催さ

れました動物用抗菌性物質製剤調査会におきまして御審議をいただきまして、７番の項目で

ございますが、以下の６項目の指摘事項をいただきまして、継続審議とされました。 

  こちらにつきましては、対応のところにございますように、申請者から回答が得られまし

て、３ページ目に平成 25年１月 22日の同調査会において再度御審議をいただきまして、本

剤につきましては以下の条件に、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との御判断をいただきました。 

  なお、残留につきましてはその下にございますけれども、平成 24年 11月 14日に開催さ

れまた動物用医薬品残留問題調査会におきまして、休薬期間の可否に関する事前に調査審議

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の御判断をいただいております。 

  以上の結果をもちまして、今回、当部会におきまして御審議をお願いいたすものでござい

ます。 

  なお、本剤の毒劇薬の指定に関するものでございますけれども、本剤は既に既承認のもの

がございます。そちらのほうと比較をいたしまして、今回は牛に対する適用の拡大に当たり

まして、特に考慮する事項はないものと考えまして、現在のところは毒劇薬に指定する必要

はないものと考えております。 

  説明につきましては、以上でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いします。 

○田村委員 これは食品安全委員会で非常に重要な成分とされて、食品健康影響評価は中等度

とされました。事務局にお尋ねしたいのですが、このリスク管理措置の方針について教えて

ください。 

○事務局 これにつきましては、承認が下りた後、食品安全委員会、厚生労働省と 終的には

行くわけでございますけれども、そこでの議論ということもございます。耐性菌に関しまし

ては、既に食品安全委員会から、この豚の製剤の段階で評価が出ておりますので、それに準

じて対応を図っていくということになろうかと思います。 

○田村委員 リスク管理措置を聞きたかったのですけれども、こういう成分の場合は適正使用
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が一番重要だと思いますが、１つお尋ねしたいのですが、申請書の使用上の注意があります

ね。一般的注意の「（５）原則として感受性を確認し」と書いてありますが、これは具体的な

方法について教えてください。 

○事務局 「感受性を確認し」ということになりますと、感受性ディスク等を整備しなければ

いけないということでございますので、そちらのほうにつきましても、現在順次そういった

製剤の感受性ディスクを開発する方向で進めておりまして、いつということはまだわかって

おりませんがけれども、順次整備されていくものだろうと考えています。そういったものを

使って感受性を確認して、使用していただくということになろうかと思います。 

○田村委員 こういう製剤が出たときに、既にここでもディスクの審議はされているのですが、

同時にどうして出せないのかなと思っていまして、この成分は全く新しい成分ですので、そ

うでないとリスク管理ができないのではないかと私は考えているのです。 

○明石部会長 豚の製剤が既に出ていて、牛が追っかけて出てきたけれども、なぜ一緒に審議

をしないのかという御質問だと考えてよろしいですか。 

○田村委員 この薬を使うときには、感受性試験をやらなければいけないわけですね。そのデ

ィスクが今はないわけです。ですので、これは承認とともにディスクの承認も一緒にしない

と適正使用ができないのではないですか。 

○明石部会長 事務局、いかがですか。 

○事務局 新しい抗生物質につきましては、順次感受性ディスクのほうが申請されてきており

ますが、これについてはまだ申請がなされていないという状況でございます。これにつきま

しても既に豚の製剤も出ておりますことから、そういった開発の促進について働きかけてい

きたいと思っております。 

  なお、この製剤は基本的には人用で使われていますアジスロマイシンとか、そういったも

のと比較的類似した製剤でございますので、人の製剤としての感受性ディスクというのはご

ざいますので、そういったものを当面は利用していただけるのかなと考えております。 

○明石部会長 いかがですか。一番 初に事務局がおっしゃったのは、人の製剤の９割ほどの

製剤が動物用にも非承認状態で使われていると。これはよくないということで、安全性、有

効性をきちんと動物で確かめたものを出すべきだというお話だったのですが、今のお話だと

人のものを使って当面はやっていくという話になりかねないです。 

○事務局 感受性ディスクについては直接診断薬みたいなものでございますので、直接その家

畜等に影響があるということではございませんけれども、いずれにしても測定結果は非常に

重要でございますし、何にもましてツラスロマイシンということでございましたら、ツラス

ロマイシンの感受性ディスククを備えていくのが何よりも重要と考えておりますので、引き

続きメーカーに働きかけまして、そういったところの整備を行っていくことにしたいと考え

ております。 

○田村委員 よろしくお願いします。 

○明石部会長 どうぞ。 



‐ 17 ‐ 

○動物医薬品検査所長 先ほど冒頭の御挨拶で私は具体的に申し上げなかったのですけれども、

人用の医薬品が多用されている。それを動物用医薬品で承認するべきだというのはそのとお

りですが、販売高が 100分の１と申し上げましたように、人用の医薬品と同じような承認申

請資料データを求めるのは難しい面もあろうかと思っております。 

  先ほどは具体的に申し上げなかったのですが、例えば人用医薬品が多用されていれば、獣

医師が使っていて獣医師法に基づいて記帳されているわけですね。それを調査することによ

って国内臨床試験にかえるという、臨床試験なしで承認できないかということを現在、事務

局の中で検討を進めているということです。ですから、田村委員がおっしゃっていたものも

人用で感受性ディスクがあるのであれば、それをもっと早く、どこまでデータを免除できる

かはわかりませんが、早く承認をするような工夫をすべきではないかという御指摘かと受け

止めております。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  今おっしゃったとおりだと思います。人用を動物用に使うのは本来よくないことなので、

動物用の開発をすべきだと。ただ、その開発のために人用で蓄積されたデータがあれば、そ

の互換性をきちんと検証して、この審議にも使えるようにする。それは確かにそのとおりだ

と思います。本件については、ツラスロマイシンに対する感受性ディスクは人用でもないと

いうことでよろしいですね。やはり本剤についてはきちんとそういうものを開発すべきだと

いう田村委員の御意見には、事務局としては業者のほうに働きかけるということでよろしい

ですか。 

○事務局 そのように努めたいと思います。 

○明石部会長 なかなかすぐにというわけにはいかないのかもしれないですけれども、事務局

としては業者のほうにお話をしていただけるということだそうです。 

  ほかにございませんでしょうか。特に御意見はございませんか。 

  それでは、御意見、御質問がないようですと、承認ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○明石部会長 それでは、承認をしていただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

  それでは、本件につきましては、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。

なお、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年、又は平成 30年 12月 24日か、

いずれか長いほう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 

   ① ツラスロマイシンを有効成分とする注射剤 

 

○明石部会長 続きまして、このドラクシンＣが承認されたために「（２）動物用医薬品の使用

の規制に関する症例の一部改正について」の①ツラスロマイシンを有効成分とする注射剤の
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項を先に審議したいと思います。事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、ツラスロマイシンを有効成分とする注射剤の使用規制省令ついて説明を

させていただきます。 

  事前配布資料として№８「ツラスロマイシンを有効成分とする注射剤の使用規制省令の一

部改正について」を配布させていただいたのですが、本日差し替え資料として、黒の№８－

１の資料を御用意いただきたいと思います。 

  本改正案はただいま御審議いただきましたドラクシンＣの製造販売承認に伴い、動物用医

薬品の使用の規制に関する省令にツラスロマイシンを有効成分とする注射剤の項に、牛に関

する事項を追加する改正案でございます。 

  動物用医薬品の使用の規制に関する省令は薬事法第 83 条の４の第１項に、「農林水産大臣

は動物用医薬品であって適正に使用されるのでなければ、対象動物の肉、乳、そのほかの食

用に供する生産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産されるおそれのあるものにつ

いて、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて、農林水産省令で、その動物用医薬品を使用す

ることができる対象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期、その他の事項に関

して使用者が遵守すべき基準を設けることができる。」と規定されておりまして、この規定に

基づくものでございます。 

  ツラスロマイシンを有効成分とする注射剤につきましては、既に豚に対する注射剤ドラク

シンが承認されましたので、その上に牛に関する事項を追加するものとなります。ただいま

ドラクシンＣで御審議いただきましたとおり、当該製剤の申請資料としましては、乳の残留

試験データがございませんでした。そのため、ツラスロマイシンは乳中の MRLが設定されず、

乳には検出されてはならないという成分になります。 

  本製剤は休薬期間が長いことから、よくございますとおり、搾乳牛を対象動物とした場合、

例えば妊娠牛に対して投与した場合等では、分娩後の乳への影響のおそれがありました。ま

た、対象動物を搾乳牛に加え、妊娠牛を除くとした場合でも、妊娠診断等の判定が必要とな

ることから、使用の規制の対象としては不適当であることとなりました。考えましたところ、

対象動物を牛の種付けの時期を考慮し、○○○○を除くこととしました。また、乳への影響

がない雌の乳牛のうち、○○○○○○は対象としております。こちらにつきましては、今回

№４－１として当日配布資料とさせていただきました資料に黄色でマーカーのしてあるとこ

ろが、その対象動物となりますが、これと同じ文言となっております。 

  これに基づきまして、使用対象動物は「牛（○○○○ものを除く。）を除く。）」としまして、

用法及び用量は製剤の用法及び用量に基づき、１日量として体重１kg当たり 2.5mg（力価）

以下の量を皮下に注射することとし、使用禁止期間は製剤の休薬期間等により食用に供する

ためにと殺する前 53日間といたしました。この改正案について御審議のほど、よろしくお

願いいたします。 

  以上です。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 
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  それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いします。特にございませんか。 

  それでは、承認ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○明石部会長 承認をいただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

  原案のとおり、薬事分科会に報告させていただきます。 

 

 （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） 

  ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

 ② “京都微研„ キャトルウィン－5Hs（株式会社 微生物化学研究所） 

 

○明石部会長 それでは、次に動物用生物学的製剤調査会関係で“京都微研„ キャトルウィン

－5Hsにつきまして、調査会座長の池田先生から御説明をお願いします。 

○池田委員 “京都微研„ キャトルウィン－5Hsは、株式会社 微生物化学研究所から申請さ

れ、乾燥生ワクチンとしては、牛の伝染性鼻気管炎ウイルス、牛ウイルス性下痢ウイルス、

牛パラインフルエンザ３型ウイルス、牛 RSウイルス、牛アデノウイルスを、液状不活化ワ

クチンとしては、ヒストフィルス・ソムニを有効成分とする牛用のワクチンです。 

  本製剤は平成 25年２月７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す。なお、再審査期間は新動物用配合剤というこ

とで６年になります。詳細につきましては、事務局から説明があります。 

○事務局 それでは、御説明を申し上げます。事前に配布いたしました赤の№１を御用意くだ

さい。本剤は株式会社 微生物化学研究所から申請されました“京都微研„ キャトルウィン

－5Hsでございます。 

  審議経過票をご覧ください。審議経過票の「４ 成分及び分量」でございますが、本剤は

牛の６種混合ワクチンでございます。乾燥生ワクチンとして５つの成分が入ってございます。

牛伝染性鼻気管炎ウイルス、牛ウイルス性下痢ウイルス、牛パラインフルエンザ３型ウイル

ス、牛 RS ウイルス、牛アデノウイルス７型でございます。液状不活化ワクチンとしてはヒス

トフィルス・ソムニ、アジュバントとしましては水酸化アルミニウムゲルが含まれてござい

ます。 

  「５ 用法及び用量」でございます。乾燥生ワクチンに液状不活化ワクチンの全量を加え

て溶解し、その２mL を１カ月齢以上の牛の筋肉内に注射する。本ワクチン注射から４週後に

“京都微研„牛ヘモフィルスワクチン－Ｃを追加注射する。 

  「６ 効能又は効果」でございます。牛伝染性鼻気管炎、牛ウイルス性下痢粘膜病、牛パ

ラインフルエンザ、牛 RSウイルス感染症、牛アデノウイルス（７型）感染症及びヒストフ

ィルス・ソムニの予防でございます。 
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  それでは、概要と書かれたタグを開いていただきまして、８ページです。折り込みのペー

ジになっておりまして、「1.4 承認申請製剤に関する主要国の対比表（表 10）」をお願いい

たします。左側、“京都微研„ キャトルウィン－5Hsが申請製剤でございます。右側、“京都

微研„ 牛５種混合ワクチン、既承認でございます。隣が“京都微研„ 牛ヘモフィルスワクチ

ン－Ｃも既承認でございます。 

  申請製剤は真ん中二つの生ワクチンでございます牛５種混合ワクチンと、不活化ワクチン

でございます牛ヘモフィルスワクチン－Ｃを一つにした新動物用配合剤でございます。既承

認のものと異なる点は、不活化ワクチンである牛ヘモフィルスワクチン－Ｃに含まれている

○○○○○、○○○○○と○○○○○○が○○○○○を○○する目的で○○○○○○に変更

されてございます。また、不活化ワクチンの牛ヘモフィルスワクチン－Ｃに含まれていたホ

ルマリン量については、今回申請製剤は生ウイルス成分と混合するということで、その影響

を少なくする目的で、より少ない量の規格が設定されてございます。 

  概－３ページ、表２と表３がございます。表２「“京都微研„ 牛５種混合生ワクチンが肥

育素牛上場前に義務接種又は選択接種となっている都道府県」、表３「“京都微研„ 牛ヘモフ

ィルスワクチン－Ｃが肥育素牛上場前に義務接種となっている都道府県」でございます。こ

のように肥育素牛に注射する両製剤を義務化している県が多いのが現状でございますが、今

回の申請製剤は１回で両製剤を注射でき、牛へのワクチン注射回数を減らすことを目的とし

て開発が行われております。 

  概－89ページ、安全性に関する試験でございます。表 194「一般症状の異常所見の平均発

現日数」にございますように、安全性試験に関しては３群が設定されております。生理食塩

液を注射した対照液、常用量群と 10倍量を投与した高用量群の３群が設定されてございま

す。投与方法は３回接種投与が行われておりまして、１回目に申請製剤を注射し、その４週

後に単味のワクチン、ヘモフィルスワクチン－Ｃを投与、その８週後に再度申請製剤を投与

してございます。使用した動物はホルスタインの雄、月齢は２カ月齢でございます。 

  結果及び考察ですが、こちらの表以下にそれぞれの結果がございます。一般状態、平均体

温、増体量、注射部位、血液生化学的検査、剖検、病理組織学的検査において軽微な変化は

認められておりますが、本剤の安全性に問題はないと結論されております。なお、注射部位

に腫脹硬結が認められておりますが、その副反応については使用上の注意に記載し、注意喚

起されてございます。 

  概－113ページ、臨床試験でございます。表 223に記載のように、五つの農場で行われて

おります。一番上の農場は陽性対照群として、ストックガード５という不活化ワクチンが用

いられております。その下４農場に関しては陰性対照群が設定されております。 

  概－117ページ、抗原ごとの抗体応答の結果がまとめられてございます。判定基準でござ

いますが、被験薬投与時に各有効抗体価未満の場合は投与後４週後の抗体価を測定いたしま

して、有効抗体価以上であれば有効と判断する基準。また、投与時に有効抗体価以上の個体

に関しては、４週後に投与時以上の抗体価であれば有効とする判断基準となってございます。 
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  一番上の総頭数の累積比率の有効の欄が有効となった割合でございますが、いずれの抗原

に対しても有効率は 90％以上が確認されてございます。安全性に関しては表等では説明いた

しませんが、各群において元気消失、食欲不振、下痢、呼吸器症状が認められておりますが、

いずれも有意差は認められておりませんで、被験薬の安全性が確認されたと結論されており

ます。 

  本剤の説明は以上になります。本日お配りしました FAX送信票をお手元に御用意いただけ

ますでしょうか。左上が別添様式２とございます。こちらに中込委員から事前に御意見をい

ただいておりますので、それの御紹介と回答について御説明を申し上げます。 

  “京都微研„ キャトルウィン－5Hs「申請書 p11、７用法及び用量に、『本ワクチン注射後

から４週間後に“京都微研„  牛ヘモフィルスワクチン－Ｃを追加注射する』とありますが、

必ず追加注射が必要なのでしょうか？」というご質問です。 

  こちらに関しては、概－126ページをお願いいたします。用法及び用量の設定の根拠がご

ざいまして、一番下に追加注射という項がございます。こちらで４週後に牛ヘモフィルスワ

クチン－Ｃを追加注射するとございますが、申請製剤の主剤であるヒストフィルス・ソムニ

は不活化抗原であるため、１回の注射では有効抗体が得られないことが認められてございま

す。よってこのヘモフィルスの不活化部分の単味を４週後に追加注射するという設定がござ

いまして、これは必要な注射になります。 

  続いて２点目の御質問ですが、「申請書 p24、４適用上の注意に、『必要に応じた生ワクチ

ンの追加注射を行うこと』とありますが、この生ワクチンは『本剤“京都微研„  キャトルウ

ィン－5Hs』のこと？『“京都微研„  牛ヘモフィルスワクチン－Ｃ』のこと？それとも『全く

別のもの』でしょうか？」という御質問をいただいております。 

  これに関しては概－129ページをお願いいたします。真ん中より少し下に「４ 適用上の

注意」とございます。（１）移行抗体価の高い個体では、生ワクチンの効果が抑制されること

があるので幼若な牛への投与は移行抗体が消失する時期を考慮すること。判断が困難な場合

は、必要に応じた生ワクチンの追加注射を行うこと」とございます。 

  その右にございますように、臨床試験の中で移行抗体を保有する牛では、生ワクチンの成

分の部分に関して移行抗体の影響を受け、抗体上昇が認められない個体がございましたこと

から、生ワクチン成分に関しては追加注射する必要がある場合があるということで、ここで

言う追加注射に関しては既承認製剤である生のウイルスワクチンを含む５種混合ワクチンを

申請者は想定してございます。 

  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。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見を伺うのですが、中込委員、今の説明でいか

がでしょうか。 

○中込委員 わかったことはわかったのですが、そうすると相変わらず、生ワクチンと不活化

ワクチンと混ざったものとそれぞれ別個のものと３種類を用意しておいて、それを獣医さん
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のほうが適切に使い分ける必要が出てくると思います。そういう適切なことを獣医さんがや

ってくれるものでしょうか。 

○明石部会長 いかがですか。 

○事務局 このことに関して申請者に確認してございますが、これが販売された後のラインナ

ップとしては三つ用意するということでした。販売の際には今のことを十分説明いたしまし

て、農場ごとで追加注射が必要な農場が、この農場は追加注射が必要だというのは農場ごと

に判断して、そういった生ワクチンの部分の追加注射を行っていくよう、営業のほうでもフ

ォローしていくということでした。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  製剤としては既存の牛５種混合生ワクチンともう一つ、ヒストフィルス・ソムニ感染症不

活化ワクチン。このニつの既存のものを混合して、今の御説明のように農家のニーズに合わ

せてラインナップをそろえたということだと思いますが、製剤がたくさんあると混乱を招く

と言えば確かにそうですが、農家ごとにそれぞれラインナップをそろえてチョイスを多くし

ようということだそうです。 

  ほかに御質問、御意見はございますでしょうか。特にございませんか。 

  それでは、承認ということでよろしいですか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 では、承認をしていただきました。 

○事務局 ありがとうございました。 

  承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審査期間は新動物用配合

剤ということで６年といたします。 

○明石部会長 ありがとうございます。 

  本日、岩田委員と田村委員が早くお帰りになるということなので、休みをとらずにこのま

ま続けさせていただきたいと思います。 

 

  ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

   ③ パラディア錠 10、同 15 及び同 50（ファイザー株式会社）  

 

○明石部会長 それでは、続きまして、動物用一般医薬品調査会関係のパラディア錠 10、同

15及び同 50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、調査会

座長の野上先生、御説明をお願いします。 

○野上委員 よろしくお願いいたします。赤の資料番号№２をお手元に御用意ください。 

  本剤は、ファイザー株式会社から平成 23年 10月 31日に申請されましたパラディア錠 10、

同 15及び同 50でございます。 

  有効成分はトセラニブリン酸塩です。効能又は効果は犬の PatnaikグレードⅡ（中間型）

又はⅢ（未分化型）の再発した皮膚の肥満細胞腫となっております。本申請は平成 24年 10
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月 17日及び平成 25年２月１日に開催された動物用一般医薬品調査会で審議され、記載整備

の上で、本部会での審議が相当と判断されました。再審査期間は新有効成分含有動物用医薬

品として６年、製剤及び原体は劇薬に指定することが相当と判断されております。 

  詳細は事務局より御説明がございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、事前にお送りいたしております赤の№２の資料をお手元に御用意くださ

い。緑色のタグで「概要」をお願いいたします。 

  １－１～１－２ページ、本剤の有効成分であるトセラニブは、特異的に分子への作用をね

らった分子標的薬であり、悪性腫瘍における受容体型チロシンキナーゼ RTKを標的として、

その作用を阻害いたします。主な作用機序は血管新生阻害であり、血管新生が盛んな腫瘍細

胞における血管内皮細胞増殖因子を阻害することにより効果を発現いたします。 

  我が国における動物用医薬品としては、類薬を初め、抗悪性腫瘍薬は承認例がございませ

んで、本例が国内では初の申請ではございますが、人用医薬品といたしましては類薬といた

しましてゲフィニチブ、商品名はイレッサ錠 250。スニチニブ、商品名はスーテントカプセ

ルなどが、標的腫瘍は異なりますが、分子標的薬を有効成分とする抗腫瘍薬として上市され

ております。 

  肥満細胞腫は犬では比較的好発する悪性腫瘍でございますが、本疾患に対する治療の第一

選択は外科的切除であるとされております。しかし、外科的切除は原因疾患の進行度によっ

ては完全な切除が難しく、再発のおそれもございます。切除可能な進行例や症例が体力その

他の要因によりまして、外科的処置などに耐えない場合などには化学療法が行われておりま

して、副腎皮質ステロイド、イマチニブ、アルカロイド系の抗悪性腫瘍抗生物質などが人用

医薬品を利用して用いられております。 

  ２－１ページ、こちらにつきましては、物理的・化学的試験に関する資料がまとめられて

おります。トセラニブリン酸塩の化学構造を決定する資料といたしましては、元素分析、紫

外可視吸収スペクトル、赤外線吸収スペクトル、核磁気共鳴スペクトル、質量スペクトル、

粉末Ｘ線回析スペクトルの各データが提出されております。 

  物理的・化学的性状につきましては、溶解性、水溶液の pH、オクタノール水分配係数、血

漿多型存在状況について提出されて、存在が予想される類縁物質としては 29物質が提示さ

れております。 

  ２－20ページ、原薬の規格及び検査方法といたしましては、含量及び定量法、性状、確認

試験、純度試験、重金属、類縁物質、残留溶媒でございますが、その他水分、強熱残分が設

定されております。 

  製剤の規格といたしましては、同じく含量及び定量法、性状、確認試験、純度試験、類縁

物質でございますが、そのほか水分、製剤均一性試験、溶出試験が設定されております。 

  ３－１ページ、こちらは本剤の製造方法に関する資料がございます。原薬の製造は市販物

質からおおむね４工程の合成工程を経て合成され、再結晶化によって精製されております。

製剤は原料混合、打錠し、フイルムコーディングを施して、アルミブリスターに包装されて
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おります。 

  ５－１ページ、こちらは原薬に関しての安定性に関する資料をまとめております。原薬に

関しましては、温度 25度、湿度 60％の標準的長期保存試験のほか、以下に挙げますような

試験が提出されております。こちらにおきまして、メーンとなります長期保存試験 25℃60％

の試験で、48カ月の安定性が認められておりまして、原薬の有効期限としては現在は 48カ

月とされております。 

  ５－13ページ、こちらは同じく製剤安定試験の結果がまとめられております。長期保存試

験のほか、加速試験、光安定性試験、苛酷試験の以下の試験が行われております。メーンと

なります 25℃60％相対湿度の長期保存試験におきましては、現在は 24カ月までのデータが

得られております。その結果、24カ月では室温において安定であると結論づけております。

なお、本試験につきましては、36カ月まで継続中でございます。 

  以上の成績から本剤の有効期間としては、現在 24カ月として申請されております。 

  ６／７／８－１ページ、こちらには本剤の毒性に関する試験資料がまとめております。本

薬トセラニブの毒性につきましては、まずは急性毒性試験でございます。急性毒性試験は単

回経口投与において２試験が行われております。いずれも 500mg/kg、2500又は 3,000mg/kg

を単回投与した結果でございますが 500mg/kgでは死亡例は認められませんでしたが、2500

もしくは 3,000mg/kgでは試験終了までに全例が死亡しております。 

  以上の成績から、本剤の LD50としては 500mg/kg以上、2,500mg/kg以下とされておりま

す。 

  慢性毒性に関しましては、反復毒性でございますけれども、６／７／８－１ページとあわ

せて７－４ページをお開きいただけますでしょうか。こちらにラットの３カ月反復経口投与

毒性試験の概要及び成績がまとめられております。投与量といたしましては、0.5mg、３mg、

10mg/kg/日で投与しております。その結果でございますけれども、主に血液学的検査あるい

は器官重量に主たる毒性が認められております。こちらの結果から本試験の結果としまして

は、無毒性量として 0.5mg/kg/日とされております。 

  慢性毒性でございますが、７－11ページをあわせてご覧ください。犬の８日間の反復投与

毒性試験の結果をまとめております。こちらの試験は非GLP試験の参考試験でございますが、

今後の安全性試験等の基礎になる試験として提出されております。こちらによりますと、

50mg/kg/日及び 300mg/kg/日で試験をしておりますが、死亡は両群において認められませ

んでした。血液学的検査、血液生化学的検査及び剖検所見、病理組織学的検査におきまして、

毒性徴候が見られております。このことから結論といたしましては、犬に対しては無毒性量

は 50mg/kg/日未満とされました。 

  ６／７／８－１ページ、本剤の催奇形性試験の結果が真ん中にございます。こちらにつき

ましては、妊娠ラットに本薬を妊娠６～17日まで経口投与いたしまして、その影響を調べた

結果でございます。その結果、母動物に関しては主立った毒性徴候は認められませんでした

が、胚及び胎児には致死的影響を中心といたしまして影響が見られまして、無毒性量として
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は１mg/kg/日とされております。このことから本薬に関しましては、催奇形性があるものと

の判断をいたしております。 

  変異原性試験に関しましては、復帰変異原性試験、染色体異常試験が行われておりますが、

いずれも試験結果としては陰性とされております。 

  ９－１ページ、本剤の対象動物に対する安全性試験の結果でございます。プラセボを含み

まして、０、2.0、4.0及び 6.0mg/kgの４群を設定しております。９－５ページに概要をま

とめております。１群、雌雄各４～６頭を確実に１回投与で 13週投与を行っております。

本用量では 大投与量に対しまして、常用量の 大で 2.1倍に相当するなどガイドラインで

定められている用法・用量には満たないものでございますが、○○○○○で実施されるにあ

たり、○○○○○を行い、前項で記述した○○○の○○○○○等の結果により、○○○○○

○が満たなくても評価は可能であるとの判断を行っております。 

  事務局といたしましては、８日間反復経口投与毒性試験が短期間ながら 50mg/kg及び

300mg/kgと相当な高用量を用いてあらわれる毒性を評価していること。本剤は抗悪性腫瘍

剤であり常用量がある程度の副作用を許容せざるを得ず、発現が予想される毒性徴候はこれ

らの試験からある程度知見が得られていると考え、本試験結果を評価資料として受け入れま

した。この結果、6.0mg/kg投与群におきましては、２頭が安楽殺されるという結果でござい

ました。摂餌量は有意に低下し、安楽殺された２頭は安楽殺９日前からほぼ完全に食欲を廃

絶しておりました。 

  その他、常用量群におきましても血液生化学的検査、血液凝固検査等におきまして、以下

のような徴候が見られております。 

  10－２ページ、こちらからは効力を裏づける試験に関する資料でございます。本薬の作用

機序は RTKの阻害とされておりますが、その in vitro薬理活性における資料におきまして、

（２）から記載しております。その結果、血小板由来成長因子受容体、線維芽細胞増殖因子

受容体、血管内皮増殖因子受容体に対しまして、これらの作用によるリン酸化を抑制するこ

とが示されております。 

  10－３ページ、用量の設定試験の成績がございます。用量設定試験は米国の大学病院にお

きまして行われた試験でございます。本剤の用法は隔日投与となっておりますが、これの検

討について詳細に検討しております。 

  10－４ページの表 10‐3にこちらで用いました試験設計が記載されております。このよう

に１日１回か２日に１回、又は用量につきましても各組み合わせを行いまして、検討を行っ

ております。この結果、群５にありますような 3.25mg/kgを初期用量とし、２日に１回、21

日間投与したものとされました。症例について詳細に検討いたしました結果、幹細胞の増殖

因子受容体 KITに変異が認められる症例につきましては、非常に良好な成績が得られている

とのことでございました。 

  10－７ページ、さきの試験の結果から得られました用量の確認試験を行っております。さ

きの試験の結果、3.25mg/kgの隔日投与を用法・用量と設定し、対象疾患を肥満細胞腫とし
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た用量確認試験を行っております。再発又は転移が見られる腫瘍グレードⅡ又はⅢの肥満細

胞腫の症例につきまして、本剤を投与して、投与前及び８時間後に生検を行いまして、KIT

の発現の程度を測定しております。この結果、評価可能であった○頭のうち、○○％以上の

減少が見られた症例が○頭おりました。これらの結果から、本剤の至適用量、初回用量は

3.25mg/kgが妥当であると判断されております。 

  なお、一般薬理に関する資料につきましては、本剤が抗悪性腫瘍薬であることを考えまし

て、一般薬理の資料としては提出されておらず、毒性試験資料から考察されております。 

  12－３ページ、こちらからは本剤の薬物動態学的パラメータにつきまして、ビーグル犬を

用いまして、血中濃度を追跡することによって検討しております。主な結果は下の表 12‐2

にございますけれども、Cmaxが経口によりまして 68.6ng/mL、その他、半減期につきまして

は 17.1時間という結果が得られております。 

  静脈内投与の試験結果と比較しましたところ、生物学的利用能はその下にございますけれ

ども、76.9％と算出されております。また、絶食群と非絶食群との比較をしておりますが、

パラメータ間で有意な差は見られましたが、絶食群では血漿中濃度に二峰性が見られまして、

２つ目のピークが食事時間と一致していることから、本薬は腸肝循環をすることが認められ

ております。 

  12－４ページは、反復投与の動態結果でございます。反復投与の試験結果につきまして、

初回と７日目の投与後を比較しておりますが、この結果、本薬につきましては蓄積性はない

ものと判断されております。 

  12－９ページ、本剤の分布につきまして、放射ラベルを用いまして試験をしております。

その結果、本剤に特徴的なものは胆汁及び肝臓におきまして、非常に高い分布が得られてお

ります。同じく放射ラベルを用いました本薬を用いて、血漿タンパク結合率を測定したとこ

ろ、20～500ng/mLの範囲では 90.8～93.1％が結合しているとのことでございました。 

  12－11～12－12ページ、本薬の代謝につきましては、in vitroの成績ではございますけれ

ども、犬の肝ミクロソーム緩衝液に本剤を作用させた結果、約 69％が 12－12ページにあり

ますオキシド体に代謝されることが判明しております。 

  12－13ページ、排泄でございますけれども、こちらのほうではさきの試験と同様の試験で

ございますが、本薬は 終的には糞中に 91.8％が排泄されるものとされております。 

  14－１～14－２ページ、臨床試験です。本剤の有効性及び安全性を評価する目的で臨床試

験が国内外において実施されております。まず、国内の臨床試験でございますけれども、○

施設○○症例を組み入れ、本剤及びプラセボ投与群に組み入れ順に従って、１対１に割り付

けております。試験設計は群間比較、盲検無作為化試験であり、対象疾病は皮膚に Patnaik

グレードⅡ又はⅢの再発病例がある肥満細胞腫症例とし、測定可能であり、病変の 長径が

20mm以上ある症例を対象としております。主要評価項目は腫瘍縮小効果とし、人用で用い

ております固形がんの治療効果判定のガイドラインを改変いたして用いております。評価時

点は投与 42日目でございます。 
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  その結果、完全奏効あるいは部分奏効とされたものを奏効症例としておりますが、結果に

つきましては 14－19ページをご覧ください。こちらにありますように、本試験には本剤投

与群で○○頭、プラセボ投与群で○○頭が割り付けられております。 終的に評価に用いら

れたのは、本剤投与群○○頭、プラセボ投与群で○○頭でございます。 

  結果につきましては、14－20ページ、表 14‐16をご覧ください。主要評価項目でありま

す奏効率に解析の結果、本剤投与群の有効率は○○％、対照群は○％でありましたが、○○

○○○でした。一方、安全性に関する評価では、本剤投与群は 17例中、重篤度０～Ⅳまで

のグレードのうち、Ⅲ又はⅣを発現した症例は５症例、因果関係が否定できなかった有害事

象発現症例は 10症例ございました。試験中の死亡症例は本剤投与群６例、対照群１例でご

ざいました。 

  14－35ページ、こちらでは海外における臨床試験の結果がまとめられております。10施

設 153症例を試験に組み入れ、全身腫瘍組織量とグレードによるブロックの割り付けを行い、

被験薬と対照薬が 1.3対１になるように割り付けられております。群間比較二重盲検試験に

おきまして、その他の項目につきましては国内臨床試験と同等となっております。 

  結果につきましては 14－38ページ、こちらに評価対象症例の概要がございます。 

  有効性の評価につきましては、14－40ページをご覧ください。表 14‐49でございます。

本剤投与群では有効率の推定値は 39％、対照群においては９％で、統計学的に有意差が認め

られております。 

  有害事象は本剤投与群 82症例のうち 94.3％に発現して、その全てについて因果関係は否

定されませんでした。このうち 18症例 20.7％はグレードⅢ又はⅣで、有害事象による試験

中止は３例、死亡例は２例ございました。 

  以上が臨床試験の結果でございます。 

  紫色のタグの審議経過票でございます。２ページ、このような事務局審査の結果、平成 24

年 10月 17日の動物用一般医薬品製剤調査会において御審議をいただきました。その結果、

以下にありますような 10項目の御指摘をいただきまして、継続審議とされました。審議の

中では特に（６）国内臨床試験で有効性が十分示されていないことについて、海外の試験結

果を元に根拠として説明を求められました。 

  これに対しまして、申請者からは５ページに指摘６の回答といたしまして、症例数が国内

臨床試験が少なかったこと等を理由といたしまして、外国試験の外挿をしてよいと考えてい

たところから、本剤の有効性を主張しております。 

  この回答をもちまして、６ページの平成 25年２月１日の同調査会において御審議をいた

だきまして、承認の可否に関する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

との御判断をいただいたものでございます。 

  なお、本剤につきましては毒性試験の結果から、原薬、製剤ともに劇薬に指定することが

相当との御判断をいただいております。また、再審査期間といたしましては、新有効成分含

有医薬品として６年を想定しております。 
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  説明は以上でございます。御審議をよろしくお願いいたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いします。どうぞ。 

○鬼武委員 １つは質問があるのですけれども、概要の資料の 1‐5の表 1‐3ということで、海

外での承認状況の表があります。米国と欧州のほうで承認年月日があるのですが、その中の

表 1‐3で英国は 2010年から 新のほうはゼロになっているのですが、これは販売が中止に

なったとか、そういう何か理由があるのでしょうか。ほかのところは大体同等にふえている

か、もしくはそれなりに錠は出ているような気がしたのですが、英国がゼロになっている理

由がわかればということが１点。 

  もう一点は、私は素人なのですが、1‐5の３のところで、やはりこの薬剤はかなり新生物

というか、がんを壊すものですから、薬物としてはかなり強い劇物であることが書いてあっ

て、個々にリスクとベネフィットのことが書いてあるのですが、ヒアリングの後の獣医さん

が説明したりする資料として、1‐4の資料のところで「飼い主の皆様へ」、パラディア錠とい

うことで、個々に消費者向けといいますか、飼い主の方に理解していただくような資料にな

っています。 

  この中で、副作用等については書いてあるのですが、もっと重要な、一方ではほかの臓器

といいますか、リスクもあるというか、そういうことは事前に飼い主への説明、インフォー

ムドコンセントが必要だという気がしたのですが、その２点です。お願いします。 

○事務局 それでは、まず第１点目の英国での販売がゼロになっているという点ですが、黄色

いタグで「ヒアリング（２回目）」の 29ページをご覧いただけますでしょうか。下から２つ

目に 20番という指摘がございますけれども、ここで御懸念のことが指摘されてございます。 

  回答につきましては、英国では承認取得後の一定期間、User Experience Studyというもの

を実施することになっておるようでございまして、その結果を受けて一般への販売を開始す

ることとしたということでございます。その間、販売高がゼロとなったということでござい

ます。 

○事務局 副作用につきましては、今回の文章については一般の方に配布することを目的とし

ていることから、非常に細かい部分について、あえて記載せずわかりやすく、問題があった

ら獣医師の先生に連絡していただくということを重視したほうがよいと考えております。 

○事務局 なお、使用上の注意と添付文書の記載につきましては、現在検討を行っているとこ

ろでございまして、その中でどういった情報をどの程度提供していくかを全般的に見直して

いくという作業を行っております。その結果につきましては、まだすぐにというわけではご

ざいませんけれども、そこでどこまで情報を提供していくかということも含めて、今後検討

していきたいと思っています。 

○鬼武委員 英国のものはわかりました。２点目のものは、どこの記載が必要かどうか検討し

ていただけるということですけれども、やはりリスクのほうもあるということを知らせた上

で選ばせたほうが、がんでなくて、ほかのことでペットが死ぬということになると、それは
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飼い主にとっても理解ができないことだと思いますから、事前に知らせることが重要だと私

は思っております。 

  以上です。 

○明石部会長 今のは事務局のほうで検討していただけるということでよろしいですね。 

○事務局 情報の提供につきましては、この製剤についても使用上の注意におきまして、ある

程度のことは書いてございますし、その他、実際にこの薬が使われるというのは高度の獣医

療診療施設ということで、一般のところではなかなか使えないということでございますので、

そういったところにメーカーのほうからパンフレットといいますか、そういったものを提供

して、適切な情報提供をするということは当然のことでございます。 

  なおかつ、実際に投与するのはユーザーさんでございますし、副作用が出るのも実際の飼

い主さんのところで出ることになりますので、そういったことについても獣医さんのほうか

ら適切に情報提供することが必要だということになってございます。したがって、使用上の

注意で、申請書の９ページをご覧いただけますでしょうか。 

  ここのところに「治療開始に先立ち、飼い主に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を

得てから投与すること」。普通の製剤ではこんなことは書きませんけれども、警告という形で

飼い主さんと獣医師で十分納得した上で使用するということ。それから、安全な取り扱い。

これは発生毒性もございますので、そういったことについてもちゃんとユーザーを教育して、

それから使うという特殊な製剤ということになってございます。 

○明石部会長 いかがですか。よろしいですか。 

○鬼武委員 その点を十分にやっていただければと思います。ありがとうございました。 

○明石部会長 どうぞ。 

○越久田委員 審議経過票の使用上の注意の警告で「がん化学療法に十分な知識・経験を持つ」

という表現はさっきの高度医療という話かと思いますが、ここでまずかなり、がんに対して

の専門的な知識を持った人が使用するということをうたってあります。その後の一般的注意

で「本剤は要指示医薬品であるので獣医師等」という「等」がついているのですが、これは

何を想定しているのか。 

○事務局 これは薬事法での用語をそのまま使っている関係でこの言葉が入っております。も

ともとこの薬は医師や歯科医師も使えなくはないというのが法律上の見解で、法律上の用語

として「等」が入っている関係で「等」が入っております。実際は獣医師が使うものとなり

ます。 

○越久田委員 特に専門性が高いと思いますので、その辺は販売の方面のほうでしっかり注意

していただかなければいけないということ。もう一つは、要するに使用者に対する注意とい

うことで、吐物や便とか尿に小児を近づけないと。これは小児に限定しているのは何かある

のでしょうか。ほかの者が近づいてもいいという。 

○事務局 こちらにつきましては、先ほど鬼武委員からありましたように、飼い主の皆様への

注意のところで別途、糞尿等の取り扱いがございます。具体的には黄色いタグ「１回目ヒア
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リング」の別添資料の 1‐2をご覧ください。こちらに「飼い主の皆様へ」ということで注意

が載ってございます。これを１枚めくっていただいて、取り扱いの説明が右側のページにあ

ります。 

  その中に「掃除について」というのが中段くらいにございます。「このおくすりの成分はワ

ンちゃんの糞や尿、おう吐の中に排泄されますので、ワンちゃんのトイレやおう吐物を掃除

するときは、保護手袋をつけて行ってください」ということで、使用者への注意喚起をして

おります。使用上の注意としては、小児は危ないので近づけないと。大人がその後できちん

と手袋をつけて管理するということで考えております。 

○越久田委員 これはよく逃げ道で使うのですが、小児等という言葉をつけたほうが絶対安全

域は広いと思います。我々は臨床で使うときには、よく言われるのが「小児」と書いてあれ

ば、小児以外は触っていいのかと。例えば、抗がん剤を使うときには、扱う人間が手袋を必

ずして扱えと臨床の場でもそうなっているので、ここはしっかりやっておかないと何かあっ

たときには、これはすごい問題になるのではないかと思います。そこだけ確認しておきたい

と思いました。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  事務局はいかがですか。 

○事務局 小児等と「等」という言葉が入れば、よろしいでしょうか。ほかに妥当なお言葉が

あれば、教えていただきければと思います。 

○越久田委員 今ちょっと思いつくのはそうなのですけれども、ある程度防御する場所は幅を

とっておかないと、これは以前にも同じ意味で何かあったような記憶があるのですけれども、

30分以内に触ってはいけないというような。あれも 低 30分とか言葉をつけたような記憶

があります。その辺を工夫されたほうがいいのではないかということです。 

  これは使用者側と業者側、いわゆる使う側の説明の程度が全く変わってきます。その辺は

しっかりやっておかないと、難しい薬かなと思っております。 

○事務局 ありがとうございました。先生の御意見を踏まえて、事務局に任せていただいて、

修正させていただくことでもよろしいでしょうか。 

○越久田委員 よろしくお願いします。 

○明石部会長 そうしたら事務局で検討の上で、適切な修正を加えていただくということにし

たいと思います。 

  そのほかに御質問、御意見はございませんでしょうか。 

  失礼いたしました。中込先生から御意見が出ていましたね。事務局のほうで説明をお願い

できますか。 

○事務局 番号を振っておりませんが、先ほども申しました「FAX送信票」でございます。事

前に中込先生から御意見をいただいております。 

  パラディア錠 10、15、50につきましては、「移動相Ａ：pH4.5の酢酸アンモニウム緩衝液

とありますが、酢酸アンモニウムには本来緩衝能はないので、『pH4.5の酢酸一酢酸アンモニ
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ウム溶液』が適当でないかと思いますが、いかがでしょうか？」とのことでございます。 

  こちらのほうは確かにそのとおりかと思いますので、申請者と相談の結果、修正させてい

ただければと思います。 

○明石部会長 それでは、何点か、さっきの点も含めて、表記の修正等を検討していただくと

いうことで、そのほかはございますでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、御質問、御意見はないようですので、承認ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、承認をしていただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

  それでは、本剤につきましては、いただきました記載整備を条件といたしまして、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、製剤及び原料は劇薬に指定することといたします。 

 

   ④ インターベリーα（北里第一三共ワクチン株式会社）  

 

○明石部会長 もう一点、一般薬の審議がありますので、これが終わったら休憩を入れたいと

思います。 

  それでは、動物用一般医薬品調査会関係で④インターベリーαについて、調査会座長の野

上先生、御説明をお願いします。 

○野上委員 赤の資料番号№３をお手元に御用意ください。本剤は北里第一三共ワクチン株式

会社から平成 23年 10月 31日に申請されましたインターベリーαでございます。 

  有効成分は、改変イヌインターフェロン α－４発現イチゴ果実凍結乾燥粉末（遺伝子組換

え）であります。 

 効能又は効果は、犬の歯肉炎指数が１以下の歯肉炎の軽減となっております。 

  本申請は平成 25年２月１日に開催されました動物用一般医薬品調査会で審議され、記載

整備の上で本部会の審議が相当と判断されました。再審査期間は新有効成分含有動物用医薬

品として６年、製剤及び原体は毒劇薬に指定しないことが相当と判断されております。詳細

は事務局より御説明がございますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、概要書と書かれたタグをめくっていただきまして、１と振ってあるタグ

をお開きください。 

  本剤の有効成分はイヌインターフェロン α－４でございますが、これを含有するイチゴ粉

末でございます。 

  本剤の開発の経緯でございますが、低用量のインターフェロン αでございますが、口腔内

又はその周辺の○○○の○○○○に結合して、○○○の○○を亢進させると考えられており

ます。近年その概要について報告があります。本剤は歯肉に塗り込むことで歯肉炎症に対し

て口腔内の○○○○○を改善して、歯周病原因菌の減少とともに、歯肉炎症の軽減を発揮す
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ることが期待されております。 

  ８ページ、こちらから開発の経緯でございます。申請者はこれまで遺伝子組換え植物を利

用した有用物質生産技術の開発に取り組みまして、補助金等を受けまして、こういったもの

の測定法につきまして検討してまいりました。 

  12ページ、本疾病の概要でございます。犬の歯周病は、犬における代表的な口腔疾患で、

３歳までには８割が罹患するとされております。これは致死的な疾患ではございませんけれ

ども、歯周組織が破壊されまして、犬の QOLに対しては著しく低下を招くものでございます。 

  ２と書かれたタグ、15ページ、こちらに本剤の構造等に関して記述がございます。イヌイ

ンターフェロン α－４をコードする遺伝子でございますけれども、こちらはイヌへの○○○

○○○の細胞株である○○○細胞を○○○○○で刺激し、cDNAライブラリーを作製して得

ております。こちらをイチゴの遺伝子に組み込みまして、シークエンスを行いました結果、

イチゴ果実中に遺伝子が配列が挿入されていることが確認されております。この遺伝子から

発現いたしましたアミノ酸につきましては、塩基配列は既に報告されているイヌインターフ

ェロン α－４と一致していることが確認されております。 

  ３のタグ、製剤方法でございます。原薬の製造方法につきましては、イチゴを栽培いたし

まして、それを○○○させたものを原薬と位置づけまして、それをマルトース等と混合いた

しまして、製剤としております。 

  ５のタグ、本剤は安定性試験につきまして、こちらから記載されております。原薬の安定

性でございますが、ガイドラインに従いまして、長期保存試験を行いまして、27カ月目まで

試験を行った結果、冷蔵保存の５℃で 27カ月の安定性が確認されております。 

  44ページ、製剤の安定性試験でございます。同じく５℃の条件下でございますが、長期保

存試験におきまして 27カ月の安定性が確認されており、これによりまして本剤の申請の有

効期限としては 27カ月で申請されております。 

  ６のタグ、こちらに本剤の毒性試験の結果がまとめられております。急性毒性試験、亜急

性毒性試験、慢性毒性試験が設定されておりますが、急性毒性試験では LD50は 3,000mg/kg

以上とされております。亜急性毒性試験によりましては、無毒性量としまして、設定をいた

しました量以上という結果が得られております。特殊毒性試験としまして催奇形性試験でご

ざいますが、こちらのほうでも本剤については催奇形性はないものという結果を得ておりま

す。 

  66ページ、特殊毒性につきましても復帰変異原性試験、染色体異常試験をしておりますが、

いずれも変異原性はないとの結果を得ております。 

  その他、特殊毒性試験といたしまして、皮膚刺激性試験、眼刺激性試験がこの後に続いて

おりますが、いずれも刺激性はないものとまとめられております。 

  このような試験結果から、本剤につきましては、原薬及び製剤ともに毒劇薬に指定する必

要はないものと判断しております。 

  ７のタグ、本剤の安全性試験を行っております。概要に示しておりますけれども、６～７
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カ月のビーグル犬を用いまして、臨床適用投与経路におきまして、申請の用量及び 10倍量

を投与して安全性を見ております。結果でございますけれども、10倍量の投与群では変化が

認められておりますが、おおむね本剤の安全性に影響を及ぼす結果は得られませんでした。 

 ８のタグ、本剤の薬効薬理試験をまとめております。試験としては多数挙げられております

が、犬の歯肉炎に関しましては、評価方法等が既存のものがなかったことから、グレードに

関する検討であるとか、その評価方法についての検討から始めております。 

  以下、そのような検討が続きまして、109ページでございます。概要 8.6と書かれた真ん

中の試験でございますが、こちらで至適有効投与量の検討ということで行っております。そ

の試験結果でございますけれども、犬の体重１kg当たり１回○LUが至適有効投与量として

設定されております。○○○○○○○○おります。 

  ９のタグ、こちらは本剤の一般薬理試験の結果でございます。簡単ではございますけれど

も、インターフェロンが発現したイチゴの果実の不活化抽出液を用いまして、一般行動等に

ついて検討しておりますが、特に問題となるような試験成績は得られておりません。 

  10のタグ、こちらには本剤の吸収等試験について記載があります。こちらにつきましては、

本剤の有効成分、活性成分でありますイヌインターフェロン α－４でございますが、こちら

が臨床投与経路におきまして、血中に移行するかどうかの試験から始めております。その結

果、申請用量等において投与した結果、血中にはイヌインターフェロン α－４は移行しない

か、もしくは移行しても微量であるという試験の結果が得られております。 

  誤って経口投与してしまった場合のインターフェロンの運命について試験をしております。

その結果、in vitroの試験ではございますが、人工胃液を用いた結果、本剤は胃に到達後、速

やかに消化されてしまうことが示されております。 

  11のタグ、こちらからは本剤の臨床試験の結果をまとめられております。動物のところに

ありますが、試験には全症例 174症例が組み入れられ、本剤投与群には 120症例、対照群に

は 54症例が組み入れられております。投与方法及び投与期間は、本剤の申請の用法・用量

に従っております。 

  その結果でございますが、155ページの真ん中の表でございます。本剤投与群では開始後

１カ月目には○○％の改善及び２カ月目では○○％の改善が見られており、いずれも対照群

と比較して有意に優れた結果とされております。 

  審議経過票をご覧ください。以上の事務局によります審査の結果をもちまして、平成 25

年２月１日に開催されました動物用一般医薬品調査会に上程し、御審議をいただきました。

その結果、以下に挙げられます指摘事項をいただいた上で、本申請につきましては、動物用

医薬品等部会に上程して差し支えないとの審議結果をいただいております。 

  また、本剤につきましては先に申し上げましたとおり、製剤及び原薬は毒劇薬には指定し

ないこととし、再審査期間は６年とされております。 

  こちらにつきましても事前に中込先生から御意見をいただいております。FAX送信票をご

覧ください。裏になりますけれども、２点いただいております。 
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  「指摘事項回答 14、遺伝子挿入部がゲノムのどこに入っているか不明、と読み取れました

が、概要書 p28では○○○○○が使われています。この部分はゲノム DNA上なので、挿入

部がどこにはいっているかわかっていると思われますが。」とのことでございます。 

  こちらにつきましては、申請者より回答をいただいておりまして、回答を読み上げさせて

いただきます。○○○○○で○○○○○○との配列比較により、○○○○○○を確定し、そ

こから○○○○○の配列を決定しました。しかし、イチゴは○○○であること、育種学的に

も○○○○○○○○であり、○○○○○○上、○○○○○○しておりません、とのことでご

ざいます。 

  続きまして２番目は「CaIFNα－４遺伝子が挿入されるときに、他の遺伝子が巻き込まれて

ゲノムに入り、予期しないものを作っているということはないでしょうか？」という御指摘

でございます。 

  これにつきましては申請者からは、今回用いた○○○○○○○○○の系統のほかの遺伝子

が巻き込まれて○○○○○○○においては、○○○○、○○、○○以外の○○○○を○○○

○○○○○によって確認しています、とのことでございます。 

  事務局の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。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  質問、御意見を伺う前に中込先生、今のでいかがでしょうか。 

○中込委員 これは遺伝子をイチゴの中に入れて、医薬品をつくっているのですが、読んでみ

ると非常に○○というか、○○○○でつくっておられるようです。結果的にできたからいい

ではないかというのが根拠みたいなところで、果たしてこれで医薬品になるのかなと疑問で

す。今までこういう医薬品の例は私は聞いたことがないです。 

○事務局 植物に医薬品をつくらせるという形のものは、動物用医薬品ではこれが始めてとい

うことになります。バイテク関連に関して日本はずっと力を入れて補助金等をつけて研究開

発を行ってきたわけですけれども、その成果の一つとして動物用医薬品で出てきたというも

のでございます。 

○明石部会長 今のではなかなか質問の答えにはなっていないような。 

○事務局 御懸念のところは、入れ方、発現の程度等が普通の医薬品のように、化学合成品の

ように純度も上がっていないし、そういうところではないかと思うのですけれども、この製

剤については入れ方自体は○○○○○○法で行っておりますので、パーティクルガンみたい

にひどい入り方はしないということで、比較的きれいに入っていると思っております。申請

者のほうも解析した結果は、その２配列がそのまま入っていることは確認していると。２カ

所入っているということではございます。その前後の部分については解析が十分ではなかっ

たのですが、今回の解析した結果の説明が少しあったということでございます。 

  品質につきましては、確かにイチゴそのものがほとんどということで、今日回覧して見て

いただきました原体でございますが、このイチゴの原体の中にインターフェロンが○○程度

しか入っていないということで、医薬品としては非常に原薬としては薄いものになります。
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そういったものについては今まで動物用医薬品では使っていないということになります。現

実にはインターフェロンは非常に微量で効きますので、その程度のものであっても有効性が

あるということでございますので、これを精製して純度を上げていくということになると、

むしろかえってコストが高くなっていくということもございますので、また、イチゴという

ものの性質ということもございまして、比較的安全に使用できるということもございますの

で、それは賦形剤という形にもなろうかと思いますが、不純物が多いといってしまえばそれ

まででございますが、製剤として有効に使えるものだと考えております。 

  終的にはそういったものがいいかどうかということについて、この承認申請の中で毒性

とか安全性とか、そういったものが評価されて、問題がないと判断しているところでござい

ます。 

○中込委員 そうすると、イチゴの凍結乾燥粉末が医薬品になっているわけで、品質保証を担

保するためには、イチゴそのものに担保しないといけないのではないかと思います。ですか

ら、イチゴの品種とか栽培方法とか、そういうところをきちんと管理して、この医薬品がで

きているということにする必要はないのでしょうか。 

○事務局 その部分につきましては、この申請書の中にもございますけれども、製造方法の部

分でぎっちり規定されておりまして、特定の品種で組み換えたイチゴですね。イチゴの場合

は受粉しなくてもふえていくランナー栽培ということで、そのままクローナルでふえていき

ますので、品質を維持したまま○○○○で微生物や夾雑細菌といったものが入らない形で、

非常に○○○の栽培施設でイチゴを栽培しているという形になっております。 

  これについては GMPそのものはかかってございませんけれども、施設についてはこちらの

ほうからも何度か出向いて確認いたしまして、例えば害虫が入ってくるとか、そういったこ

とが全くないような施設で、カルタヘナという形で担保されてございますので、カルタヘナ

の第二種使用という形で、こういった花粉なりが飛び散ってしまうといけませんので、そう

いったことがないような施設で栽培されているということになっております。 

○明石部会長 私は植物の遺伝子導入は余り知識がなくて、どういう格好になっているのかは

よくわからないのですが、少なくとも例えばバクテリアに導入するとか、そういったものに

比べるとある程度ランダムに入ると考えてよろしいですか。 

○事務局 ○○○○○法で行いますと比較的ランダムに入っていくということになっておりま

す。といってもある程度の制限はあるようでございますけれども、植物体の DNAゲノムの中

のいろいろなところに入っていくと聞いております。 

○明石部会長 ある程度ランダムに入って、しかもゲノム配列がはっきり確定していないとい

うことで、どこに入っているのかは同定できていないということだそうですけれども、現技

術からいくと仕方がないのかなという気がしないでもないですが、その点についてはいかが

でしょうか。説明をきちんとできればいいのでしょうけれども、現時点ではそういうきちん

とした説明ができないけれども、薬効薬理はきちんと確かめたということだそうです。 

○鬼武委員 全く素人なので教えてほしいのですが、概要の７に今回の犬の歯周病のインター
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フェロンが効く作用機序みたいなものが書いてあるのですが、どうして犬の歯周病にこれが

効くのかというメカニズムをわかりやすく教えてもらえませんか。 

○事務局 申請者にお聞きしたのですけれども、○○○○○○○○○○そうです。 

○事務局 インターフェロンで普通、人等が治療する場合はかなり高濃度を使うのですけれど

も、低濃度のインターフェロンを作用させることによっても治療効果があるということが近

年わかってきておりまして、そういった面での医薬品がかなり増えておりまして、動物薬で

も牛で低用量のインターフェロン製剤が現在使われています。これもそういった延長線上で、

低用量のインターフェロンによる効果ということで申請をしたものでございます。その低用

量のインターフェロンが生体にどう効いていくかについては、まだ研究途中ということのよ

うでございます。 

○明石部会長 今までのインターフェロン製剤は恐らく注射剤で、こういう塗布剤は余り聞い

たことがなくて、塗布されたインターフェロンがどういう格好で吸収されて細胞の中に入っ

ていくのかはよくわからないということでよろしいですね。 

○尾崎委員 これは概－７の下から４行目「なお、予備的な実験結果だが」という断り書きが

あって、○○○○○を発現させるとか、○○○○○○があるのではないかという考察はされ

ています。 

○明石部会長 ありがとうございます。 

○鬼武委員 わかりました。そういうのがわからないと、薬として承認していいものか、頭が

もやもやとしていましたものですから、御時間をとりまして済みませんでした。 

○明石部会長 どうぞ。 

○森川委員 １つ教えていただきたいのですけれども、これは基本的にイチゴは○○○○して

いるだけみたいに見えるのですが、遺伝子組換えでつくるときにタンパクの○○○に○○○

○○○ですけれども、これは普通は○○の○○○とか○○するためにつけるのですが、その

○○が本当に必要なのかどうか。塗るのでその影響はないのだと思いますけれども、その辺

はどう判断されたのでしょうか。 

○事務局 ○○○と○○○○でございますが、これは開発の段階で○○○○を使って品質管理

とか、そういった面の開発を行ったようでございます。その段階で○○しなければならない

ということで○○○等をつけていたということでございます。これをイチゴに組み込む段階

で、その開発したものと違うもので開発するとまた話が変わってきますので、○○○をつけ

たまま開発をしたということで、現在このイチゴの中に○○○がついたものが産生されてい

るわけですが、特にこの機能を持っているわけではないと。開発段階で必要だったというだ

けのことでございます。 

○明石部会長 森川委員、いかがですか。 

○森川委員 いずれにしても、本来はない○○○がついているわけですが、それは特に問題は

ないということですか。 

○事務局 今回の毒性試験等、その他で問題はなかったということでございます。それについ
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てもメーカーのほうに意見を求めておりますが、特にそれについて毒性等の情報はないと回

答が来ておったかと思っております。 

○明石部会長 そのほか、特に追加で御質問、御意見はございませんか。 

 そうすると、承認ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、承認をいただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

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

査期間は新有効成分含有医薬品ということで６年とし、毒劇薬には指定しないことといたし

ます。 

○明石部会長 それでは、かなり時間も遅くなったので、まだ審議項目が２項残っているので

すが、ここで 10分休憩を入れたいと思います。４時 50分まで休憩としたいと思います。 

 

    ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

   ⑤ “京都微研„  マリナ－Ed（株式会社 微生物化学研究所）  

 

○明石部会長 それでは、審議を再開したいと思います。 

  次は、水産用医薬品調査会関係で、“京都微研„ マリナ－Ed。これについて調査会座長の

廣野先生から御説明をお願いします。 

○廣野委員 “京都微研„ マイナーEdは、株式会社微生物化学研究所から製造販売承認された

水産用不活化のワクチンであり、エドワジエラ・タルダ M‐1 G‐3株の不活化菌液を主剤とし、

アジュバントにフコダインを使用しています。本製剤は本年２月 15日の水産用医薬品調査

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、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年となります。詳細につ

きましては、事務局から説明があります。よろしくお願いします。 

○事務局 事前配布資料の赤の№５の資料をお手元に御用意ください。 

  まず、審議経過票をお開きください。御審議いただく製造販売承認申請の品目は、“京都

微研„ マリナ－Ed、申請者は株式会社 微生物化学研究所です。本剤の成分は、成分及び分

量にありますエドワジエラ・タルダ M‐1 G‐3株の不活化菌液を主剤とし、アジュバントにフ

コイダンを含んでいます。 

  用法・用量は、麻酔した体重約 20～約 50gのヒラメの腹腔内に連続注射器を用い、0.1mL

ずつを２週間間隔で２回注射します。 

  効能・効果は、ヒラメのエドワジエラ症の予防となっております。本剤は本年２月 15日

開催の水産用医薬品調査会において資料を整備することを条件に、動物用医薬品等部会に上

程して差し支えないとの審議結果をいただいており、今回、資料整備が済みましたので、本

部会の審議を受けることになりました。 
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  続きまして、概要の１ページ、本剤の開発の経緯です。まず、エドワジエラ症について御

説明します。 

  「1.1.1 エドワジエラ症」をご覧ください。現在、産業的に重要な罹病魚種は、ヒラメ、

マダイ等であり、特にヒラメでは高水温気に全国的に発生しており、ヒラメの病気の中で

も被害の大きいものとなっております。症状の概要については、発症すると肝臓や腎臓に膿

瘍が形成され、腹水貯留のために腹部が著しく膨満し、死に至ることが多いとのことです。

また、重症魚では直腸部が肛門から突出し、いわゆる脱腸状態となります。まれに眼球周囲、

口腔内、鰭基部に膿瘍が形成されることがあるとのことです。 

  「1.1.2 ひらめのエドワジエラ症」をご覧ください。発生は日齢に関係せず、周年発生し

ます。特に被害の多いのは水温 18～28℃になる６～11月ごろです。一度発生があると収束

が難しく、結果として、かなりの死亡率となります。特徴的な症状としては前述と一部重複

しますが、吻端部や無眼側部の発赤、腹水貯留による腹部膨満、肛門周辺の拡張発赤などが

あり、発赤した腸が飛び出している場合も見られます。肝臓、腎臓が肥大、肝臓の褪色。発

病魚は摂餌不良、体色が黒化などを呈し、力なく表層を遊泳します。 

  「1.1.3 被害状況と対策の現状」をご覧ください。ヒラメの主要養殖県、大分県での状況

ですが、2006年疾病診断検査の例では約 30％を占めました。全国の漁業被害の中でヒラメ

の全体の 50.7％を占めております。このように漁業被害が著しく多い一方で、承認された治

療薬はない現状があります。完治が難しい疾病と言われていることから、予防技術としてワ

クチンの開発などが期待されています。 

  概－３ページ、「1.1.5 本申請製剤の概要」でございます。主な特徴として、免疫賦活効

果の知られているフコイダンをアジュバントとして添加したところです。これについてはペ

ブチドグリカン、β－グルカンを含め免疫賦活効果を比較検討した結果とのことです。新規

性については以下の４点になります。 

  ①ひらめのエドワジエラ症を対象として初めてのワクチンである。 

  ②国内で分離された製造用株を使用している。 

  ③アジュバントとしてフコイダンを使用している。 

  ④２回注射の液状不活化ワクチンである。 

  製造用株の特徴及びアジュバントの特徴、安全性等については以下で示すとおりです。 

  まず、人に対する安全性ですが、概－５ページをご覧ください。 

  「1.3.1 製造用株の安全性」についてですが、本製剤は不活化ワクチンであるため、感染

性を有することはありません。ただし、エドワジエラ・タルダは人の急性胃腸炎患者の便か

ら検出されることがあり、多くは消化器系の既往歴を持った人に対する感染の報告があると

のことです。 

  アジュバント（フコイダン）の安全性に関する資料については、1.3.2以降に記載がありま

す。ラットにおける４週間反復投与毒性試験等を実施しております。 

  概－６ページ、1.4の国内での既承認製剤、類似製剤についてですが、先ほども述べたと
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おり、国内では初めての製剤でありまして、海外においては韓国において浸漬ワクチンが承

認されております。一般的に注射ワクチンについては浸漬ワクチンに比べ、少ない抗原量で

強い感染防御効果と優れた免疫を獲得するという長所が知られております。 

  概－10ページ、製造用株の選定に関する試験です。供試用株として由来の異なる以下の４

株があります。これらについて生化学的性状については、概－13で示すように、M‐1 G‐3株

を含む野外分離株の血清株は全てＯ型であり、同一血清型に含まれることが認められました。 

  概－14ページ以降に示すとおり、分離株の病原性を検討しております。 

  概－15ページの表５に示すように、同様の菌数で攻撃試験を実施したこと、死亡魚の外観、

傍観所見などを総合的に勘案し、攻撃用株として M‐1 G‐3株を用いることとしました。 

  概－18ページ、分離株の免疫原性についてですが、表 10のように交差攻撃試験を実施し

ています。４種の免疫株に対して、各々４種の攻撃株を使用し、実験したところ、表 10の

株の対照群が対価率０～20％に対して、試験群は 60～90％と有意に高い対価率を示したこ

とから、攻撃後 14日間で供試株間に交差免疫原性が見られ、いずれの株も他に対して免疫

原性を有することがわかりました。 

  概－21ページ及び 22ページ、安定性試験として製造用株継代後の病原性及び免疫原性を

比較しております。この結果により、10代までは原株と同程度の免疫原性を有することが確

認されております。 

  概－23ページ、表 13においてアジュバントであるフコイダンを加えた抗原の免疫原性を

試験しております。その結果、0.5w/v％フコイダンを加えた不活化菌液注射群は、それを加

えていないものに比べ、高い発症防御効果を示しました。 

  フコイダンの安全性試験についてですが、概－24ページの表 14～16について、３つのロ

ットで実施しています。その結果、一部 10倍量で摂餌不良が認められましたが、４日目以

降は回復しており、一過性のものであるとのことでした。 

  概－37ページ、表 28～31までに小分け製品の力価試験成績が載せてあります。当成績に

よりますと、試作ワクチン４ロットの小分け製品を注射したヒラメは、いずれも対照群に比

較して有意に高い生存率、つまり対価率を示しました。 

  概－46ページ、試作ワクチンの安全性についてです。表 34に平均飼料摂取量及び残餌発

生を示しております。常用量及び５倍量の投与後において一時的に残餌がありましたが、そ

の後の摂餌状況に異常は認められなかったため、一過性のものであるとのことでした。 

  概－47ページ、表 36に記載があるように、血液学的検査の結果ですが、いずれの項目に

おいても統計学的解析の結果において、各投与群とも対照群との間に差は認められませんで

した。また、表 37に示すように、外観を含めた剖検による内臓器官の観察で、いずれの個

体においても異常は認められず、投与部位における被験物質の残存及び癒着等の異常や臓器

重量の測定結果においても、肝臓、脾臓のいずれの体重比も対照群との間に統計学的な差は

認められなかったこと。また、表 38において示すように、投与直前、第２回投与 14～28の

４点、各３試験群においても異常はなく、腹腔内壁漿膜に炎症、肥厚及びアジュバント等の
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異物を示唆する肉芽形成等は認められなかったとのことです。 

  概－51ページ、表 39に注射抗原量と発症防御に関する試験を実施しています。各注射材

料 0.1Mlを平均体重 26.4gのヒラメ 15尾に２週間間隔で２回接種しています。攻撃について

は不活化菌液を 10分間 25℃で浸漬し、25℃循環式で 21日間生死を確認しています。その

結果、0.5w/v％フコイダン不活化菌液の注射により免疫効果を与えるためには、107CFU尾

以上必要であると考えられました。 

  概‐53ページ、表 40をご覧ください。注射抗原量と免疫持続期間に関する試験を実施して

います。不活化培養菌液にフコイダンを添加したものを注射材料とし、体重 25.9gのヒラメ

30尾ずつ２週間間隔で２回接種し、２回注射後、３カ月及び９カ月目に攻撃菌量前に 15尾

ずつ 10分間浸漬した後、25℃で 21日間生死を観察しました。その結果、３カ月の発症防御

試験については１×108CFU/尾注射群で 86.7％、１×107CFU/尾注射群で 60％と、いずれの試

験群においても対照群の 13.3％の有意差が認められました。９カ月の試験においては１

×108CFU/尾注射群で有意差が認められました。 

  以上より、少なくとも９カ月間の免疫効果を得るには、１×108CFU/尾以上の抗原量が必要

と考えられました。 

  続きまして、用法設定に関する試験についてです。概－54ページ以降の表 42～44をご覧

ください。１回接種である表 42においては、21日目の試験群と対照群に有意差は認められ

ず、49日目攻撃後の耐過率は対照群と同等となりました。また、表 43に示すように、１回

注射においては攻撃 49日目の全てにおいて耐過魚の腎臓及び脾臓からエドワジエラ・タル

ダが検出されました。一方で、２回注射については、攻撃後 21日目、49日目とも試験群と

対照群との耐過率に有意差が認められました。また、表 45の示すように、攻撃後 49日目の

対価魚の腎臓及び脾臓からは、菌は回収されませんでした。 

  以上より、２回注射による有効性が確認されました。 

  概－57ページ、ワクチンの用法を決めるために、注射間隔と発症防御効果について試験を

実施しています。表 46～48に示すように、１、２、３週間間隔で実施しました。結果につ

いては、試験群の耐過率が 60.6％、66.7％及び 73.3％、対照群は 13.3％、6.7％、13.3％と比

較して有意に高い値を示しました。 

  以上の結果より、魚へのストレス等を考慮し、本ワクチンの用法は２週間間隔で２回と設

定しました。 

  概－59ページ、表 49にはフコイダン添加濃度と発症防御の関係を試験により検討してい

ます。不活化菌液にフコイダンを付加した濃度、０、0.1、0.5、1.0、2.0の５段階による試

験をした結果により、フコイダン添加濃度を 0.5w/v％とすることとしています。 

  概－60ページ、ワクチン接種による免疫成立時に関する試験を実施しています。ワクチン

材料を２回接種したものに攻撃試験を実施しています。そのタイミングごとに１週間、２週

間、３週間を設定し試験を実施したところ、２回目注射後、２週間以降に免疫が成立するこ

とが確認されました。 
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  概－63ページ、臨床試験に関する資料となります。試作ワクチンを用いて兵庫県下２カ所

の養殖場でヒラメ 2,000尾を用いて試験を実施しています。試験プログラムについては、海

面養殖場が図４、陸上養殖が図５に示してあります。いずれも平均体重 20～50gのヒラメの

腹腔内に当該ワクチン 0.1mLを２週間間隔で２回接種し、各 500尾ずつ４試験群にて、安全

性及び有効性を確認しております。 

  試験結果の詳細については、有効性が概－68ページの表 57、安全性が概－69ページの表

58～59に示してあります。また、考察については概－66ページと表をご覧ください。 

  まず、有効性についてです。海面養殖場での臨床試験においては、対象疾病原因菌が分離

された死亡魚が試験群で 14.4％、500尾中 72尾、対照群で 32.2％、500尾中 161尾が確認

され、統計学的上において有意差が認められました。 

  続いて、陸上養殖場での臨床試験においては、対象疾病原因菌が分離された死亡魚が試験

群で 7.2％、500尾中 36尾、対照群で 28.4％、500尾中 142尾が確認され、有意差が認めら

れました。有効性については、両養殖場とも評価判定基準に基づき、有効と判定されました。 

  続きまして、安全性ですが、注射後 14日目の臨床検査、臨床観察と注射局所の観察成績

によって評価判定基準に基づき検査したところ、いずれの養殖場においても一般臨床観察に

おいて、遊泳状態、摂餌状態、体色状態に異常は認められず、安全性が認められました。 

  資料説明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。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いします。 

  日本では、エドワジエラ・タルダの感染症に対するワクチンはこれが初めてということだ

そうで、しかもフコダインという新しいアジュバントを使っているそうですが、いかがでし

ょうか。 

○濱岡委員 まるで門外漢なものですから、１点教えていただきたいです。このエドワジエラ

は概要の 初に説明が入っていて、マダイとかほかの魚種にもあると。ただ、菌の運動性が

違うと割とバクテリアの分類の中で、 初に分かれるような性状が違うので、同じ菌種なの

かなとは思うのですが、血清型もたくさんあるということなので、この製剤はいわゆるヒラ

メの一つの血清型だとどこかに書いてありましたけれども、それに対するものだけの有効性

が担保されていて、同じエドワジエラのほかの魚種の感染症に発展する可能性はほとんどな

いというような製剤なのでしょうか。ヒラメに特異的なエドワジエラ症の予防ということで

しょうか。 

○事務局 エドワジエラ・タルダにつきましては、定型型と言われる運動性を持つものと、非

定型型と言われる運動性を持たない２種類が大きく分けて認められると言われています。こ

ちらにあるのは定型型という運動性のあるものですが、それはヒラメとかウナギとか、そう

いったものにはこの型が見られるということで、ブリやマダイは非定型型が見られる。文献

的には免疫学的なクロスもあるようにも聞いていますが、ヒラメにはこのタイプのものしか

認められていないので、ヒラメのエドワジエラ症と言えば、この定型型だということで、問
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題ないということで調査会をクリアしています。 

○濱岡委員 ほかのものには、効かないですか。 

○事務局 効かないかどうかはここには載っていないですが、ある程度はクロスするかもしれ

ないということは考えられますが、ここではヒラメにしか承認は出さないので、それ以外の

データはついておりません。 

○明石部会長 よろしいですか。 

○濱岡委員 もう一点いいでしょうか。水産薬は大体こんなものなのかなと、いろいろな資料

を見させてもらって思うのですが、いわゆる臨床試験で有効性が大体６～７割くらいですね。

やはり、こんなものでしょうか。 

○事務局 このデータから見ると効いていると言えるかなという気はします。もっと有効性の

低いケースもありまして、やはり難しい。あとは有意差ですが、そこはちょっと難しいとこ

ろですけれども、ｎ数が大きいので、ある程度あれば有意差は出てきてしまうという部分も

あるかと思います。 

○明石部会長 よろしいですか。水産薬がどの程度あれば効力が高いというのはよくわからな

いのですが、審査側としてはこれくらいあれば、水産薬としては十分基準を満たしていると

考えられているということでよろしいですか。 

○事務局 一応有意差はあるということと、水産については経済動物なので、使っている方の

主観みたいなものもあるかと思います。やはり効かないと思うと使わない。例えば、同じ製

剤でも海外に持っていくと、効いたようには思わないと言われた事例とか、それはその年そ

の年で病気の発生状況も変わってきますので、そういう部分にもよるかなと思います。ただ、

データ上は有意差が出ていますので、有効とみなして良いかと思います。 

○明石部会長 ほかはございますか。 

○越久田委員 本剤使用の 14日は食用に供さないと書いてありますが、大体こういう傾向の

ものは２週間くらいのものですか。ワクチン系統というか、魚に使うワクチンは大体２週間

くらいですか。 

○事務局 魚のワクチンは今までのところでは、このフコイダンというもの以外には、オイル

のワクチンの１種類しかないですが、それは 49週間とか結構長く残ります。ただ、あとは

このフコイダンという種類しか今のところは承認がないのですが、それはやはり 14日間く

らいでなくなる。そのほかにアジュバントのないタイプのワクチンがありまして、それには

使用制限期間は設けていないということになります。 

  ただ、実際問題としてヒラメに打つ時期は小さいので、その小さい時期に出荷することは

まずありません。大体その後に半年なり 1年は飼いますので、実際には 14日間で市場に出

ることはないかと思います。 

○越久田委員 食肉もそうですけれども、いわゆる使用後何日は絶対に休まなければいけない

という、その辺の観念が魚の世界ではどうなっているのかなと疑問に思ったものですから、

ありがとうございます。 
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○明石部会長 ほかはございますか。よろしいですか。 

  それでは、承認ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○明石部会長 承認をしていただきました。 

○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。 

 

   ⑥ ピシバック 注 LVPR／oil（共立製薬株式会社）  

 

○明石部会長 それでは、次の水産用医薬品でピシバック注 LVPR／oilについて、水産用医薬

品調査会の廣野先生、説明をお願いします。 

○廣野委員 ピシバック注 LVPR／oilは、共立製薬株式会社から製造販売承認申請された水産

用不活化ワクチンであり、ラクトコッカス・ガルビエ・KS－7M株、ビブリオ・アングイラ

ルム KT－５株、フォトバクテリウム・ダムセラ・サブスピーシズ・ピシシダ PD8K、マダイ

イリドウイルス YI‐717株の不活化液を主剤とし、アジュバントにオレイン酸エチル、スクア

ラン、無水マンニトール・オレイン酸エステル及びポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 50混

合物を使用しています。 

  本製剤は、本年２月 15日の水産用医薬品調査会において事前の審査を終了し、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。よろしくお願いします。 

○事務局 事前配付資料の赤の№６の資料をお手元に御用意ください。 

 まず、審議経過票をお開きください。御審議いただく製造販売承認申請の品目は、ピシバッ

ク注 LVPR／oil、申請者は共立製薬株式会社です。 

  本剤の成分は成分及び分量にありますように４つの菌株を主剤とし、アジュバントにオレ

イン酸エチレル、スクアラン、無水マンニトール・オレイン酸エステル及びポリオキシエチ

レン硬化ヒマシ油 50の混合物を含んでおります。 

  主剤としては、ラクトコッカス・ガルビエ・KS－7M株、ビブリオ・アングイラルム KT－

５株、フォトバクテリウム・ダムセラ・サブスピーシズ・ピシシダ PD8K、マダイイリドウ

イルス YI‐717株の各不活化菌液等を主成分としております。 

  用法・用量は、体重 20g～約１kgのブリの腹腔内に連続注射器を用い、本ワクチン 0.1mL

を１回注射します。効能・効果はブリの α溶血性レンサ球菌症、J‐O‐3型ビブリオ病、類結

節症及びイリドウイルス病の予防となっております。 

  本剤は、本年２月 15日開催の水産用医薬品調査会において資料を整備することを条件に、

動物用医薬品等部会に上程して差し支えないとの審議結果をいただいており、今回、資料整

備が済みましたので、本部会の審議を受けることになりました。 
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  概要書の１ページをご覧ください。本剤の開発の経緯ですが、まず、ブリは我が国でも生

産量の多い海産養殖魚類です。それゆえ、承認医薬品も多く、抗菌物質においてはビブリオ

病、類結節症、レンサ球菌症及びノカルジア症において、ワクチンについてはビブリオ病、

α溶血性レンサ球菌症、類結節症及びイリドウイルス病を対象とした多くの製剤が承認され

ています。医薬品が増加したものの、主要養殖県である南九州、西四国の７県における近年

の漁病診断件数にも示すとおり、依然として主要疾病の発生があり、向上が求められていま

す。 

  概要の３ページの表２、全国のブリの海面養殖生産量 20％を占める鹿児島県における過去

のワクチン投与尾数を表２に示しています。これによると、ワクチンを投与したブリは約 720

万尾あり、このうち αレンサ球菌症、ビブリオ病及びイリドウイルス病を対象とした不活化

３種混合ワクチンを投与したブリが約 420万尾、全体の 59％と混合ワクチンを接種した養

殖業者が多くを占めています。これらの主要３疾病に加え、いまだ魚病診断件数が多い類結

節症原因菌の不活化抗原と、それに油性アジュバント MONTANIE ISA763AVGを加えて４種混

合ワクチンの開発に着手したとのことです。 

  概要の 10ページ、物理化学試験の成績です。ラクトコッカス・ガルビエ、ビブリオ・ア

ングイラルム、マダイイリドウイルスについては既承認事項となっておりますので、説明は

割愛させていただきます。 

  概要の 32ページ、既承認事項にない類結節症の製造用株について御説明します。由来及

び作出過程については表１のとおりとなっております。 

  33ページ、表２において既報の魚類由来の類結節症株と製造用株 PD8K株の比較を示して

いますが、ほぼ同一の性状を示しております。 

  34ページの表３をご覧ください。製造用株 PD8K株の生化学的及び血清学的性状を明らか

にし、その性状を攻撃用株 P09A14株及び野外分離株 50株及び対照株 ATCC17911株と比較

した結果、性状は完全に一致しております。 

  以上のことから製造用株 PD8K株は製造用株として適当であると判断しています。 

  続きまして、病原性についてですが、37ページに製造用候補株の病原性の検討、45ペー

ジに攻撃用候補株の病原性の検討を示しています。 

  48ページ、免疫原性の確認として、まず、ホルマリン不活化菌液の免疫原性の検討をして

います。 

  50ページの表 1‐2に示す方法により実施した結果、表２及び図２に示すとおり、免疫群の

生存率は 95％と高く、ブリにおける類結節症に対する免疫原性を有することが示されました。 

  52ページ、３株において２段階の菌量別に効力試験を実施しております。図３に示すよう

に、PD8K株群の免疫は 80％と高く、対照群との生存率との間に統計学的有意差が認められ

ました。 

  55ページ、アジュバントが含有されたホルマリン不活化菌液の免疫原性の検討の試験を実

施しています。ブリにワクチン接種後 21日に浸漬及び注射法による攻撃試験を実施し、各
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抗原の免疫原性を試験した結果、浸漬法では両免疫群で効力が認められましたが、病原性が

強くあらわれると考えられる注射法においては、アジュバントを含有させた場合のみ効力が

認められました。以上からアジュバントは免疫持続性を高める効果が期待できることから、

本ワクチンはアジュバントを含有させることとしたとのことです。 

  190ページ、安全性に関する試験についてです。 

  191ページ、供試ワクチン X‐23（油性アジュバント加）の常用量及び高用量の５倍量群又

は陽性対照群として既承認薬の同アジュバント製剤でありますノルバックス類結／レンサ

Oilを、陰性対照として PBSをそれぞれ 0.1mL/尾を腹腔内に注射し、試験をしました。 

  試験環境は表２に示すとおりです。 

  投与後の一般状態については、表 3‐1のとおりです。各群の体色及び遊泳状態に異常は認

められませんでしたが、１ドース注射群、５ドース注射群、陽性対照群の各群で投与後１日

又は２日目に餌の吐き出しが観察されました。しかしながら、それ以降の摂餌行動に異常が

なかったこと、及び投与後７日、14日、21日のいずれにおいても陰性対照群と比較し、体

重及び体長の差が認められなかったことから、餌の吐き出しは一過性であり、増体重及び増

体長に与える影響は低いものと判断しております。 

  193ページの表 3‐2をご覧ください。投与後 21日目の血液学的検査及び血液生化学検査に

おいて、ヘモグロビン及び総タンパク質濃度において１ドース及び５ドース注射群の値が陰

性対照群より高かった。しかし、これらの項目について１ドース注射群と既承認薬で同アジ

ュバント製剤である陽性対照群との間に差は認められず、かつ起因する剖検所見及び病理学

的組織異常所見が観察されませんでした。ALP活性の上昇についても一過性のものであると

考察されております。 

  194ページの表 3‐3をご覧ください。ワクチン投与後、21日目の剖検所見及び病理組織学

的検査結果の概要です。剖検所見において１ドース、５ドース注射群及び陽性対照群のいず

れもアジュバント残留及び癒着が確認され、投与量に依存していました。この癒着は既承認

薬である陽性対照群との同様の反応であり、投与後３日以降において摂餌不良が認められず、

腹腔内漿膜以外の部位には病変は認められないことから、生体防御にかかわる通常の生体反

応として判断しています。 

  196ページ、試作ワクチンのブリにおける消長試験を実施しております。 

  197ページ及び 198ページ、アジュバント肉眼的残留確認結果及び病理学的組織学的検査

結果、投与後の一般状態及び摂餌行動の結果の概要を示しています。アジュバントの室内で

の消長試験においては 263日目で肉芽病変が生じたことから、使用制限期間を設定すること

が適切と考えたとのことです。また、一般状態においては異常が認められませんでした。 

  199ページ、表 3‐4において投与後 285日までの体重、血液学的検査及び血液生化学検査

の概要を示しております。いずれの項目においても異常はなく、有意差が認められませんで

した。一方、癒着については断続的に認められましたが、対照投与群においても同様であっ

たことから、263日以降の癒着は被験物質の投与とは無関係との判断とのことです。これに
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ついては 304ページで後ほど説明しますが、臨床試験で完全に消失した期間が 42週、294

日を適用しております。 

  200ページ、薬理試験についてです。10.1に製造用株の 小有効抗原量の検討の試験概要

をまとめております。４疾病のいずれの 小抗原量も明らかになっております。詳細につい

ては 202～214ページに記載しております。 

  表 10.2の免疫持続期間についてです。α溶血性レンサ球菌症及び J‐O‐3型ビブリオ病につ

いては、ワクチン接種後３、５、10カ月において発症防御能が認められました。類結節症に

おいては２、４、５、10カ月において、イリドウイルスにおいては３、４カ月において発症

防御能が認められたとのことです。詳細については 215～231ページに記載があります。 

  表 10.3に魚体重別のワクチン効力に関する試験です。３種類の異なる体重のブリを供試魚

として、安全性及び免疫原性の有無を攻撃試験等により判定し、有効な結果を判断しており

ます。 

  252ページ、本ワクチンに関して４疾病に対する発症防御能の発現時期を検討しておりま

す。攻撃試験及び供試抗体価等により総合的に判断しております。試験法及び結果について

は 252～266ページに示しております。 

  267ページ、低水温時免疫における安全性、免疫原性に関する試験を実施しております。

当試験において４疾病について低温の 15℃においても 267～276ページに示すとおり、安全

性、免疫原性があることを確認しております。これにつきましては、○○○○が近年増加し

ておりまして、○○○○○に関するケースを考慮してとのことです。 

  277ページ、既承認の抗原である２疾病を除き、類結節症及びイリドウイルス病において

野外流行株、特に主要養殖県の野外で分離されたものに対する本ワクチンの有効性について

試験を実施しています。２疾病のいずれにおいても 279～284ページに示しますとおり、野

外において流行している株に対しても発症防御能を有すると考えられました。 

  285ページ、臨床試験について概要を示しております。ブリの主要養殖４県において試作

ワクチンを接種し、対照群、無投与群及び単味ワクチン接種後を見ております。試験尾数は

以下のとおりです。また、安全性及び有効性の評価基準をその下に示しております。 

  286ページ、有効性についてですが、臨床試験、抗体価又は攻撃試験の順に優先順位とし、

対象疾病毎に１施設以上あった場合に総合判定で有効としています。それにより当該ワクチ

ンの成分の対象４疾病については、全て有効の判定となりました。 

  続きまして、アジュバントの消長確認ですが、以下のとおりとなっております。詳細につ

いては 287～295ページになります。 

  295ページ、まとめに記載がありますように、以上の結果から、有効性及び安全性が確認

されました。 

  資料説明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。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いします。 
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  α溶血性レンサ球菌症、ビブリオ病、イリドウイルス病の３種については既に承認を受け

た製剤があるということでよろしいですね。それに類結節症を新しく加えた４種の混合ワク

チンをつくったということですか。 

○事務局 自社の比較におきましては、アジュバントが新たに加わっているということです。

ただ、同じアジュバントのものでイリドウイルスを除いた３種の承認は別途あります。 

○明石部会長 アジュバントは、既承認製剤にあり、４種混合は新しいものだということでよ

ろしいですね。御意見、御質問はございませんか。 

  １つお伺いしたいのですが、用法・用量で体重が 20g～１kgとかなり幅を持たしていて、

臨床試験では 100g以下でかなり斉一な体重を使っておられます。なぜ１kgという幅が出て

きているのかがよくわからなかったです。 

○事務局 それにつきましては、用法及び用量の設定の根拠がありまして、概要書の 305ペー

ジの表に「体重設定の根拠」が記載されています。それぞれの安全性とそれぞれの有効性の

部分で、 小の部分と 大で用いた大きさが記載されていますが、１kgの部分まで試験をし

ているということで、１kgまでの用法としています。 

○明石部会長 わかりました。 

  ほかにございませんか。よろしいですか。 

  それでは、特に御質問、御意見等がなければ、承認ということでよろしいですか。 

（「異議なし」と声あり） 

○明石部会長 それでは、承認していただきました。 

○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、再審査期間は新動物用配合

剤ということで６年間とします。 

 

 （４）動物用生物学的製剤基準の一部改正について  

 

○明石部会長 それでは、審議事項の「（２）動物用生物学的製剤基準の一部改正について」、

事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、続きまして、事前配布資料の赤の№７－１をお手元に御用意ください。

こちらについては、既に製剤基準が制定されているものについて、その基準の内容を改正す

るものでございます。 

  製剤基準の中身ですが、１枚おめくりいただいて、２枚目以降が新たな製剤基準案、５枚

目が新旧対照表となります。５枚目にある新旧対照表で御説明いたします。 

  右側が現行のもので、左側が改正案となっております。こちらはいずれも、ぶりビブリオ

病力価試験に用いる参照陽性血清の付記部分につきまして、まず１つ目、ビブリオ・アング

イラルム J‐O‐3型の「加熱死菌」を「死菌」に変更するものです。この改正は動物医薬品検

査所の標準品に、ぶりビブリオ病力価試験用参照陽性血清を追加したことに伴う改正です。
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参照陽性血清を作成する剤の抗原として、現行のワクチンと同様にホルマリン不活化菌体を

用いることを可能とするため、「加熱死菌」を「死菌」に変更したものです。 

  ２つ目は、同様の基準を見直したところ、かんぱちを含めた記載があったことから、「かん

ぱち又はぶり」に統一したとのことです。 

  ３つ目は記載の整備で、「調整し」を「濃度を調整し」と記載内容を変更したものです。 

  製剤基準についての内容は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいます。 

○事務局 続いて説明させていただきたいと思います。 

  赤の№７をお手元に御用意ください。こちらも動物用生物学的製剤基準の一部改正を説明

するものでございます。 

  １、製剤のシードロット化に伴い各条を追加するものが１つ。２、動物用生物学的製剤の

各条の一部を改正するものが３つございます。 

  １ページ「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（シード）」でございます。 

  こちらは製剤のシードロット化に伴い新たに各条を追加するものでございます。 

  「１ 定義」でございます。本製剤はシードロット規格に適合した５種類のウイルスをシ

ードロット規格に適合した発育鶏卵又は培養細胞でそれぞれ増殖させ、そこで得られたウイ

ルス液を不活化し、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ございます。 

  「２ 製法」がございます。 

  「2.1 製造用株」として、５種類のウイルスについて、その性状、シードウイルスの作製

方法及び保存方法が規定されております。 

  ３ページ、中央より下に「2.2 製造用材料」がございます。ニューカッスル病ウイルス及

び鶏伝染性気管支炎ウイルスについては発育鶏卵の規定が、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については鶏卵初代細胞等が規定されてございます。 

  ６ページ、上から４行目に「３ 試験法」がございます。 

  「3.1 製造用株の試験」として、各シードウイルスの試験が規定されております。マスタ

ーシードウイルスの試験としては、不活化ウイルス製剤の一般的なシードロット規格の試験

法が規定されております。具体的には、同定試験、無菌試験、マイコプラズマ否定試験、外

来性ウイルス否定試験が規定され、外来性ウイルス否定試験については、鶏を対象とした外

来性ウイルスが規定されております。 

  ６ページの下「3.2 発育鶏卵の試験」として孵卵性状試験、「3.3 初代細胞の試験」とし

て培養性状試験、無菌試験、マイコプラズマ否定試験が規定されており、いずれも一般的な

シードロット規格の項目が規定されております。なお、そのほかのシードに関する事項以外

の規定については、シードロット製剤ではないノンシードの基準と同様の内容になってござ

います。 

  19ページ「鶏大腸菌症（組換え型 F11線毛抗原・ベロ細胞毒性抗原）（油性アジュバント

加）不活化ワクチン」の一部改正に関する事項でございます。本件は製造用培地、不活化方
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法等の変更について申請が行われまして、それに伴って基準を改正するものになります。左

側が改正案、右側が現行の記載内容でございます。 

  「2.1.1.3 継代及び保存」の下線部にございますように、今回変更申請のあった培地が準

用されるように規定が追加されてございます。以下の項にも同様に培地の規定が追加されて

います。 

  「2.3 原液」に関しては F11線毛抗原及びベロ細胞毒性抗原の製造において不活化方法は、

改正前は不活化剤を用いる方法でございましたが、改正後は F11線毛抗原については加熱に

よる不活化方法に変更されてございます。その他の規格及び試験方法、検査方法について各

試験の判定方法の変更が行われてございます。 

  23ページ「猫白血病（アジュバント加）ワクチン（組換え型）」の一部改正に関する事項

でございます。本件は規格及び検査方法の項目を１つ削除する変更について申請がございま

して、それに伴って基準を改正するものになります。 

  本剤の主剤は定義にございますように、ウイルスエンベロープ抗原を大腸菌に組み換えて

発現させた精製タンパク質でございます。 

  27ページに新旧対照表がございます。左側が改正案、右側が改正前の現行のものです。右

側をご覧いただいて、中段よりやや下に「3.2.7 同定試験」がございます。次のページの一

番上に「3.2.8 モノクローナル抗体吸収試験」、その下に「3.2.9 蛋白定量試験」が設定さ

れてございましたが、２番目の「3.2.8 モノクローナル抗体吸収試験」を削除する変更にな

ります。 

  今回削除される「3.2.8 モノクローナル抗体吸収試験」は、主剤であるエンベロープタン

パクに特異的なモノクローナル抗体を利用した酵素標識抗体法を用いて吸光度を測定いたし

ます。判定はモノクローナル抗体による吸収の程度について参照品との比較を行い、規定の

値を満たす場合は適合とされます。変更後の規格としては、同定試験とタンパク定量試験が

行われることになります。同定試験では SDS‐PAGE、モノクローナル抗体を用いたウエスタ

ンブロット法、バンドのデンシトメーター解析による純度と同定が行われ、タンパク定量試

験では分光光度計を用いた方法で定量が行なわれます。過去の実績において品質管理の試験

としては、これらの２つの方法のいずれかで不適合品を検出可能であったことから、今回モ

ノクローナル抗体吸収試験を削除しても品質を担保するのに問題はないと判断し、規格及び

検査方法の効率化のため、改正を行うものでございます。 

  34ページ、一番 後のページでございます。こちらは一般試験法の無菌試験法の一部を改

正するものでございます。動物用生物学的製剤の無菌試験に関しては、日本薬局方の方法と

比べて培地の pH、培養温度の範囲が異なっております。このことに関して、例えば同じ施設

で動物用生物学的製剤基準と日本薬局方の方法を用いる場合の作業効率等を配慮いたしまし

て、今回日本薬局方に規定された方法も準用可能とする改正になります。 

  以上になります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○明石部会長 ありがとうございました。 
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  それでは、動物用生物学的製剤基準の一部改正について３件、御質問、御意見がございま

す方はよろしくお願いします。特にございませんか。 

  それでは、承認をいただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

  原案のとおり、薬事分科会に報告させていただきます。 

 

（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（つづき）  

   ② ガミスロマイシンを有効成分とする注射剤  

 

○明石部会長 それでは、「（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」、

この①については既に審議が終わっておりますので、②のガミスロマイシンを有効成分とす

る注射剤について事務局のほうから説明をお願いします。 

○事務局 それでは、ガミスロマイシンを有効成分とする注射剤の項を追加する使用規制省令

に関する省令の一部改正について御説明いたします。事前配布資料№９と当日差し替え資料

の№９－１を御用意ください。 

  当該基準の該当する製剤は、事前配布資料№９の２枚目以降に申請書を添付させていただ

いております Meiji Seikaファルマ株式会社から申請されましたザクトランとなります。 

  申請書の２ページ、ザクトランは１mL中ガミスロマイシンを 150mg力価含有する注射剤

で、牛の体重１kg当たりガミスロマイシンとして６mg力価を１回頚部皮下に注射するもの

です。休薬期間については 49日間とされております。 

  こちらの製剤の有効性、安全性や休薬期間につきましては、平成 24年 11月 29日の本部

会で審議いただき、了承いただきました。しかしながら、使用規制省令につきましては今回

が初めての審議となります。先ほど御審議いただきましたドラクシンＣ同様、当該製剤の申

請資料として、乳の残留試験データがありませんでした。そのため、ガミスロマイシンは乳

中の MRLが設定されずに、乳に検出されてはならないという成分となります。 

  当該製剤は休薬期間が長く、対象動物を搾乳牛を除く牛という規制だけでは、例えば妊娠

牛に投与した場合等、分娩後の乳への影響のおそれがありますので、その規制をどうするか

はお時間をいただき検討いたしておりましたので、製剤の審議に遅れまして、今回御審議い

ただくものです。 

  当日配布資料№９－１をご覧ください。こちらに書いてありますとおり、対象動物につき

ましては、牛の種付けの時期等を考慮し、乳への影響が出ない生後 13カ月を超える雌の乳

牛を除く牛とし、乳への影響がない食用に供するための搾乳されなくなった雌の乳牛は対象

としております。 

  用法及び用量につきましては、製剤の用法及び用量に従い、１日量として体重１kg当たり

６mg力価以下の量を皮下に注射することとし、使用禁止期間も製剤の休薬期間に従い、食

用に供するためにと殺する前 49日間と考えております。この改正案について御審議のほど、
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よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いします。特にございませんか。 

  それでは、御承認いただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

  原案どおり、薬事分科会に報告させていただきます。 

 

 Ⅱ）報告事項  

（１）動物用体外診断用医薬品の承認の可否について  

   ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞  

  ① bioScreen イリアイティス抗体 ELISA キット  

（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）  

 

○明石部会長 それでは、報告事項に移りたいと思います。 

  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」。bioScreenイリアイティ

ス抗体 ELISAキットについて事務局から説明をお願いします。 

○事務局 それでは、赤の資料№10をお手元に御用意ください。こちらは動物用体外診断用医

薬品の審議結果に関する御報告になります。 

  本剤は、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より申請されました、

bioScreenイリアイティス抗体 ELISAキットでございます。本診断薬の使用目的は、豚血清

中の抗ローソニアイントラセルラリス抗体の検出でございます。豚増殖性腸炎の原因菌にな

りますローソニアイントラセルラリスに対する抗体の測定を目的とした診断用医薬品は始め

ての申請になりますことから、測定項目及び原理が新しいものとして、平成 25年２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審議いただき、御了承をいただいておりま

す。 

  次のページ、別紙１をご覧ください。主な成分及び分量ですが、抗原固相化プレート、指

示陽性対照、指示陰性対照、標識抗体、サンプル希釈液等になります。 

  次のページ、別紙２をご覧ください。こちらは使用方法になります。簡単に申し上げます

と、豚の血清をキットに添付された希釈液で 10倍に希釈し、固相化プレートに配置し反応

させます。その後、標識抗体や発色基質液との反応の工程の後、プレートリーダーを用いて

吸光度を測定いたします。 

  判定方法は次のページ「10．判定」に記載してあるとおりになります。阻止率の算出法と

して計算式が記載されております。被験血清の吸光度値を指示陰性対照の吸光度値から引き、

指示陰性対照の平均吸光度値で割って 100をかけると阻止率が求められます。これは血清中

の抗体が多いほど ELISAの発光が低くなることから、陰性対照に比べ、どのくらい発光が阻

止されたかを見ることで抗体陽性か否かを判定しています。 
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  阻止率が 30％以上の場合を陽性、30％未満を陰性としています。ただし、阻止率が 20％

以上、30％未満の場合を疑陽性とし、疑陽性の場合は同じ動物から期間をおいて採血をし、

再検査することを推奨しています。 

  続いてページをめくっていただき、別紙３をお願いいたします。一般的注意の（３）は、

本キットが臨床現場において、どのような位置づけをもって用いられるものであるかを開発

の意図等から明確にし、その位置づけ以外で用いられることがないような記載にすべきであ

るといった生物調査会からの御意見を反映した内容を記載しております。 

  （４）には参考として、感染後のイリアイティス抗体陽性の時期について記載しておりま

す。 

  以上、報告させていただきます。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  報告事項ではありますけれども、御質問、御意見等がございましたら、お願いします。 

○鬼武委員 別紙３に、水銀等が使われているので廃液の処理のことが書いてあるのですが、

近はなるべくキットでも水銀などが含まれないものが使われる傾向に一般的にはあるので

はないでしょうか。廃液の処理とかそういう関係で、これはどうしても使わなければだめな

ものですか。 

○事務局 御指摘のとおり含まないほうが望ましいのですが、今は保存剤として使うといった

申請になっておりますので、事務局としては廃液を適切に処理されることで、用いても問題

ないと判断いたしました。適切な処理をしてあれば、問題ないということにしておりますが、

ないことには越したことはないとは思います。 

○明石部会長 どうぞ。 

○動物医薬品検査所長 これは鬼武委員も御存じのVICHのほうでも議題になっておりまして、

先々週でしたけれども、コミッティーミーティングがありまして、これはワクチン等に結構

たくさん使われておりまして、日本よりもヨーロッパとか何かが使っているということで、

VICHでもこれは議題にして、今後は減らしていこうという議論にはなっています。ただ、今

回の水銀に取り扱いについては、ワクチン等は一応対象外に今回はなっておりますので、急

ぎやらなければいけない問題ではなくて、必要な保存剤ですので、時間をかけて検討したい

と考えております。 

○明石部会長 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、御了解をいただいたということにします。 

○事務局 ありがとうございます。 

 

（２）動物用医薬品の承認事項変更承認の可否について  

   ＜動物用一般医薬品調査会関係＞  

   ① インプロバック（ファイザー株式会社）  
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○明石部会長 次に、報告事項（２）のインプロバックについて事務局のほうから説明をお願

いします。 

○事務局 それでは、赤の資料№11をお手元に御用意ください。 

  本製剤の販売名はインプロバック、申請者はファイザー株式会社です。 

  本申請は、平成 22年２月２日をもちまして、製造販売承認を取得しておりますインプロ

バックに新たに効能を追加する目的で事項変更申請されたものでございます。 

  ４にありますように、主剤といたしましては、性腺刺激ホルモン放出ホルモン・ジフテリ

アトキソイド結合物溶液でございます。こちらを用いて免疫学的に去勢効果を発揮するもの

でございます。今回追加する効能でございますが、既存の効能又は効果は、免疫学的去勢効

果でございまして、このたび豚肉の雄臭抑制を追加しております。 

  あわせまして、用法及び用量でございますが、現在投与対照は 11週齢以上となっており

ますが、これを８週齢以上の去勢豚に投与すると変更しております。 

  本申請は明らかに異質の効能というわけではございませんので、本来は事務局審査に該当

するものでございますが、再審査期間中であるということと、効能又は効果の妥当性等につ

きまして、事務局で判断するには少し難しい部分がございましたので、本部会長に御了承い

ただきまして、本年２月１の動物用一般医薬品調査会での御審議をお願いいたしました。そ

の結果、承認を可とする御判断をいただきましたので、御報告させていただきます。 

  以上でございます。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

  本件も報告事項ですが、御質問、御意見等がございましたら、よろしくお願いします。特

にございませんか。 

  それでは、これも御了承いただきました。 

○事務局 ありがとうございました。 

 

 （３）動物用生物由来製品の感染症定期報告について  

 

○明石部会長 次に「（３）動物用生物由来製品の感染症定期報告について」、説明をお願いし

ます。 

○事務局 それでは、本日机上に配布いたしました資料番号黒の№15、１枚紙でございますが、

そちらを御用意ください。 

  畜水産安全管理課から１件御報告をさせていただきます。内容ですが「動物用生物由来製

品の感染症定期報告について」でございます。 

  まず、動物用生物由来製品はどのようなものを指定しているかと申しますと、１つには製

造工程中に不活化工程を含まないような血清類、ホルモン類。あとはワクチンについてです

が、ワクチンにつきましては家畜伝染病予防法で定めております家畜伝染病、いわゆる法定

伝染病と呼ばれているものと人獣共通感染症、それに対する生ワクチンにつきまして、生物



‐ 54 ‐ 

由来製品に指定しております。 

  その生物由来製品ですが、感染症定期報告というものが薬事法に基づいて規定されており

ます。薬事法第 68条の８という条項がございますが、そちらに生物由来製品の製造販売業

者、いわゆるメーカーは生物由来製品そのもの、生物由来製品の原料もしくは材料による感

染しように関する 新の論文その他により得られた知見に基づきまして、当該生物由来製品

を評価し、その評価を農林水産大臣に定期的に報告しなければならないこととされておりま

す。この定期的にというところですが、農林水産省では承認後１年ごとに年に１回報告する

ように言っております。 

  №15の資料をご覧いただきたいのですが、こちらにございますように、これらの報告がご

ざいました。一番右に「感染症報告」で当該生物由来製品もしくはその原料、材料による感

染症についてですが、2012年１月～12月の間にかけまして、それらの感染症の発生に関す

る報告はございませんでした。 

  以上でございます。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  ただいまの御報告について何か御意見、御質問等はございますか。よろしいですか。 

  それでは、御了承いただきました。 

 

 （４）動物用医薬品の諮問・承認状況について  

 

○明石部会長 次に「（４）動物用医薬品の諮問・承認状況について」、事務局から説明をお願

いします。 

○事務局 それでは、当日配布資料№16をお手元に御用意ください。 

  動物用医薬品の諮問状況でございますけれども、内容的には今回御審議をいただいた品目

全てでございます。“京都微研„ キャトルウィン－5Hs、ドラクシンＣ、パラディア錠 10、

同 15及び同 50、インターベリーα、“京都微研„ マリナ－Ed、ピシバック注 LVPR／oil、以

上でございます。 

  続きまして、３ページ目、前回の本部会から本日までの間に、部会で審議をいただきまし

た品門に対しまして、承認状況でございます。２品目、ガルエヌテクト CBL、日生研株式会

社及び先ほどの審議の中で挙がってまいりましたが、ドラクシン、ファイザー株式会社。こ

の２品目が承認されております。 

  以上でございます。 

○明石部会長 ありがとうございます。 

  ただいまの報告に御質問等はございますか。よろしいですか。 

  それでは、御了承いただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 
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 Ⅲ）その他  

 

○明石部会長 それでは、予定していた議事はこれで終了となりますけれども、事務局のほう

で何かその他はございますでしょうか。 

○事務局 特にございません。 

 

５．次回開催日等について 

 

○明石部会長 次回の部会の開催日の報告になりますが、事務局からお願いします。 

○事務局 事前の御連絡をいただき、どうもありがとうございました。委員の先生の皆様から

御連絡をいただきました結果をまとめましたところ、部会長の出席が可能であり、 も多く

の委員が出席可能な日であります平成 25年６月 24日月曜日でございます。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。 

○明石部会長 次回は６月 24日月曜日のいつもどおり２時からと考えておいてよろしいです

ね。予定をしていただきたいと思います。 

  それでは、御出席の委員の先生から何か追加でコメント等はございますでしょうか。よろ

しいですか。 

 

６．閉  会 

 

○明石部会長 それでは、長時間にわたり御審議をいただきまして、ありがとうございます。

かなり時間が超過してしまいまして、申しわけございませんでした。 

  それでは、本日の部会はこれで終了したいと思います。 

 


