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１． 開 会 

 

○明石部会長 こんにちは。定刻より若干前なのですが、本日、御出席予定の委員の先生

方が全員お出でになっているということなので、ただいまから「動物用医薬品等部会」を

開催したいと思います。 

 本日はお暑い中、お集まりいただいて、どうもありがとうございました。 

 本日は御欠席の先生がかなり多くて、池田委員、上田委員、下田委員、関崎委員、津田

委員、西川委員、袴塚委員、廣野委員、これだけ御欠席で、定足数を若干上回るというこ

とで、後で事務局から説明がありますけれども、本日はかなり議事次第の順番を変更して

審議をしたいと思います。 

 それでは、まず初めに動物医薬品検査所長から御挨拶をお願いします。 

 

２． 動物医薬品検査所長挨拶 

 

○動物医薬品検査所所長 皆さん、こんにちは。本日は動物用医薬品等部会の開催に当た

りまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 本日はお忙しい中、かつ非常に暑い中、当部会に御出席いただきまして、まことにあり

がとうございます。委員各位におかれましては、日ごろより動物薬事行政の御推進あるい

は御指導を賜っていることにつきまして、この場を借りまして厚く御礼申し上げます。 

 さて、最近の動物衛生をめぐる事情でございますけれども、去る７月 16 日に台湾で、1961

年以来ということですが、狂犬病が発生しております。これは台湾のほうで野生動物に関

するモニタリングをやっていた過程の中で出たものでございますが、8月 28日の時点でOIE

への報告によりますと 104 頭のイタチアナグマと１頭のジャコウネズミで発生が確認され

ているということでございます。 

 我が国におきましては、狂犬病予防法が占領下の昭和 25 年に制定されまして、犬の登録、

ワクチンの接種、野犬の捕獲といったようなことによりまして、昭和 31 年の発生を最後に

我が国での発生というのは、国内感染による発生は見られておらないわけでございますが、

狂犬病予防法という法律は厚生労働省の法律ではありますけれども、その輸出入検疫につ

きましては農林水産省が行うということになっておりまして、動物検疫所において犬等の

輸出入検疫規則に基づいて輸出入検疫を行っているところでございます。 

 この台湾での発生を受けまして、動物検疫所のほうで７月 17 日付で台湾からの犬の輸入

について、従前は清浄国ということでワクチン接種あるいは抗体価のチェックなくして台

湾からの輸入が認められていたわけでございますけれども、台湾からの輸入についても非

清浄国と同様の措置を講じておるところでございます。 

 ちなみに現在、清浄国として指定地域という言葉を使っておりますけれども、アイスラ

ンド、豪州、ニュージー、フィジー諸島、ハワイ、グアムの６地域だけでございます。こ
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のように狂犬病に係る水際防疫については農林水産省が担っておるところでございますけ

れども、実は 10 年ぐらい前から問題になっていることがありまして、主にロシアの漁船を

主体とする乗組員が犬を持ってきて、それを不法に上陸させているというような事案が

多々見られるようになりました。 

 そういったことから、10 年ほど前になりますけれども、この対応について農林水産省と

厚生労働省のほうで協議をいたしまして、我が国に違法に持ち込まれる犬の対策等に係る

取り扱い要領を定めまして、厚生労働省のほうから各県の狂犬病予防担当者のほうに通知

したところでございます。 

ちなみにその中で、従前から明らかになっていることですけれども、改めて明記したこ

とにつきましては、農林水産省は動物検疫を通じて水際防疫を行うということと、狂犬病

予防法に基づいて都道府県が主体になって行うわけですが、不法上陸した犬についての捕

獲をやっていこうということが改めて確認されたところでございます。 

 その中で農林水産省が行なうこととして、不法上陸犬についての発生防止のためのパン

フレットをその外国人乗組員に対して手渡して、こういうことを普及啓蒙してくださいと

いうことと、具体的にはこれは地方自治法に基づく自治事務ということになっております

ので、基本的には都道府県あるいは政令指定都市が行う事務でございますけれども、不法

上陸された犬については積極的に捕獲をしていく。捕獲した犬について輸入の意思がなけ

れば、それを船に戻すといったことを徹底するということが改めて確認されたところでご

ざいます。 

 その中で農林水産省が動物検疫所として行っているのは、不法上陸犬の防止を図る観点

から、ことしの７月 30 日も行ったようでございますけれども、稚内の港において不法上陸

防止キャンペーンというものを行っておるわけでございます。また、狂犬病ワクチンの開

発者であるパスツールにちなみまして、今度の９月 28 日が世界狂犬病デーということで決

まっております。これについて東京都獣医師会の主催によりまして、イベントが開催され

ることになっております。改めて狂犬病の普及啓蒙が望まれるところだと思っております。 

 また、前回の部会でも御報告しましたが、薬事法の改正でございますが、この薬事法の

改正案は５月に閣議決定されて、つるされた状態で継続審議ということになっておったわ

けでございますが、去る８月２日の臨時国会で衆議院に付託されて、今は国会休会中でご

ざいますので、次期通常国会で審議されるということになっております。ちなみに次期通

常国会の時期につきましては、これは新聞報道ではございますけれども、10 月の中旬を予

定しておりまして、うまくいけば年内には法改正が行われるのではないかと思っておりま

す。 

 本日は審議事項、報告事項とも盛りだくさんございますが、先ほど委員長からお話もあ

りましたように、時間が限られた中での御審議ということでございますけれども、ひとつ

よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 
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○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、事務局から配付資料の確認と利益相反についての御報告をお願

いします。 

 

３． 配付資料の確認 

 

○事務局 それでは、配布資料一覧により配布資料の確認、説明をさせていただきたいと

思います。お手元の議事次第の束をめくっていただきますと、出欠表がありまして、その

後ろに配布資料一覧があるかと思いますけれども、お手元にございますでしょうか。 

 それでは、まず事前に送付した資料といたしまして、資料番号赤の№１及び№１－２「ロ

メワン」。 

 №２として、アレルミューン HDM 0.1～10。 

 №３として、パノラミス錠のシリーズ。 

 №４「動物用生物学的製剤基準の一部改正について」。 

 №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（塩酸ロメフロキサ

シンを有効成分とする点眼剤）」。 

 №６「動物用医薬品の使用の規制に関する条例の一部改正について（モキシデクチンを

有効成分とする外皮塗布剤）」。 

 №７「動物用医薬品の副作用報告について（平成 24 年度）」。 

 №８「動物用医薬品の回収に関する情報について（平成 24 年度）」。 

 事前にこちらは送付資料としてお配りしているものでございます。 

 それから、本日の配付資料といたしまして、資料黒の№２－２、アレルミューンの製剤

に関する意見への御回答ということ。 

 №９として、動物用医薬品の諮問・承認状況。 

 №10－１、10－２ということで、動物用抗菌性物質製剤の慎重使用に関する基本的な考

え方（案）及びその概要をお配りしてございます。 

 №11「事項変更に伴う耐性菌評価の取扱いについて」。 

 №12「承認申請書添付資料の見直し（国内臨床試験の免除）について（案）」。 

 №13「競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員について」。 

 これ以外に、出欠表、議事次第、座席表をお配りしております。過不足がございました

ら、事務局までお申しつけください。 

○明石部会長 済みません、過不足はございませんか。 

 それでは、利益相反をお願いします。 

○事務局 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御説明をさせていただきます。 

 資料番号 13 をお手元に御用意ください。「競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委
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員について」ということでお配りしてございます。 

 こちらは１枚めくっていただきますと、本日の審議品目の①として挙げてございますロ

メワンでございます。申請者名は千寿製薬株式会社。 

 こちらは競合品目でございますが、佐藤製薬株式会社の動物用マイコクロリン眼軟膏を

挙げてございます。 

競合品目を選定した理由ですが「現在、馬の眼感染症に対する抗菌性局所用剤は発売さ

れていない。しかしながら、コンパニオンアニマル（犬あるいは猫）を対象とした動物用

の抗菌性眼科用剤としての同種同効剤は、本剤以外に動物用マイコクロリン眼軟膏のみが

発売されていることから、競合品目とした」というものでございます。 

続きまして、その後ろ、作成関与委員になっておりますが、こちらは説明を割愛させて

いただきます。 

４ページ、本日の審議品目の②のアレルミューン HDM 0.1～10 のシリーズでございま

す。こちらは申請者は日本全薬工業株式会社。 

競合品目ですが、こちらについてはなしということで、その理由ですが「動物用医薬品

として承認された減感作療法薬が現在ないため、競合品目はなしとした」とお書きをいた

だいております。 

６ページ、本日の審議事項の③になりますが、パノラミス錠Ｓ～XL のシリーズでござい

ます。こらちは申請者名は日本イーライリリー株式会社。 

競合品目ですが、レボリューション６％、同 12％、ファイザー株式会社。 

システックＳ～LL のシリーズ、こちらはノバルティスアニマルヘルス株式会社。 

アドバンテージハート、バイエル薬品株式会社のものを競合品目として挙げてございま

す。 

その理由ですが「上記競合品は、いずれも、犬糸状虫予防及び消化管内寄生虫の駆除に

対する有効成分とノミまたはマダニの外部寄生虫駆除に対する有効成分を含有する配合剤

であり、売上高で上位の製剤であるため選定した」ということでございます。 

11 ページ、こちらは本日審議をいただきます動物用生物学的製剤基準の一部改正につい

てということで、本日、製剤基準の通則及び一般試験法の一部を改正するということにな

っております。全体的な改正なので影響を受ける企業としては以下のとおりということで、

微生物化学研究所、メリアル・ジャパン、共立製薬、化学及血清療法研究所、科学飼料研

究所、インターベット、松研薬品工業、日生研、ワクチノーバ、シーエーエフラボラトリ

ーズ、日本バイオロジカルズ、ビルバックジャパン、ゾエティス・ジャパン、ファイザー、

ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン、阪大微生物病研究会、バイオ科学、

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、ノバルティスアニマルヘルス、北里第一

三共ワクチンということで、かなりの所社様が挙がっております。こちらについての関与

委員リストを出していただいております。 

12 ページに関しては、塩酸ロメフロキサシンを有効成分とする点眼剤に関する使用規制
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省令の一部改正についてということで、上記審議に係る影響を受ける企業及びその選定理

由はロメワンと同じということで、佐藤製薬がかかっております。 

13 ページ、こちらは使用規制省令の一部改正、モキシデクチンを有効成分とする外皮塗

布剤ということで、こちらにつきましてはサイデクチントピカル、ファイザー株式会社の

ものでございます。 

これについて競合品目は３つ、メリアル・ジャパンのエプリネックストピカル、バイエ

ル薬品のバイメックトピカル、フジタ製薬のイベルメック PO ということです。 

その理由ですが「内部及び外部寄生虫の駆除を目的とする外用剤で、搾乳牛に対する効

能を有する製剤（エプリネックストピカル）及び売上高上位の品目（エプリネックストピ

カルと製造販売元が同じ製剤を除く）を選定した」となってございます。 

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

となります。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの競合品目・競合企業等の御説明に御質問、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、委員の申し出状況について御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、競合品目・競合企業については御了解をいただいたということで、

これに基づいて委員の先生方からの申し出状況について説明をさせていただきます。 

 御提出をいただきました利益相反に関する御報告をとりまとめました結果、本日の審議

につきましては、岩田先生におかれまして、本日審議を予定している③のパノラミス錠の

シリーズの製造販売承認等並びに再審査期間及び毒劇薬の指定の要否、審議事項の（２）

動物用生物学的製剤基準の通則並びに一般試験法の一部を改正するもの及び審議事項の

（３）の動物用医薬品の使用規制省令の一部改正についてのモキシデクチンを有効成分と

する外皮塗布剤には、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。 

 その他の委員の先生方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。 

 事務局からは以上です。 

 

４． 議 事 

 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、岩田先生、３項目について御審議していただくのは結構だけれども、議決は

席を引いていただくということでよろしくお願いします。 

 それでは、議事に入りたいと思いますが、先ほど御説明したように議事の順番を変える

ということなので、事務局から御説明をいただけますか。 
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○事務局 本日、委員の先生方が 12 名ということで、岩田先生に議決が御参加いただけな

い時点で 11 名という過半数ぎりぎりの委員数となってございます。大変申しわけないので

すけれども、越久田委員がこの後、会議がおありになるということで、先に岩田先生の御

議決をいただけない品目から審議をさせていただくということで、まず最初にパノラミス

錠。その次に、生物学的製剤基準の通則及び一般試験法の一部を改正するもの。その次に、

モキシデクチンを有効成分とする外皮塗布剤を先に御審議をいただきまして、それから残

りのロメワン及びロメフロキサシンの使用規制省令改正、アレルミューンという複雑な順

番なんですけれども、そのような順番で御審議をいただきたいと思います。 

○明石部会長 ということで御協力をよろしくお願いします。 

それでは、審議事項に入ります。まず、動物用一般医薬品調査会関係でパノラミス錠

のＳ、Ｍ、Ｌ、LL 及び XL、これについて一般医薬品調査会の座長の野上先生から御説

明をお願いします。 

○野上委員 よろしくお願いいたします。パノラミス錠Ｓ、同Ｍ、同Ｌ、同 LL 及び同

XL は、日本イーライリリー株式会社から申請されたスピノサド及びミルベマイシンオ

キシムを有効成分とし、犬の犬糸状虫症の予防、ノミ及びマダニの駆除、犬回虫及び

犬鉤虫及び犬鞭虫の駆除を効能または効果とする錠剤でございます。 

 本申請製剤は、平成 25 年８月６日に開催された動物用一般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、再審査期間は新動物用配

合剤ということで６年となります。詳細につきましては事務局から御説明がございま

す。よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、赤の番号№３の資料をお手元に御用意ください。水色のタブ「試

験成績等の概要」をお開きいただきまして、目次に続きまして、1-1 ページをお開きく

ださい。 

 本品目の有効成分でありますミルベマイシンオキシム及びスピノサドでございます

けれども、ミルベマイシンオキシムのほうにつきましては、犬糸状虫及び消化管内寄

生虫に対しまして、既に広く使われている有効成分でございます。対しまして、スピ

ノサドのほうにつきましては、外部寄生虫に対しまして有効性をもちますが、平成 21

年に単剤といたしまして、コンフォティス錠とて承認されて、現在上市されていると

ころでございます。この２成分について合剤として開発されたものが本剤パノラミス

錠でございます。 

 2-1 ページ、こちらからは本剤有効成分のミルベマイシンオキシム及びスピノサドの

物理的、化学的試験に関する資料が記載されております。こちらの２成分につきまし

ては既承認の成分ということで、こちらについての御説明は今回省略させていただき

ます。また、原薬の規格及び検査方法につきましても、同様に省略をさせていただき

ます。 

 2-23 ページ、こちらから本剤の規格及び検査方法につきまして記載されております。
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設定されております試験は性状確認試験、類縁物質、水分、溶質性、製剤均一性及び

含量分析方法につきまして設定されております。規格につきましてはこちらに書かれ

ているとおりでございますけれども、本剤試作ロット３ロットにつきまして、これら

の規格を満たしていることは確認されております。 

 3-8 ページ、本剤製造方法についてでございますけれども、こちらのほうも原薬の製

造方法につきましては説明を省略させていただきます。製剤の製造方法につきまして

は、こちらにありますように、原薬に各種添加剤を混合いたしまして、造粒の後に打

錠して製剤化いたしまして、ブリスターシートで包装するというような製造工程をと

っております。 

 5-2 ページ、こちらからは申請製剤の安定性につきまして記載されております。まず、

原薬の安定性でございますけれども、スピノサドにつきましては、申請者であります

日本イーライリリー株式会社が単剤について承認を取得しておりますので、今回は添

付されていません。 

ミルベマイシンオキシムにつきましてはこちらに記載されておりますが、表 V-2 に

ありますように、長期保存試験及び苛酷試験がされております。長期保存試験の結果

は、25℃、60％で 36 カ月の安定性が確認されております。苛酷試験につきましては、

こちらにあります６項目につきまして試験を行った結果でございますが、アルカリ条

件及び酸化条件、光分解条件では若干不安定な面が見られましたが、酸性条件及び熱

及び高温高湿につきましては、比較的安定であることが知られております。 

5-7 ページ、こちらにつきまして、製剤のほうの安定性試験の結果をまとめられてお

ります。表 V-5 でございますけれども、長期保存試験は 25℃、60％の条件におきまし

て、36 カ月安定であることが確認されております。また、加速試験条件、40℃、75％

におきましても６カ月間、特に安定性にかかわるような事象は見られませんでした。

なお、苛酷試験の光に対する安定性でございますが、本剤は若干光に対する不安定な

面が見えておりまして、こういったことから製剤の包装といたしまして、光を通さな

いアルミニウムホイルを用いましたブリスターシートによって包装されております。 

6-1 ページ、本剤の毒性試験に関する資料がまとめられております。本剤の原薬につ

きましては、両方とも既承認の成分でございますので、個々の成分に対する毒性試験

の結果は添付されておりませんが、配合した場合の配合毒性につきまして考察するた

めの急性毒性試験が添付されております。組み合わせの結果、最高用量でも死亡例は

認められず、配合による毒性の増強は見られないものと考察されました。 

9-1 ページ、こちらは本剤の安全性試験に関する資料がまとめられております。メー

ンとなりますのは表 IX-1の一番上にあります８週齢以上の子犬における安全性試験で

ございますが、１倍量、３倍量、５倍量の各用量におきまして、28 日ごとに６回投与

いたしまして、その安全性を確認しております。その結果、最大の５倍量におきまし

ても重大な健康影響は見られなかったとのことでございました。 
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このほか、その下でございますけれども、雌犬の繁殖安全性試験を行った結果でご

ざいますが、３倍量におきましても繁殖能力等につきまして、特に影響は見られなか

ったとのことでございます。 

また、本剤、ミルベマイシンオキシムはアベルメクチン系の薬剤でございますので、

アベルメクチン系の薬剤に感受性を持つと言われておりますコリー犬につきまして安

全性試験を行っております。その結果でございますけれども、特にアベルメクチンの

中毒の徴候、主に神経学的な徴候といったものは見られなかったとのことでございま

す。 

一番下でございますけれども、犬糸状虫の成虫が感染している犬における安全性試

験を行っておりますが、成虫が感染している犬に対しましても、特に安全性に問題は

見られなかったとの考察でございます。 

10-1 ページ、こちらは薬効薬理試験に関するものでございます。表 X-1 に試験の一

覧がございます。本剤における各効能につきましては、単剤の承認申請時に評価され

ております。ここでは、その効果を確認するとともに、お互いの成分によります干渉

作用等につきまして確認しております。 

ネコノミの実験感染による用量の確認及び干渉作用でございますけれども、単剤と

配合剤では有効性に差は見られず、有効であったというような結果でございます。ま

た、有害事象は認められていません。 

マダニの実験感染による用量確認ですけれども、こちらにおきましても単剤と比べ

まして同等の駆除効果を示しているとのことでございます。 

犬鉤虫、糸状虫、回虫、小回虫、鞭虫の実験感染における用量確認試験を行ってお

りますが、いずれも高い効果を示しておりまして、特に配合による問題も見られてお

りません。 

11-1 ページには、一般薬理に関する使用がまとめられております。こちらにつきま

しても単剤の承認申請時に評価をされておることでございますので、今回は省略させ

ていただきます。 

12-1 ページ、表 XII-1 にまとめられておりますが、本剤の薬物動態に関する資料で

ございます。 

用量反応性でございますが、これは基本用量となりますスピノサド 30mg/kgから徐々

に用量を上げていきまして、血中動態の線形性について見ております。この結果、直

接の反応ではございませんが、ほぼ線形性が認められているとのことでございます。 

バイオアベイラビリティに関する検討でございますけれども、こちらのほうで承認

申請の用法・用量を用いまして、血中動態パラメータを測定しております。こちらの

主なパラメータにつきましては、12-13 ページにその薬物動態パラメータの結果がまと

められております。 

臨床上、最も重要となります半減期につきましては、右から３番目の欄にまとめら
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れておりますが、スピノサド、スピノシンＡ、Ｄにおきまして、およそ○～○時間、

ミルベマイシンＡ3 オキシム、Ａ４オキシムにつきましては、およそ○～○時間という

結果が得られております。 

12-1 ページの表 XII-1 にお戻りください。３番目の試験でございますが、単剤との

比較で本剤の血中濃度等の動態に変化がないかを調べた結果がございますけれども、

全体的に半減期と若干の増加が見られておりますが、大きな薬物動態の変化は見られ

ていなかったということでございます。 

次の試験につきましては、安全性試験の中のものでございますので、省略をさせて

いただきます。 

最後のところでは、反復投与による血中濃度の推移ということで、本剤は反復投与

をした場合に蓄積性が見られているかどうかの結果でございますけれども、薬物動態

パラメータを検討した結果、蓄積性はなかったということでございます。 

次のページでございますが、スピノサド、ミルベマイシンオキシム同時投与時のミ

ルベマイシンオキシムの代謝排泄についてでございますけれども、こちらはミルベマ

イシンＡ４オキシム等を使いまして検討をした結果でございますが、試験結果の後段に

ありますような抱合体、脱アルキル化等の代謝物が見られております。こちらにつき

ましては単剤の結果と大きな差はなかったものと考えております。 

ミクロソーム及び肝細胞におけるスピノサド及びミルベマイシンの併用時の代謝性

につきましてでございます。こちらのほうも試験結果につきましては、やはりミルベ

マイシンはイベルメクチンよりは代謝が遅いというような形の結果でございます。 

最後に血漿タンパクの結合率でございますけれども、ミルベマイシンオキシム及び

スピノサド共に○％以上のタンパク結合率として比較的、薬物としては血漿タンパク

結合率が高いものと考えられております。 

14-1 ページ、こちらからは臨床試験に関する資料がまとめられております。表

XIV-1-1 に従いまして御説明を申し上げます。 

資料番号 14-1 とありますけれども、こちらのほうは国内で行われた臨床試験につい

てでございます。対象疾病といたしまして、本剤の承認申請の効能または効果でござ

いますが、試験といたしましては、被験薬本剤に対しまして、対照薬といたしまして

は消化管内寄生虫の駆除と外部寄生虫では別々の製剤を対照薬として用いまして、消

化管内寄生虫につきましては経口剤、外部寄生虫につきましてはスポットオン剤を対

照として試験を行っております。 

供試動物の選定基準でございますが、８週齢以上で体重 2.3kg 以上の犬ということ

で、こちらのほうは本剤の承認時の対象とした症例となっております。 

下から２番目の有効性及び安全性評価の対象症例数、犬糸状虫症予防につきまして

は本剤単群で行っておりますが 230 症例、そのほか消化管内寄生虫につきましては２

症例から 39 症例と多少ばらつきがございますが、以下のような症例。また、ノミに対
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しましては本剤 77 症例、マダニに対しては 56 症例を組み入れまして試験を行ってお

ります。 

14-2 ページ、試験結果でございます。犬糸状虫症の予防でございますけれども、こ

ちらにつきましては、投与後６カ月及び投与開始後４カ月、いずれにおきましてもミ

クロフィラリアの検査は陰性かつ抗原検査は陰性ということで、100％防御に成功して

いるとのことでございます。 

回虫、鉤虫につきましては、いずれも有効率は 100％。鞭虫につきましては 83.3％

となっております。 

ノミ駆除につきましては、投与後１～６週目までの有効率は 95％以上、マダニの駆

除につきましては同じく１～６週目までの有効率は 90％以上となっております。安全

性につきましては、有害事象発現率は本剤投与群で 11.7％で、最も見られた事象は嘔

吐でございました。 

14-3 ページ、資料番号 14-2 でございますが、こちらは海外で行われた臨床試験でご

ざいます。同様にこちらのほうにつきましては、消化管内寄生虫を対象とした試験で

ございます。同じく経口薬を対象として行っておりまして、フランス及びアイルラン

ドで行われております。詳細の結果につきましては省略させていただきますが、有効

性につきましては国内の臨床試験と同様の結果、安全性につきましては重篤な有害事

象は報告されなかったとのことでございます。 

一番最初の審議経過表をお開きください。以上のような結果を用いまして、２ペー

ジ目をお開きいただければと思いますが、平成 25 年８月６日の動物用一般医薬品調査

会におきまして御審議いただきまして、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。再審査期間は６年。 

また、原薬及び製剤は劇薬に指定すると記載されておりますが、申しわけございま

せん。こちらは事務局のほうの調査会での説明に誤りがございまして、原薬及び製剤

は劇薬に指定しないということが正しい結果でございました。訂正しておわび申し上

げます。 

また、この審議結果につきまして指摘事項をいただいておりまして、指摘事項とい

たしまして、マダニに対する効果は１カ月間持続しないこと及び投与後１カ月以内に

マダニが寄生した場合には、他剤を投与する旨を使用上の注意に記載するということ

でございます。本剤は合剤でございますので、投与期間がフィラリアの予防上、１カ

月に限定されることから、こういったような指摘がなされたものでございますが、こ

れにつきまして申請者からは（９）にありますような使用上の注意を追加するとの回

答がなされています。 

（２）でございますが、使用上の注意にスピノサドには嘔吐の副作用があることが

知られていること、並びに投与後１時間以内に嘔吐した場合には、本剤の効果が期待

できないこと及び再投与または多剤の使用を検討することを記載することとの御指摘
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をいただきました。 

これに対しまして、次のページの上でございますが、修正後（２）とありますが、

こちらのような使用上の注意が申請者より申し入れられました。 

以下、物理的、化学的性状等につきまして、修正等の御指摘をいただいたものでご

ざいます。 

以上の結果をもちまして、このたび当部会におきまして御審議をいただくものでご

ざいます。 

事務局からの説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に御質問、御意見をお願いします。既承認のスピノサド、

ミルベマイシンオキシムを合剤として、フィラリア、ノミ、マダニ、犬回虫、犬鉤虫、

犬鞭虫に効果がある薬剤の申請だと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○尾崎委員 概要 1-1 の一番下の 1.2 ですけれども、由来、系統、作用機序云々と書

いてあるんです。スピノサドがそのページで、その次のページにミルベマイシンオキ

シムとあって、ミルベマイシンに関しては作用機序は非常によく知られているのです

が、スピノサドはそれほどではないと思うんです。 

ところが、寄生虫に対する薬理作用の機序についての記載がないんです。この情報

は毒性とか中毒の情報として非常に重要だと思いますので、ぜひ数行で結構ですので

記載していただければと思います。 

1-2 の２行目を見ると、文献１、２、３と引用してあって、1-27 に３つ論文が確か

に挙がっています。これを見ると神経興奮性に影響する薬物だと思います。多分イオ

ンチャネルか何かに影響するのだと思いますが、そういったところでわかる範囲で作

用機序を記載していただければと思います。 

○明石部会長 事務局、いかがですか。 

○事務局 事務局から説明いたします。本剤の申請の際には、このスピノサドの単味

製剤の承認申請時の概要書で作用機序等が載っている資料を添付していた関係で、こ

ちらの概要書は確かに記載が少なかったので、こちらの記載について、先生から今、

御指摘がありましたとおりに充実させたいと考えておりますが、それでよろしいでし

ょうか。 

○明石部会長 そのほかはございますか。いかがでしょうか。 

 特に御意見等がなければ、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、御承認をいただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審査期

間は新動物用配合剤ということで６年間、原体及び製剤は毒劇薬に指定しないことと
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させていただきます。ありがとうございます。 

○明石部会長 済みません、先ほど尾崎委員から御意見があった薬理作用の概要に追加を

していただくということを条件とします。 

○事務局 概要の記載整備を条件とさせていただきます。失礼いたしました。 

○明石部会長 それでは、次に動物用生物学的製剤基準の一部改正についてを先に審議し

たいと思います。 

 この動物用生物学的製剤の通則及び一般試験法の一部を改正するものについて、事務局

から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、御説明申し上げます。赤の№４の資料をお手元に御用意をお願いい

たします。 

 それでは、赤の№４で御説明をいたします。本日は動物用生物学的製剤の通則及び一般

試験法を３つ改正するものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、こちらの紙で御説明を申し上げます。 

 「１．通則」をお願いいたします。読み上げます。 

 平成 25 年２月の動物用医薬品の承認審査資料の調和に関する国際協力会議（以下、

「VICH」という。）において「動物用不活化ワクチンの対象動物バッチ安全試験省略基準ガ

イドライン」を欧州、米国及び日本で施行することが合意されました。本ガイドラインの

内容は、「不活化ワクチンについて連続した 10 バッチ以上の規格検査で不適合事例がない

等の条件を満たせば、対象動物を用いた安全試験の省略を認める」というものでございま

す。この措置は、承認品目ごとの取扱いとなり、また、野外での予想されていなかった副

作用の発生や、製造方法の大幅な変更など、製造バッチごとに対象動物を用いた安全試験

の実施が必要であると思われる場合には、再び同試験を課すことも想定される。 

一方、動物用生物学的製剤基準（以下「動生剤基準）という。）では、医薬品各条ごと

に規格検査法等を定めており、原則として小分け製品の試験として対象動物を用いた安全

試験が設定されている。したがって、上記の措置が適用される品目が承認されれば、同一

各条に該当する医薬品の中で、安全試験を実施する品目と、これを省略する品目が混在す

ることとなります。このため、従前のとおり安全試験は基準の各条ごとには規定すること

とするが、安全試験の省略が認められた個々の品目と動生剤基準の整合性に鑑み、各条で

安全試験が設定されている製剤であっても、薬事法 14 条の承認によりこれを省略できるよ

う、通則において例外規定を設けることとするものである。 

恐れ入りますが、８ページ目をお願いいたします。８ページ目が通則の新旧対照表でご

ざいます。右側が現行、左側が改正案でございます。 

右側の現行を読み上げますが「製法の変更又は試験法の中間製品における試験項目の変

更は、それが規定の方法と同等以上の製品が製造できるものとして薬事法第 14 条に規定す

る承認がなされた場合に限り行うことができる」というものでございました。 

現行では、その製造方法や製造工程中における試験の変更は認めてきました。今回はそ
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れを改正いたしまして、先ほど説明いたしましたように、小分け製品の対象動物の安全性

を省略することを認める規定となります。 

また、本日説明した内容でしたり具体的な手続などについては、この基準の改正に合わ

せて別途業界あてに通知文を発出する予定となってございます。 

１枚目に戻っていただきまして、下のほうの「２．マイコプラズマ否定試験、含湿度試

験及びホルマリン定量法」について御説明いたします。 

平成 25 年２月の VICH において、「マイコプラズマ否定試験法ガイドライン」を欧州、

米国及び日本で施行することが合意されました。調和した試験法については、動物医薬品

検査所長通知として発出する予定であるが、その通知を準用する基準を動生剤基準に設け

る改正である。なお、含湿度試験及びホルマリン定量法については、既に動物医薬品検査

所長通知として施行しているところであるが、マイコプラズマ否定試験に合わせて改正す

ることとする。 

続いて、10 ページをお願いします。含湿度試験でございます。下線部のところが変更部

分でございまして、以前は「含湿度を測定する方法である」というところを今回の改正に

よって「含湿度を測定する次の方法又は別に定める方法」という記載にいたしました。こ

の別に定めるというのが、通知で出す予定になってございます。 

続いて、13 ページ目をお願いします。マイコプラズマ否定試験法の新旧対照表でござい

ます。左側が改正案になりますが、下線部の「検体等にマイコプラズマが存在しないこと

を調べる次の方法又は別に定める方法」という記載に改正することとなります。 

続いて、15 ページ目をお願いします。こちらはホルマリン定量法の新旧対照表でござい

ます。下線部のところをお願いいたしますが、「次の方法又は別に定める方法」という変更

になります。 

以上、基準改正の説明になります。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、御意見をお願いします。VICH で合意された試験

法の試験の簡素化、それに伴う通則とか試験法を一部手直しをするという御説明でしたが、

いかがでしょうか。特に御質問はございませんか。 

 それでは、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しょうか。 

（「異議なし」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。原案のとおり薬事分科会に報告させていただきます。 

○明石部会長 それでは、次に審議事項（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。そのうちのモキシデクチンを有効成分とする外皮塗布剤についての

御説明をお願いします。 

○事務局 お手元に事前配付資料赤の№６を御用意ください。紫のタグ「審議経過表」を

ごらんください。 
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本件はファイザーが承認を有しておりますモキシデクチンを有効成分とするサイデク

チントピカルの効能追加に伴う使用禁止期間の設定に関するものです。現行、搾乳牛を除

く牛に対する効能を有しており、今般、搾乳牛を対象とする効能追加が申請されておりま

す。 

効能追加に関しては、有効性、安全性に現行承認を有している搾乳牛を除くと牛と搾乳

牛とで大きな差はないと判断し、事務局審査としておりますが、その承認に伴いまして、

動物用医薬品の使用の規制に関する省令の改正が必要なため、その改正案につきまして、

本年８月 19 日に開催されました動物用医薬品等残留問題調査会にて御審議いただきまし

て、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す。 

改正案につきましては、１ページ目、新旧対照表にありますように、使用対象動物を牛

に変更し、使用禁止期間に食用に供するため搾乳する前 168 時間を追加するものです。 

試験の詳細については割愛させていただきますが、審議経過票のほうに戻っていただき

まして、７の審議結果の欄をごらんください。残留調査会にて休薬期間の再解析を指示さ

れております。再解析の結果、休薬時間に変更はございませんでした。結果につきまして

は、残留調査会の委員の先生方に御確認をいただいております。 

御説明は以上となります。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。 

 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。事務局審査で使用対象

動物の搾乳牛を追加したということに対して省令を一部改正するという御説明でしたが、

いかがですか。どうぞ。 

○鬼武委員 これまでこれは搾乳のところには残留基準値が設定されていなかったわけで

すね。それで EU の EMA が 2001 年かどこかで、やはり動物用医薬品として乳の基準値を追

加で設定をしているときに、いわゆる摂取量としてかなり ADI に逼迫するような 95％が EU

のところではいっているということですが、日本の場合は今の休薬期間を守れば、ADI 比

で高くなるということはないと考えてよろしいでしょうか。EU のところはたしかそういう

ふうにかなりの ADI 比で高くなるということがあって、日本は MRL とか休薬期間の関係で

違うと理解する。その点を教えてください。 

○明石部会長 事務局、いかがですか。使用禁止期間の設定で ADI をクリアしているのか

というような御質問だと思いますけれども、大丈夫ですか。 

鬼武委員、今の EU の説明は何ページくらいにありますでしょうか。 

○鬼武委員 私はインターネット EMEA のものを資料で引いてみて、そこからコメントをさ

せていただきましたので、この中にはありません。ただ、EU の毒性学的な ADI が日本とひ

ょっとしたら違うかもしれない。0.0015、0.0003 になっているから一緒ですね。 

○事務局 今回の審議に際しましては、国内で既に MRL が設定されていたものですから、

そこについては特に審議の中では踏み込まなかったというのが実情でございます。0.04ppm

で設定されておりましたので、それを用いまして、それに対する休薬期間を残留試験で設
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定したというのは今回の審査の内容になるかと思います。 

○鬼武委員 それは乳に対してですか。 

○明石部会長 日本では設定されているということですね。それはクリアしているところ

から、この休薬期間を設定しているということですね。 

○鬼武委員 現行のものも搾乳牛を除くというのは、MRL の設定はされているということ

ですか。 

○明石部会長 左側が改正案で、搾乳前 168 時間。 

○事務局 今の点についてお答えいたします。現行決まっております MRL は、海外から要

請されて厚生労働省が決めた MRL でして、今回日本から要求するのは初めてですけれども、

その外国から要請された MRL をもとにして、こちらもそれと同じ MRL で休薬を設定して提

出をするということです。 

○鬼武委員 今回新たにですか。これまではなかったんですね。 

○事務局 外国の要請があって MRL は決まっているんです。厚生労働省の設定はされてい

るんですが、日本の要請ではなくて外国からの、厚生労働省の作成している MRL は外国で

使われているものについても MRL を設定しないと輸入品について安全性が担保できないの

で、日本の製剤のみならず外国からこういうのを使っているので、これだけの MRL を設定

してくれないかということで要請があって決められている部分もあります。それに従って

乳の MRL はここに記載してあるものが決まっているということです。 

○明石部会長 いかがですか。 

○鬼武委員 そこはわかりました。 

○明石部会長 一応この 168 はきちんとした根拠があるということです。 

○鬼武委員 これは時間で書いてあるのは、何か書き方があるんですか。 

○事務局 これは以前から農林水産省のほうでは、畜体は日にち、牛乳は時間ということ

で、時間単位で設定されております。 

○明石部会長 これは決まりだそうです。 

○鬼武委員 済みません、勉強不足でした。 

○明石部会長 ほかに御質問はございますか。どうぞ。 

○森川委員 概要の 15-12 に米国、欧州との休薬期間の比較であるのですけれども、米国

は０時間で、欧州は０～144 と書いてありますが、ここの説明をいただけますか。MRL の設

定値が全然違うから、こういうことになるのか。あと、休薬期間が欧州は０～144 と幅が

あるのがよくわからないです。 

○事務局 米国につきましては、多分 MRL が違うのではないかと思いますが、欧州につき

ましては、このデータと同じデータを用いて休薬期間を設定しております。はっきりした

記憶はないのですが、MRL 的には同じだったような記憶があります。 

○事務局 概要の1-2ページに海外での乳の休薬期間についての表1-3が載っております。

確かに米国ではゼロで、欧州でもフランスと英国で 144 となっている以外は、全てゼロと
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なっています。データで共通するところ等はあるかと思いますけれども、各国によりまし

て休薬期間の算出方法はいろいろと微妙に異なるものがございますので、そういったこと

によって、こういった違いが出てきているものと考えております。 

○明石部会長 森川委員からはもう一つ、なぜゼロからなのかという質問があったと思い

ますけれども。 

○森川委員 ヨーロッパは国によってゼロの国と 144 の国があるから。 

○明石部会長 わかりました。ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

 追加で御発言がなければ、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、御承認いたします。 

○事務局 申しわけございません。一部誤記がございまして、表では 168 時間前と「前」

が２つ連続しておりますので、１枚目の改正案の表ですが、搾乳する前 168 時間とさせて

いただきます。 

○明石部会長 後ろの「前」をとるということですね。 

○事務局 はい。それでは、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。 

○明石部会長 それでは、次に審議事項の（１）に戻ります。動物用抗菌性物質製剤調査

会関係のロメワンについて、調査会の座長の岩田先生から御説明をお願いします。 

○岩田委員 ロメワンは千寿製薬株式会社が犬及び猫に対する効能で承認を有しておりま

す、塩酸ロメフロキサシンを有効成分とする点眼剤です。 

本申請は馬に対する効能を追加するものとなります。本件は平成 25 年５月７日に開催

されました動物用抗菌性物質製剤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年となります。 

詳細につきましては、事務局のほうから御説明がございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○事務局 それでは、赤の資料№１及び№１－２をお手元に御用意ください。 

 まず№１のほうでございます。「概要書」と書かれた灰色のタブをめくっていただけます

でしょうか。 

 目次等の次、１ページをお開きください。本剤はロメワンでございますけれども、平成

17 年８月 19 日に製造承認を許可取得した製剤で、犬に対する眼科及び耳科の効能を持ち

ます。有効成分はロメフロキサシン、フルオロキノロンに属する合成抗菌剤でございます。

今回の事項変更承認におきまして、馬の眼科領域での適用の拡大を主とする効能の追加を

申請してきております。 

 本剤の開発に当たりましては、平成 18 年９月から特用家畜用医薬品検討委員会からの推

進事業におきまして指定されまして、補助事業として進められております。 
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 13 ページ、本剤はフルオロキノロン系に属します合成抗菌製剤でございますので、こち

らのほうから公衆衛生上の事項等につきまして記載されております。人の医療に対する影

響ですとか、そういったことにつきまして、こちらのほうで記載をされておりますが、本

剤は点眼薬ということもございまして、非常に用量が少ないということもございまして、

特に問題となるような考察は得られておりません。 

 54 ページからは、物理的・化学的試験等について記載がございます。本剤は効能追加で

ございまして、製剤自体は既承認のものでございますので、こちらの物理的・化学的試験

及び規格及び検査方法や安定性試験等につきましては、説明を省略させていただきます。 

 また、本剤の有効成分につきましても既承認のものでございますので、毒性試験につき

ましても省略をさせていただきますが、１点だけ 129 ページをお開きください。こちらに

つきましては、本剤有効成分のロメフロキサシンにつきまして、光遺伝毒性試験につきま

して考察をされております。試験の内容につきましては、人用製剤として同じ有効成分の

製剤のものを用いておりますけれども、本剤光遺伝毒性があるということで考察がされて

おります。得られております結果はマウスを使った試験で皮膚に腫瘍が認められたという

ような報告でございますけれども、こちらのほうを考察しておりますが、内容としまして

はげっ歯類と特異性が高い反応であって、人または動物に対しての外挿性は低いのではな

いかという考察をされております。 

 こちらにつきまして、後ほど審議結果のところでも御説明を改めて申し上げます。 

 133 ページ、本剤の馬に対する安全性試験でございます。投与量といたしまして１回３

滴が設定されておりますが、これ以上の量に関する高用量の投与は難しいことから、３倍

量群としまして、濃度を３倍にした製剤を用いまして、投与パターンにつきましては申請

どおりのもので試験をしております。 

 その結果でございますけれども、常用量群、３倍量群で特に問題となるような臨床徴候

は見られなかったとの結果でございました。 

 136 ページから薬理試験の結果が記載されておりますが、こちらにつきましても根拠と

なる資料は犬の承認申請のときのものと共通でございますので、今回は省略をさせていた

だきます。 

 146 ページ、こちらは馬における結膜嚢内の滞留性につきまして、薬物動態試験の一環

として試験をされております。馬に対しまして承認審査は用法・用量どおりに点眼投与い

たしまして、涙液を採取いたしまして、その有効成分、滞留性につきまして試験をしてお

ります。 

その結果でございますけれども、犬のときに承認審査の根拠となりましたウサギの結膜

嚢内の滞留性の結果と大きな差がない結果となりまして、本剤は用法・用量に対して妥当

性が認められております。 

148 ページ、本剤は、点眼薬でございますけれども、点眼したロメフロキサシンが血中

濃度として現れてくるかどうかということにつきまして、試験をしております。同じく用
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法・用量どおりに馬に投与いたしまして血中濃度を測定しておりますが、試料分析の結果

でございますが、投与後 0.5～24 時間のいずれの時点でも全頭が定量限界未満との結果を

得ております。この結果をもちまして、以後の代謝等にかかわる試験はされておりません。 

150 ページからは、本剤の臨床試験でございます。臨床試験で細菌性の外眼部疾患と診

断されました馬を試験に組み入れました。66 症例でございますが、実質、解析対象といた

しましては 65 症例を用いまして、試験をしております。対照群は置いておりません。 

試験の概要につきましては、154 ページをお開きください。組み入れ基準といたしまし

ては、臨床所見から本剤の対象となります細菌性結膜炎、角膜炎、眼瞼、麦粒腫と診断さ

れた症例につきまして、組み入れ基準といたしまして、承認申請に係る用法・用量どおり

に投与いたしまして、２日～５日の間でその有効性をスコアによって判断しております。 

観察項目、評価方法は 156 ページでございます。こちらにありますように、主に目に対

しまして臨床徴候となる徴候を９項目挙げまして、これらをスコア化いたしまして、有効

性について判断しております。 

結果でございますけれども、166 ページをお開きください。治療の経過等でございます

けれども、表チ-16 をごらんらください。区分終了となっておりますが、投与開始後、最

低の２日間で治癒した症例が 13 症例、全体の 20.6％ございました。それ以外の症例につ

きましては、49 症例が３日以降に治癒、または規定投与完了ということで、１症例が無効

治癒症例となっております。 

167 ページ、使用の主要な評価項目であります臨床スコアの推移でございますけれども、

表チ-18 をご覧いただければと思いますが、一番上、開始時のときの臨床スコアの中央値

をご覧いただければ、14 という数値があると思いますが、これにつきまして、臨床スコア

の中央値は投与２日後で５まで下がっております。 

また、最終投与後は同じく１まで低下が見られておりまして、いずれも投与開始時と比

べまして、有意な結果が得られております。 

172 ページの下のほうからでございますけれども、細菌学的評価を行っております。 

173 ページには、検出されました菌について消失の度合いを見ておりますが、おおむね

いずれの菌につきましても消失が見られております。この中からある程度有効と見られる

ような例数が得られましたものに関しまして選択いたしまして、有効菌種として設定して

おります。 

181 ページ、臨床試験上の安全性の評価につきましてですが、１症例で眼瞼縫合部の腫

脹が見られたとの報告がございました。こちらにつきましては、開始時に切創の縫合処置

が行われておりまして、これによるものと見られまして、被験薬との因果関係は否定され

ております。 

最後に残留性試験でございますけれども、187 ページをお開きください。本剤の休薬期

間の設定のために残留試験につきまして、ガイドラインに従いました試験を行っておりま

す。国内２施設を用いまして行っておりますが、まず１施設目でございます。試験の方法
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につきましてはガイドラインどおりでございますので、詳細な説明は省略させていただき

ますが、方法の一番下にございますように、残留基準は一律基準であります 0.01ppm を用

いて解説しております。 

その結果でございますけれども、188 ページの表リ-4 の一番下の行でございますが、本

剤適用後の残留基準以下となるインターセプトは４日と算出されたということで、休薬期

間は４日との結果でございました。 

同じく２試験目でございますけれども、192 ページから記載されておりますが、同様の

試験を行った結果、193 ページの結果のところですが、結果としては同じく４日というも

のでございました。 

以上をもちまして、本剤の休薬期間といたしましては、４日として申請されております。 

審議経過票にお戻りください。以上の内容をもちまして、本年５月７日の動物用抗菌性

物質製剤調査会におきまして御審議をいただきました。その結果、資料を整備した上で動

物用医薬品等部会に上程して差し支えないとの結論をいただきました。 

整備の内容といたしましては、ここにありますように、起因菌と疾患との関連が明確に

示されているとは言えないので、再審査までに当該情報を収集することとのことでござい

ます。こちらにつきましては、申請者より市販後調査において起因菌と疾患の因果関係に

つきまして調査するとの回答がなされております。 

また、以下につきましては、記載整備につきまして御指摘をいただいております。 

ページをめくっていただきまして、次に８の残留調査会でございますけれども、本年５

月 27 日の同調査会におきましては、資料を整備することといたしまして、継続審議とされ

ました。御指摘といたしましては、本剤が光遺伝毒性を示すことが否定できないと考える

が、光遺伝毒性に閾値が存在するかは明確ではない。そのため光遺伝毒性が発現する可能

性を考慮した上で一日摂取許容量を設定できるかについて論点を整理することとのことで

ございました。 

確かに一日摂取許容量が設定できないものに関しましては、事実上、食用動物に対する

使用は困難な状況にはなりますが、これにつきましては事務局と残留調査会の委員でござ

います能美先生に御協力をいただきまして、考え方をまとめました。それが別にお配りし

ております、赤の№１－２でございます。 

「競走馬用のロメフロキサシン点眼剤における光遺伝毒性と MRL の考え方」といたしま

して、残留問題調査会の附帯文書としてまとめたものでございます。こちらにつきまして、

端的に結論を申し上げますと、MRL につきましては、その発現の可能性を考慮して、ケー

ス・バイ・ケースで考えるべきであるとのことでございます。本剤につきましては、既に

人用の医薬品として使われてございまして、光遺伝毒性に関する情報は今のところ挙げら

れていないこと等を考慮いたしますと、設定は可能ではないかというような形の結論をい

ただいたところでございます。 

このような考え方をまとめた上で、同じく残留問題調査会に８月 19 日に再度御審議を
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いただきまして、本部会に上程して差し支えないとの結論をいただきました。 

事務局の説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○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。既に承認されている犬

用の抗菌点眼剤を馬に適用拡大するという御説明でしたが、いかがでしょうか。 

○鬼武委員 基本的なことで質問させてください。資料№１－２で、これは調査会のほう

でさらに追加で附帯文書を私は読んだのですが、まだ理解が不能な点があるので、まず当

該のロメフロキサシンについては既に毒性評価は終わっていて、その中で遺伝毒性の発現

についても評価をされているということで、その中に光遺伝毒性は遺伝毒性発がん物質と

して、まず一緒に評価をされているということですか。この追加で出たところの意味合い

が毒性評価として今までと何が、こういう追加が必要であるかということが理解できなか

った点を補足で説明していただければということで１つ。 

 それと、例えば「（２）曝露評価」に書いてあるんですけれども、この点眼薬は実際に競

走馬で使用しているときも点眼する場合があるわけですね。その後一定期間、もう廃馬に

なった後に食用に回るということからの設定ですね。ここに書いてある「投与から食品に

なるまでには相当の期間（肥育期間）があり」とは、これは余り肥育期間と関係ない、要

するに廃馬になる前にするということであれば、それはそこの休薬期間が要るから、ここ

の肥育期間は意味が余りわからなかった。 

その次の説明のところで、微生物学的 ADI と毒性学的 ADI と両方あって、例えばこちら

のほうが低いから微生物学的 ADI、いわゆる慎重に考えて、それから設定したとか、そう

いう補足が要るのではないかという気がしました。 

光遺伝毒性についてどういうふうに考えるかということと、分科会でわざわざこの資料

が出てくるところを補足してもらうことと、３点目は今の質問点について少し御説明いた

だければと思います。 

以上です。 

○明石部会長 事務局、お願いします。 

○事務局 回答いたします。まず、この文書がつくられた経緯ですけれども、光遺伝毒性

につきましては、食安委のほうでもずっと検討されておりまして、やっと今年の６月 11

日にオルビフロキサシンにつきまして、かなりこれは光遺伝毒性が強いと言われている物

質なのですが、それについて報告が出たばかりです。これが最初にかかりましたときには、

このような報告がなくて、わりと光遺伝毒性が弱い物質のみの評価を食安委で行っており

ました。 

 今回、ロメフロキサシンは光遺伝毒性としてはかなり強い部類に属しまして、それをこ

ちらで承認にするに当たりまして、やはりきちんとした考え方をもって承認しなければな

らないのではないかということで、このような１枚紙を考えさせていただいたというのが

経緯でございます。 
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 最終的にこれは蛇足になるかもしれないのですが、６月 11 日に出されております食安委

の評価では、フルオロキノロンの DNA 切断に関する作用というのは活性酸素による作用で

はないので、閾値がつくれるというような評価でございます。その前にこれをつくったの

で、その辺は含まれてはいないのですが、とりあえず農林水産省の考え方をまとめさせて

いただいたということです。 

 ２番目の曝露評価につきましてですけれども、競走馬に主に使われるということですが、

農林水産省のほうでもいろいろ検討しました結果、競争馬だからといって必ずしも食用馬

に回らないということは言えないという結論が出ております。ですので、ほとんどないと

は思いますが、万が一競走馬が食用に回されたときに安全性をこちらが担保しなければな

らないということで、休薬期間を設けさせていただいたという経緯でございます。 

 最後の微生物学的 ADI につきましてですけれども、部会の報告書の ADI の作成のところ

にございますけれども、毒性学的 ADI は出していただいていまして、それよりも微生物学

的 ADI が低かったので、こちらの文書には微生物学的 ADI で評価させていただいていると

ころです。 

○鬼武委員 経過はよくわかりました。特に遺伝毒性の取り扱いについては農林水産省だ

けではなくて、食品安全委員会で基本的な親物質自体が遺伝毒性であれば、当然それは承

認とかされないと思いますが、それが副産物であるとか不純物であるところについては、

いろいろとケース・バイ・ケースであったり、そのものの使用を気にすることがないと思

いましたので、そういう点からして今回食安委のことも受けて、そういう光遺伝毒性につ

いて農林水産省のほうで考え方を整理されたということは非常に理解が進んでわかりまし

た。 

微生物学的 ADI のほうが小さいのでと少し加筆してもらったような気がします。ここに

微生物学的 ADI が書いてあるので、こちらのほうがより慎重に考えているというか、毒性

学的 ADI が低いのでこちらを用いて算出したということの加筆が必要ではないかと思いま

す。 

以上です。ありがとうございます。 

○明石部会長 事務局、追加で発言されますか。 

○事務局 先ほどありました、競走馬の間に「相当の期間（肥育期間）」という言葉がある

わけですけれども、私は競馬の仕事を長くやっておりましたので実態を申し上げまずと、

競走馬は我が国では最終的には肉になります。ただし、競馬場から即と畜場に行くという

ことはほとんどございませんで、実をいいますとアングロサクソンは馬肉は余り食べない

のですが、現に言いますとアメリカでは馬のと畜は禁止されております。 

日本の場合、馬肉文化がありまして、これは２つに分かれておりまして、九州地域を主

体とする、さしの入った馬肉。一方、東北地域を主体とする赤肉の馬肉。いずれも刺身で

食べたりするわけですが、実は東北地域に結構サラブレッドが流れております。九州地域

はブルトンとかペルシュロンというでっかい馬が流れておりまして、一部は外国から輸入
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したものも入っております。 

実は競走馬をそのまま肉にしますと、かたくて食べられません。ですから、ある一定期

間肥育を行って、お肉を柔らかくしてから出すことになりますので、ごくまれに競走馬が

骨折とか何かによってと畜場に持ち込まれることはあるのですが、今はなかなかと畜場も

切迫と殺等が難しい状況になっていまして、特に馬のと畜を受け入れてくれると畜場が余

りないものですから、よほどのことがない限り、一旦肥育という過程を経て、肉に回ると

考えていただいて結構だと思います。 

○鬼武委員 ありがとうございます。肥育という意味がよくわかりました。 

○明石部会長 この附帯文書についてはそれでよろしいですね。ほかにこの製剤に関して

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。 

 追加で御発言がなければ、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 そこの附帯文書の考え方はどうなるんですか。今、附帯文書に修正意見が

出たのですが、これはこちらの内部資料ですね。 

○事務局 はい。本剤の審議に当たりまして、残留調査会としての御意見をまとめていた

だいたというものでございます。記録として残るものでありますので、修正等が考えられ

ますので、そのあたりはいただきました御意見をもとに検討させていただければと思いま

す。 

○明石部会長 それでは、附帯文書のほうは事務局で適宜修正していただくということに

して、この製剤については御承認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。それでは、本剤につきましては、附帯文書につきまし

て記載整備をすることといたしまして、薬事分科会に報告させていただきます。なお、再

審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年間とさせていただきます。 

○明石部会長 それでは、ロメワンの承認に伴いまして、省令の一部改正について、塩酸

ロメフロキサシンを有効成分とする点眼剤について御説明をお願いします。 

○事務局 お手元に事前配布資料の赤の№５を御用意ください。１枚紙のものとなります。 

 ただいま御審議いただきましたロメワンの馬に対する効能追加に伴う使用禁止期間の設

定に関するものとなります。改正案につきましては、新旧対照表にありますように、塩酸

ロメフロキサシンを有効成分とする点眼剤の項を新設いたしまして、馬につきまして４日

間の休薬期間を設定するものとなります。 

 また、使用禁止期間を設定する点眼剤は初めてとなりますので、その定義を表の注釈に

新たに記載するものです。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。 

 それでは、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。よろしいです

か。 

 それでは、御承認をいただきました。 
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○事務局 ありがとうございます。原案どおり分科会に報告させていただきます。 

○明石部会長 それでは、時間がかなり経過しているのですが、一番最初の説明どおり、

審議事項は終わらせたいと思いますので、動物用一般医薬品調査会関係のアレルミューン

HDM 0.1、0.5、１、２、５及び 10 に関してお願いします。  

○野上委員 アレルミューン HDM0.1、同 0.5、同１、同２、同５及び同 10 は、日本全薬工

業株式会社から申請された組換え型 Derf2-プルラン結合体を有効成分とし、犬のチリダニ、

ハウスダストマイトのグループ２アレルゲン Derf2 及び Derp2 の感作の認められるアトピ

ー性皮膚炎の症状の改善を効能または効果とする注射剤でございます。 

 本申請製剤は平成 25年５月 28日及び平成 25年８月６日に開催された動物用一般医薬品

調査会において事前の審議を終了し、本部会に上程されるものです。 

 なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年となります。 

 詳細につきましては、事務局から御説明をいたします。よろしくお願いします。 

○事務局 それでは、赤の番号№２の資料をお手元に御用意ください。「概要書」と書かれ

た青色のタブをお開きください。 

目次に続きまして、１ページをお開きください。本剤はただいま御説明をいただきまし

たが、組換え型のコナヒョウダニアレルゲン Derf2 と、中性単純多糖でありますプルラン

を○○○に結合したものでございます。こちらのほうはアトピー性皮膚炎を呈します犬に

段階的に用量を上げて投与いたしまして、いわゆる脱感作療法を目的としました抗原の製

剤でございます。 

製造に当たりましては、カイコにバキュロウイルスで遺伝子を導入いたしまして、この

カイコにこの Derf2 を作成しまして製剤化しております。 

13 ページをお開きください。横になっている表でございます。アトピー性皮膚炎につき

ましては難治性疾患といたしまして、獣医学的にも犬の臨床におきましては重要な問題と

なっているところでございますけれども、本疾患につきまして既承認での製造といたしま

しては、表の真ん中と右、インタードッグとアトピカカプセルが現在承認されております。

インタードッグのほうはインターフェロンの製剤でございます。アトピカのほうはシクロ

スポリンを主成分とします免疫抑制剤でございます。これに対しまして、本剤につきまし

ては先ほど申し上げましたように脱感作療法を目的とした抗原の製剤になります。 

31ページ、こちらに今回用いております Derf2の塩基配列について記載されております。

こちらから物理的・化学的試験につきまして記載をされておるところでございます。物質

の詳細につきましては、今回は説明を割愛させていただきます。 

48 ページ、本剤原薬は組換え型 Derf2-プルラン結合体の原薬に対する規格及び検査方

法につきまして、こちらのほうにまとめております。試験項目といたしましては、原薬に

つきましては○○○○、○○、○○、○○○○、○○○について設定されております。 

申請規格はこちらに記載されているとおりでございますけれども、試作ロットでありま

すロットにつきましては、３ロットともにこれらの規格を満たすものでございます。 
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77 ページ、こちらは製剤のほうの規格及び検査方法についてまとめております。代表と

いたしまして、以下、同様に 0.1 の製剤につきまして御説明を申し上げますが、試験項目

といたしましては、○○○○、○○、○○、○○○○、○○○、○○○○○、○○○○○、

○○○、○○○につきまして設定されており、いずれも規格が設定されております。試作

ロットにつきましては、３ロットともいずれも規格を満たすものでございました。 

なお、この規格につきまして、○○○のところでは○○を用いました物質の○○の方法

が設定されておるところでございますが、事務局のよる審査の中で、本剤は免疫学的な効

能を有するものでございますので、○○について設定するべきではないかとの指摘をいた

しまして、78 ページの表 2-8-2 でございますけれども、○○○○が設定されております。

○○となる物質に対しまして○～○％の○○○を示すことが設定されておりますが、試作

ロットにつきまして、いずれもこの結果を満たしております。 

145 ページ、本剤原薬の製造方法につきまして、こちらのほうでまとめております。組

換え作出のところにつきましては省略をさせていただきますが、組換えのカイコバキュロ

ウイルスによってカイコの遺伝子を挿入いたしまして、作出されたものを○○○○○から

回収いたします。それを○○等をしまして○○いたします。 

これによりまして Derf2 を作成いたしますが、これとは別にプルランにつきまして○○

を調整いたします。こちらのほうが 146 ページにフローがございます。 

147 ページ、こちらに○○○プルランと組換え型 Derf2 の結合ということで、こちらを

○○○に結合いたしまして、結合体を作成いたします。こちらから○○○○○等に通しま

して○○をいたしまして、○○○○の後、原薬といたします。 

189 ページ、こちらは製剤の製造方法につきましてのフローが示されております。基本

的なフローといたしましては○○として○○○を調整いたしまして、それに標準的な注射

剤の製造方法によりまして製造するものとなっております。 

193 ページ、こちらからは安定性に関する資料が求められております。まず原薬の安定

性でございますけれども、本剤は冷蔵での保存を念頭に置きまして、長期保存試験を行っ

ております。左側の結果でございますけれども、○カ月間におきまして、現時点で有効性

が担保されております。 

200 ページ、こちらでは製剤の安定性試験につきまして、まとめております。長期保存

試験として、３試験が行われております。１試験目、２試験目はいずれも○℃、○％の条

件における試験でございますけれども、２試験目のほうはいわゆる○○○○○での製造の

試験になります。こちらのほうでは○℃、○％におきまして 12 カ月間の安定性が確保され

ております。また、長期保存試験２のほうでは実際の製造スケールに近い○分の１のスケ

ールでございますけれども、こちらで○カ月間の安定性が確認されております。 

このような結果、あわせて判断いたしまして、有効期間といたしましては申請時点で 12

カ月が相当と考えております。なお、長期保存試験３では○℃、○％で試験を行っており

ますが、○カ月で○○○○が規格を○○という結果が出ておりますので、保存条件といた
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しましては 25℃以下ということで設定をしております。 

265 ページ、本剤の毒性試験の結果でございます。急性毒性を経口によって行っており

ますけれども、こちらにおきましては試験を行いました最高用量の 2,000mg/kg まで死亡例

は見られておりません。また、皮下によりましては同じく最高用量 4,000μg/kg まで死亡

が見られておりません。亜急性毒性試験として、皮下では次のページにまたがりますけれ

ども、無影響量といたしまして、雄で 40μg/kg/日、雌で同じく 40μg/kg/日との結果が得

られております。 

皮下投与による慢性毒性試験では、雌雄ともに無毒性量としては 0.69mg/kg/日という結

果が得られております。このほか、特殊毒性試験としまして、復帰変異原性試験、哺乳類

バイオ細胞を用いる染色体異常試験、皮膚一次刺激性試験が行われておりますが、いずれ

も特殊毒性に関しては毒性を有さないものという結果が得られております。 

298 ページ、本剤の安全性試験につきまして、こちらのほうにまとめております。安全

性試験といたしましては、表にありますように２つの試験の結果が提出されております。

右のほうは参考資料でございますけれども、左のメーンの試験におきましては、常用量群

及び常用量の６回投与にプラスで合計 10 回投与した群、また、通常用量の 10 倍を同じパ

ターンで投与した群の３群を用いまして、安全性を確認しております。 

その結果でございますが、300 ページの左側に記載しておりますが、各投与群とも投与

後の有害反応並びにアナフィラキシーショックの徴候である急激な体温の変化等が認めら

れなかったとの結果が得られております。 

なお、右のカラムの高用量試験でございますが、こちらのほうは事前に Derf2 に人工的

に感作をさせた人工感作犬をつくりまして、こちらのほうで同じような試験を行った結果

でございます。結果のみでございますけれども、300 ページの上のほうで、やはりアナフ

ィラキシーショック等の徴候は観察されなかったとの結果が得られております。 

318 ページ、薬効薬理試験でございます。こちらは多数の試験が提出されておりますけ

れども、簡単にかいつまんで御説明申し上げます。 

１つ目、IgE 抗体結合能評価試験、IgE 抗体産生抑制能評価試験、次のページの組換え

型 Derf2-プルラン結合体の最大用量設定試験でございます。こちらのほうは実はこの設計

自体が Derf2 をプルランに結合することによって Derf2 の抗原性を制御するという製剤で

ございます。それにつきまして、プルランに結合することで抗体結合能ですとか、そうい

った免疫原性の原因につきまして、有効にコントロールされているという結果について考

察したものでございます。 

最後の最大用量試験につきましては、ほぼ申請用量でありましたら、アトピー性皮膚炎

の症例に対する犬であれば、過敏反応を生じる可能性は低いとの結果を得られております。 

320 ページ、Derf2 人工感作犬を用いた治療試験の項でございます。こちらのほうと、

次の Derf2 感作、マルチーズ、ビーグル、アトピー犬を用いた効果確認試験でございます。

こちらのほうはいずれも人工感作が行ったモデル犬を用いまして、そのアレルギー反応を
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抑制するという効果を確認する治療試験でございます。 

こちらのほうは、いずれも投与のパターンといたしましては、申請の投与であります１

回目から順番に投与の濃度を上げてというパターンによりまして投与しておりますが、い

ずれも免疫反応を抑制するような結果が得られております。 

なお、322 ページの上のほうですが、組換え型 Derf2 プルラン結合体の実験的治療試験

とありますが、こちらでは実際に海外で飼育されておりますコロニーでアトピー性皮膚炎

を呈しております犬を用いまして、実験的に治療試験を行っております。その結果、考察

のところでございますけれども、臨床症状を改善させる効果があるとの結論を得ておりま

す。 

378 ページ、一般薬理試験でございますが、こちらのほうは１試験のみでございますけ

れども、一般薬理としまして中枢神経系に及ぼす試験を行っております。結果のみ御説明

を申し上げますが、特に中枢神経系に対しまして、本剤は影響を及ぼすという結果は得ら

れませんでした。 

381 ページ、こちらでは本剤の薬物動態試験につきまして記載しておりますが、ラット

及び犬を用いまして、本剤の血中動態につきまして調べておりますが、いずれもプルラン

結合体は血中移行は確認できなかったとの結果でございます。また、これらの結果から犬

における動態試験は以降、行っておりませんが、次のページに体内分布確認試験といたし

まして、ラットを用いた試験の結果が提出されております。 

403 ページ、本剤の臨床試験でございます。臨床試験は国内において行われまして、対

照薬は既承認製剤であります○○○○○○、○○○○○を対照として行っております。動

物数 102 頭、施設は 22 施設を用いて行われました。組み入れ機序はアトピー性皮膚炎と診

断されたコナヒョウダニ Derf2 の特異的 IgE 抗体陽性の犬ということで組み入れておりま

す。 

有効性の評価は観察項目のところにありますが、病変部のスコア、CADESI スコアと通常

申し上げますけれども、そういったアトピー性皮膚炎の皮膚症状の重症度のスコアを用い

まして行っております。そのほか、必要に応じまして、かゆみですとか併用薬につきまし

ても調べております。 

試験結果でございますけれども、404 ページのところでございます。主要な評価項目で

あります病変部スコアでございますが、これの真ん中あたり、病変部スコアの有効率でご

ざいますが、６回目で○％、５回目で○％という有効率のスコアが得られております。 

なお、これに CADESI スコア、併用薬スコア等を考慮いたしまして、別途解析を行った

成績が 405 ページの上のほう、別解析とありますが、こちらのほうでは有効率が少し下が

りますが、真ん中の下あたりですが、○％あるいは５回目では○％というような結果が得

られております。こちらのほうは数字的なものにつきましては、いろいろと評価等がござ

いますけれども、対象疾患の難治性等を考慮いたしますとやむを得ない数字かなと考えて

おります。 
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なお、これにつきまして、追加といたしまして、本試験の追跡調査を行っております。

これにつきましては 406 ページをお開きください。この試験の後、追跡の調査を行いまし

て、結果のみでございますけれども、一番下、試験結果のところでございますが、１年後

の評価といたしまして、６回試験薬を投与した症例につきましては、症状が出ていないと

したのが○％、５回分では○％、４回分では○症例、○％というような結果でございまし

た。 

資料の御説明は以上でございますが、一番最初に戻っていただきまして、審議経過票と

書かれたタブをお開きください。以上のような結果をもちまして、本年５月 28 日の動物用

一般医薬品調査会につきまして御審議をいただきました。なお、審議に先立ちましては、

事務局から意見書を提出いたしまして、先ほど申しました○○○○でございますけれども、

提出された○○○○の○○○○○○の○が少し○○○○ということで意見を提出いたしま

した。 

それに関連してでございますけれども、審議結果といたしましては継続審議、指摘事項

としましてはここにありますように、○○○○の○○○の妥当性について、既に製造され

ているロットのデータから説明すること。それが困難である場合には、新たなロットを製

造して説明することも検討することとの御指摘をいただきました。 

これに対しまして申請者からは、○○○を少し絞った○○の設定につきまして、提案が

なされております。これらを用いまして、８月６日の同調査会におきまして再度御審議い

ただきました結果、事前に調査審議を終了し、本部会に上程して差し支えないとの結論を

いただきました。なお、再審査期間は６年、原薬及び製造は劇薬に指定するとのことでご

ざいます。その際、指摘事項といたしましては、以下のような記載事項につきまして、整

備をいただきました。 

なお、審議に先立ちまして、中込委員から御意見をいただいております。当日配付資料

黒の№２－２をお手元に御用意ください。こちらは本部会に先立ちまして、中込先生から

いただいた御意見でございます。こちらにつきまして、あらかじめ申請者より回答を得て

おります。 

回答のほうは、いただきました御意見、○○○○の○○○に関係いたしまして、○○○

の計算が合わないという御指摘でございます。こちらにつきましては回答といたしまして

は、やはり○○○○○の○○○○が○○しているのではないかと考えているとのことでご

ざいました。 

２ページ、規格の○○○のところでございますが、○○○○○○について問題というこ

とがございました。○○○○につきましては○○○○を設定するなど、いろいろと審査を

重ねてきたところでございますけれども、そういった○○○○に変更するなどをして、規

格としては何とか担保しているという回答でございます。 

○○○につきましては、○○○○○○の使用ですが、こちらにつきましては○○○を確

認する目的で使っているものであるということでございます。○○○○○に対する御指摘
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につきましては、修正するとの提案でございました。 

４ページ、プルランの局方の記載でございますけれども、こちらも 16 局の解説書のほ

うに訂正をするとの申し出がございました。 

事務局からの説明につきましては以上でございます。よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見をいただきたいのですが、その前に中込委員、この説明でい

かがでしょうか。 

○中込委員 これで結構です。ちょっと心配だったのは、○○の大きさがプルランのほう

が○○○○、資料が計算して、ちょっと合わなかったので、この回答書でももしプルラン

が○○○○しているとすると、資料の分布がいやにきれい過ぎるので、○個のものと○個

のものがなければいけないはずだけれども、これだと全部○個になってしまっているよう

な気がします。 

○明石部会長 事務局、何か今のことで追加説明はありますか。 

○事務局 特にございません。 

○明石部会長 数値がきれい過ぎるのではないかという話ですが。 

○中込委員 特に問題にならないところなので、ほかのデータがちゃんと出ているから大

丈夫だと思います。○○をつくったときの再現性の問題にかかわってくる話なので。 

○明石部会長 科学的には問題かもしれないけれども、製剤としては特に問題ではないと

いうような話ですので、これで御了解をいただくということにしたいと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

○鬼武委員 下の部会のほうで詳細な審議はされていますので、中身については異論はな

いのですけれども、これは一般的に薬としては、売られるときに減感作剤というのはどう

いう名称で呼ばれる薬になるのでしょうか。 

○明石部会長 事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 特に一般的名称というのではございませんけれども、減感作療法に用いる抗原

製剤という形ではよく言われるものではございます。 

○明石部会長 よろしいですか。 

○鬼武委員 今まで余りないので、どういうふうに呼ばれるのだろうかなと。 

○事務局 人のほうでも花粉症やそういったものの治療に、こういった減感作療法は用い

られているところではございます。薄めた抗原になるものを徐々に徐々に用量を高くして

投与していって、平易な言葉で言うと、その抗原に慣れるといいますか、そういったもの

を意図して、こういった治療をするものでございます。 

○明石部会長 動物のほうでは余りないような製剤だということですが、ほかに御質問等

はございますか。よろしいですか。 

 特に追加で御発言がなければ、承認ということでよろしいですか。 
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（「異議なし」と声あり） 

○明石部会長 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。それでは、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動物用医薬品という

ことで６年間とし、原体及び製剤は劇薬に指定することといたします。 

○明石部会長 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。それでは、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動物用医薬品という

ことで６年間とし、原体及び製剤は劇薬に指定することといたします。 

○明石部会長 それでは、２時間にわたって御審議をいただいたので、10 分休憩としたい

と思いますけれども、事務局、よろしいですか。 

 それでは、４時 10 分まで休憩ということにしたいと思います。 

 

（休  憩） 

 

○明石部会長 委員の先生、議事を再開したいと思います。報告事項で動物用医薬品の諮

問承認状況について、事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、当日配付資料黒の№９をお手元に御用意ください。こちらは動物用

医薬品の諮問承認状況ということで、前回の当部会から本日までに間に承認されたもの、

諮問されたものにつきまして、まとめております。 

 諮問状況でございますけれども、現在諮問されておりますのは、本日御審議をいただき

ました３製剤、ロメワン、アレルミューン及びパノラミスの３製剤が現在諮問されている

ものでございます。 

 続きまして、承認状況でございます。この間に承認された製剤ですが、いずれも生物学

的製剤でございます。オイルバックス 7R、オイルバックス 6R、オイルバックス 5R、いず

れも化学及血清療法研究所から申請されたものでございます。申請年月日は平成 24 年８月

９日及び８月３日ですが、平成 25 年７月 30 日に承認されております。 

 レスピフェンド MH-One、ゾエティス・ジャパン株式会社でございます。こちらのほうは

平成 25 年７月１日に承認しております。 

 同じく、ゾエティス・ジャパンでティーエスブイ２でございます。こちらは平成 25 年７

月 16 日に承認しております。 

 以下、次のページでございますが、ガルエヌテクト S95－IB、日生研株式会社でござい

ます。こちらは平成 25 年７月１日。 

 エクエヌテクト ERP、日生研株式会社。こちらも平成 25 年７月１日。 

ピシバック注 LVPR/oil、共立製薬株式会社。こちらは平成 25 年８月 26 日をもって承認

しております。 
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以上、御報告を申し上げます。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明に御質問等はございますでしょうか。どうぞ。 

○鬼武委員 前の所長の方がよくおっしゃっていたのですけれども、動物用医薬品の承認

がかなり審議に時間がかかるということが挨拶の中で発言があったと思いますが、今回の

ところを見ていますと、だんだん承認の諮問から申請がされて承認されるまでの期間が大

分短くなっているという評価でいいのでしょうか。前の所長の方がよく言われていたと思

いますが、かなり時間がかかるということからすると。 

○事務局 審査の迅速化につきましては、事務局のほうも鋭意努力をしているところでご

ざいます。なかなか品目によって審査の内容がばらつくものですから、一概に短縮できて

いると言い切れるかどうかはわかりませんけれども、ある程度早く承認できるように努力

をしているところではございます。 

 ただ、近年でございますけれども、特に食用動物のものに対する動物用医薬品に関しま

しては、食品安全委員会と厚生労働省のほうに手続にかなり時間がかかるということもご

ざいまして、なかなかそちらのほうの短縮が思うようにいかないところでございます。こ

ちらのほうも本省等を通じまして、なるべく早く承認になるように努力をしていきたいと

考えているところでございます。 

○明石部会長 この部会でも慎重には審議するけれども、なるべく早期に承認ないしは非

承認は決めたいと考えておりますので、御協力をよろしくお願いします。 

 そのほかになければ御了承いただいたということにしたいと思います。 

 次に、その他の「（１）動物用抗菌性物質製剤の慎重使用に関する基本的な考え方（案）」。

これについて御説明をお願いします。 

○事務局  お手元の当日配付資料の黒の№10－１と 10－２をごらんいただければと思

います。 

 動物用抗菌性物質製剤の慎重使用に関する基本的な考え方ということで、主に 10－２を

ごらんいただければと思います。 

ここに背景とございますけれども、動物用抗菌性物質製剤、これは畜産物生産における

ということになりますが、食用に供される動物でということになりますが、動物用医薬品

のうちの抗菌剤についてはやはり薬剤耐性菌の問題があるということで、この問題に関し

ましては規制当局あるいは動物用医薬品の製造販売業者の方々、獣医師、もちろん生産者

を含めてですね。関係者が密に連携して取り組むべき課題であります。 

先生方も御存知のことと思いますけれども、動物用医薬品のうちの抗菌性物質製剤につ

きましては、食用動物に使用される製剤に関しましては、食品安全委員会で耐性菌に関す

る人の健康に影響を与える可能性についてのリスク評価が順次行われているところでござ

います。 

農林水産省としましては、その評価結果を踏まえまして、リスク管理措置と申しますが、
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適正に使用する、あるいは限定的に使用するといったような措置をとってきております。

そういった管理措置を効果的に実効性を担保するという上で、やはりその抗菌剤を直接使

用する獣医師あるいは生産現場の生産者の方々の果たす役割というものが非常に重要にな

ってまいります。そういった観点で今回その抗菌剤を慎重に使用しようと、これは国際的

にも広く推奨されておりますし、各国際機関でも同様のガイドライン的なものを作成して

おりますけれども、その慎重使用に関する、まずその基本的な考え方を取りまとめて公表

して、関係者の皆様方に示して普及啓発をしたいと考えております。これに関しましては、

通知として公表を考えております。 

その基本的な考え方のポイントとしまして、この２に書いてあります。まず、その基本

的な方針としては、家畜での薬剤耐性菌の選択・伝播を極力抑える。当たり前の話ではあ

るんですが、それが重要になります。 

家畜から人への薬剤耐性菌あるいは耐性遺伝子、いわゆる耐性因子というようなものの

伝達を抑えて、人の医療に使用する抗菌剤の有効性を維持するということが重要です。 

もちろん、家畜での抗菌剤の有効性を維持する。これは獣医療の観点からも必要になり

ます。この大目標というか、基本的な方針に基づいて、具体的には（２）に示すような抗

菌剤の慎重使用が必要だということで、①としましては、家畜伝染病予防法に基づく飼養

衛生管理基準の遵守の徹底ということで、衛生管理を向上させることによりまして、感染

症そのものの発生を少なくする。それが抗菌剤を使う機会を減らすということになります

ので、耐性菌の選択を制御する上で最も基本的なことだと考えております。適切な飼養環

境あるいは餌の供与等によって健康維持等、あるいはワクチンによる疾病の発生予防が重

要です。 

②としましては、適切な病勢把握、診断ということで、一旦その感染症が発生してしま

った場合に、その周辺農場を含めた発生状況とか疫学情報も把握した上で、適切に診断を

していただく。原因菌を特定した上で治療方針を決定する。そこの中に抗菌剤を使用する

かどうかというところが、まだ重要な判断の材料となってくると考えております。 

③として、では、抗菌剤を使う必要がある場合には選択するわけですけれども、適切な

抗菌剤を選択していただく。適切に慎重に使用していただくということで、原則として原

因菌を分離同定し、薬剤感受性試験を行って、感染症の病性あるいは原因菌に対する有効

性等を総合的に勘案して適切な抗菌剤を選択することが重要であります。 

あるいはニューキノロン、第３世代セフェム等の人の医療上も非常に重要だとされてい

る抗菌薬、こういったものに関しましては第一次選択薬が無効の場合に限定して使用する

ことということで、使用上の注意で規定がされております。第二次選択薬として使うとい

うことが重要です。 

未承認薬の使用あるいは適用外使用というのは、極力回避すべきであるというようなこ

と。 

また、投与後、必要に応じて、その治療効果を見極めた上で抗菌剤を変更するといった
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ことも漫然とした投与をしないという意味で重要だと考えております。 

④としましては、情報の共有ということで、獣医さんあるいは生産者の方々がその地域

における感染症の発生状況とか抗菌剤の使用状況、それから、薬剤感受性に関する情報も

共有しながら適切に使っていただきたい。 

以上、御紹介しましたポイントを実際には、資料№10－１は現時点版でございますが、

今後、関係者、専門家の方々にも御意見をお聞きしながら、通知としてまとめたいと考え

ているものです。特段お気づきの点等がございましたら、御意見を伺えればと思いますが、

基本的には№10－２の概要で御説明したポイントを通知で示して、抗菌剤の慎重使用を一

層の徹底を図りたい。そのように考えております。 

説明は以上でございます。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

 調査会でもこの部会でも抗菌剤の問題についてはかなり議論をしてきたと考えておりま

すけれども、慎重使用というのはもうコンセンサスになっていると思いますが、それを文

書化してもう一度徹底させようという御説明でしたが、何か御質問、御意見等はございま

すでしょうか。 

○鬼武委員 農林水産省として、こういう考え方をまとめることについては、私は非常に

心強いというか、賛成をするところであります。10－１と 10－２で説明があって大体理解

をできたのですが、書かれていることもよくわかるのですが、10－１のほうには国際的な

ガイドラインが書かれているのですが、その辺は少し補足していただいて、例えば国際的

にも食品の安全の問題にフォーカスというか焦点が当たっていて、その中の要素として薬

剤耐性菌の問題が重要視されているということが、FAO とかコーデックスとか、いろいろ

な場で強調されていますので、そういう視点が少し背景なり初めのところに、食品の安全

の問題からしても重要であるということが必要かなと考えております。 

 以上です。 

○明石部会長 ありがとうございます。 

 ほかに御質問でも結構だと思いますが、いかがですか。 

○中込委員 関係者間の情報の共有と書いてあるのですが、これは具体的にどういうふう

に情報を共有しようというのはあるわけですか。 

○事務局 ありがとうございます。№10－１の７ページに現時点版ということですが、少

し文章化したところがございます。やはり耐性菌の発現状況は、その地域ごとに異なる可

能性もありますので、やはりその獣医さんであれば、診療地域においてどういう感染症が

はやっているか。それをどういう抗菌剤で効果があったのか、なかったのかというような

ことも含めた、そういった情報。あるいは製造販売業者のほうからも市販後調査等の中で

感受性等の情報が入るという場合もありますので、そういった情報をお互いに獣医師が、

あるいは生産者の方々も含めまして、情報を共有していただくと、その治療の際に参考に

なるのではないかと、そういう形のものを考えております。 
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○明石部会長 よろしいですか。 

○中込委員 具体的にどうする、こうするという話はまだ挙がっていないわけですね。 

○事務局 そうですね。具体的にこうしなければいけないというところまでの具体的な今

回のものは考え方にはなってございませんので、あくまでも若干概念的にはなってしまう

のですが、あるべき姿、基本的な姿勢を示すものをまずつくりたいと考えております。 

○明石部会長 どうぞ。 

○日野委員 今のお話に関連しますけれども、実際にガイドラインが出まして、それに沿

ってある程度運用できているかという評価の問題で、恐らくこの情報の共有ということで

出てきているのかなと思っているわけですが、実際に人における抗生剤の投与に関しまし

て、やはりそのガイドラインが出て、こういう形でとあるのですが、ある意味で情報把握

と評価の中で、個別の評価ということで見ますと、人では診療報酬の明細書、いわゆるレ

セプトのところで、ここである程度ガイドラインとか添付文書に沿った使用されているか

というのが評価されていると思います。 

 そういう中である程度、適正使用の中の評価が行われていると思うのですが、なかなか

動物用医薬品のガイドラインに沿っての評価がどういう形でやっていくかというのは、難

しい面もあるのかなと思いながら、そういう中で結局、情報の共有という形でしか今のと

ころできないのかなと思っているのですが、ただ、最終的にそういう形でやはり評価がな

されないと、なかなかこういったことの対応は難しい面があるのではないかと思っている

のですが、その辺のところについて御意見をいただければと思います。 

○事務局 この関係者間の情報の共有というのは、先ほど御説明いたしましたように、獣

医間での感染症の発生状況とか感受性の情報の共有ですけれども、今、先生がおっしゃっ

たような適切に使っているかということを確認する手段としましては、動物用医薬品の抗

菌性物質製剤はいわゆる要指示医薬品になっておりまして、獣医師が診察の上、指示書を

発行しまして、その指示書がなければ、例えば農家さんが販売業者さんのところに行って

も買えないんです。 

 そういった指示書を例えば都道府県あるいは国も含めて、立入検査等でその指示書がき

ちんと発行されているか、診察に基づいて適切に使用されているかを確認するという、そ

の手段としては、そういった仕組みはございます。 

○日野委員 人でいいますと、いわゆる医師がそういう形で使う中、もう一個提出された

レセプトといいますか、そういう中で第三者がいわゆる客観的にある意味で審査をされる

というようなところですけれども、その辺のところについては特にまだ立ち入って、そう

いう形で評価をするのか、そういうような形の仕組みは考えていないということでよろし

いでしょうか。 

○事務局 そうですね。レセプトという仕組み自体はございませんけれども、もちろん獣

医の場合は診察をして診療簿をつけるというようなこともありますので、そういったとこ

ろの確認は現在も行っているところでございますし、それを徹底をして、適正な使用がさ
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れているかということは監視して、指導していくということが重要かと思います。 

○明石部会長 恐らくやっておられる方を、農家さんであるとかユーザー側であるとか、

そういったフィードバックといった仕組みを考えてほしいということとは違いますか。一

部きちんとした体系としてあるのかどうか、私は知りませんけれども、そういったことを

考えたいただいたほうがいいのではないかというような御意見かと思います。 

 この考え方の概要は以前から言われていることですが、基本的な考え方の案はこれから

出されるわけですね。きょう意見があれば、ここで出していただくということですが。 

○事務局 お持ち帰りいただいて、何かお気づきの点があれば、事務局のほうに御連絡を

いただければと思います。 

○明石部会長 きょうお持ち帰りいただいて、意見は事務局にお返しすればいいいうこと

でよろしいでしょうか。何か意見があったら、この部会の連絡等を行っておられる、動薬

検の事務局のほうへ出していただくということでよろしいですか。 

○事務局 大体２週間ぐらいでいただければと思いますので、もしあれば、よろしくお願

いいたします。 

○明石部会長 それでは、本日追加の意見を出しておきたいということはございますでし

ょうか。もう一度読んでいただいて、２週間以内に意見があれば、事務局のほうへお送り

いただく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、よろしくお願いします。 

 続きまして、「（２）事項変更に伴う耐性菌評価の取扱いについて」。これも事務局のほう

から御説明をお願いします。 

○事務局 配付資料の黒の№11 をお願いします。これも抗菌性物質の関係の話でございま

すが、先ほど申し上げましたように、動物用医薬品の承認あるいは再審査をする場合には、

食品安全基本法で食品安全委員会への意見聴取が義務づけられております。もちろん先生

方に御審議いただいた後、食品安全委員会で残留性のほうも審議されて、薬剤耐性菌に関

するリスク評価もされるということになっておりますが、既に承認されている製剤の一部

を変更する承認申請。これは事項変更承認と呼んでおりますけれども、これについてはそ

の意見聴取が義務づけられていないということで、食品健康影響評価を行わずに事項変更

承認するということは可能になっております。 

 ただ、抗菌性物質製剤については、その変更内容によっては薬剤耐性菌の観点でいいま

すと、新たなハザード、新たな菌種の薬剤耐性菌について考慮すべきというような可能性

がありますので、そういった場合には人の健康への影響が高まる可能性があるということ

で、抗菌性物質製剤の事項変更承認につきましては、この（３）の①、②、③に示したと

おり取り扱いたいということで考えております。 

 この①ですけれども、対象動物の種類を追加するという事項変更承認の場合、これは追

加される対象動物において、新たなハザードが選択される可能性があるということで意見
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聴取を行いたいと考えております。これは任意で必要に応じて評価依頼できることになっ

ておりますので、評価依頼を意見聴取するということを考えております。 

 ②は同じ動物種で投与経路のみを追加するというような場合。これは対象動物の種類が

変わらないということですので、新たなハザードを考慮する必要性は低いと考えられます

ので、意見聴取は行わない。 

 ③としましては、その他の事項ですけれども、新たなハザードの選択が見込まれない限

りは、原則として意見聴取は行わないということですが、いずれの場合についても、この

ような事項変更承認に関しましては再審査というのがかかるようになりますので、その再

審査について事項変更承認がされてから再審査期間が経過した後に、再審査に伴った食品

安全委員会のリスク評価はされるということになりますので、そちらのほうで担保できる

と考えております。 

 具体的には２番に示した例がありますけれども、豚の経口投与に牛の経口投与を追加す

るというような変更の場合、これは意見聴取を行います。②のほうは豚の筋肉内注射を追

加ということで、これも対象動物を追加しておりますので、意見聴取を行う。ただし、③

については皮下注射に静脈内注射を追加するという変更ですので、これは上の（３）の②

に該当するということで、意見聴取は行わない。そのような取り扱いで食安委の耐性菌の

評価の意見聴取をしたいとい考えております。 

御説明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、ただいまの御説明に御質問、御意見等はございますでしょうか。 

○鬼武委員 １の（３）のところの意見を聞く場合と聞かない場合が①、②、③あって、

２のところの①、②、③が同じように対応していないのが気になりました。例は、意見を

聞く場合、聞く場合、行わないとなっていて、上の１の③のような事例が何かあれば、下

に書いてもらうことはできないですか。上と下が同じだと読みやすいです。 

 事例として浮かばなければいいのですが、上と下を読むとつながっているように見える

ので、対応したほうがいいような気がしました。細かいことで申しわけないです。 

○事務局 今の時点で③に該当している具体例がなかったので書いてございません。①と

②が同じ①に対応しているので、書き方を見やすいように少し変更させていただければと

思います。 

○明石部会長 今まで食安委に聞いていなかったものを、その対象動物の種類を追加した

場合には聞きましょうということで、その例をたくさん挙げられたということではないか

と思いますが、この件についてはほかに御意見はございますでしょうか。よろしいですか。

農林水産省としては、食安委に意見聴取をしたいということで進められるということだそ

うです。 

 特に追加で御発言がなければ、御了承いただいたということにしたいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。 
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○明石部会長 それでは、その他の「（３）承認申請書添付資料の見直し（国内臨床試験の

免除）について（案）」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、当日配付資料黒の№12 をお手元に御用意ください。「承認申請書添

付資料の見直し（国内臨床試験の免除）について（案）」としてお示しさせていただいてお

ります。 

 現在、本日御審議いただきました３品目もそうですけれども、動物用医薬品は後発品を

除きますが、製造販売承認申請に際しましては、少なくとも２カ所における臨床試験を求

めております。これは臨床の現場で有効性が確保されるということは、やはり医薬品の評

価としましては一番最重要なものでございますので、そういったところで臨床試験は広く

製造販売承認申請に対しまして求めているところでございます。 

 また、そのうち少なくとも１カ所は国内の臨床試験を現時点では求めている。これはや

はり国内での有効性と安全性を評価するという観点から求めているものでございます。 

 しかしながら、最近 VICH の３カ国の間では、一般的に臨床試験に対しましては GCP とい

たしまして、臨床試験の質に関しまして担保されるようになってきております。そういっ

たことから少なくとも科学的な評価は別といたしまして、臨床試験の質という観点では国

内で実施した臨床試験と海外で実施した臨床試験では、少なくとも GCP に準拠していれば

担保されると考えられるものでございます。 

こういったことから今般、動物用医薬品の製造販売承認申請に際しまして、VICH３カ国

の GCP に準拠したものであれば、国内の施設にこだわらず、海外の臨床試験だけでも承認

申請を添付資料とすることを可能とする。そういった考え方でございます。 

２でございますけれども、ただし、一部の例外を考えております。例えば生物学的製剤

の臨床試験につきましては、流行株が海外のものとは異なる場合があると考えられる。そ

ういった場合には、海外の臨床試験だけでは恐らく適切ではないだろう。また、フルオロ

キノロン等の合成抗菌剤または新しいセフェム系の抗生物質等、いわゆる新キノロン系等

製剤でございますけれども、これの二次選択薬としての有効性評価の臨床試験につきまし

ては、やはり国内での薬剤耐性菌の出現状況を正確に評価する必要があるだろう。そうい

ったことから、やはりこれまでどおり国内での臨床試験を求めていくことが妥当であろう

と考えられました。逆に言いますと、これ以外のものに関しましては先に申し上げたよう

に、海外の臨床試験だけでも承認申請は可能と考えたいと思っております。 

また、３でございますが、この考え方にのっとりまして、臨床試験を国内では行わずに

承認されたものにつきましては、国内での臨床現場における一定の有効性と安全性を検証

するために、承認後２年以内をめどに再審査で提出を義務づけております申請資料の有効

性・安全性のものの収集・提出を求めるということを考えております。 

ただ、この資料につきましては現行再審査、６年後に添付が必要なものでありまして、

それを２年の後に一度提出を求めるものであり、新たな資料の作成を要求するというもの

ではございません。 
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こちらのほうに記載してはおりませんが、この考え方としては、あくまで承認申請に添

付をする資料として認めるということでございまして、即これで国内で承認を認めると結

論づけられるものではございません。あくまで我々が担保していかなければいけないのは、

国内の臨床現場における有効性と安全性でございますので、この海外の臨床試験から国内

での有効性及び安全性が評価できるかどうかというのは、あくまで審査審議の中で結論を

つけていくべき問題なのかと。もし場合によりまして、評価できないということであれば、

別段の措置等も考慮していきたいと考えているところでございます。 

御説明のほう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、ただいまの御説明に御質問、御意見等はございますでしょうか。今まで臨床

試験について国内での臨床試験を求めていたものは、海外のみでも構わないというふうに

変えたいということだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 これはこの部会の意見を求めるということですか。見直しをするので了承してください

ということですか。それとも、この見直しをするに当たって、何か意見があれば出しても

らって、もう一度考えるということですか。 

○事務局 特段御意見という形があれば、この場で承らせていただければと思いますけれ

ども、基本的には御説明、御報告をさせていただければということで考えております。な

お、この考え方によりまして申請されたものにつきましても、今後どんどん審査の上に乗

ってくるわけでございます。その過程で何かこのこと自体に関しまして御意見等がござい

ましたら、随時事務局のほうに御連絡をいただければと思いますので、審査審議の中で御

意見をいただければと考えております。 

○明石部会長 今、意見があれば出していただきたい。意見がなくても海外２施設で行っ

た臨床試験を含む申請はこれから出てくるだろうから、そのときにまた意見があれば、出

してもいいということだと思います。特に今現在で御意見はございますでしょうか。よろ

しいですか。 

 特にないようでしたら、またこれから申請が出てきた段階で意見を出していただくとい

うことにしたいと思います。 

 それでは、この案については御了承いただいたということにしたいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。 

○明石部会長 そうすると予定した議事はこれで最後ですけれども、次回の開催日をよろ

しくお願いします。 

○事務局 それでは、次回の開催日について御連絡いたします。事前の御連絡をいただき

まして、どうもありがとうございました。委員の皆様から御連絡いただきました結果を取

りまとめまして、部会長の出席が可能であり、最も多くの委員が出席可能な日であります、

平成 25 年 11 月 27 日水曜日でございますが、この日の午後の開催とさせていただきたいと

存じますが、よろしいでしょうか。 
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○明石部会長 11 月 27 日午後で事務局が予定しているということで、先生方も御予定に

入れていただけるとうれしいということであります。 

 それでは、ほかに事務局、何かありますか。 

○岩本技術指導課長 特にございません。 

○明石部会長 委員の先生方、追加で何か御発言はございますでしょうか。よろしいです

か。 

 それでは、本日の審議をこれで終了したいと思います。長時間の御協力をありがとうご

ざいました。 

 


