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○明石部会長 皆さん、こんにちは。若干時間早いのですが、お見えになる予定の先生

方がおそろいになったということで、部会を開催させていただきたいと思います。 

初めに、７月29日付で委員の交代がありましたので、御報告いたします。公益社団法人

日本薬剤師会の理事だった日野委員に代わりまして、副会長の乾英夫委員が新しく臨時

委員に就任されました。なお、乾委員は本日御都合により欠席という連絡をいただいて

おります。 

 乾委員のほかに本日は上田委員、越久田委員、関崎委員、西川委員、袴塚委員、森川委

員から御都合により御欠席という連絡を受けております。また、中西委員は10分程度遅れ

るということで、一応出席の予定になっております。 

 出席委員数が現時点で中西委員が来られる予定で13名ということで、また岩田委員と鬼

武委員が本日所用で早めに退席されるということですが、一応出席予定委員11名おられま

すので、成立要件の過半数を超えているということを御報告いたします。 

 まず最初に、動物医薬品検査所長から御挨拶をお願いいたします。 

○動物医薬品検査所長 皆さん、御苦労さまでございます。薬事・食品衛生審議会動物用

医薬品等部会の開催に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

 本日はお忙しい中、当部会に御出席賜りましてまことにありがとうございます。また、

委員の各位におかれましては日頃より動物薬事行政の推進あるいは御助言、御指導等をい

ただいておりますことにつきまして、厚く御礼申し上げる次第でございます。 

 また、実はこの委員会の委員の任期というのが２年になっていまして、来年１月に改選

を迎えるわけでございますが、先週規定によりまして継続できる委員の方々につきまして

事務局よりお電話等によりまして御確認させていただきまして、継続いただける方々にお

かれましては御快諾いただきまして、この場を借りて感謝申し上げる次第でございます。

改選１月ということになりますので、次期12月を予定しています当部会につきましてはこ

のメンバーでやりまして、予定的には３月頃に開催する部会につきまして新たなメンバー

で臨むということになっておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 さて、家畜衛生をめぐる最近の状況でございますが、去る７月23日に韓国で口蹄疫が３

年３月ぶりに発生いたしました。慶尚北道というところで、ちょうど釜山の北のほうにな

るようなところなのですけれども、そこで７月23日に豚農家、1,500頭ほど飼養している

ところで１例目が出まして、27日に同じく慶尚北道というところで2,000頭の農家で出ま
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した。若干時期を置いて、８月７日に今度慶尚南道というところで３例目の発生がみてお

りまして今日に至っておるわけでございます。口蹄疫と言いますと我が国でも2010年４月

に発生をみまして、宮崎県において発生いたしまして、全体で292農場、ワクチンによる

防疫も行いましたけれども、そのワクチンを打った牛豚についても殺処分を行いましたの

で、総計いたしますと約30万頭の殺処分ということを行って鎮圧に努めたわけでございま

す。 

 韓国の口蹄疫と申しますと日本へ2010年４月にも発生いたしましたわけですが、実はそ

の前に2010年１月に、日本で出たのはＯ型という血清型のものなのですけれども、2010年

１月にＡ型という血清型のものが韓国で発生をいたしまして、６件、500頭ぐらいの殺処

分で、そこは一たん収束しております。その後、同じ年の４月８日、日本が４月20日です

ので本当に機を同じくして韓国でも発生をみまして、この際には日本で発生したものと同

じＯ型でございますけれども、約400農場、４万頭の殺処分という形で鎮圧したわけでご

ざいます。ちょうどそのころ日本でも発生しておりまして、韓国のほうが日本よりも１月

ほど早く鎮圧に成功したわけでございます。 

 しかしながら、その年の11月にもう一度ブレイクがありまして、このときは惨憺たる状

況でございまして、韓国ほぼ全土で発生がみられたわけでございますが、その際韓国はも

う殺処分ということをあきらめまして、ワクチンによる防疫ということを全国的に実施い

たしました。そのとき約6,200農家で348万頭の処分を行っております。これは当時の牛の

飼養頭数でいきますと約５％、豚の飼養頭数でいきますと約35％殺処分しております。 

 その後韓国はワクチン接種による防疫に努めておりまして、2014年５月には、本年５月

なのですけれども、ＯＩＥの総会でワクチン接種による口蹄疫清浄国という認定をＯＩＥ

から受けたところでございますが、その認定を受けてから７月になってまた再ブレイクし

たという状況になっております。 

 全世界的に見ますと、ワクチン接種清浄国というのは現在ウルグアイのみでございます。

そのほかにも一部地域ＯＩＥでワクチン接種清浄地域として指定しておるところもありま

すけれども、例えばフィリピンですと５地域、アルゼンチンですと２地域等々ございます。

いずれにしてもワクチン接種に一たん手をつけるとなかなか清浄化が難しいというのが現

状ではないかと思っております。アルゼンチンも一たんは清浄国になったのですけれども、

どうもブラジルと国境を接している関係でブラジルの牛がアルゼンチンにちょっと侵出し

てきて、それでまたブレイクしてしまったというようなのが過去あるようでございます。 
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 こういったことでお隣の国で口蹄疫が発生している状況でございますので、水際の防疫

対策等々農林水産省といたしましては懸命に実施しているところでございます。 

 それとあと２点ほどございますけれども、先般の６月の部会でＰＥＤのお話をさせてい

ただきました。豚の下痢の病気でございますが、その当時６月の段階では約20万頭の死亡

ということを報告させてもらいましたけれども、発生頭数は４月をピークに減少しており

まして、死亡頭数もそれに伴って減っておりまして、５月が約９万8,000頭、６月が９万

頭、７月が４万5,000頭、８月には１万2,00頭と死亡頭数も減少して収束に今向かってお

るわけでございます。また、８月の新規発生は約３件ということで、ほぼ新たな発生はみ

られていないということでございますけれども、これは養豚農家の方々の防疫意識の向上

とか消毒の徹底あるいはワクチンの効果等々もあるわけでございますが。 

 この病気が発生いたしましたのが昨年10月でございます。10月に沖縄でみまして、その

年の12月に鹿児島、宮崎に渡ったと言いますか宮崎でブレイクしまして、それからこうい

う事態になっているわけでございまして、特に冬場この病気は蔓延しやすいというふうに

言われておりますので、今後なお一層の養豚農家におきます侵入防止策の徹底が必要と考

えている次第でございます。 

 それと、６月に同じようにお話ししましたけれども、去る３月に熊本県で高病原性鳥イ

ンフルエンザが発生いたしました。当所におきましてインフルエンザワクチンの株の選定

委員会というのをやっておりまして、熊本株という新たな株が出ましたので、今私どもで

は動物衛生研究所よりその熊本株を入手いたしまして、今現存するワクチンが熊本株に対

しても効くのかどうかといったようなことをそこのＰ２の検査棟で今攻撃試験等を行って

おります。この結果が今月末ぐらいには出ますので、それを踏まえて必要があればワクチ

ン株選定委員会に諮って今後のワクチン株の動向等を注視していきたいと思っております。 

 それと最後になりますけれども、ＢＳＥについて若干の動きがございます。ＢＳＥ、も

う昔の病気のようになっておりますけれども、2013年５月我が国はＯＩＥからＢＳＥにつ

いてリスクを無視できる国だという認定を受けました。さらに、厚生労働省におきまして

もと畜牛の検査月齢を従前21カ月齢だったのですけれども、それを30カ月齢あるいは48カ

月齢超という形に引き上げることになりました。 

 それに付随するような形で、実はフィールドにおける死亡牛の検査というのを農林水産

省で行っております。これにつきましても48カ月齢に引き上げていいのではないかという

議論が出ておりまして、去る７月23日の食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会に諮問
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いたしまして、８月７日にプリオン病小委員会という部分で今検討を願っております。こ

れにつきましては御了解等がとれましたらば、来年４月から48カ月齢に引き上げるといっ

た形での運用をしてまいりたいと考えております。 

 なお、ただやみくもに月齢を引き上げるだけでなくて、従前のようにＯＩＥコードにも

ありますけれども、症状を示した牛につきましてはいわゆるへたり牛と言いますか生前に

フラフラしているそういうような神経症状を呈しました牛については引き続きサーベイラ

ンスの対象として検査をしていくということになっております。 

 以上、最近の家畜衛生をめぐる動向について御説明させていただきました。 

 なお、本日は審議事項として製造販売承認関連が４件、基準告示の変更関連が２件、報

告事項が２件ございますが、いずれにいたしましても慎重審議を賜りますようお願い申し

上げまして、私の挨拶とさせていただきます。 

 本日は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。 

 続きまして、事務局から配布資料の確認と、利益相反等の御報告をお願いいたします。 

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

ます。お手元にお配りしました資料、議事次第の後ろのほうに配布資料一覧があるかと思

いますので、御用意ください。 

 事前送付資料といたしまして赤のNo.１から７、ボビバックＡＣＡＩ４、スワインテク

ト、オスルニア、セレニア注、それから動物用生物学的製剤基準の一部改正について、そ

れから医療機器の改正の資料、フライダウンベイト。それから、No.９としまして承認申

請に関する見直し（案）というものをお配りさせていただいています。また、資料No.11、

12、こちらは文書のみの報告ということで、本日口頭での説明はございませんけれども、

平成25年度、昨年度の動物用医薬品の副作用報告についての取りまとめたもの、それから

回収報告についての取りまとめということで、お手元にお配りをさせていただいておりま

す。 

 それから、本日の当日配布資料といたしまして、資料番号黒のNo.１－２、ボビバック

ＡＣＡＩ４の追加資料。No.８、動物用医薬品の諮問・承認状況について。No.10、分科会

規程等の一部改正について。No,13、委員から事前に御質問をいただいた御意見。No.14、

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プリントを配らせていただ

いております。 
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 お手元に過不足ございましたら事務局までお申しつけいただければと思います。 

 以上になります。よろしいでしょうか。 

○明石部会長 はい。 

○事務局 それでは、審議中でもまたお気づきの過不足等ございましたらお申しつけくだ

さい。 

 続きまして、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リスト並びに基準の改正等に

より影響を受ける企業について説明をさせていただきます。資料番号No.14をお手元に御

用意ください。黒のNo.14でございます。 

 黒のNo.14、競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員でございます。１枚めくっ

ていただきますと、本日の審議品目の１品目目、ボビバックＡＣＡＩ４、こちらは申請者、

共立製薬株式会社でございます。競合品目といたしまして、一般財団法人化学及血清療法

研究所の牛異常産ＡＫ・ＫＢ・ＡＮ混合不活化ワクチン“化血研”、株式会社微生物化学

研究所の“京都微研”牛異常産３種混合不活化ワクチン、それから同じく同社の“京都微

研”牛異常産－５、が挙げてございます。 

 品目を選択した理由ですけれども、現在市販されている牛異常産を予防する不活化ワク

チンには、単味及び混合ワクチンが存在し、これらの製剤の中で、販売されておりかつ本

申請製剤に近い製剤ということで、一般財団法人化学及血清療法研究所のワクチン、株式

会社微生物化学研究所の牛３種混合不活化ワクチン、日生研株式会社の３種混合不活化ワ

クチン、及び弊社のボビバックＡＣＡの計４製剤がございます。 

 2012年度及び13年度の売上高では一般財団法人化学及血清療法研究所のものが１位、そ

れから株式会社微生物化学研究所の牛異常産３混合ワクチンが２位の1.2億であったため、

この２製剤を競合品目として選定をしたということです。一方、イバラキウイルスによる

異常産予防を含む製剤としては、2011年10月に承認された株式会社微生物化学研究所の牛

異常産－５。本製剤については2014年６月時点で販売はされていないものの効能効果に最

も近い製剤であるということで、これら３品目の本剤の競合品目ということで選定をした

ということでございます。 

 次のページ以降はこの製剤に関しまして申請資料、作成関与した委員のリストがあり、

いずれも該当なしということで４ページほど続いております。 

 ６ページ目をめくっていただきまして、本日の審議品目の２品目目、スワインテクトＡ

ＰＸ－ＭＥ、こちらは申請者が日生研株式会社でございます。 
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 競合品目といたしまして、ポーシリスＡＰＰ－Ｎ、松研薬品工業株式会社、ポーシリス

ＡＰＰ－Ｎ「ＩＶ」、株式会社インターベット、“京都微研”豚アクチノオイル３価ワクチ

ン、株式会社微生物化学研究所のものが挙げられております。 

 競合品目を選択した理由といたしまして、対象疾病が同じであるためということでござ

います。 

 関与委員リスト、この品目に関わるものとして４ページほどついております。いずれも

該当なしということになってございます。 

 11ページ目、めくっていただきたいと思います。本日３品目目のオスルニア、申請者名、

ノバルティスアニマルヘルス株式会社でございます。 

 競合品目３つ、動物用ウェルメイトＬ３、テバ製薬株式会社、オトマックス、日本全薬

工業株式会社、モメタオテティック、株式会社インターベットでございます。 

 理由ですけれども、同種同効品のうち売上上位３品目を選定したということでございま

す。 

 次のページからは関与委員のリストということで、こちらも１ページ目該当なし、２ペ

ージ以降不明ということで回答が上がってきております。 

 それから、16ページ目のところをめくっていただきますと、本日最後の品目になります

セレニア注でございます。申請者、ゾエティス・ジャパン株式会社。 

 競合品目といたしまして、プリンペラン注、株式会社インターベット、それから動物用

テルペラン注、あすかアニマルヘルス株式会社、ボミットバスター錠５mg、共立製薬株式

会社が挙げてございます。 

 選定理由ですが、猫に対する承認を持ち、効能効果が類似しているものということでご

ざいます。 

 これについての関与委員リスト、後ろ４ページついておりまして、該当なしもしくは不

明ということで回答をいただいております。 

 21ページ目、最後の１枚のところになりますが、生物学的製剤基準の一部改正について、

こちらは影響を受ける企業として株式会社微生物化学研究所が挙がってございます。 

 それから、最後のページになります、22ページ目、管理医療機器の省令改正ですね、こ

ちらに関しましては影響を受ける企業、フクダエム・イー工業株式会社、富士フイルム株

式会社、ニプロ株式会社となってございます。 

 競合品目、競合企業リスト並びに基準の改正等により影響を受ける企業について説明を

 6 



させていただきました。 

 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、ただいまの競合企業及び申請書類作成関与委員の御説明について何か御質問

御意見等ございますか。 

 よろしいですか。 

 それでは、お認めをいただいたということにして、各委員の申し出条件について事務局

のほうで御説明いただけますか。 

○事務局 これらにつきまして、各委員の先生方からの申し出状況を御説明させていただ

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ました結果、本日の

審議について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。 

○明石部会長 ありがとうございます。 

 議決審議について御参加いただけないという先生はいらっしゃらないということで、議

事に入りたいと思います。 

 まず、本日はこの議事次第に沿って順番に行いたいと思います。 

 審議事項の１番目として、動物用生物学的製剤調査会関係のボビバックＡＣＡＩ４、こ

れについて、動物用生物学的製剤調査会の座長である池田委員、御説明をお願いします。 

○池田委員 ボビバックＡＣＡＩ４は、共立製薬株式会社から申請されたアカバネウイル

ス、カスバウイルス、アイノウイルス、イバラキウイルスを有効成分とする牛用の不活化

ワクチンです。 

 本製剤は平成26年７月10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 では、説明させていただきます。 

 まず、お手元に赤のNo.１と、あと本日お配りしました黒のNo.１－２、こちらは横書き

の１枚の紙で両面印刷しているものになります。黒のNo.１－２と、あともう一つ黒の

No.13を御用意お願いいたします。この３つの資料を使いまして説明いたします。 
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 それでは、まず赤のNo.１の資料を１枚めくっていただきまして、審議経過票をお願い

いたします。本剤ボビバックＡＣＡＩ４は共立製薬株式会社から申請されたものでござい

ます。 

 ４番の成分及び分量でございますが、主剤としましてアカバネウイルス、カスバウイル

ス、アイノウイルス、イバラキウイルスを含む不活化ワクチンでございます。不活化剤と

してホルマリン、アジュバントとしてはアルミニウムのアジュバントが用いられてござい

ます。 

 ５番、用法及び用量でございますが、牛の筋肉内に３mLずつ、４週間隔で２回注射する。

追加免疫用として本ワクチンを使用する場合には、半年～１年ごとに３mLを筋肉内に注射

するとなってございます。 

 ６番、効能又は効果ですが、牛のアカバネ病、牛のチュウザン病、アイノウイルス感染

症及びイバラキウイルス感染症による牛の異常産の予防となってございます。 

 ７番、調査会審議結果でございますが、平成26年７月10日の審議において、本申請につ

いては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へ上程して差し

支えない。なお、再審査期間は、新動物用配合剤ということで６年とされてございます。 

 ここで訂正をお願いいたします。成分及び分量にありますホルマリンの分量が0.003mg

以下となってございますが、単位が「mg」ではなくて「mL」に恐れ入りますが訂正をお願

いいたします。大変失礼いたしました。 

 それでは、概要と書かれたタグを開いていただきまして、10ページ目をお願いいたしま

す。10ページ目はＡ３の大きな紙が折り込んでございまして、資料番号１－３、本製剤と

国内類似製品の比較表となってございます。申請製剤はこちらの表の一番右側、ボビバッ

クＡＣＡＩ４でございます。そこ、一番右から数えて左へ２つ隣にボビバックＡＣＡとい

うものがございます。こちらは同じ共立製薬株式会社から承認を得ております既承認ワク

チンでございまして、成分及び分量はアカバネウイルス、カスバウイルス、アイノウイル

スと申請製剤と同じものになってございます。つまり、一番右側の申請製剤はイバラキウ

イルスをこの製剤に加えた製剤となってございます。 

 こちらは1997年に日本でイバラキ病の大流行がございましたが、そのときに分離された

ものを親株とするものでございまして、イバラキ病ウイルスによる異常産に対応するため

に追加されたものでございます。 

 また、右から２番目の“京都微研”牛異常産－５をご覧ください。こちらは別の会社で
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あります株式会社微生物化学研究所が承認を持っているものでございます。こちらの成分

及び分量でございますが、それぞれ株が違いますが、アカバネウイルス、カスバウイルス、

アイノウイルス、イバラキウイルスと同じ成分が入っておりまして、それに加えてピート

ンウイルスが入った５種混合ワクチンでございます。 

 以上のように、本申請製剤は牛の異常産の予防を目的として４つの有効成分を組み合わ

せたものでございますが、その４つの組合せが新しいということで、本日は新動物用配合

剤として御審議いただくものでございます。 

 また、これからの説明において有効性に関する説明については新たに追加されたイバラ

キウイルスの部分を中心に御説明させていただきます。 

 それでは、概要書の158ページ目をお願いいたします。概要書の158ページですが、こち

らは安全性試験の成績でございます。資料番号９－２、牛異常産４種混合不活化ワクチン

の妊娠牛における安全性試験でございます。こちら９－２となってございますが、９－１

として３カ月齢の牛を用いた安全性試験がまた別途行われておりますが、ここでは９－２

の妊娠牛における安全性を中心に御説明いたします。 

 概要書161ページをお願いします。161の上の表をお願いいたします。こちらは試験のデ

ザインになってございますが、妊娠６～７カ月齢の牛を３頭ずつ用いておりまして、無処

置対照群、常用量群、10倍用量群の３群が設けられてございます。 

 こちらの牛を用いまして、免疫した群については４週間隔で２回、さらに２回注射後８

週後に１回、合計３回筋肉内注射をして免疫をしてございます。 

 この動物を用いて安全性について検討をした結果及び考察でございますが、表等はここ

では説明いたしませんが、無処置の対照群の新生子牛において死産や出生直後の死亡が認

められてはいましたが、ワクチン接種群である常用量群や10倍用量群では正常分娩でござ

いました。また、母牛については体温の一過性の変化が認められておりますが、妊娠期間

中の一般状態に変化は認められておらず、さらに乳量、体重増加、剖検所見などは被験物

質による影響は認められませんでした。 

 以上のことから、臨床用量の安全性に問題はないものと結論されております。 

 また、この試験とは別の９－１において３カ月齢の牛を用いた試験が行われております

が、そちらについても安全性に問題はないものと結論されてございます。 

 続いて、概要書の215ページをお願いします。概要の215ページ、資料番号９－３、アジ

ュバント等異物消長試験でございます。こちらは今説明いたしました安全性試験の３カ月
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齢と妊娠牛の成績における注射局所の所見をまとめたものでございます。 

 ここで訂正のお知らせでございます。当日配布資料黒の１－２をお手元に御用意くださ

い。こちらの表はここでの結果及び考察の表が本日の資料に添付されてございませんでし

たので、追加で御提出いたしました。おわび申し上げます。 

 こちらの追加の表で御説明させていただきたいと思います。この表は注射部位の剖検所

見及び病理組織学的所見でございます。１ページ目は３カ月齢の牛の所見でございまして、

まず左側の試験群をご覧ください。上段に常用量、下段に10倍用量を接種した各群３頭ず

つの成績がございます。 

 次に、常用量群の欄のその隣の部位というところをご覧ください。こちらの試験では接

種時期と接種部位を変えて４回注射しておりまして、４つの試験成績が記載されておりま

す。接種時期が異なることから、注射後から剖検までの時期が異なりまして、括弧書きに

ありますように、注射後16週経過した所見、12週経過した所見、その下８週、４週と記載

されてございます。 

 一番右側の病理組織学的所見でございますが、注射後16週と12週経過したものは特に変

化は認められてございませんが、注射後８週と４週経過したものについては筋線維変性、

細胞浸潤／濾胞様細胞浸潤、線維芽細胞増生などが認められてございます。 

 次に、後ろのページ、２ページ目をお願いいたします。こちらは同様に妊娠牛の注射部

位の所見でございます。妊娠牛に関しては安全性試験では３頭ずつ用いておりましたが、

そのうち１頭を剖検してございます。常用量群のところを見ていただいて、部位とありま

すが、こちらの試験では３回注射が行われておりまして、所見としては14週経過後、10週

経過後、２週経過後の成績がございます。 

 こちらも14週と10週では変化はございませんでしたが、２週経過後では筋線維変性など

の病理組織学的所見が認められてございました。 

 以上の成績から、こちらではアジュバントなどを示す異物を示す像が確認されておらず、

アジュバントの残留はないものとして使用制限期間の設定は不要と結論されてございます。 

 こちらに関して本日事前に中込委員から御意見をいただいておりますので、後でその御

意見と事務局からの回答を御説明いたします。 

 続きまして、232ページをお願いいたします。232ページは薬理試験の成績でございまし

て、最小有効抗原量と最小有効抗体価を決定するための試験でございます。こちらは抗原

量を試作ワクチンの原液から32倍まで階段希釈したものを免疫した牛を各群２頭ずつ用い
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まして攻撃試験を実施した結果でございます。 

 攻撃後、中和抗体価、直腸温、白血球数、ウイルス回収の有無を確認し、その結果最小

有効抗原量は４倍希釈群である○○○○、最小有効抗体価は２倍以上と結論されてござい

ます。 

 続いて、266ページをお願いいたします。266ページの上段と中段の表をご覧ください。

こちらの表は妊娠４カ月の牛２頭を用いまして、１頭に本製剤を２回注射し、注射後３週

後に攻撃試験を実施し、各臓器からウイルス分離を行った成績でございます。もう１頭は

免疫せずに攻撃した対照群でございます。こられの表から、ワクチン接種牛である母牛及

びその胎子の臓器からはウイルス分離がされておらず、ワクチン注射によるウイルス血症

を阻止したことが確認されてございます。 

 続いて、284ページをお願いいたします。284ページは臨床試験の成績でございます。

284ページの一番上、表14－１－９をお願いいたします。こちらは試験に用いた動物の内

訳でございますが、妊娠牛と非妊娠牛を合計87頭用いて試験を開始し、有効性評価には一

部除外された82頭を用いて解析が行われてございます。 

 続いて、286ページをお願いいたします。286ページの下の表14－１－14は、イバラキウ

イルスの抗体応答を示した表でございます。この表の一番下の有効率をご覧ください。こ

ちらは２回注射後４週の抗体応答で、Ｂ－32というのが被験薬になりますが、こちらでは

96.6％、対照群では8.3％と本ワクチンの有効性が確認されてございます。また、その他

の３種のウイルス抗原についても同様に有効性が確認されております。 

 また、表などでは説明いたしませんが、本製剤に起因した有害事象は認められておりま

せんでしたことから、この臨床試験における本剤の有効性及び安全性が確認されてござい

ます。 

 以上、本製剤は既承認製剤の３種混合ワクチンにイバラキウイルスを加えた４種混合の

牛用異常産予防のワクチンでございます。 

 続いて、御審議いただく前に、事前にいただいた御意見について御紹介とその回答をさ

せていただきたいと思います。お手元に黒のNo.13をお願いいたします。No.13の１番目の

御意見を読ませていただきます。 

 概要－215、216ページですが、本製剤には、注射後の出荷制限が設定されていませんが、

その根拠として「アジュバント等異物消長試験の結果が記載されてございます。「注射後

８週及び４週経過の注射部位にアジュバントの残留はない」、「１頭の所見では注射後２週
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経過で異様はない」が、その根拠と思います。 

 しかしながら、２週以降の所見でしかなく、注射部位では明らかな「線維芽細胞増生」

も認められています。注射部位が食用部位であるか不明ですが、食用部位であるとすると、

何らかの注射後の出荷制限は必要かと思います。という御意見をいただいてございます。 

 これに対して事務局から御回答申し上げます。まず、ワクチンを接種した動物をと畜場

へ出荷する際に設けられている期間、私たちはワクチンの使用制限期間とここでは呼んで

おりますが、その使用制限期間について２点御説明申し上げます。 

 まず１点目ですが、と畜場におけると畜検査の申請について、厚生労働省から都道府県

へ通知が出てございます。その内容は、生物学的製剤を注射して20日以内の獣畜の検査申

請は受け付けないよう、又は検査申請を行わないようにすることとされてございます。 

したがいまして、ワクチンを接種した動物については、20日以内はその通知で担保されて

おり、アジュバントが20日を超えて残るようなものについてはワクチンの使用上の注意と

して使用制限期間を設定して担保してございます。 

 ２点目でございますが、こちらはアジュバントの消長試験成績の病理組織学的な解釈に

ついて、以前食品安全委員会にて議論がされてございます。それは、第９回の動物用医薬

品専門調査会において議論が行われておりますが、そのときの結論としましては、異物を

食べている状態である巨細胞などが存在した状態では不可であるが、線維芽細胞などもと

もと生体の構成成分の場合は問題ないとする考えでございます。 

 以上、２つのことを前提に今回の事例をみますと、中込委員の御指摘のとおり、本剤は

２週目以降の所見をもって判断していることから、14日以前の状態は確認されてないこと

にはなりますが、と畜場の取扱い上20日以内のものについては出荷され、検査に回される

ことはございません。 

 また、20日以上の線維芽細胞の所見については、過去の食品安全委員会の所見から問題

ないと判断ができ、出荷の制限、つまり使用制限期間は本剤につける必要はないという結

論に至ってございます。 

 これが一つ目の御意見でございます。 

 ２つ目の御意見は、こちらは誤記でございましたので、訂正させていただきます。 

 ３つ目の御意見ですが、申請書７、概要14ページですが、本剤の有効期間は製造後36か

月間とありますが、概要の類似製品との比較表では製造後２年６カ月間となっております。

どちらでしょうか。ちなみにボビバックＡＣＡは製造後２年６カ月となっています。とい
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う御意見をいただいております。 

 こちらに関しては有効期間について安定性試験成績に基づき本剤は製造後36カ月が示さ

れてございます。ただ、資料の一部に製造後２年６カ月という記載がございましたので、

こちらは製造後36カ月に修正する対応をさせていただきたいと思います。 

 以上、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前に、中込委員、今の説明でよろし

いでしょうか。はい。 

 それでは、ほかに御質問御意見ございますか。 

 いかがでしょうか。既承認の製剤にイバラキウイルスを追加したという新しい製剤だと

いうことですが。御質問等ございませんか。 

 それでは、承認ということでよろしいですか。 

 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 それでは、動物用生物学的製剤調査会関係の２番目として、スワインテク

トＡＰＸ－ＭＥ、これについて動物用生物学的製剤調査会の座長の池田先生から御説明を

お願いします。 

○池田委員 スワインテクトＡＰＸ－ＭＥは日生研株式会社から申請されたアクチノバシ

ラス・プルロニューモニエの１型菌、２型菌、５型菌と組換え大腸菌で産生される無毒変

異型アクチノバチラス・プルロニューモニエ細胞毒素、ｒＡｐｘⅠタンパク、ｒＡｐｘⅡ

タンパク、ｒＡｐｘⅢタンパクを有効成分とする豚用の不活化ワクチンです。 

 本製剤は平成26年７月10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、再審査期間は新剤型動物用医薬品ということで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、事前に送付いたしました資料番号赤のNo.２の資料を御用意くださ

い。 

 表紙をめくっていただきまして、審議経過票をご覧ください。４番の成分及び分量です
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が、本製剤は主剤としてアクチノバシラス・プルロニューモニエ41－１株、ＳＨＰ－１株、

Ｎｇ－２株、また組換え大腸菌で産生される無毒変異型アクチノバシラス・プルロニュー

モニエ細胞毒素、ｒＡｐｘⅠタンパク、Ⅱタンパク、Ⅲタンパクが含まれております。 

 そのほかの成分としまして、アジュバントとして水酸化アルミニウムゲル、マイクロエ

マルジョンが含まれております。 

 用法及び用量ですが、３週齢以上の豚に３～５週間隔で１回１mLずつを２回、頸部筋肉

内に注射するとなっております。 

 効能又は効果は、豚のアクチノバシラス・プルロニューモニエ血清型１、２及び５菌感

染症の予防となっております。 

 本製剤は平成26年７月10日の調査会によって審議され、本申請について承認の可否に関

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結果をいた

だいております。 

 なお、再審査期間は新剤型動物用医薬品ということで６年とされております。 

 続きまして、概要書というタグをめくっていただき、そこの７ページ目をお開きくださ

い。こちらは既承認製剤との比較表になっております。左が申請製剤スワインテクトＡＰ

Ｘ－ＭＥ、真ん中が既承認製剤日生研豚ＡＰワクチン125ＲＸとなっております。これら

の２製剤を比較して御説明いたします。 

 まず左の項目の成分及び分量ですが、申請製剤と既承認製剤の違いとしましては、用い

ている主剤は○○となっております。ただ、その○○が既承認製剤の○○となっておりま

す。また、チメロサールに関しましては同じ規格値ですが、ホルマリンと水酸化アルミニ

ウムゲルも○○となっております。 

 次のページをめくっていただきまして、アジュバントという項目がございます。こちら

は申請製剤では水酸化アルミニウムゲルに加えましてマイクロエマルジョンを含んでおり

ます。本日はこのマイクロエマルジョンが新しいということで新剤型動物用医薬品として

御審議いただくものです。 

 用法及び用量ですが、こちらは適用年齢が申請製剤では３週齢以上、既承認製剤では35

日齢以上と違いはありますが、後半部分の豚に３～５週間隔で１回１mLずつを２回頸部筋

肉内に注射するというのは同じです。 

 効能効果も同じとなっております。 

 以上のように、両製剤は成分組成に違いはありますが、製造方法は両製剤とも原液まで
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同じ工程となっております。同じ原液を用いて最終バルクを調整する際に、申請製剤では

この新しいアジュバントであるマイクロエマルジョンを○○と○○で混合しているところ

が異なります。 

 したがいまして、主剤や添加剤の○○が承認製剤と比べて○○となっておりますが、今

回の試験成績によって従来品よりも○○の○○で有効性及び安全性が同様に確認されたこ

とから、ワクチン生産性の向上によって安定供給が期待できるものとして開発申請されて

おります。 

 続きまして、試験成績の説明をいたします。概要の46ページをお開きください。こちら

は安全性に関する資料となっております。下のほうにあります表概９－１－１の表をご覧

ください。こちらは３週齢の豚を３頭ずつ３つの群に分け、３週間隔で２回接種した後、

５週間の観察を行ったものとなります。群分けとしまして、生理食塩水を注射した対照群、

常用量を接種した常用量群、10倍量を接種しました10倍量群となっております。 

 結果ですが、表にあるとおり、一般状態及び体温では常用量群及び10倍量群で一過性の

発熱はみられましたものの、回復しております。そのほか、注射部位の観察、体重、臨床

病理検査、病理学的検査、抗体価測定で評価が行われておりますが、結果として注射部位

の腫脹、硬結等の一部軽度な変化はみられましたが、本剤の常用量の使用において安全性

に問題はないと結論されております。 

 なお、注射後の一過性の発熱や投与部位に腫脹、硬結がみられる副反応につきましては

使用上の注意に記載し、注意喚起がされております。 

 続きまして、概要の60ページをお開きください。こちらは注射局所のアジュバント消長

について確認を行ったものです。２枚ページをめくっていただきまして、概要64ページに

ございます表概９－２－４をご覧ください。本試験では３週齢の豚に３週間隔で２回接種

を行っておりますが、アジュバントⅠ群が１回目の注射から６週目と９週目に検査を行っ

たもの、アジュバントⅡ群が１回目の注射の後10週と13週目に検査を行った結果となって

おります。アジュバントⅠ群の結果をみますと、こちら６週目以前のデータはございませ

んが、上の６週目の時点でワクチンによる免疫反応でみられますリンパ球濾胞様浸潤等は

観察されておりますが、オイル成分の残留を示すシストは認められておりません。 

 この結果から本製剤の使用制限期間は６週間として設定されております。 

 続きまして、薬理試験の結果について御説明いたします。概要の68ページをお開きくだ

さい。10－１の資料では35～42日齢の豚に３週間隔で２回申請製剤を接種し、２回目接種
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後の２週目に１型、２型、５型の各型菌で攻撃試験を行った結果です。 

 攻撃試験の有効性の判断基準につきましては中段のところに記載しております。まず１

番として、対照群の豚で死亡が発生した場合、注射群の豚は全て生残すること。又は、対

照群の豚が全て生残した場合は、注射群の胸膜肺炎の病変スコアの値によって有効性を判

定しております。 

 ページをめくっていただきまして、概要69ページの下の表10－１－１－１をご覧くださ

い。ここではＡｐｐ１型菌に対する豚でのワクチンの有効性を検討した結果となっており

ます。下の対照群の結果をみますと、３頭中１頭の死亡が発生したのに対して、注射群の

ほうでは全て生残しております。先ほどの評価基準に当てはめてこちらは有効と判定され

ております。 

 続きまして、概要の71ページ目にいっていただきまして、表概10－１－１－３をご覧く

ださい。こちらも先ほどと同様にＡｐｐ１型菌に対する有効性を確認した結果となってお

ります。先ほどと同じように対照群で死亡しているのに対して、注射群は全て生残したこ

とから有効と判定しております。 

 続きまして、次の概要72ページ、こちらはＡｐｐ２型菌に対する有効性を検討したもの

となります。表概10－１－２－１をご覧ください。こちらは対照群が死亡しており、注射

群が全て生残していることから、こちらも有効と判定をしております。 

 続きまして次のページにいっていただきまして、表概10－１－２－３をご覧ください。

こちらでは対照群が生残し、注射群も同様に生残していることから、肺病変スコアの平均

値によって有効性を判定したものとなります。先ほどの評価基準に照らし合わせまして、

注射群の平均スコアが○○と○○の値であり、また対照群の平均値は○○と○○を示して

いることから、こちらは有効性があると判定されております。 

 次のページ以降ではＡｐｐ５型菌に対する有効性の判定を行っておりますが、こちらの

試験につきましても１型、２型と同様に有効性があると結論されております。 

 続きまして、概要の78ページをお開きください。こちらは申請製剤の最小有効量の検討

となります。先ほどの10－１の試験と同様に35～42日齢の豚に３週間隔で２回接種を行っ

た後、攻撃試験で有効性を判定したものとなります。先ほどの試験において本ワクチンが

Ａｐｐ１型、２型、５型全てに有効であるということが確認されたため、本試験では日本

において最も分離率の高いＡｐｐ２型菌を代表として攻撃試験を行っております。 

 ページをめくっていただいて、表概10－２－２をご覧ください。こちらは試験群の群分
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けとなります。豚10頭、２頭ずつ５群に分けております。群の内訳ですが、試作ワクチン

の無希釈液群、５倍希釈液群、25倍希釈液群を設定しております。また、陽性対照として

既承認製剤日生研豚ＡＰワクチン125ＲＸを接種しましたＡＰ125ＲＸ注射群を設定してお

ります。あとは、非接種の対照群を設定しております。 

 結果ですけれども、対照群の結果をみていただきますと、２頭のうち１頭で死亡が発生

しております。先ほど10－１での有効性の評価基準に照らし合わせますと、注射群で全て

生存すれば有効とみなされます。試作ワクチン注射群におきましては、無希釈液と５倍希

釈液、こちらにおいて全て生存していることから、有効の判定としております。ただ、25

倍希釈液、また陽性対照群の５倍希釈液、こちらにつきましては死亡が発生していること

から無効との判定となっております。 

 この結果から、５倍希釈液の抗原量が申請製剤の最小有効量として結論づけられており

ます。 

 続きまして、臨床試験の結果について御説明いたします。概要の86ページをお開きくだ

さい。そちらの表概14－１に記載しておりますとおり、試験は①から③の３施設で行われ

ております。被験薬を接種した試験群、また既承認製剤の日生研豚ＡＰワクチン125ＲＸ

を接種した陽性対照群を20頭ずつ設けております。 

 その下の表概14－２、試験設定ですが、施設の①と②では○○週齢の豚に○○週間隔で、

施設③のみ○○週齢の豚で○○週間隔で被験薬又は対照薬を接種しております。 

 概要の88ページをお開きください。そこの中段の14－１－３、こちらから有効性の評価

方法について御説明いたします。本試験における有効性の評価は、そちらに書いてありま

すとおり、（１）Ａｐｐ感染症の発生がなかった場合と（２）Ａｐｐ感染症の発生が疑わ

れた場合とで判定を行っております。もし発生がなかった場合は抗体価を指標として有効

性評価を行いますが、本試験においては結果として（２）のほうで判定を行っております。

呼吸器症状、肺病変が認められたためです。 

 したがいまして、その下にありますａからｄの項目、この４つにおいて有効性の評価を

行っております。 

 続きまして、有効性の評価結果及び考察について説明いたします。概要の90ページをお

開きください。表概14－５、呼吸器症状の発生率の表がございます。一番下に全施設での

結果が記載してあります。呼吸器症状発生頭数ですが、試験群では58頭中７頭、陽性対照

群では60頭中７頭と同等の値を示しております。また、統計学的にも有意差は認められて
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おりません。 

 続きまして、その下にあります表概14－６、死亡事故率となります。こちらは施設の①

と②において死亡豚が発生しております。ただ、いずれもＡｐｐ感染症とは鑑定されず、

治験薬との関連性は否定されております。 

 ページをめくっていただいて、概要91ページをお開きください。表概14－７ですが、こ

ちらでは治療実施率、あと隣のページになります肺病変保有率、こちらも試験群と陽性対

照群は同等の頭数となっております。統計学的には有意差は認められておりません。 

 以上のことから、評価項目に適合したと判断されまして、申請製剤は有効性があると結

論づけられております。 

 続きまして、安全性の評価方法について御説明いたします。少しページを戻っていただ

きまして、概要の89ページをお開きください。そちらの２段落目に２）安全性の評価方法

の記載がございます。本試験におきましてはこの（１）から（３）全てに適合した場合に

被験薬の安全性に問題がないと判定を行っております。 

 試験の結果について御説明いたします。概要の99ページをお開きください。下のほうに

あります表概14－11、注射局所反応がございます。こちらは２回接種を行った各回の注射

後14日間において試験群、陽性対照群の両方で観察した結果となっております。観察した

豚において腫脹や硬結は観察されておりません。 

 次のページの表概14－12をご覧ください。こちらは臨床的異常の発現率を示したものと

なっております。施設②におきまして２頭で臨床的異常が観察されております。こちらの

臨床的異常につきましては103ページをご覧ください。103ページに表概14－15がございま

す。こちらの施設番号②の耳標番号656、665が先ほどの試験において異常が認められた２

頭となります。ただ、症状と病性鑑定の結果から、１頭目はアナフィラキシーショック症

状、２頭目につきましてはＰＲＲＳなどのウイルスが分離されていることから、治験薬と

の関連性はないとの結論となっております。 

 すみません、また戻っていただきまして、概要の先ほどの100ページにお戻りください。

ただいまの臨床的異常発現率のほかに体重や出荷日数の比較におきましても試験群と陽性

対照群ともに同等とみられたことから、安全性につきましても全て評価基準を満たすもの

として問題はないとの結論を出しております。 

 以上の結果から、スワインテクトＡＰＸ－ＭＥにつきましては安全性及び有効性が本試

験について裏付けられたことから御審議をいただくものとなります。 
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 御審議の前に、中込先生からいただきました御意見について回答させていただきます。

No.13の当日資料ですが、こちらの裏のページとなります。まず一つ目の御質問について

ですが、スワインテクトＡＰＸ－ＭＥと○○についての規格となります。こちら○○の○

○、あと○○についての詳細が記載されていないということですけれども、日生研株式会

社のほうに確認をいたしましたところ、こちらの○○は○○が○○しております○○とな

っているために、その○○の意向によって○○が○○という回答を得ております。ただ、

○○と○○につきましては○○できないのですけれども、こちらの○○に含まれておりま

す○○につきましてはもう少し詳細な○○がありますので、そちらは今後差替えによって

追記をする予定となっております。 

 また、２番目の本剤のシードロットとなっていないのでしょうかということについてな

のですけれども、現在シードロットの対象外として組換えワクチンと魚病のワクチンが設

定されています。本申請製剤ですが、組換えワクチンとなっておりますので、シードロッ

トの対象外となっております。 

 以上で回答と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。 

 審議に入ります前に、ボビバックについて、事務局のほうから語句の修正等資料の追加

も含めて修正点が幾つか説明されまして、それを修正した上で承認というのを忘れており

ましたので、事務局のほうで御対応よろしくお願いします。 

 それでは、スワインテクト、本剤について御質問御意見を伺う前に、中込委員、事務局

の回答でよろしいですか。はい。 

 それでは、ほかに御質問御意見等ございますか。 

 いかがでしょうか。既承認薬のアジュバントを変更したという製剤だそうですが、特に

御質問御意見等ございませんでしょうか。 

 ないようですと、承認ということでよろしいでしょうか。 

 それでは、この製剤についても修正点が幾つか事務局のほうで御説明いただきましたけ

れども、その修正をした上で承認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。 

 そうしましたら、承認を可として薬事分科会に報告させていただきます。 

 なお、審査期間は新剤型動物用医薬品ということで６年間といたします。 

○明石部会長 それでは、動物用抗菌性物質製剤調査会関係のオスルニア、これについて
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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 オスルニアはノバルティスアニマルヘルス株式会社から申請された耳に投与

する外用剤でございます。フロルフェニコール、テルビナフィン、ベタメタゾン酢酸エス

テル、抗菌薬と抗真菌薬とステロイド、この３つを有効成分とする製剤です。 

 初回投与から７日後に再度投与する２回投与によって犬の細菌性及び真菌性外耳炎を効

能としております。 

 本件は平成26年８月５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、調査会での審議の結果、新有効成分含有動物用医薬品であることから、再審査期

間は６年、フロルフェニコール原薬及び製剤を劇薬に指定することが妥当であると判断い

たしました。 

 詳細につきましては事務局のほうから説明をお願いしたいと思います。 

○事務局 それでは、赤のNo.３の資料をお手元に御用意ください。 

 御用意いただきまして、審議経過票のほうをご覧ください。本剤はただいま御紹介いた

だきましたが、販売名、オスルニアでございます。申請者はノバルティスアニマルヘルス

株式会社でございます。 

 成分及び分量は、本剤１mL中にフロルフェニコール10mg、テルビナフィン10mg及びベタ

メタゾン酢酸エステル1.0mgを含有する製剤でございます。 

 用法、用量は患耳当たり本剤１本全量を耳道内に投与した後、耳根部をマッサージする。

初回投与から７日後に再度投与する。なお、投与前に室温に戻してから投与すること。ま

た、必要に応じて本剤の初回投与前に生理食塩水等で外耳道洗浄を行っておくこととされ

ております。 

 適用症につきましては、効能、効果のところにございますけれども、犬の細菌性及び真

菌性外耳炎でございます。有効菌種、本剤、フロルフェニコールが入っておりますので、

有効菌種につきましては Staphylococcus pseudintermedius、 Proteus mirabilis、

Escherichia coli、Malassezia pachydermatisが挙げられております。 

 それでは、概要書と書かれた黄色のタグをお開きください。ページめくっていただきま

して、概要1－２ページをお開きください。本剤はただいま申し上げましたようにフロル

フェニコール、テルビナフィン、ベタメタゾン酢酸エステルの３成分の合剤の製剤でござ

います。 
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 本剤、対象といたしますのは犬の外耳炎でございますけれども、こちらの下の疫学のと

ころから外耳炎の現在の状況についてまとめております。こちら動物の保険会社がまとめ

たデータではございますけれども、やはり臨床現場におきまして耳の疾患で来院する犬と

いうのは非常に多いというふうに調べられております。また、そのうち耳の疾患のうち外

耳炎によるものがその耳の疾患のうちおよそ８割以上を占めていると。よりまして外耳炎

は小動物の臨床現場で非常に重要な疾患というふうに位置づけられているものでございま

す。 

 続きまして、１－４ページをご覧ください。その外耳炎の原因と特徴につきましてここ

にまとめております。外耳炎と言いましても感染性のものと非感染性のものとございます

けれども、感染性のもので考えますとここにありますように細菌もしくは真菌によるもの

が知られております。かなりStaphylococcus pseudintermediusが高率で分離されている

という話がございますし、それ以外にMalasseziaによるものというものもよく知られてい

るところでございます。 

 これらを治療いたしますにはこれらに対する抗微生物薬を投与すると同時に、炎症を抑

えるという意味でステロイドの投与が一般的に行われておるものでございます。本剤はそ

の方向性に従いまして３剤を合剤としたものでございます。 

 １－６ページをお開きください。こちらに本剤に含まれます有効成分３成分の現在の使

用状況につきましてまとめております。まず、フロルフェニコールでございますけれども、

ここに挙げておりますように５製剤で動物用医薬品として承認されております。しかしな

がら、この５製剤につきましてはいずれも豚、鳥、牛に対するものでございまして、犬に

対する製剤は本製剤が初めてでございます。 

 続きまして、テルビナフィンでございますけれども、テルビナフィンとしては承認ござ

いませんが、テルビナフィン塩酸塩といたしまして人用の医薬品で承認がございます。ラ

ミシールという商品名でございますけれども、親会社でありますノバルティスファーマか

ら出されております。しかしながら、動物用医薬品としてはテルビナフィンを含有する製

剤は本剤が初のものでございます。 

 続きまして３つ目のベタメタゾンでございますけれども、エステルの部分が若干異なり

ますけれども、既承認製剤といたしまして類薬でございますオトマックスがベタメタゾン

を配合しております。その他、ベタメタゾン酢酸エステル、吉草酸エステルにつきまして

は人用医薬品でも一般的に用いられている成分でございます。 
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 ここで一度戻っていただきまして、申請書のほうをご覧ください。申請書でページを打

っておりませんけれども、７枚ほどめくっていただきまして、別紙２と書かれた紙がござ

います。こちらが本剤の包装の姿でございます。本剤１mLが投与量でございますけれども、

１回で使い切りのチューブになっておりまして、これの全量押し出して耳道内に投与する

と。耳道内に、少し柔らかめの軟膏のようになっておりますけれども、これを注入すると、

そういうものでございます。 

 本剤でございますけれども、物理的に少し特徴がございまして、普段は少し硬めの軟膏

のようになっておりますけれども、これを指で押し出すことによりまして指のせん断力で

流動化いたしまして、それで耳の中に流れ込んで、そこでしばらくいたしますと耳の中で

再び少し硬くなると、そういうような特性を有しております。これによりまして７日間耳

の中で有効性を発揮するというものでございます。 

 また、概要書のほうにお戻りいただきまして、１－14ページをお開きください。こちら

に現在動物用医薬として承認されております同種同効品をまとめております。左側が本剤

でございますが、真ん中オトマックス及び右側が動物用ウェルメイトＬ３でございます。

いずれも細菌に対する抗生物質成分、また抗真菌薬、それに加えましてステロイドを含有

するという点で共通の製剤設計というふうになっております。ただ、オトマックス及び動

物用ウェルメイトＬ３につきましては液剤で、こちらを点耳で滴下して投与するというよ

うな製剤になっております。 

 以上のような申請でございますけれども、一番最後のほう、添付資料目次と書かれたペ

ージをお開きください。本申請につきまして、ただいま御紹介しました起源又は開発の経

緯に加えまして、物理化学的試験、製造方法、安定性に関する試験、急性毒性に関する試

験、特にテルビナフィンにつきましては動物薬として新有効成分になりますので、毒性に

関する資料がフルデータとしてついております。亜急性、特殊毒性に関する試験もついて

おります。また、安全性に関する試験、効力薬理試験、一般薬理試験、吸収等試験、臨床

試験等、新有効成分含有医薬品としてフルデータの資料がついております。 

 このうち、本説明につきましては主要なデータであります臨床試験について簡単に御説

明申し上げます。概要のほうにお戻りいただきまして14－２ページをお開きください。本

申請に係ります臨床試験でございますけれども、国内で臨床試験を行いまして、８機関、

72症例を組み入れて行われました。被験薬は本剤でございますが、対照薬といたしまして

は類薬として御紹介しましたオトマックスを用いております。 
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 どのような症例を組み入れたかと申しますと、下のほう、下から２番目に被験動物の選

定基準というものがございます。こちらの①と②をご覧いただきますと、①のほうで治験

開始の観察で外耳に発赤、腫脹、滲出物、糜爛／潰瘍のいずれかが認められ、その臨床ス

コアの合計が６以上である。すなわち、外耳道に炎症を起こしているような症例というこ

とでございます。 

 加えまして②でございますが、患部塗抹標本の検査により、酵母様菌体（特徴的なピー

ナツ状を呈する分芽型酵母菌体）又は球菌が確認されるということでございます。すなわ

ち、感染性の外耳炎であるということを規定しているものでございまして、このような症

例を対象として本試験を行っております。 

 次のページの一番上、効果の判定基準でございますけれども、観察は開始時、開始後７

日、14日、28日に外耳炎の臨床学的なスコアをつけまして評価を行っておるわけでござい

ますけれども、主要な評価項目といたしましては３行目ぐらいにございますが、改善率

70％以上のものを有効といたしまして、その有効率ということで開始後28日目の有効率を

群間で比較して対照群と比較して同等以上である場合に有効と判定すると規定しておりま

す。 

 その結果でございますけれども、下のほう、結果と考察という欄がございますけれども、

ここの３行目あたりからをご覧いただければと思いますけれども。開始後28日のＮＡＨ－

12群、本剤投与群ですね、この臨床スコアの改善率及び有効率はそれぞれ77.6％及び

82.2％で、いずれも対照群との間に有意差はみられなかったということでございます。 

 また、本解析につきましては有意差があるかないかというような判定しか行っておりま

せんが、有効率77.6％ということで、臨床学的には効果がある数字というふうに事務局の

ほうでは判断いたしました。 

 また、安全性につきましてはその下の欄でございますけれども、２症例で有害事象がみ

られております。本剤投与１症例目でございますが、下痢が認められているということ、

また２症例目では肝酵素値の上昇が認められております。その他、臨床検査値等の変動に

つきましては散発的に認められてはおりますけれども、いずれも本剤の有用性を否定する

というふうには判断されませんでした。 

 最初の審議経過票のほうにお戻りください。以上のような試験成績をもちまして、平成

26年８月５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いただき

まして、次のページにございますが、審議結果といたしまして本部会に上程して差し支え
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ないとの御判断をいただいております。 

 ただ、その際に幾つか御指摘をいただいております。多くの御指摘につきましては記載

整備に関するものでございますけれども、このページの真ん中あたりの（２）のところを

ご覧いただきますと、別紙４の使用上の注意について、申請製剤の投与は、獣医師又は獣

医師等から本剤の投与法の指導を受け、十分に熟練した者が行う必要があることが確実に

伝わるような記載とすることとされております。 

 こちらにつきまして次のページをめくっていただきまして、下のほう、（２）のところ

でございます。これに対しまして申請者からはこのように投与は獣医師又は獣医師から投

与法の指導を受け、十分に熟練した者が行うこととの記載を追加するとの申し出が得られ

ております。これにつきましては、本剤は先ほど申し上げましたように耳道内に軟膏のよ

うなものを注入するような製剤でございますけれども、必ず投与前に鼓膜等に穿孔がない

ことを確認してから投与するというふうにされております。そういった関係から、その鼓

膜の確認はなかなか飼い主では困難であるということから、基本的には獣医師が投与する

ことを想定しておりますけれども、その投与法で特に２回目等では獣医師から適切に指導

を受けた者であれば飼い主等が投与することもあり得るというような判断によりましてこ

ういった、その際は十分に飼い主には獣医師から説明の上で投与にあたるようにというよ

うなことで御指摘をいただいたものでございます。 

 なお、本剤につきましてフロルフェニコールはこれまで既承認製剤でも劇薬とされてお

りました。よりまして本剤につきましてもフロルフェニコール原薬及び本製剤につきまし

ては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、再審査期間は新有効成分含有医薬品として６年との御判断をいただいております。 

 事務局から説明は以上でございます。よろしく御審議お願いいたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 資料No.13で中込委員から御質問があるようですが、よろしいですか。 

○事務局 失礼いたしました。こちらのほうも併せて御説明申し上げます。 

 黒のNo.13の資料、裏側をご覧ください。中込委員からあらかじめいただいております

御意見でございます。pH4.76ギ酸アンモニウム緩衝液、酢酸アンモニウム緩衝液は、こち

らが緩衝能はないので単なる溶液であると。また、酢酸アンモニウム緩衝液の調製には無

水酢酸を使っていますが、酢酸の間違いではということでございます。 

 これにつきまして申請者に問い合わせましたが、緩衝液の緩衝という言葉を外しまして、
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溶液というふうに修正するとの申し出を得ております。また、無水酢酸につきましては

100％の酢酸の間違いであったということで修正するとの申し出をいただいております。 

 以上でございます。 

○明石部会長 今の説明でよろしいでしょうか。 

 それでは、本製剤について御質問御意見をお願いします。いかがでしょうか。 

 犬には初めての抗菌薬、それから動物には初めての抗真菌薬を含んだ製剤ということだ

そうですが。御質問御意見等ございませんでしょうか。 

 そうすると、御承認ということでよろしいですか。 

 それでは、承認をいただきました。御説明いただいた修正点を適切に修正することで承

認というふうにいたしたいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、御指摘いただきました点を修正することを条件といたしまして、本剤につき

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を含有する動物用医薬品ということで６年とし、フロル

フェニコール原体及び製剤は劇薬に指定することとさせていただきます。 

 ありがとうございます。 

○明石部会長 事務局、どうしましょうか、審議事項４番までやってしまいますか、それ

ともここで休みをとりますか。 

○事務局 そうしましたら一度休憩を入れさせていただいて、10分ほどよろしいでしょう

か。 

○明石部会長 はい、それでは、30分まで休みということでよろしいですか。３時30分ま

で休憩とします。 

（休  憩） 

○明石部会長 それでは、議事を再開したいと思います。 

 動物用一般医薬品調査会関係のセレニア注、これについて調査会の座長である野上先生、

説明をお願いします。 

○野上委員 セレニア注は、ゾエティス・ジャパン株式会社から申請されたマロピタント

クエン酸塩を有効成分とする注射剤です。 

 本申請は効能又は効果に猫の嘔吐の抑制を追加するためのものです。 

 本申請製剤は、平成26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
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審議を終了し、本部会に上程されるものです。 

 なお、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年、もしくは既に付与された再

審査期間の残余期間のいずれか長いほうとなります。 

 詳細につきましては事務局から説明があります。 

○事務局 それでは、赤の資料番号No.４の資料をお手元に御用意ください。 

 紫色のタグをめくっていただきまして、審議経過票をご覧ください。本剤はただいま御

紹介いただきましたが、セレニア注でございます。申請者はゾエティス・ジャパン株式会

社、有効成分はマロピタントクエン酸塩一水和物でございます。これに○○○を加えまし

て可溶化いたしました注射剤でございます。 

 用法、用量は体重１kg当たり本剤0.1mg、マロピタントとして１mgを１日１回、最大５

日間まで皮下投与するとなっております。 

 効能、効果は犬で嘔吐の抑制及び予防（乗り物酔いによる嘔吐を除く）、猫、嘔吐の抑

制（乗り物酔いによる嘔吐を除く）とされております。 

 本剤につきましてはこれまで犬に対する効能を持ちまして既に御審議いただきまして、

承認をされ上市されている製剤でございます。今回はこの猫に対する効能を追加するため

に申請されました効能追加の事項変更申請でございます。 

 なお、後から御説明申し上げますところでございますけれども、その次の調査会の審議

結果のところの指摘事項のところ及びその対応及び修正のところで、嘔吐の予防のところ

の嘔の字が誤字でございます。こちらのほう訂正をお願いいたします。申しわけございま

せん。 

 それでは、概要と書かれました緑色のタグをお開きください。１－１ページをお開きく

ださい。本剤セレニア注でございますけれども、開発の経緯にございますけれども、ただ

いま申し上げましたように2011年５月に本邦に起きまして製造販売承認を取得し市販され

ておる制吐剤でございます。それより早く2006年９月に欧州、2007年１月には米国におき

まして承認され上市されているものでございます。 

 本剤有効成分のマロピタントでございますけれども、こちらはその下のところ当該製剤

の特徴のところにございますけれども、サブスタンスＰをリガンドに持ちますニューロキ

ニンの受容体のアンタゴニストとして働くことによりまして、中枢もしくは末梢のほうで

嘔吐に対する情報伝達を遮断することによりまして制吐剤として作用するものでございま

す。 
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 模式図につきまして次の１－２ページにございます。その下のところの図１にございま

すけれども、ＣＴＺ等が嘔吐に関与していることは有名な事実でございますけれども、そ

の中にあります受容体のＮＫ１につきまして本剤はアンタゴニストとして作用するという

のが本剤の作用機序でございます。 

 続きまして、横のページですが、１－４ページをお開きください。本表につきましては、

猫で嘔吐の適応を持ちます同種同効品をまとめております。一番左側が本剤でございます

けれども、その右３製剤が現在承認されている製剤でございますけれども、いずれも成分

といたしましては塩酸メトクロプラミドでございます。また、効能及び効果は胃炎、腸炎

等に伴う嘔吐、食欲不振というふうになっております。それに対しまして本剤につきまし

ては一般的に嘔吐の抑制ということで承認を得ているものでございます。 

 本剤につきましては、既承認製剤でございますので物理的・化学的安定、性質及び規格

部及び検査方法、安定性試験等の資料につきましては既承認のものと変わりませんので、

資料は添付されておりません。 

 うしろのほう添付資料の目次のほうをご覧いだだけますでしょうか。本剤で添付されて

おります資料につきましては、起源又は開発の経緯、安全性に関する試験、薬理試験、吸

収等試験、及び臨床試験となっております。○○○試験、○○○試験につきましては、海

外試験データを用いて申請の論理を構成しております。 

 臨床試験につきましては国内におきまして１試験を行っておりますので、こちらのほう

を中心に御説明申し上げます。 

 それでは、概要のほうにお戻りいただきまして、14－２ページをお開きください。本剤

臨床試験ですけれども、合計78症例を組み入れまして、既承認製剤でありますプリンペラ

ン注を対照薬として用いまして、群間並行試験として行われております。 

 選定基準の下のほう（ａ）の選定基準のところをご覧ください。本剤の本臨床試験の対

象となる症例でございますけれども、この選定基準の３番のところをご覧くだい。評価担

当獣医師が猫への制吐剤の使用を必要な処置であると診断していることということがござ

います。これは一見しますと漠然としたものでございますけれども、臨床の現場では制吐

剤を使う状況というのはいろいろな条件がございます。対照薬にございますような胃腸障

害のこともございますし、原疾患が別にありましてそれの１徴候として嘔吐というものを

発生することもございます。また、原疾患の治療の際の、投与しております薬剤の副作用

を抑えるというようなことで制吐剤を投与するというケースもございます。このように制
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吐剤を使うケースというのは非常に多岐にわたっておりますことから、ここでどのような

ケースということを規定してしまうのではなく、担当獣医師の判断で制吐剤を使うという

状況におきまして、本臨床試験の組み入れ症例としているものでございます。 

 続きまして、14－６ページをお開きください。14－６ページ一番上、２）有効性の評価

のところでございますけれども、本試験の有効性の評価につきましては有効性解析の使用

評価項目は治療成功、この治療成功の定義は投与から24時間にわたって嘔吐が認められな

いということを治療の成功といたしまして、この成功率を指標といたしまして、この群ご

との嘔吐しなかった症例の比率及び群間での差を算出し、差についての95％信頼限界につ

きまして非劣性検定を行いまして、非劣性マージン20％で検定を行いまして、同等以上と

いうような検定をしているものでございます。この結果、非劣性が認められた場合には本

剤は有効というふうに判断いたします。 

 それでは、14－９ページをお開きください。こちらに供試症例の主な原疾患等につきま

してまとめてあります。嘔吐の抑制で入っております症例でございますけれども、このよ

うに胃腸疾患、肝臓疾患、腎疾患等ございます。猫でございますので腎疾患かなり多くあ

りますけれども、こういったようなものでも制吐剤の投与を必要とすると獣医師の判断に

よって本治験に組み入れられているものでございます。 

 結果でございますけれども、次のページ14－10ページでございます。14－10ページの表

14－10のところをご覧ください。試験０日の投与後１～24時間と書いているところが本試

験のピボタルな評価項目に当たるところでございます。セレニア注のほうにつきましては

有効率82.1％、対照薬につきましては81.1％ということでございます。その下の記述にご

ざいますけれども、95％の信頼限界の下限値で非劣性マージンより大きかったということ

で、本被験薬につきましては対照薬と比べて非劣性であるということが立証されておりま

す。 

 本試験で見られました有害事象等でございますけれども、次の14－11ページの下のほう

をご覧ください。本試験におきましては本剤投与群におきまして２例で死亡例が確認され

ております。１症例は４行目から５行目くらいにございますけれども、もともと嚥下障害

等があったというふうに考えられますけれども、嘔吐いたしまして嘔吐物の誤嚥によりま

して１例死亡例が確認されております。 

 また、２症例目は一番下の行でありますけれども、原疾患として膵炎を持つ症例でござ

いますけれども、原疾患の悪化によると思われます膵炎によりまして死亡例が確認されて
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おります。 

 また、次のページ12ページには投与時の反応ということでまとまられております。本剤

につきまして14－13ページ投与部位反応というふうにありますけれども、本剤投与群では

試験０日というところを見ていただければと思いますけれども、疼痛もしくは熱感といっ

たような投与部位の反応が認められております。しかしながらこれらの徴候につきまして

はいずれも試験の日数を経るごとに回復しております。このようなことでみられました有

害事象につきましては本剤の有用性に影響を与えるものというふうには判断されませんで

した。 

 それでは、最初のページ審議経過票のほうにお戻りください。以上のような事務局審査

を経まして、本年８月６日に開催されました動物用一般薬製剤調査会におきまして御審議

いただきました。 

 審議に先立ちまして、その次に黄色で見えておりますタグで意見回答書というものがご

ざいます。審議に先立ちまして事務局のほうから意見書を提出しております。本申請につ

きましては、申請当時は残されております効能又は効果の嘔吐の抑制だけではなく、犬と

同じように嘔吐の抑制及び予防というものが申請されておりました。これにつきまして事

務局より、非臨床試験におきまして予防に対するロジックが明らかになっていないこと、

また臨床試験におきましても嘔吐の予防として組み入れられた症例はわずか１症例にすぎ

なかったということから、嘔吐の予防に関する効能は削除すべきであるという意見を出し

ました。 

 これに対しまして申請者のほうからも反論がございまして、併せまして動物用一般医薬

品調査会におきまして御審議いただきましたが、審議経過票のほうにお戻りいただきます

と、審議結果といたしましては指摘事項といたしまして嘔吐の予防については効能又は効

果は削除することの御指摘をいただきまして、この指摘事項を条件といたしまして調査会

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

えないとの御判断をいただきました。 

 また、再審査期間は２年もしくは既に付与された再審査期間の残有期間のいずれか長い

ほうとするとされております。 

 事務局からの御説明は以上でございます。よろしく御審議お願いいたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま説明に御質問御意見お願いします。既に既承認の犬の制吐剤を猫に
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適用拡大するということだそうですが、いかがでしょうか。 

○岩田委員 先ほどの御説明で概要書の14－11ページですね。死亡が２頭あったというこ

とで、その説明の１頭目のほうで下から４行目ですけれども、最終投与２日後に誤嚥によ

る嘔吐のため死亡したとあるのですけれども、嘔吐による誤嚥のためではないかなという

気がするのですけれども、 

○事務局 申しわけございません。御説明忘れましたけれども、こちら誤記でございまし

て「嘔吐による誤嚥」でございます。 

 ついでと言ってはあれですけれども、御説明忘れましたが、その前のページ御説明いた

しました表14－10の下の14－11でございますけれども、その下の＊でプラセボ群との間に

有意差がありとありますけれども、こちらは別の表との混同でございますので削除してい

ただけますようお願いいたします。10－10ページの表14－11の下のキャプションでござい

ます。こちらのほうも誤記でございました。申しわけございません。 

○明石部会長 ほかございますか。 

○鬼武委員 概要の説明の資料で先ほどあったのですが、もう一回確認なのですけれども、

これ最初犬のほうで承認をされて、猫では１－７のリスクベネフィットアセスメントをし

た上で、条件付きで承認をされたようになっているのですが、もう既に欧米では猫のもの

は犬と同様ということで効能があるということで、これは承認されているということで、

１－６で承認されているという読み方でよろしいのでしょうか。その点をちょっと確認し

たい。 

○事務局 １－６の表１－３にセレニア注の承認状況ございますけれども、犬のほうが先

行しているというところはございますけれども、猫に対する効能も順次認められてきてい

るものというふうに思います。使用実績につきましてはまだ一番早いもので2011年12月で

ございますので、それほどございませんけれども、徐々に使用の実績は上がっているもの

というふうに思います。 

○鬼武委員 そのことはわかりました。 

 それと、１－７で書いてありますように、日本でも多分、これは向こうの本剤の定期的

安全性最新情報は一回の頻度で戻すということで、これ海外のことだと思うのですが。日

本でもこの部会の中でいろいろ既承認のものについても何か問題があれば定期的に報告す

るということで、同じようなルールというふうに理解してよろしいのでしょうか。 

○事務局 こちらにつきまして我が国におきましても承認となった場合には、先ほど申し
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ました再審査がかかります。再審査は本日の製剤につきましては犬の効能で再審査がまだ

かかっておりますので、恐らくはその残余期間となる可能性が高いものでございますけれ

ども、最低２年間はその使用成績調査がされまして、再審査として改めて再評価調査会に

おきまして御審議をいただくこととなっております。 

○明石部会長 よろしいですか。 

○鬼武委員 わかりました、ありがとうございました。 

○明石部会長 承認されたらこれはどちらになる可能性が高いのですかね。２年になるの

ですか、それとも残余期間というのが。 

○事務局 特段の事情がなければ、恐らくは既存の再審査期間のほうが長くなっていると

いうふうに思います。犬のほうの再審査期間が平成29年５月頃までございますので、そち

らのほうが優先される可能性が高いかなというふうに考えております。 

○明石部会長 わかりました。よろしいですね。 

 ほかはございますか。 

 ないようですと、承認ということでよろしいでしょうか。 

 それでは、承認をいただきました。語句の訂正はよろしくお願いします。 

○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、本申請につきましてはいただきました記載の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、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで２年、もしくは既に付与された再

審査期間の残余期間のいずれか長いほうと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、審議事項２番、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、赤のNo.５の資料をお手元に御用意お願いいたします。赤のNo.５、

動物用生物学的製剤基準の一部改正について御説明いたします。 

 まず、１ページ目をお願いいたします。こちらヒストフィルス・ソムニ（ヘモフィル

ス・ソムナス）感染症、パスツレラ・ムルトシダ感染症・マンヘミア・ヘモリチカ感染症

混合（アジュバント加）不活化ワクチンでございますが。このワクチンの再審査の審議が

終了したことに伴いまして、今回新たにその基準を追加するものでございます。 

 １、定義でございますが、本剤はヒストフィルス・ソムニの培養菌液、パスツレラ・ム
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ルトシダの培養菌液及びマンヘミア・ヘモリチカの培養上清を不活化後混合し、アルミニ

ウムゲルアジュバントを加えた牛用の不活化ワクチンでございます。 

 ２、製法に記載された内容ですが、こちらは製造用株の性状や継代、保存方法、製造用

材料が規定され、また原液から小分製品までの作成方法が規定されています。 

 続いて、２ページ目をお願いいたします。２ページ目の下から２行目に、３、試験法が

ございます。こちらは製造工程ごとの試験が規定されてございます。 

 続いて５ページ目をお願いいたします。５ページ目の中段あたりに３．４、小分製品の

試験がありますが、こちらには不活化細菌製剤に規定される一般的な試験項目であります

特性試験、ｐＨ測定試験、無菌試験、ホルマリン定量試験、アルミニウム定量試験、毒性

限度確認試験、力価試験が規定されてございます。 

 以上、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、ただいまのご御説明に御質問等ございますか。よろしいですか。 

 そうすると、特に御発言なければ承認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。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 続きまして、審議事項の３番目のちょっと長いので、薬事法の規定の改正

ということで、事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、赤の資料番号No.６の資料をお手元に御用意ください。 

 正確に申しますと、薬事法第２条第５項から第７項までの規定により農林水産大臣が指

定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（平成16年12月24日農林水産省

告示第2217号）の改正についてということでございます。簡単にこちら資料の冒頭に動物

用医療機器の分類見直しに伴う告示というふうに書いておりますけれども。 

 この経緯でございますが、なかなか本部会等に上がってくる機会は少のうございますけ

れども、動物用医療機器でございますが、こちらのほう実はその医療機器のリスクに応じ

まして区分が３つに分かれております。それが高度管理医療機器、管理医療機器及び一般

医療機器という３区分でございます。こちらのほうを何がどの区分に当たるのかというの

を規定しているのがこのただいま御紹介いたしました告示第2217号でございます。 

 こちらのほう、改正に当たりましては薬事・食品衛生審議会に意見を聞くこととされて

おります。このたび、以下のような事情によりまして改正を考えておりますので、御審議

をいただくものでございます。 
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 この高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器と言いますのはこのリスクの区分

に応じて決められているものでございますけれども、そのうち高度管理医療機器及び管理

医療機器は単純に申しますと製造販売に当たりましては申請をした上で承認が必要となっ

てございます。しかしながら、一般医療機器につきましてはそのリスクが軽いものという

ことで、例えばハサミであるとかメスだとかそういう鋼製小物類も含まれますが、そうい

ったものにつきましては承認申請ではなく、製造販売の届出のみで製造販売が可能という

ふうになっております。 

 この告示のそれぞれ別表の第１から第３までにその一般的名称とともにリスク区分と言

いますか、医療機器の区分が決められておるわけでございますけれども、今般５年ほど前

になりますけれども、平成21年からこの規制緩和の一環といたしまして、現行管理医療機

器になっているもので一般医療機器にしても差し支えないのではないかというようなもの

につきまして、規制緩和事業の中で御意見をいただいたところでございます。これを受け

まして当所におきまして、現行76管理医療機器ございますけれども、これらにつきまして

全て１からその趣旨に沿いまして見直しを行いまして、その中で管理医療機器から一般医

療機器への移行、クラスダウンというふうに申しますけれども、これが可能であるかどう

か検討を行いまして、今般まとめたものでございます。 

 その考え方でございますけれども、２のところにございますけれども、例えば同じよう

な医療機器でありながら人用の医療機器では一般医療機器とされているのにかかわらず、

動物用では管理医療機器とされているものがございました。こういったものは一般医療機

器としても差し支えないのではないかというような考え方。 

 また、②で、人用の医療機器で比較的リスクが低いものとして認証基準が制定されてい

る管理医療機器とございますけれども、原則的には管理医療機器は人用医療機器であって

も承認が必要ではあるのですけれども、そのうちリスクが低くて既にもう製造販売等の実

績も多いものに関しては、一定の認証の基準を設けまして、その基準に合致したものであ

れば第三者機関の認証を受けることによりまして承認を得なくても製造販売可能というよ

うな制度がございます。しかしながら、動物用医療機器におきましてはこの認証制度がご

ざいませんので、こういったものにつきまして個別に見まして差支えないと考えられるも

のに関しては人用で管理医療機器であっても動物用では一般医療機器として差支えないの

ではないかというふうに考えたものでございます。 

 また、③といたしまして、仮に機能に障害が生じたとしても、動物に対するリスクが低
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いものとありますが、これは主に動物専用の、人用では存在しないような医療機器を念頭

に置きましたけれども、明らかにリスクが低いだろうと考えられるにもかかわらず管理医

療機器となっているものがあれば、そちらのほうも今回検討したものでございます。 

 これらの考え方をもとにしまして検討した結果が次のページからの別表でございます。

順に簡単に御説明申し上げますけれども。まず最初に出てきておりますのが医療用エック

ス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管でございますけれども。このうちの一

般的名称として以上に挙げられている４つにつきましてはクラスダウンの対象とさせてい

ただきました。これらにつきましてはいわゆるレントゲンの撮影用の器具でございますけ

れども、自らエックス線を発生するものではなくて、その付属機器というふうになってい

るものが大半でございます。こういったものにつきましては管理医療機器ではなく一般医

療機器として差支えないのではないかというふうに考えております。 

 また、放射線防護用器具につきましても同様でございます。 

 次に、理学診療用器具といたしまして、胃内留置用磁石、これはよくありますけれども、

牛のルーメンに留置させて金属の異物をくっつける磁石でございますので、そういったよ

うなものもこれまで管理医療機器とされておりましたが、こういったものは明らかにそう

いったリスクというのは低いのではないかというふうに考えたものでございます。 

 同様に、金属異物探知機、赤外線治療器、超音波画像診断装置などが今回の対象として

挙がってきているものでございます。 

 次のページにまいりまして、内臓機能検査用器具といたしまして、心電計、多項目モニ

タ、これはベッドサイドのオンサイトモニタのようなものでございますけれども、そうい

ったようなもの、またパルスオキシメータのようなもの、こういったものも人用では認証

基準がありまして既に技術としては確立されたものということで動物用では一般医療機器

として差支えないのではないかというふうに考えました。 

 次に、注射針及び穿刺針でございますが。再使用可能な穿刺針、単回使用採血用針、こ

ういったものでも、輸血用針につきましては実績がないことから今回の対象とはしており

ませんけれども、おおむね穿刺針、注射針につきましては一般医療機器として差支えない

のではないかというふうに考えております。 

 また、次に採血又は輸血用器具でございますけれども、採血器具につきましてはこれま

でも実績もございますし、クラスダウンして差支えないかと思いますが、実は動物用で輸

血用の器具というのはこれまで販売実績ございません。したがいまして動物に対するリス
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クも不明ということで、今回輸血用器具だけを除きまして、新たに管理医療機器として残

すというような措置を考えております。 

 次に、医薬品注入器でございますけれども、ここにあります単回使用子宮内薬液注入管、

乳房内医薬品注入器、輸液用器具、こういったものにつきましてはいずれもクラスダウン

の対象とさせていただきましたが、輸液用器具のうち輸液用のポンプ、いわゆるローラー

ポンプでありますとかシリンジポンプのたぐいでございますけれども、こういったものは

やはり薬液を注入する上で正確さが非常に求められるものでございます。人用の医療機器

では管理医療機器ではなくて高度管理医療機器とされているものでございますので、こう

いったものにつきましてはまた分類して管理医療機器のままに置くというふうに考えてお

ります。 

 次に、最後のページ、縫合糸でございますけれども、これまで縫合糸につきましてはス

テンレス製又は絹製のように材質によってクラスを分けていたというところがございます。

こちらにつきましては、これら全てを再編いたしまして、いわゆる吸収性の縫合糸につき

ましてはやはり体内に吸収されてしまうものですのでリスクが高いということで管理医療

機器として、また非吸収性の抜糸をするような縫合糸につきましては一般医療機器として

差支えないのではないかと考えまして、ここを再編して新たに整理をするものでございま

す。 

 その他整形用品、妊娠診断用器具につきましては同様にリスクが低いのではないかとい

うふうに判断したものでございます。 

 以上のような検討結果に基づきまして、次のような新旧対照表に基づきまして告示を改

正したいというふうに考えているものでございます。 

 御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 どうも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。一般医療機器の幾つかを管

理医療機器から一般医療機器へ移したいということだそうですが。いかがでしょうか。特

に御質問等ございませんでしょうか。 

 ないようですと、御承認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。 

 それでは、本案につきましては原案ど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、一応審議事項はこれで終了ということで、次に報告事項に移り
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たいと思います。 

 それでは、報告事項１番、動物用医薬品殺虫剤の製造販売承認の可否について、フライ

ダウンベイト、これ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、赤の資料番号７をお手元に御用意ください。審議経過票と書かれて

いる紙がとじられているクリップのほうを御用意いただければと思います。 

 本剤は宇都宮化成工業株式会社より申請されましたフライダウンベイトでございます。 

 本剤の有効成分はジノテフランでございまして、畜・鶏舎内及びその周辺のハエの成虫

の駆除を効能又は効果とするものでございます。 

 用法及び用量につきましては審議経過票の５にございますように、設置法と塗布法の２

つがございます。 

 ２枚ほどめくっていただきまして、別紙１をご覧ください。本剤は本年８月６日の動物

用一般医薬品調査会におきまして２にございます指摘事項を条件といたしまして承認を可

とすること、原薬及び製剤は毒劇薬に指定しないとの御判断をいただきました。 

 さらに１枚めくっていただけますでしょうか。別紙２をご覧ください。さらに本年８月

19日の動物用医薬品残留問題調査会におきまして、２にあります指摘事項を条件に用法及

び用量に従って使用される限りにおいては使用基準を設定する必要はないとの御判断をい

ただきましたことから、本日報告をさせていただくものです。 

 当日配布資料のNo.13をお手元に御用意いただけますでしょうか。No.13の裏面になりま

すが、本剤について中込委員より事前に御質問をいただいております。本品100ｇ中、そ

のほとんどが白糖で占められています。壁などに塗付した場合、乾いた後には砂糖がシー

ト状に残ることになりますが、カビとかは発生しないのでしょうかとのことです。 

 こちらにつきまして申請者より、用法及び用量に従って使用した場合においては層がで

きるほどの結晶は析出しないとの回答を得ております。 

 説明は以上になります。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、御質問を受ける前に、中込委員、今の回答でよろしいでしょうか。はい。 

 ほかには御質問等ございませんでしょうか。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した。 

○明石部会長 次に、２番、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
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をお願いします。 

○事務局 それでは、当日配布資料、黒のNo.８の資料をお手元に御用意ください。横に

なっております１枚の紙でございます。No.８の資料でございます。よろしいでしょうか。 

 動物用医薬品の諮問・承認状況につきまして御報告申し上げます。まず、現在薬事・食

品衛生審議会に諮問されている製剤でございますけれども、現在諮問されておりますのは

本日御審議いただきました４製剤でございます。ボビバックＡＣＡＩ４、共立製薬株式会

社、スワインテクトＡＰＸ－ＭＥ、日生研株式会社。裏のページにいきまして、オスルニ

ア、ノバルティスアニマルヘルス株式会社。セレニア注、ゾエティス・ジャパン株式会社、

以上の４品目でございます。 

 また、前回の本部会から本日までの間に承認されました調査会審議上の品目でございま

すけれども、承認状況といたしましては２製剤ございます。抗体チェッカーＲＡＢＶ、ア

ドテック株式会社、こちら平成26年６月12日に承認しております。また、コンセーブ錠

25mg及び同100mg、ＤＳファーマアニマルヘルス株式会社でございます。こちらは平成26

年８月22日に承認しております。 

 以上でございます。御報告申し上げます。 

○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。 

○明石部会長 報告事項はこれでおしまいで、その他に移ります。その他の１番、動物用

体外診断用医薬品の承認申請に関する見直し（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、事前にお送りしております赤のNo.９の資料をお手元に御用意くだ

さい。 

 動物用体外診断用医薬品の承認申請に関する見直し（案）として今回御提示させていた

だくものでございます。 

 現状、今御報告申し上げた中にも一つございましたけれども、動物用で体外診断用医薬

品というもの、普通に診断薬というふうに言うものでございますけれども、こちらござい

ますが、これにつきましても通常の医薬品と同様に薬事法第14条に基づきまして申請に基

づきまして審査をいたしまして、承認をしているところでございます。その承認に際しま
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してどのような資料が必要かというのは消費・安全局長通知におきましてどのような資料

が必要かというものを定めるというところでございます。 

 体外診断用医薬品をめぐります現状といたしましては、やはり家畜のほうでは経営がま

すます大規模化しているということがございます。また、それに伴いましてひとたび、昨

今の現状でもそうでございますけれども、ひとたび感染症が出ますと非常にその被害が大

きくなったりとか、そういったリスクは非常に高くなっているというのが現状かと思いま

す。また、愛玩動物のほうではやはり獣医療の高度化に伴いましてこれまで治療対象とし

なかったようなそういった疾患も出現しておりまして、非常に多様化、高度化の一途をた

どっているところでございます。 

 こういったことから、これらの疾病の診断に供するための診断薬につきましては今後ま

すますその需要というのは大きくなってくるだろうというふうに予想されるところでござ

います。 

 振り返りまして、その体外診断用医薬品の承認申請に際しましての資料をそういったも

のの例示、局長通知におきます規定等はそういった現状に即しているかどうかというよう

な観点で今回見直しをしまして、一部見直しを提案したものでございます。 

 対応の方向といたしましては、大きくは生物学的製剤と一般医薬品、この２つに体外診

断用医薬品は大きく分けられているところでございますけれども、生物学的製剤につきま

しては既承認の診断薬と同等性が高いものにつきましては新たな区分を設けることとした

こと、それと生物学的製剤のほうにも関係しますが、一般医薬品のほうでは性能に関する

試験、今まで臨床試験としてつけられてきたものについての取扱いを明確にしたというの

が今回の趣旨でございます。 

 ページでめくっていただきまして次のページ、その具体的な局長通知のところの新旧対

照表がございます。先ほど申し上げましたように、体外診断用医薬品の添付資料につきま

しては、生物学的製剤と一般医薬品に分けられております。この表の右側が現行、左側が

改正法になりますけれども、現行ではⅠ－ａ、Ⅰ－ｂ、Ⅱ－ａ、Ⅱ－ｂ、Ⅲというふうに

ございますけれども、これら総じて御説明申し上げますと、新規性が非常に高い、全く新

しい体外診断用医薬品か、もしくはほぼ同じ会社でつくっているほぼ同じようなものか、

そのいずれかになってしまうというような区分の分け方でございました。これに対しまし

て、今回左の改正法のところでＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄとございますけれども、新たにこのＣ区分

に当たるところを設けまして、こちらにつきましては同じ会社等ではなくて、全く同一の
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ものではありませんけれども、ほぼ既承認の体外診断用医薬品で同等のものがある場合、

その実績には従って簡易な資料で承認申請可能というふうにするようなものでございます。 

 具体的な特徴といたしましては、既承認のものがあるという前提のもとで、その新規性

に基づいた資料としているほか、１枚めくっていただきまして、裏の性能に関する資料と

いう欄がございますけれども、その４番に、既に承認されている動物用体外診断用医薬品

と同等性を有すると認められるものに該当すると判断した根拠に関する資料というのがご

ざいます。この区分に従って申請をする場合にはこの同等と認められるにはどうしてかと

いうようなそういった根拠に関する資料を求めることとしたことが新たに加わったもので

ございます。 

 この具体的な資料の内容につきましては、現在はこの場では詳しくは御説明申し上げま

せんけれども、この表の後に、これの補足をいたしますような所長通知がございまして、

この中でどういったような資料が必要になるかというのを詳しく規定しているところでご

ざいます。 

 続きまして、この表を少しめくっていただきまして、３ページでございます。３ページ

からは一般医薬品の資料になります。こちらにつきましては区分のほうにつきましてはこ

れまで人用として同じものが承認されているかいないかということで大きく分けた上で、

その新規性につきまして規定をしたところでございますけれども。人用の体外診断用医薬

品として承認されているかどうかということは関係なく、改めて新規性だけで区分を定め

ることとしました。 

 なお、人用で同じものが承認されている場合に、その承認申請に使われた資料等があり

ましたら、その中で動物用医薬品の承認申請に使用可能なものにつきましてはこれまでも

そうでありますけれども、資料として受け入れることは差支えないとしております。 

 また、このページをめくっていただきまして、６ページと７ページでございますけれど

も、こちらで臨床試験もしくは性能に関する資料というところが規定されているところで

ございますけれども、実はこれまで体外診断用医薬品の臨床試験と称するものでございま

すけれども、これまで複数の動物病院等から血液等のサンプルを集めまして、それを測定

は申請者のラボで行って、その結果を臨床試験というふうにまとめ上げて、それで申請資

料としたようなものがございました。果たしてそういったものを臨床試験というふうに言

えるのかどうなのかというところで、これまでもいろいろと議論があったところではござ

いました。今回それにつきまして考え方をまとめまして、基本的にはそういった資料につ
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きましては性能に関する資料に含まれると、臨床試験ではなくて性能に関する資料、言っ

てみれば非臨床試験として扱うということを規定いたしました。 

 対しまして、臨床試験というものはその体外診断用医薬品が市販された場合には、獣医

師の先生なり家畜の臨床現場なりで使用されるものですので、そこで実際に使用した結果

を取りまとめるというのが臨床試験であると、そういったふうに考えております。 

 ただし、これまで体外診断用医薬品の承認審査でもありましたけれども、必ずしもそう

いったような今回の定義で言いますような臨床試験を体外診断用医薬品で必要とするかと

言いますと、それはものによるのかなというふうに考えております。使い方等がもう既存

のものとほぼ同じでその内容のみが変わっているというようなものであれば、改めて臨床

現場で実際に使うまでもなく、その部分はもう評価ができるということであれば、あえて

臨床試験を求めなくても性能に関する資料でそういった野外サンプルを集めた資料として

試験をしていただければ評価は可能であるかと。 

 また、対しましてその使い方ですとかその手技によって大幅にその性能が左右されると、

そういったようなものに関してはやはり臨床試験として実際に使っていただいた資料を取

りまとめていただくことが妥当ではないかというふうに考えているところでございます。

そういったところでここの整理をした次第でございます。 

 以上のような改正につきまして、先ほども申し上げましたが、資料の詳細につきまして

は以下にありますけれども、当所の所長通知として出しているものを改正をいたしまして、

申請者のほうにはどのような資料が必要であるかということを詳しく告知していく所存で

ございます。 

 事務局からの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等ございますか。なかなかすぐにイメージをする

のは難しいかと思うのですが。基本的に言えば、体外診断用医薬品の申請をなるべく簡素

化したいというようなお話かというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。特に御

発言ございませんか。 

 それでは、これは了承したということでよろしいですか。 

 では、事務局、どうしますか、何か追加で意見があったら事務局のほうへ出してもらう

ということで良いのですか、それともここで了承したから良いということで。 

○事務局 こちらにつきましては報告事項となっておりますので、申しわけございません、
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この場で御意見なければ御了承いただければというふうに考えております。 

○明石部会長 ということだそうです。 

 御発言ございませんでしょうか。 

 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した。 

○明石部会長 それでは、２番目、薬事分科会規程等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 では、本日配布させていただきました黒のNo.10の資料をお手元に御用意お願

いします。 

 薬事分科会規程等の一部改正についてということで、まず改正の趣旨から御説明させて

いただきます。昨年11月成立しました薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴い、再生

医療等製品のカテゴリーの新設、医療機器及び体外診断用医薬品に係る使用成績評価の導

入等の見直しが行われることとなります。 

 これに併せまして、薬事分科会の部会の改組を行うとともに、薬事分科会規程等の改正

を行いました。 

 主な改正の内容を２番のところに記載させていただいております。再生医療等製品に係

る承認や安全対策等に関する調査審議を行うための部会として、これまでありました生物

由来技術部会を改組し、再生医療等製品・生物由来技術部会を設置するとともに、医療機

器安全対策部会を改組し、医療機器・再生医療等製品安全対策部会を設置しました。 

 なお、動物用の再生医療等製品に関する調査審議については本部会で審議していただき

たいと考えております。 

 ２つ目が、医療機器及び体外診断用医薬品について、再審査・再評価に代わりまして使

用成績評価が導入されることに伴い、対象品目の指定等に係る分科会・部会における取扱

いを定めました。 

 これらの見直しに併せまして、「薬事分科会規程」、「薬事分科会における確認事項」及

び「薬事分科会審議参加規程」についても、後ろに添付させていただきましたように改正

いたしました。 

 改正のスケジュールですが、６月27日に開催されました本部会の親委員会に当たります

薬事分科会において御了承いただきまして、分科会規程等は８月６日付けで施行されてお

ります。 
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 また、薬事法改正の手続につきまして今進めておりまして、改正法の附則による事前申

請があった場合には改正後の分科会規程等に基づき担当部会において審議されることにな

ります。つまり改正法が11月25日に施行の予定ですが、その間は新たに改正されました薬

事分科会規程に従って審議していただくこととなっております。 

 後ろの資料で４ページ目を見ていただきたいのですが、４ページ目の一番下のところ、

17というところで、本部会においてどのような内容を審議していただくかということを規

定させていただいています。これまで動物用医薬品等の基準その他動物用医薬品等に関す

る事項を調査審議するということでちょっと漠然とした記載になっていましたので、今回

の改正でより具体的な記載に整備させていただいております。 

 また、本部会関係ですと、ページ飛びますけれども、18ページをお開きいただければと

思うのですが。９の動物用医薬品（動物用体外診断用医薬品を除く。）以降23ページまで

の表により、動物用医薬品の審議を調査会まで審議していただくか、部会まで審議してい

ただくとか等を定めさせていただいております。内容的にはこれまでと大きく変わること

がなく、文言整理といった形になっており、新たにカテゴリーができました動物用再生医

療等製品や、動物用医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績評価について新たな表に整

備させていただいております。 

 以上でございます。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に御質問等ございますか。薬事法の改正に従って分科会規

程が変わったと、それについて当部会に関係ある事柄について御説明をいただきましたけ

れども。特に御質問等ございませんでしょうか。 

 それでは、御報告を受け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。 

 今後とも本規程に基づき御審議をよろしくお願いいたします。 

○明石部会長 それでは、予定していた議事、これで全部終了いたしましたけれども、委

員の先生方、何か追加で御発言等ございますか。特にございませんか。 

 それでは、次回の開催日について、事務局から御報告をお願いします。 

○事務局 事前の御連絡をいただき、ありがとうございました。委員の先生方から御連絡

いただいた結果を取りまとめましたところ、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26年12月３日、水曜日でございます。この日の午後の開催
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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12月３日だそうです。御予定をよろしくお願いします。 

 それでは、事務局、何か追加でございますか。 

○事務局 その他追加はございません。 

○明石部会長 それでは、本日これで議事を終了したいと思います。 

 どうもお疲れさまでした。 
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