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○下田部会長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから動物用医薬品等部会を開

催いたします。 

 まず、議事に入ります前に１点、御報告がございます。後ほど事務局から詳細に説明が

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

期は２年となっておりまして、本年１月に委員の改正がございました。１月26日に開催さ

れました薬事・食品衛生審議会において、私が動物用医薬品等部会の部会長に互選された

ところです。いろいろ不足なところがあるかと思いますけれども、これから２年間よろし

くお願いいたします。 

 部会長の職務につきましては、薬事・食品衛生審議会令第７条第５項に、部会長に事故

があるときは、当該部会に属する委員または臨時委員のうちから、部会長があらかじめ指

名する者がその職務を代理することになってございます。動物用医薬品等部会においても

部会長が部会長代理を指名することになりますので、私が指名をすることということで御

了承をいただけますでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、動物用医薬品残留問題調査会の座長である尾崎委員を部会長代理に指名させ

ていただきたいと思います。どうか御了承をよろしくお願いいたします。 

 尾崎委員、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 続きまして、本日の委員の出席状況を確認いたします。本日は、上田委員、中西委員及

び袴塚委員からご都合により御欠席との連絡をいただいております。また、岩田委員が所

用により途中退席されるとの御連絡をいただいております。関連する議事、（２）番なの

ですけれども、これを最初に審議する予定でおります。出席委員が現時点、17名であり、

成立要件の過半数を超えておりますので、当部会が成立していることを御報告いたします。 

 初めに、動物医薬品検査所長から御挨拶をお願いいたします。 

○動物医薬品検査所長 動物医薬品検査所の所長の伊藤でございます。本日はお忙しい中、

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。 

 先ほど部会長からもお話がございましたけれども、動物用医薬品等部会につきましては、

その下にあります調査会も含めまして、任期が２年となっておりまして、本年１月26日に

改選が行われたわけでございます。後ほど事務局のほうでご紹介いたしますけれども、本
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部会におきましても５人の先生が新たに委員と選任され、お引き受けいただいたところで

ございます。再任されました委員も含めて、少なくとも２年間、こういう形でおつき合い

していただくことをよろしくお願いいたしたいと思います。 

 さて、最近の家畜衛生をめぐる状況についてちょっと参考にお話しさせていただきたい

と思いますが、一昨年から日本でブレイクしておりました豚流行性下痢（ＰＥＤ）という

豚の病気がございまして、昨年の流行期におきましては38道県817戸で約127万頭が発症い

たしまして、40万2,000頭が死亡するという事態になりました。この病気は、子豚の下痢

症にかかわる病気でございまして、ワクチンもあるわけでございますけれども、なかなか

飼養技術管理の不備とかいうふうなことで、蔓延してしまったわけでございます。 

 そういったことから、農林水産省としては、昨年10月にＰＥＤに関する防疫マニュアル

を作成いたしまして、これの遵守ということで心がけておるわけでございます。これは冬

場に発症が多い病気でございまして、今年度も発症時期を迎えておるわけでございますけ

れども、ワクチン接種につきましては、ワクチンが足りないという事態が生じまして、製

造販売業者の協力を得て、年間300万ドーズといったものの確保に努めてまいりました。

この300万ドーズという数量は、年２回、豚が出産するとしまして、約８割がワクチンの

対象になるというふうな量でございます。 

 このワクチンは母豚に接種いたしまして、その乳汁に対しての移行抗体を子豚に賦与す

るという形のワクチンでございまして、本年度に入りましても発生を見ておるわけでござ

いますけれども、昨年ほど大きなブレイクにまだ至っておりませんで、ワクチンの効果あ

るいは飼養管理の徹底等が功を奏しておると思いますけれども、現在では23都道県で約10

万頭の発生を見ております。昨年は、４月ぐらいがピークになっておりまして、今後とも

防疫体制の万全に期していく必要があろうかと思います。 

 それと、高病原性鳥インフルエンザでございますが、昨年の４月に熊本県でＨ５Ｎ２亜

型によります高病原性鳥インフルエンザが発生いたしまして、その後しばらくは発生がな

かったのでございますが、その間、渡り鳥からいろいろ検出される等、正直言って、いつ

発生してもおかしくないような状況が続いておりました。そういった中で、12月以降、今

現在で５件の発生を見ておりまして、12月16日に宮崎県、28日に同じく宮崎県、12月30日

といった本当に年の瀬でございますけれども、その時期に山口県で、さらには１月15日、

岡山県で、これは、今まではブロイラー関係だったのですけれども、岡山県では採卵鶏と

いうことで、20万羽飼養している養鶏場において発生いたしまして、この岡山県の場合、
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なかなか埋めるところが、埋却施設がなかったものですから、もともとの防疫計画の中で

焼却処分をするといった形で、焼却場で焼却処分をしたわけでございますけれども、その

後に佐賀県で１月18日に発生しております。佐賀県知事選が１月11日にありまして、知事

就任が１月14日ということでございまして、新知事におかれましては、就任早々、インフ

ルエンザの渦中にはまってしまったような状況でございました。いずれも５件、全て防疫

マニュアルにのっとりまして適正に処理にいたしまして、短い期間で防疫措置を終了して

おります。 

 他方、我が国においても鳥インフルエンザは脅威でございますけれども、お隣韓国にお

きましては、今、鳥インフルエンザのみならず、口蹄疫が大フィーバーしております。特

に鳥インフルエンザにつきましては、平成26年の１月から７月までの間に発生は一旦収束

したのですけれども、その後また発生を今現在、見ておる状況でございまして、今、韓国

においては、ソウル特別市とかインチョンの広域市といったある一部を除いて、ほぼ全国

的に鳥インフルエンザの発生は見られておるわけでございます。 

 今現在でございますと、665農場で約1,700万羽が殺処分になっております。韓国の状況、

この前ちょっと日本農業新聞に載っておったのですが、どうも感染源になっておるのが、

一番多いのがアヒル農家なのだそうです。日本はアヒルというのは余りなじみないのです

けれども、どうも韓国の宮廷料理か何かでアヒルが紹介され、それがブレイクして、アヒ

ルの養殖というのは一気に高まったと。ところが、アヒルの養殖をやっている農家という

のが、もともとスイカ農家であり、ハウス栽培をやっていたその跡地でアヒルを飼うとい

うようなことをやっておりまして、どうも防疫意識だとかそういう技術の水準が非常に低

いように見られます。そういったところで韓国で非常にブレイクしておりまして、ちなみ

に、この1,700万羽の殺処分というのはすごい量でございまして、我が国で最高の殺処分

を見たのは、平成17年、茨城県と埼玉県で発生しましたけれども、これは低病原性の鳥イ

ンフルエンザでございましたけれども、このとき約500万羽を殺処分しておりますが、そ

の約３倍が今、殺処分の過程に入っているといった状況です。 

 それと、口蹄疫でございます。我が国におきましても平成22年に宮崎県で発生いたしま

して、緊急ワクチン接種を含めて、殺処分頭数は約30万頭に及んでおります。韓国では同

じころにやはり口蹄疫が発生しておりまして、そのときに500万頭ぐらいだったですかね、

そのぐらいの処分をしておりますけれども、その後、韓国においては、ワクチン接種によ

る防疫という形で、ワクチンを全て打つのだといった形での防疫措置を講じておりまして、
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一旦収束したわけでございますけれども、その後また発生を見ております。一時期は、ワ

クチン接種清浄国ということでＯＩＥにも認められたところですが、それが認められたの

は平成26年５月、その後の２ヶ月後の平成26年７月に３年３ヶ月ぶりにまた発生がありま

して、これも一旦９月には収束を見たのですが、その後また昨年の12月３日以降、発生が

継続しておりまして、今現在113件、約１万頭を殺処分しております。なぜワクチン接種

の中でこれだけのものが出てくるかというと、どうも全部打ってないような状況があるよ

うでございまして、韓国当局としても防疫措置に邁進しているところでございます。 

 そういった中で、やはり口蹄疫、非常に大きな病気でございますので、昨年の11月13日

に中国と韓国及びモンゴル、それと日本でシンポジウムを開きまして、４カ国が引き続き

連携して推進していくことを再確認するとともに、高病原性鳥インフルエンザにつきまし

ても、口蹄疫のシンポジウムと同じようなスキームをつくっていこうということが確認さ

れておりまして、次回は、今年なのですけれども、韓国でシンポジウムを開催するといっ

た予定をしておるようでございます。 

 それと、やはりお隣韓国でこれだけ口蹄疫なり鳥インフルエンザの病気が出ておるわけ

でございます。鳥インフルエンザにつきましては、渡り鳥というのが大きな原因になりま

すけれども、口蹄疫というのはやはり人やら物を介しての侵入というのが非常に懸念され

るわけでございます。観光庁による外国旅行者の数を見ますと、平成26年、暦年でござい

ますけれども、１年間の旅行客数が前年比30%増の1,300万人といった人数を記録しており

ます。一番多いのがどこかといいますと、台湾でございまして、289万人、約２割。次が

韓国でございまして、275万人、これも同じく２割ぐらい。中国につきまして、３番目な

のですけれども、241万人ということで、２割弱といった中で、特に増えておるのが中国

でございまして、対前年比83％の外国人客を受け入れているといった状況になっておりま

す。つい最近でございますけれども、春節、旧正月ですね、これを迎えるに当たり、動物

検疫所においても万全を期そうということで、国際線利用者に対する動物検疫に対する周

知徹底のキャンペーンというのを各港あるいは空港で行っておるところでございます。 

 このようなさまざまな状況の中で、おかしな話なのですけれども、日本で口蹄疫、今ま

でに２回出ておりますけれども、いずれも３月から４月のこの季節の変わり目に発生して

おりますので、農林水産省当局としても万全を期して対応していくということでございま

す。 

 以上、近隣の状況等々について御紹介させていただきました。 
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 本日は、審議事項といたしまして、製造販売承認に絡むものといたしまして、犬糸状虫

の予防に係るものと、犬変形性関節炎に伴う炎症及び疼痛の緩和に係るもの、犬のマラセ

チア皮膚炎に係るものの３件ございます。さらに、動物用体外診断用医薬品の毒薬指定の

要否について、さらには基準改正が１件となっております。いずれも内容は濃いものでご

ざいますが、慎重審議を賜りますことをお願い申し上げて、御挨拶とかえさせていただき

ます。 

 本日はよろしくお願いいたします。 

○下田部会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、事務局から委員の改選の報告、配布資料の確認、さらに、申請資料作成関

与者と利益相反等に関する報告をお願いいたします。 

○動物医薬品検査所企画連絡室長 企画連絡室長の嶋﨑です。 

 先ほど部会長のほうから御説明がありましたように、本年１月に薬事・食品衛生審議会

の委員の任期が終了いたしまして、改選が行われたところでございます。下田委員が部会

長に選任されたということなのですけれども、これまでの委員でございました明石委員と

池田委員と中込委員、野上委員、福山委員、この５名の委員が御退任されたということを

まず御報告させていただきます。新たに５名の委員の方が臨時委員として決まりましたの

で、御紹介させていただきたいと思います。 

 まず、日本獣医生命科学大学獣医学部の河上栄一委員でございます。 

○河上委員 どうぞよろしくお願いいたします。 

○動物医薬品検査所企画連絡室長 続きまして、国立大学法人東京農工大学農学部の佐々

木一昭委員でございます。 

○佐々木委員 よろしくお願いいたします。 

○動物医薬品検査所企画連絡室長 次は、麻布大学獣医学部、須永藤子委員でございます。 

○須永委員 よろしくお願いいたします。 

○動物医薬品検査所企画連絡室長 続きまして、国立医薬品食品衛生研究所食品部、手島

玲子委員でございます。 

○手島委員 よろしくお願いします。 

○動物医薬品検査所企画連絡室長 最後ですが、国立大学法人東京大学大学院農学生命科

学研究科、山田章雄委員でございます。 

○山田委員 山田です。よろしくお願いいたします。 
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○動物医薬品検査所企画連絡室長 以上、５名の新しい委員の方でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 また、その他の委員の方々は再任ということでございますので、引き続きよろしくお願

いいたします。 

 なお、委員の皆様の任期は平成29年１月までの２年間ということになりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○事務局 続きまして、資料配布の御説明を差し上げます。私、技術指導課長の岩本と申

します。事務局を所掌しております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、座っ

て御説明をさせていただきます。 

 １枚紙で配布資料の一覧というものがありますので、こちらで御説明を差し上げます。

１枚紙の表になっているものをお手元に御用意ください。 

 まず、当日配布といたしまして、資料番号、黒の番号になっておりますもの、番号なし

ということで、まず議事次第、配布資料一覧、この紙でございます。それから、出欠表、

座席表がございます。黒のNo.６ということで、１枚紙ですけれども、動物用医薬品の諮

問承認状況についてという紙。黒のNo.７で、新動物用医薬品の承認審査概要書の公表

（案）というものですね。それから、黒のNo.９、混合ワクチンの承認審査資料の見直し

（案）。黒のNo.10、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もの。

こちらのほう、当日配布資料となってございます。 

 事前に配布させていただきました、先生方のお手元に郵送させていただきました資料と

いうことで、赤のNo.１から５までと８ですね。No.１がブロードラインの申請資料。No.

２がトロコキシルチュアブルのシリーズの資料。それから、No.３がメディダーム。No.４

がＶＫＢディスク‘栄研’フロルフェニコール。No.５が動物用生物学的製剤基準の一部

改正について。No.８が、これは、本日、口頭での御説明はしませんで、机の上に配布さ

せていただいて、これをもって御報告とかえさせていただいているものですけれども、平

成27年度の定期再評価スクリーニングの対象成分についてというものでございます。 

 以上の資料、お手元にありますかどうか御確認をいただきまして、過不足ございました

ら、事務局までお申しつけください。よろしいでしょうか。 

 それでは、審議中でもお気づきの点等あれば、御連絡をいただければと思います。 

 続きまして、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リスト並びに基準の改正等に
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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、黒のNo.10、

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、数枚のとじたペーパーが

ございますが、こちらのほうを御参照ください。 

 １枚めくっていただきますと、まず、本日の２品目めからのものになるのですが、動物

用一般医薬品調査会のブロードライン、申請品目、ブロードラインでございます。申請年

月日、平成25年４月19日、申請者名、メリアル・ジャパン株式会社。こちらの品目と競合

するものということで、競合品目、１つ挙がってございます。ゾエティス・ジャパン株式

会社のレボリューション６％。こちらを選定した理由ですが、一番下の欄にございますが、

申請品目と類似した投与経路及び効能効果を有するためということでございました。 

 次のページからは、この申請資料に関する作成関与委員リストということで申請者のほ

うから挙がってきているものでございまして、このブロードライン及びレボリューション

に関しては、該当なしということで回答をいただいています。 

 続きまして、１枚めくっていただきまして、４ページ目のところになりますが、本日の

審議品目の３つ目になるかと思いますけれども、トロコキシル チュアブル６、20、30、

75、95、申請年月日、2013年５月31日、申請者はゾエティス・ジャパン株式会社でござい

ます。こちらの品目については、競合品目としまして、ゾエティス・ジャパン株式会社か

ら３つ挙げてございますオンシオール錠５mg、10mg、20mg、40mg、こちらは企業名がノバ

ルティスアニマルヘルス株式会社。それから、競合品目の２つ目としまして、プレビコッ

クス57、227、こちらはメリアル・ジャパン株式会社のものです。それから、競合品目の

３つ目としまして、メタカム0.05％経口懸濁液、同じく0.15％経口懸濁液、こちらがベー

リンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社のものでございまして、これらの

品目を選定した理由としては、国内において動物用医薬品として認められているＮＳＡＩ

Ｄｓであり、販売高が大きいためということで、大きいものを３つ選んだということでご

ざいます。 

 これらの資料に関する作成に関与している委員のリストを挙げていただいていますが、

いずれも該当なし、もしくは不明というのは、インターネット上で一応見たのだけれども、

該当はないということでございました。 

 それで、２枚めくっていただきまして、９ページのものになります。本日の審議品目の

４つ目になります。申請品目、メディダーム、こちらは平成24年５月31日申請の日本全薬

工業株式会社のものでございます。こちらは競合品目が２つ。１つは、株式会社キリカン
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洋行のマラセブですね。それから、共立製薬株式会社のセボゾールシャンプーが２つ目で

ございます。これらの品目を選定した理由としまして、本製品はピロクトンオラミンを有

効成分としたシャンプー剤であり、犬のマラセチア皮膚炎に効果が期待できる。本製品と

同一の有効成分を含有する製品はないが、競合品目の１については、有効成分としてクロ

ルヘキシジングルコン酸塩液及びミコナゾール硝酸塩、それから競合品目の２については、

クロルキシレノール、ミコナゾール硝酸塩及びサリチル酸を含有し、本製品と同様の効能

または効果を有するシャンプー剤として承認を得ているということで、この２つを選定し

てございます。 

 これらの資料に関しまして、次のページから関与委員のリストになります。いずれも該

当なし、もしくは、開発状況の漏えいを防ぐため、競合会社への照会を行わずネットで調

査したところ、委員の関与を示すものはなかったということで、空欄になってございます

が、一応確認はしたというもので回答がございます。次のセボゾールシャンプーも同様で

ございます。 

 ２枚めくっていただきまして、13ページ目になるかと思います。こちら、本日、都合に

より１品目めの審議となりますが、ＶＫＢディスク‘栄研’フロルフェニコール、申請年

月日、平成26年11月17日、申請者は栄研化学株式会社のものでございます。競合品目につ

いては該当なしということで、その理由といたしまして、動物用体外診断用医薬品として

フロルフェニコールの薬剤感受性検査試薬は、ＶＫＢディスク‘栄研’フロルフェニコー

ルが初めて承認申請された製品であるということでございます。 

 こちらに関しましては、関与委員なしということで回答が挙がってございます。 

 それから、最後のページのところでは、動物用生物学的製剤基準の一部改正について影

響を受ける企業リストということで、これらの基準６つに対して影響を受ける企業という

ことで挙げてございます。 

 競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員に関する調査結果については、以上にな

ります。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの説明について、何か御質問・御意見があればお願いいたします。

委員の先生方、いかがでしょう。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、競合品目・競合企業については御了解いただいたということで、これに基づ
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いて委員からの申し出があった状況について事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 各委員の先生方からの申し出状況について御説明をいたします。 

 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、委員の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。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 まずは、審議事項２の動物用体外診断用医薬品の毒劇薬の指定について、動物用抗菌性

物質製剤調査会関係の①ＶＫＢディスク‘栄研’フロルフェニコールの毒劇薬の指定の要

否について、動物用抗菌性物質製剤調査会の岩田委員から御説明をお願いいたします。 

○岩田委員 岩田でございます。どうも順番を変えていただきまして、申しわけございま

せん。 

 それでは、説明させていただきます。 

 ＶＫＢディスク‘栄研’フロルフェニコールは、栄研化学株式会社より申請された抗菌

性物質であるフロルフェニコールの薬剤感受性を調べるための体外診断用医薬品でござい

ます。本剤は事務局で処理することとされているものですが、本剤の有効成分であるフロ

ルフェニコール─これはクロラムフェニコールの類似薬ですけれども─が劇薬に指

定されていることから、議事次第にもあるとおり、本剤を劇薬に指定する必要があるか否

かについて本部会で審議するものでございます。 

 なお、先日、持ち回りで審議を行いました動物用抗菌性物質製剤調査会におきましては、

本剤を劇薬に指定する必要はないと判断したところでございます。 

 詳細につきましては、事務局から説明がございます。 

 以上でございます。 

○事務局 それでは、お手元、赤のNo.４の資料を御用意ください。 

 本件に係ります申請は、ＶＫＢディスク‘栄研’でございますが、フロルフェニコール

を含有いたします動物用体外診断用医薬品でございます。その詳細につきましては、この

資料を２枚ほどめくっていただきました後に、承認申請書を添付しておりますので、こち

らを御覧いただければと思います。 

 簡単に申し上げますと、分離株の菌株の薬剤感受性を調べるための体外診断用医薬品で
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ございまして、一定の円盤に打ち抜きましたろ紙に一定量の抗生物質を含浸させたような

形状をしております。こちらにつきまして、岩田委員より御説明がございましたけれども、

本件の審査自体につきましては事務局審査品目とされておりまして、既に審査のほうは終

了しているところでございます。しかしながら、本件につきまして、毒劇薬の指定の件で

今回御審議をお願いすることになったものでございますけれども、実は、本体外診断用医

薬品の主たる成分でございますフロルフェニコールでございますけれども、こちらは現在、

劇薬に指定されております。製剤、原薬とも劇薬に指定されているところでございます。

２番を見ていただきますと、記載しておりますけれども、この毒劇薬の指定に関するもの

につきましては、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、劇薬として指定すると定められ

ているものでございます。 

 具体的には、下のほうに書いておりますけれども、医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律の施行規則により、動物用医薬品については、動物用医

薬品等取締規則におきまして、個別にそのように指定しているものでございます。 

 先ほど申し上げましたように、フロルフェニコールの原薬及び製剤は、現在、劇薬に指

定しているところでございますけれども、次のページを御覧いただきまして、上に３項目

挙げておりますけれども、本体外診断用医薬品１枚、感受性ディスク１枚に含まれるフロ

ルフェニコールの量でございますけれども、１片当たり30μgと非常に微量になっており

ます。また、体外診断用医薬品ということで、直接、畜体もしくは人に適用されるという

ことはございません。あくまで、分離菌株の薬剤感受性を調べるためにラボの中で使われ

ることを想定して、製造されているものでございます。 

 また、人用に製造販売されている、ほぼ同じような類似の薬剤感受性ディスクがござい

ますけれども、こちらにつきましては、個別に全て劇薬から除外するように規定されてお

りまして、ここで本品目のみ劇薬に指定するというところからすると、齟齬が出てくると

いうような側面もございます。 

 そういったことを勘案いたしまして、本剤につきましては劇薬の指定は不要ではないか

との事務局の判断に基づきまして、このたび持ち回りにおきまして、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いたものでございます。 

 御審議いただきました結果、劇薬に指定する必要はないとの御判断でございましたけれ

ども、それを受けまして、本剤を劇薬に指定されることがないよう、４番でございますけ

れども、「ただし、一片中」というような形で最後にただし書きをつけまして、本件にお
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けます体外診断用医薬品を劇薬から除外するという案を現在立てて、御提案をしているも

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。 

○下田部会長 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、御意見・御質問があればお願いいたします。

いかがでしょうか。 

 ありませんでしょうか。特にないようでしたら、事務局の案を承認していただいたとい

うことにしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 それでは、本剤につきましては、毒劇薬には指定しないものと認めます。 

○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、毒劇薬に指定しない

こととさせていただきます。ありがとうございました。 

○下田部会長 続きまして、審議事項、（１）動物用医薬品の製造販売承認の可否並びに

再審査期間及び毒劇薬の指定について、動物用一般医薬品調査会関係の①ブロードライン

の製造販売承認の可否並びに再審査期間及び毒劇薬の指定の要否について、動物用一般医

薬品調査会の河上委員から御説明をお願いいたします。 

○河上委員 それでは、ブロードラインについて、その内容を報告させていただきます。 

 ブロードラインは、メリアル・ジャパン株式会社から申請されました、フィプロニルと

(Ｓ)－メトプレン、プラジクアンテル及びエプリノメクチンを有効成分とし、猫の犬糸状

虫の寄生予防、ノミ及びマダニの駆除、ノミ卵の孵化阻害及びノミ幼虫の変態阻害による

ノミ寄生予防、猫回虫、猫鉤虫、瓜実条虫、猫条虫及び多包条虫の駆除を効能または効果

とする液剤です。本申請製剤は、平成26年11月６日及び平成27年１月20日に開催されまし

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あ

ります。 

 なお、調査会審議の結果、再審査期間は新動物用配合剤ということで６年、フィプロニ

ル原体及びエプリノメクチン原体は劇薬に指定し、製剤は毒劇薬に指定しないことが妥当

と判断されました。 

 詳細につきましては、事務局から説明があります。 

 以上です。 

○事務局 それでは、資料番号、赤のNo.１の資料をお手元に御用意いただきまして、タ

グをめくっていただきまして、一番下、青の概要書と書かれたタグをお開きください。 
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 目次をめくっていただきまして、ページ１－１をお開きください。 

 本剤ブロードラインは、今御紹介いただきましたように、フィプロニル、(Ｓ)－メトプ

レン、プラジクアンテル及びエプリノメクチンを有効成分するスポットオン剤、いわゆる

滴下剤でございます。猫の背中に本剤の液状の製剤を滴下する製剤の形をとっております。 

 この中で使われております有効成分でございますけれども、こちらのほう、１－１ペー

ジの上のほうに記載しておりますように、まずフィプロニルでございますけれども、フィ

プロニルはフェニルピラゾール系に属する強い殺虫・殺ダニ作用をする化合物でございま

す。本剤につきましては、犬、猫ともにノミ・ダニの駆除剤といたしまして、本剤と同じ

ようにスポットオン製剤として長い実績を持っている製剤でございます。その作用機序は、

無脊椎動物のガンマアミノ酪酸（ＧＡＢＡ）受容体に特異的に結合するものというふうに

考えられております。 

 次に、真ん中、図がある下あたりでございますけれども、２つ目の有効成分、(Ｓ)－メ

トプレンでございますけれども、これは幼若ホルモンに属する昆虫発育阻害剤というふう

に言われております。こちらにつきましては、昆虫の未成熟の段階で作用するホルモン剤

でございまして、主にノミに対して、卵の孵化を阻害するというような作用を持っており

ます。 

 ３つ目でございますが、一番下のパラグラフ、プラジクアンテルでございますけれども、

こちらはイソキノリン系、ピラジン誘導体でございまして、馬、犬、猫及び人におきまし

て、抗寄生虫薬といたしまして長い実績を持っている製剤でございます。動物薬の分野で

は、これらの他魚に対しても、体表に寄生する寄生虫の駆除剤としても使われている実績

がございます。 

 次のページをめくっていただきまして、一番上、エプリノメクチンでございますけれど

も、こちらはいわゆるアベルメクチン系の化合物に属するような化合物でございまして、

類薬にはイベルメクチン等がありますけれども、こちらにつきましても、同系の化合物は、

犬におきまして、犬糸状虫の寄生予防として現在まで多数の実績がございます。本剤エプ

リノメクチンはその類薬でございますが、これまで牛に対して使われてきた実績がござい

ますけれども、今回、猫に対して初めてこのエプリノメクチンは適用されるものでござい

ます。 

 ノミ・ダニの駆除等につきまして、スポットオン剤につきましては、犬及び猫におきま

して長い実績があるわけでございますけれども、今回、有効成分としてこの４剤を配合し
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た製剤を開発して、申請されたものでございます。 

 隣、１－３ページ、真ん中あたりを見ていただければと思いますけれども、その開発意

図といたしまして、ノミ・マダニの駆除にプラスいたしまして、メトプレンを配合して、

ノミの寄生予防を強化し、また、猫に多発いたします消化管の寄生虫に対しまして、プラ

ジクアンテルでその駆除を意図すると。また、それに加えて、エプリノメクチンによりま

して、猫に寄生します犬糸状虫症の寄生を予防するということを意図して、こういった内

外の寄生虫を総合的に駆除または寄生予防する製剤として開発されたものでございます。 

 続きまして、１－10ページを御覧いただけますでしょうか。 

 本剤は、今申し上げましたように、猫の背中に滴下いたしますスポットオン製剤でござ

います。スポットオン製剤につきましては、どうしても滴下投与いたしましてから乾燥す

るまでの間、猫の背中でぬれた状態で存在するものでございます。そういったことから、

近年、その滴下したものが人に対する影響があるのかないのかというようなことが、この

世界におきまして話題となっているところでございます。 

 これに対しまして、人に対するリスクという面で本申請につきましては考察をしており

ます。具体的には、２つの想定のもとにリスクをはかっておるものでございますけれども、

まず、人に対するリスク１としまして、１－10ページからでございますけれども、非臨床

毒性試験の結果から安全性のエンドポイントを推定いたしまして、それに対しまして、滴

下投与しました猫からの拭き取り試験等によりますような、人への推定暴露量を計算した

暴露マージンを計算いたしまして、その暴露の安全性のマージンがどれぐらいになるもの

かというところで推定したものでございます。 

 その結果でございますけれども、その次のページ、１－12ページをめくっていただきま

して、各成分のＭＯＥ、ＭＯＥは暴露マージンでございますけれども、これがこの表１－

５のように算出されているところでございます。この手法につきましては、欧米におきま

しては一般的に使われている手法でございますけれども、おおむねこのＭＯＥが100を上

回っている場合には、恐らく問題はないだろうというような形で評価されているところで

ございますけれども、御覧いただきましたとおり、全ての成分におきまして100を上回っ

ているということで、特に人に対する安全性は問題ないものというふうに考察しておりま

す。 

 もう一通りは、その次にございますけれども、１－12ページからですけれども、食品健

康影響評価に用いますＡＤＩを用いまして、同じように暴露量とＡＤＩ比で推計をしたも
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のでございます。簡単に結果だけ申し上げますが、１－13ページの表１－７にありますよ

うに、ＡＤＩ比は高いものでも○○％と、十分安全性が確保できる数字というふうに考え

られております。 

 このようなプロファイルを持ちます本剤でございますが、一番最後、緑色のタグ、添付

資料目次と書かれたところを御覧いただけますでしょうか。 

 本剤は、有効成分といたしましては、既に動物用医薬品として使用実績のあるものばか

りでございます。したがいまして、毒性試験等につきましては、参考としての扱いになり

ますけれども、エプリノメクチンが猫に初適応となるなど、新規性も高い製剤でございま

す。そういったことから、添付資料といたしまして、開発の経緯の他、物理的・化学的試

験、製造方法、安定性、毒性試験も添付されているところでございますが、続きまして安

全性に関する試験、効力を裏付ける試験、ずっとめくっていただきまして、吸収、分布、

代謝、排泄に関する資料、臨床試験に関する資料と、資料が添付されて、事務局におきま

して審査を行ってきたところでございます。 

 この中で最も主要となります臨床試験につきまして、今回、若干詳しく御説明申し上げ

ます。少し戻っていただきまして、14－２ページをお開きください。本申請に関する臨床

試験につきましては、都合５試験が添付されております。うち４試験は国内臨床試験で、

各対象寄生虫によりまして別々に臨床試験を行っているものでございます。 

 まず、14－２ページ、表14－１でございますけれども、こちらは犬糸状虫に対する臨床

試験でございます。臨床試験は国内の○○動物病院を用いまして、投薬群84頭、対照群○

○頭を用いまして行われております。試験のデザインは並行群間試験、対照薬はレボリュ

ーション６％、類薬でも挙げております製剤でございます。こちらを対象としております。

評価方法は、犬糸状虫の抗原検査等を用いまして、投薬後、一定期間後に犬糸状虫の寄生

がないかどうかということを確認しております。 

 その結果でございますが、この表、下のほう、結果、有効性のところを御覧いただけれ

ばと思いますけれども、投薬群、対照群とも寄生予防の結果といたしましては100％とい

う結果が得られております。統計学的な計算につきましては、スコアが全て100％ですの

で、統計に関しては参考扱いでございますけれども、非劣性試験を行いまして、非劣性マ

ージン○○で検定を行っております。この結果、非劣性等の結果も得られております。 

 なお、安全性に関しましては、下にありますが、投薬群の８頭で投薬との因果関係が否

定できない有害事象が認められております。多くは投薬部位に関するものでございますけ
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れども、脱毛、脱色等が一部で見られているというものでございます。こちらにつきまし

ては、本剤の忍容性等に特に影響するような重大な有害事象とは考えられませんでした。 

 続きまして、右側、表14－２ページでございます。こちらは消化管内寄生虫でございま

すけれども、こちらのほうは国内○○動物病院を組み入れております。供試頭数は、投薬

群97頭、対照群○○頭で、対照群といたしましては、類薬でございます○○○○、○○○

○株式会社のものを使っております。評価方法につきましては、真ん中あたりでございま

すけれども、消化管内線虫につきましては、糞便１ｇ当たりの虫卵数、条虫につきまして

は、片節等を観察いたしまして有効性スコアを組んでおります。 

 結果でございますけれども、有効率のところでございますけれども、上の表の虫卵率減

少率というところを見ていただければと思いますけれども、投薬群、対照群ともほぼ

100％に近い数字が得られておりまして、非劣性検定につきましても、非劣性との結果が

得られております。条虫のほう、下のほう、ありますけれども、瓜実条虫のほうでござい

ますが、こちらのほうも有効性は100％になっております。有害事象のほうにつきまして

は、本試験では特に見られておりません。 

 続きまして、14－４ページでございます。国内でのノミの臨床試験でございます。こち

らのほうも国内○○動物病院を用いまして、投薬群83頭、対照群○○頭で試験を行ってお

ります。評価方法は、ノミの寄生数をもとにしたスコアで計算をしております。 

 その結果でございますけれども、有効性のところで御覧いただければと思いますが、ス

コア１の割合というところで見ていただければと思いますが、２日、30日のところで見て

いただければ、0.99ということでございます。このようなことで、対照群で○○及び○○

で有効であるというふうに判断されております。 

 国内臨床試験としては最後でございますが、右の14－５ページでございます。マダニに

対する試験でございます。類薬でありますフロントライン プラス キャットを対照薬と置

きまして、並行群間試験を行っております。供試頭数は若干少なくなりますが、投薬群は

33頭、対照群○○頭でございます。 

 マダニの寄生数で評価を行った結果でございますけれども、下のほう、有効性のところ

を見ていただきますと、寄生数の減少率で見ていただくと一番わかりやすいものでござい

ますけれども、減少率としておおむね94％から98％程度の減少率が得られているものでご

ざいます。こちらのほうも特に有害事象については見られておりません。 

 最後に、14－６ページでございますけれども、これは海外で行われました野外臨床試験
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でございます。こちらのほうは消化管内寄生虫のみでございますけれども、国内臨床試験

とほぼ類似のプロトコルにおきまして行いました。症例数のほうはかなり多く組み入れら

れておりまして、投薬群130頭を用いております。結果につきましては、ほぼ日本の結果

と類似するような結果が得られておりまして、国内臨床試験の結果が裏づけられたものと

考えております。 

 それでは、一番最初のページに戻っていただきまして、審議経過票と書かれた一番最初

のタグをめくっていただけますでしょうか。１枚めくっていただきまして、２ページ目を

お開きください。 

 以上のような申請につきましては、事務局審査を終えまして、平成26年11月６日の動物

用一般医薬品調査会におきまして御審議をいただきました。その時点での審議結果につき

ましては、資料整備をすることとして、継続審議等の御審議の結果をいただきました。い

ただきました指摘事項の中で大きなところを申し上げますと、（５）番でございますけれ

ども、投薬の終了時期でございましたが、最初の設定は１ヵ月以内というふうになってお

りましたが、この犬糸状虫の生活期間を考えますと、１ヵ月以内とした場合に、有効に寄

生を予防できない可能性があるとの御指摘をいただきまして、「蚊の発生終了後１ヵ月」

というふうに修正するよう求められております。 

 その他、申請の段階では犬小回虫の駆除も申請効能として挙げられておりましたけれど

も、犬小回虫につきましては、臨床試験におきまして症例数がほとんどございませんでし

たので、効能効果は削除することとされております。その他、妊娠中及び授乳中の猫の投

与の可否についての御指摘、もしくは環境に対する影響の指摘、あと、亜急性毒性試験等

に対する考察に関する御指摘をいただきました。 

 これにつきまして、この後にありますような申請者からの回答を得まして、再度、同調

査会におきまして平成27年１月20日に御審議をいただきました。その結果、８ページでご

ざいますけれども、何点か御指摘をいただきましたが、これらを条件にいたしまして、本

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。御指摘の事項といたし

ましては、やはりプラジクアンテルの亜急性毒性試験に関しまして、かなり古い試験でご

ざいましたけれども、これらの考察を現在の科学水準に照らしたものにするということ、

あとは、記載の整備に関するような御指摘をいただいたものでございます。 

 なお、本剤、原薬フィプロニル及びエプリノメクチンは劇薬に指定する、製剤は劇薬に

指定せず、また、再審査期間は６年との御審議の結果をいただきました。 
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 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。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、御意見・御質問等がございましたらお願いい

たします。いかがでしょうか。 

 山田先生、お願いいたします。 

○山田委員 内容ではなくて細かいことで恐縮なのですけれども、申請書の４ページの使

用上の注意のところの一般的注意の記載なのですが、まず、感染症法という法律が出てき

ていますけれども、これは正式な名前にしなくていいのかというのが１つと、それから、

「第４類感染症」というのは間違いで、「４類感染症」であるということと、それから、

ここに書いてある獣医師の報告が義務づけられているのは、犬のエキノコックスのみです

ので、今回、猫の製剤なので、記載としては余り好ましくないかなという、そういうこと

です。 

 それと同じようなことなのですけれども、概要書の１－９ページですか、表１－２のブ

ロードラインの必要性のところで関連するズーノーシスというのが出てきているのですけ

れども、日本紅斑熱ですとかＳＦＴＳというのは猫との関連が知られていないというか、

不明なものなので、なぜここにこういうものを入れなければいけないのかという、そうい

う疑問がありました。 

 以上です。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 ただいまのほうから審議をちょっと。 

○事務局 御指摘ありがとうございます。申請者に確認いたしまして、こちらは適切に修

正をさせていただければと思います。ありがとうございます。 

○下田部会長 山田先生、今の対応でよろしいでしょうか。 

 それでは、他にいかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、お認めいただいたということにさせていただきたいと思います

けれども、先生方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、この件については御承認をいただいたものと認めます。 

○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、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、フィプロニル原体及びエプリ
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ノメクチン原体は劇薬に指定し、製剤は毒劇薬に指定しないこととさせていただきます。

ありがとうございます。 

○下田部会長 続きまして、同じく動物用一般医薬品調査会関係の③メディダームの製造

販売承認の可否並びに再審査期間及び毒劇薬の指定の要否について、動物用一般医薬品調

査会の河上委員から御説明をお願いいたします。 

○河上委員 それでは、メディダームに関しまして調査会からの内容報告をさせていただ

きます。 

 メディダームは、日本全薬工業株式会社から申請されましたピロクトンオラミンを有効

成分とし、犬のマラセチア皮膚炎を効能または効果とする薬剤であります。本申請製剤は、

平成27年１月20日に開催されまし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あります。 

 なお、調査会審議の結果、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、

ピロクトンオラミン原体及び製剤は毒劇薬に指定しないことが妥当と判断されました。 

 詳細につきましては事務局から説明があります。 

 以上です。 

○事務局 それでは、赤の資料No.３の資料をお手元に御用意ください。オレンジ色のタ

グでございますけれども、概要書と書かれたタグをお開きください。 

 本剤はただいま御紹介いただきましたメディダームでございます。申請者は日本全薬工

業株式会社でございます。有効成分はピロクトンオラミンでございますけれども、これを

有効成分といたしますシャンプー剤でございます。効能はマラセチア皮膚炎に関するもの

でございます。 

 概要書、目次等をめくっていただきまして、１ページを御覧いただければと思います。

本剤の有効成分、ピロクトンオラミンでございますけれども、一応、合成抗菌薬というこ

とにされておりますけれども、一般的な合成抗菌薬、抗生物質に類するような合成抗菌薬

と比較いたしますと、非常に幅広い効能を持った成分でございます。グラム陽性菌、グラ

ム陰性菌を初めといたしまして、一部、真菌等にも有効性を有するというようなものでご

ざいます。 

 このピロクトンオラミンでございますけれども、使われ出したのは非常に古く、1970年

代から使われておるものでございます。主な用途といたしましては、人用の医薬部外品の

シャンプーで、フケ・かゆみ等の防止を目的といたしまして配合されている成分でござい
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ました。言いかえますと、医薬部外品として使える、そういったような作用緩和な成分と

いうふうに考えられたものでございます。また、これ以外にも化粧品基準に収載されてお

りまして、化粧品に防腐剤として用いられると。そういったような用途も兼ね備えている

成分でございます。本製剤につきましては、これを有効成分として使いまして、マラセチ

アに対する効能を期待して、シャンプー剤として製剤を設計したものでございます。 

 右側、２ページのほうに開発の経緯等ございますけれども、やはりマラセチア皮膚炎と

いうのは、動物病院に来院する皮膚炎の中でも一定の割合を占めている疾患でございます。

皮膚炎というのは犬の場合、非常に多く来るわけでございますけれども、やはりその中で

マラセチアが分離されるというような皮膚炎も比較的日常的に見る症例でございますが、

しかしながら、これまで動物用医薬品でマラセチア皮膚炎を効能とするような製剤という

のは、この真ん中の下あたりにございますけれども、マラセブと称します同じくシャンプ

ー剤１つでございました。本申請がありました時点では、このマラセブ１製剤でございま

したけれども、本申請の審査中にあともう１剤承認されておりまして、共立製薬株式会社

からセボゾールシャンプーという名称で承認された品目がございます。 

 こちらのほうも、有効成分といたしましては、一番最初に出ましたマラセブと同じよう

に、ミコナゾール硝酸塩を有効成分とするようなシャンプーでございました。ミコナゾー

ルにつきましては、抗真菌薬として非常にメジャーなものでございますので、これを含有

した製剤がこの本申請に先立ちます２品目というような位置づけになるわけでございます。 

 続きまして、概要書の７ページをお開きいただけますでしょうか。こちらに本申請製剤

とマラセブとの比較表を掲載しております。この時点ではセボゾールシャンプーは承認に

なっておりませんでしたので、この二者の比較ということになりますけれども、ここにあ

りますように、これ以外でこういった皮膚炎に使えますようなシャンプー剤といいますと、

一番右にありますようなイオウもしくはサリチル酸等を主成分とするような製剤があるの

みでございました。 

 以上のようなプロファイルを持ちます本剤でございますけれども、申請の区分といたし

ましては、これまで動物用医薬品としてピロクトンオラミンを有効成分とする製剤はござ

いませんでしたので、新有効成分含有医薬品との取り扱いでこれまで審査をしてきたもの

でございます。申請の内容といたしましては、次の目次と書かれました青いタグを開いて

いただければと思いますけれども、物理的・化学的試験に関する資料から製造方法、安定

性、安全性、続きまして効力を裏付ける試験、一般薬理、吸収試験、その他、参考資料扱
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いでございますけれども、急性毒性に関する試験資料等、一連の毒性に関する試験資料が

添付されてきております。 

 以上のような資料内容につきましては、事務局のほうで審査を行ってまいりましたが、

主要な試験でございます臨床試験につきまして御説明申し上げます。 

 戻っていただきまして、概要書の231ページをお開きください。一般申請に係ります臨

床試験につきましては、国内で臨床試験を行いまして、対照薬をマラセブとする並行群間

試験で行っております。動物数はここにありますように97頭、うち被験薬群65頭、対照薬

群に32頭を割り振っております。施設数は４施設でございます。 

 本臨床試験の対象となる症例でございますけれども、そのまま、ほぼ本製剤の投与対象

となるようなものでございますけれども、組入れ基準というところを表のところで見てい

ただければと思いますが、細菌あるいはマラセチアが患部から分離され、患部が真皮深部

まで及んでいない比較的軽度から中等度の表在性膿皮症またはマラセチア皮膚炎罹患犬を

対象としたとございます。表在性膿皮症というふうにございますけれども、実は本申請に

おきましては、申請時点では表在性膿皮症も申請効能として挙げられておりました。しか

しながら、今回、対照といたしましたマラセブが表在性膿皮症の効能を有しておりません

で、比較対照としては不適当ということで、事務局審査の段階で表在性膿皮症につきまし

ては、申請から取り下げております。 

 この臨床試験でございますが、観察項目は、その下にございますけれども、皮疹の観察、

皮膚・被毛の観察といいますか、臨床兆候を用いましたパラメータにつきまして、それぞ

れスコア化いたしまして評価をしております。その他微生物学的検査といたしまして、患

部から細菌及び真菌を分離いたしまして、その消長につきましても追跡しております。そ

の他安全性につきましても観察をしているところでございます。 

 232ページの上のほうでございますが、有効性の評価方法ですけれども、４行目あたり

からございますけれども、有効率が70％以上あり、かつ、対照群との間に統計学的な有意

差が認められない場合には、被験薬は有効であると判断したとのことでございます。通常

は、統計学的な有意差が認められないというだけでは、非劣性というふうには認められな

いわけでございますけれども、本試験の場合はプライマリーのポイントを有効率70％以上

と置きまして、その上で対照薬との間に有意な差がないということをもちまして、有効性

の評価をしているところでございます。 

 試験結果でございますけれども、４パラメータにつきまして、その下にまとめておりま
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す。マラセチア皮膚炎のところ、各下段のところを御覧いただければと思いますけれども、

皮疹の観察では有効率がおよそ85％、皮膚・被毛の観察では本剤は有効率が95％でござい

ました。また、微生物学的評価につきましては、マラセチアが分離されたものは被験薬群

で20症例でございましたけれども、このうち、この菌、マラセチアが消失した症例は16症

例、消失率は約80％というふうに結果が出ております。有害事象といたしましては、１例

で足先に発赤が発現したというような症例がございましたけれども、本剤は外用薬でござ

いますので、発赤等の因果関係につきましては否定できないものではございますけれども、

１例こういった症例が認められております。しかしながら、有害事象といたしましては、

本剤の有用性を否定するところまでのものではないというふうに判断されております。 

 それでは、最初の審議経過票にお戻りいただけますでしょうか。資料、一番最初、審議

経過票でございます。 

 一番下、７番のところからでございますけれども、以上のような資料につきまして、事

務局審査を終えまして、平成27年１月20日の動物用一般医薬品調査会におきまして御審議

をいただきまして、指摘事項を条件といたしまして、本部会に上程して差し支えないとの

御判断をいただきました。 

 次のページにいただきました指摘事項がございますけれども、指摘事項といたしまして

は、本剤の適応部位でございますけれども、これが顔等に使用できるのかできないのかと

いうのが判然としない部分がございまして、適応部位として顔等に使用できるのかできな

いのかをはっきりと記載するというようなこと、また、ピロクトンオラミンの作用機序に

つきまして、少し考察を加えると。この２点をいただいたものでございます。これにつき

まして、申請者からは、その次のページから別紙１にありますように回答が得られまして、

調査会委員からも了承を得ているところでございます。 

 事務局からの御説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、御意見・御質問ございましたらお願いいたし

ます。いかがでしょうか。 

 越久田先生、どうぞ。 

○越久田委員 この３つの種類の薬剤について、人に対する影響というのはかなり表示さ

れているのですが、今回のこの場合には３行ほどしか人に対する注意書きというのは出て

いないのですが、その辺は……。というのは、かなり粘膜あるいは動物の皮膚にも影響を
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与えるとすれば、人にかなり影響が出るのじゃないかと。それと、もう一つは、臨床上の

経験なのですけれども、マラセブが結構、人の皮膚を荒らすという報告も出ておりますの

で、この辺はちょっと注意書きにもう少し懇切丁寧にやったほうがいいのではないかとい

う気はいたしますが。 

○下田部会長 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか、今の越久田委員の御意見に対して。事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 マラセブの場合、そういったかなり強い作用等が見られておったところでござ

いますけれども、本剤につきましては、恐らくそこまでのものではないだろうと。有効成

分がピロクトンオラミンということもございますけれども、一般的なそういったゴム手袋

を着用するとか、そういったもので恐らく十分ではないかというような判断でございまし

た。しかしながら、少し、現在、使用上の注意の記載例ということで公表しているものが

ございますけれども、それらを参考にいたしまして、少し内容につきましては見直しをさ

せていただければというふうに思います。 

 以上でございます。 

○下田部会長 ありがとうございます。 

 越久田委員、これでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 他にいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○鬼武委員 資料のほうの回答書という緑のタグの33ページの19番のところに、本剤のピ

ロクトンオラミンの不純物に対する製造者からの回答が書かれておるのですが、有機不純

物についてアミンのところ、ニトロソアミンのところはちょっと気になるのですが、その

次のページに「最終製品中に１％を超える不純物は存在しない」というのは、これは不純

物というのは全体のものでしょうか、これはアミンでしょうか、何が存在しないのかとい

うのがちょっとわからなかったのですが。33から34の上のところですね。「製造業者に問

い合わせたところ、最終製品中に１％を超える不純物は」というところで、どの不純物が

超えないのかと。 

○下田部会長 いかがでしょうか。 

○事務局 まず、この１％という数字でございますけれども、これの根拠でございますけ

れども、実は、動物医薬品検査所長通知といたしまして、製剤中に含まれる不純物につき

ましてガイドラインがございます。その中で、不純物を同定いたしまして、構造決定まで
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しなければいけないというような判定基準がございまして、これが製剤中、１％以上を含

むものにつきまして、構造決定をしなければいけないというふうに定められております。

そのことから、１％を超えるような不純物というのがこの製剤中に含まれるのかどうなの

かというようなことで指摘を行ったものでございます。 

○鬼武委員 わかりました。 

○下田部会長 よろしいでしょうか。 

 他にいかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、お認めいただくということでよろしいでしょうか。 

 それでは、使用上の注意については少し詰めていただくということで、承認したという

ことにさせていただきます。 

○事務局 ありがとうございます。それでは、本剤につきましては、御指摘いただきまし

た使用上の注意を再考するということを条件に承認を可とし、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年間、ピロクト

ンオラミン原体及び製剤は毒劇薬には指定しないこととさせていただきます。ありがとう

ございます。 

○下田部会長  それでは、ちょっと先ほど１つ飛ばしてしまいましたけれども、②のト

ロコキシルチュアブル６、20、30、75、95ですか、これの製造販売承認の可否並びに再審

査期間及び毒劇薬の指定の要否について、動物用一般医薬品調査会の河上委員から御説明

をお願いいたします。 

○河上委員 それでは、本剤に関します内容に関しまして報告をさせていただきます。 

 トロコキシルチュアブルは、ゾエティス・ジャパン株式会社から申請されましたマバコ

キシブを有効成分とし、犬の１ヶ月を超える治療を要する変形性関節症に伴う炎症及び疼

痛の緩和を効能または効果とする錠剤であります。本申請製剤は、平成27年１月20日に開

催されました動物用一般医薬品調査会における事前の審議を終了し、本部会に上程される

ものです。 

 なお、調査会審議の結果、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、

マバコキシブ原体及び製剤は劇薬に指定することが妥当と判断されました。 

 詳細に関しましては事務局から説明がございます。 

 以上です。 



 28 

○事務局 それでは、赤の番号No.２の資料をお手元、御用意ください。後のほうでござ

いますけれども、黄緑色のタグで概要と書かれたタグをお開きください。最初のほう、目

次がございますので、それを飛ばしていただきますと、１－１ページをお開きください。 

 本申請製剤でございますトロコキシルチュアブルでございますけれども、こちらはマバ

コキシブを有効成分とするいわゆる非ステロイド性抗炎症薬、一般的にＮＳＡＩＤｓと呼

ばれておりますけれども、そういった製剤でございます。効能効果は、変形性関節症に伴

う炎症及び疼痛の緩和を目的とするものでございます。用量違いで５用量が設定されてい

るそれぞれ錠剤でございます。 

 本剤の有効成分でありますマバコキシブでございますけれども、これはＮＳＡＩＤｓの

中でもいわゆるコキシブ系というふうに分類される成分でございます。この表の下のパラ

グラフにございますけれども、本剤と非常に構造が類似した製剤といたしまして、セレコ

キシブというものがございます。こちらは人用医薬品として承認されているものでござい

ますけれども、現在、一般的に関節リウマチ等の難治性の非常に痛みが強い疾患の鎮痛の

目的で用いられているものでございます。 

 このコキシブ系の抗炎症薬といいますのは、シクロオキシナーゼという体内の酵素を阻

害するものでございますけれども、こちら、御存知の方も多いかと思いますけれども、シ

クロオキシナーゼには１と２がございまして、１のほうがいわゆる消化管とかそういった

ものの障害に関するようなもので、２のほうがそういった炎症に関するようなものという

ふうに言われております。そういったことから、一般的にＮＳＡＩＤｓに関しましては、

消化管障害が頻発するわけでございますけれども、炎症に関するシクロオキシナーゼ２の

ほうを選択的に阻害することによって副作用を軽減するというようなものでございますが、

特にこのコキシブ系といいますのは、シクロオキシナーゼ２のほうに選択性が高いという

ふうに言われている一連の成分でございます。 

 続きまして、１－２ページでございます。本剤の開発の経緯でございますけれども、疾

病等の概要につきまして、こちらのほうにまとめております。犬の筋骨格系疾患、一般的

なそういった関節炎ですとか、そういった骨格系に関する疾患でございますけれども、こ

ちら、保険会社によります統計でございますけれども、おおむね、年によって多少前後は

ございますけれども、５％から９％、10％近くのところが毎年発生しているというような

状況でございます。また、こういった変形性関節症につきましては、別の疾患、例えば骨

折ですとかそういった外科的な、そういった疾病に伴いまして発生するとも言われており
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ます。こういったことから、臨床の現場におきましては比較的よく見られる疾患として、

重要なものでございます。 

 これに対しまして、既承認薬品でございますけれども、その右のほう、伸ばしていただ

きましてＡ３になります１－３ページでございますけれども、これまでに多数の製剤が承

認されているところでございます。左側が本剤でございますけれども、それ以外にここに

６製剤が挙げられているところでございます。いずれも効能効果につきまして多少の相違

はございますけれども、おおむね同じような疾患を対象にしているというふうにお考えい

ただいても差し支えないかというふうに思われます。 

 この中で類薬と比較いたしまして、本剤の特徴でございますけれども、この表、用法・

用量のところを御覧いただければと思います。本剤の用法・用量は、初回投与後14日に２

回目の投与、その後は１ヶ月置きに３から７回目の投与を行うとなっております。すなわ

ち、本剤、初回投与におきましては２週間、それ以降は、１回の投与で１ヶ月の効果が持

続するという、こういった製剤でございます。対しまして、他の類薬を御覧いただきます

とわかりますけれども、おおむね１日１回から２回投与というものが通常でございます。

それに対しまして、本剤につきましては１回の投与で非常に長く効くというものが本薬の

最大の特徴になっているわけでございます。 

 続きまして、１－７ページでございます。こちらのほうは御覧いただく程度のものでご

ざいますけれども、本剤マバコキシブの化学構造でございます。この中で特徴的なところ

で、一番下のところにＦ、フッ素がついておりますけれども、このところが先ほどござい

ました人用医薬品でありますセレコキシブとの唯一の相違点でございます。それ以外のと

ころは全く同じでございまして、非常に類似した構造を持っているわけでございます。 

 以上のようなプロファイルを持ちます本剤トロコキシルチュアブルでございますけれど

も、マバコキシブは今まで動物用医薬品として承認されたものはございませんので、新有

効成分含有動物用医薬品との扱いを受けております。申請に当たりましては、この後ろの

添付資料目次と書かれましたところを御覧いただければわかりますけれども、物理的・化

学的試験に関する資料、製造方法に関する資料、安定性に関する資料、毒性試験に関する

一連の資料、対象動物安全性試験の資料、効力を裏付ける試験、吸収、分布、代謝、排泄

に関する試験資料等が添付されております。その他、臨床試験に関する資料が添付されて

いるわけでございます。この中で、主たる試験資料につきまして御説明申し上げます。 

 まず、臨床試験を通常御説明申し上げますが、それに先立ちまして、この概要書の12－
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３ページをお開きください。12－２ページ及び12－３ページでございます。 

 12－２ページ、12－３ページでございますが、これは本剤の薬物動態に関する資料の部

分でございます。簡単に御説明申し上げますけれども、先ほど来申し上げておりますよう

に、本剤の最大の特徴は、１回の投与で２週間ないし１ヶ月の効果が持続するというもの

でございます。これにつきまして、薬物動態の面からのデータでございますけれども、右

のほう、グラフがついております。図12－１が犬に本剤を単回投与したときの血中濃度の

推移でございます。これを御覧いただきますと、縦軸が対数目盛りでございますけれども、

投与時間、日数を経まして、約70日までその血中濃度が確認されているようなものでござ

います。 

 また、その左に戻っていただきまして、表12－２の表がございますけれども、この一番

右のカラムを見ていただければ、これが半減期、つまり血中濃度が半分になる指標でござ

いますけれども、半分になるのに要する時間は12日から14日というふうに観察されており

ます。このことからも、本剤、有効成分自身の特徴といたしまして、非常に血中濃度が長

く持続するということが証明されているものでございます。 

 続きまして、臨床試験のところに関して御説明申し上げます。ページをめくっていただ

きまして、14－１ページをお開きください。 

 本申請に伴います臨床試験でございますけれども、国内臨床試験と国外臨床試験、各１

試験が添付されております。こちらに表14－1に臨床試験の概要がまとめられております

が、国内臨床試験におきましては、実施数13施設でございますけれども、結果的にでござ

いますけれども、供試の頭数が若干少ないものとなってしまいました。本剤トロコキシル

チュアブル投与群が18症例、対照群であります、同種同効薬であるリマダイル錠が16症例

というような試験になっております。こちらを補完する意味合いもございまして、国外臨

床試験のほうが添付されておりまして、こちらのほうでは被験薬、対照薬ともに62症例が

投与されて試験が行われております。 

 それでは、まず国内臨床試験のほうを御説明申し上げます。 

 次のページ、14－２ページをお開きください。一番上、表14－２に試験設計がまとめら

れております。本薬群トロコキシルに対しまして、対照群としましてはリマダイル錠を用

いております。それぞれ投与のスケジュールは、用法・用量に従いまして投与されており

ます。獣医師の評価日は、右側にありますように、おおむね２週間から４週間をめどにス

ケジュールが組まれているところでございます。 
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 次に、このページ、真ん中のａの選定基準というところでございますけれども、これの

４番を御覧ください。この選定基準と申しますのが、本剤を投与する対象になる症例を規

定しているものでございますけれども、この中の最もプライマリーな規定が４番でござい

ます。どのような症例を本剤の投与対象としているかと申しますと、評価担当獣医師がス

クリーニング時間とDay０の投薬前の両時点において運動器疾患の臨床兆候を認め、継続

的な抗炎症剤の長期間投与にベネフィットがあると考える犬。基本的には獣医師の判断で

ございますけれども、長期間の投与が必要になると。長期間、抗炎症剤の投与が必要にな

る症例が本試験に組み入れられるというような試験設計になっております。 

 続きまして、14－９ページをお開きください。本試験の評価基準についてでございます。

最初、冒頭、有効性の評価というふうにございますけれども、本剤の有効性をどこで評価

したかと申しますと、この文中にありますけれども、第５回評価時における獣医師の評価

となっております。第５回評価といいますのは、投与開始日から計算しますと42日目に当

たる日でございます。この日における各スコアに基づいた総合的改善の度合いということ

になっております。 

 その評価の方法は、黒丸があるその下あたりでございますけれども、総合的な改善を示

した症例の割合を群別に求め、有意水準５％、非劣性マージン15％で、対照薬に対して非

劣性で評価をしているところでございます。 

 なお、この臨床的なスコアリング及び評価につきましては、これを戻っていただきまし

た14－６ページからございますので、随時御参照いただければと思います。 

 それでは、結果について御紹介いたします。14－14ページをお開きください。評価担当

獣医師におきます主要評価項目でございます。端的には表14－10を見ていただければと思

いますけれども、本剤トロコキシル群、本剤投与群でございますけれども、ｎ15のうち、

改善症例14、改善率は93.3％、対照群は15のうち改善症例数12で、改善率は80％になって

おります。統計学的にも非劣性が認められております。 

 なお、参考でございますけれども、その下、表14－11には、各評価時点を追いました改

善率が掲載されておりますけれども、ほぼ90％から100％に近い数字が得られているもの

でございます。 

 続きまして、14－20ページをお開きください。14－20ページでございます。こちらは本

試験におけます安全性の評価についてでございます。安全性の評価につきましては、重篤

な有害事象でございますけれども、表14－22にありますように、本剤投与群におきまして
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は、１症例で重篤な有害事象が認められております。転帰といたしましては死亡でござい

ますけれども、有害事象としては腹腔内血管肉腫として報告されているものでございます。 

 考察につきましては、上のほうのパラグラフにございますけれども、やはりＮＳＡＩＤ

ｓとして、血液凝固阻害の作用を多かれ少なかれ有するものでございますけれども、これ

が出血のリスクを高めたことが原因ではないかというような考察がされているものでござ

います。 

 次に、14－22ページを御覧いただけますでしょうか。こちらにはそれ以外の重篤ではな

い有害事象が要約でまとめられております。御覧いただきましておわかりのとおり、やは

りＮＳＡＩＤｓということで、消化管疾患に伴います有害事象が多く報告されております。

嘔吐、食欲不振、軟便、下痢といったような有害事象、消化器系に関するような有害事象

が多く認められております。その他、本剤投与群で認められております有害事象としては、

心臓血管系の疾患、気道疾患に関するようなもの、心雑音、腫瘤といったものが認められ

ておりますが、因果関係につきましては、全て関係がないというふうに評価をされている

ところでございます。 

 続きまして、14－25ページをお開きください。こちらは海外で行われました臨床試験に

つきまして記載されているところでございます。基本的な臨床試験の設計につきましては、

国内臨床試験とほぼ同じ臨床設計になっております。投薬もしくは評価のタイミング等も

全て国内臨床試験と同じように設計されております。国内臨床試験との違いでございます

けれども、この14－25ページの試験設計というところにあるのですけれども、国内の臨床

試験におきましては、盲検をかけずに、各製剤を被験者にわかるような形ではございます

けれども、投薬をして評価をしているところですけれども、海外の臨床試験におきまして

は、いわゆるダブルダミー法というふうに称しますけれども、本剤と対照薬と両方のプラ

セボを用いまして、その両方を投与して、一方が本物、実薬というように試験設計を組み

まして、二重盲検試験、投薬者、評価者におきましてどちらを投薬しているかわからない

というような試験設計を組んで、行われているものでございます。 

 次に、14－28ページを御覧ください。もう１点、国内の臨床試験との重要な相違点でご

ざいますけれども、有効性の評価でございます。有効性を評価する時点につきましては、

同じく投与後42日目ということでは変わりませんが、国内臨床試験では獣医師による評価

を行いましたが、海外臨床試験におきましては飼い主の評価に基づくような総合的改善と

いうふうにされております。これを用いまして主要評価を行っております。 
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 結果につきましては、14－31ページを御覧ください。同様の表14－31がございますけれ

ども、本剤投与症例、61症例につきまして、改善症例は57症例、改善率は93.4％というふ

うになっております。これらの成績につきましては、ほぼ国内の臨床試験と類似する結果

であろうというふうに判断されるものでございます。 

 また、14－38ページをお開きください。こちらにつきまして、重篤な有害事象例等でご

ざいますけれども、こちらのほうに１症例、転帰が死亡となりました症例がございますけ

れども、可能性は否定できないものの、本剤の有効性を否定するというような評価には至

りませんでした。その他、やはり見られておりますような有害事象のプロファイルといた

しましては、国内臨床試験で見られているものとほぼ同様のものというふうに考えられま

した。 

 それでは、最初の審議経過票のほうにお戻りください。ページをめくっていただきまし

て、２ページを御覧ください。 

 下のほうでございますけれども、以上のような試験成績におきまして、事務局審査の後、

動物用一般医薬品調査会におきまして、平成27年１月26日に御審議をいただきました。そ

の結果、本剤については２件の指摘事項を条件に、本調査会での承認の可否に係る事前の

調査審議を終了し、当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。 

 指摘事項といたしましては、効能効果を改めるというものでございますけれども、

（１）番のここにある中の変形性関節症というところでございますけれども、こちらが承

認申請の段階では「筋骨格系疾患に伴う炎症」というふうになっておりました。これにつ

きまして、「筋骨格系疾患」というような用語がどういった意味を持つのかということが、

動物用一般医薬品調査会で御議論をいただきまして、結論といたしましては、臨床試験の

症例を精査するに、「変形性関節症」とすることが妥当であろうとの御審議の結果をいた

だいたものでございます。また、本剤を交配予定の雄犬に使用することについて検討する

という旨の御指摘もいただきました。禁忌とする必要がないのであれば、使用上の注意を

改めるというものでございます。 

 これらの御指摘につきまして、申請者からは、次の３ページの上でございますけれども、

効能効果につきましては御指摘のとおり変更するということ、雄犬の生殖発生毒性試験に

つきまして、申請者のほうでデータを持ち合わせていないということで、使用上の注意は

これまでどおり「使用しない」というような形の原案とする旨の回答がなされております。

こちらにつきまして改めて動物用一般医薬品調査会の先生に御相談させていただきました
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が、申請者の申し立てに御了承をいただいたところでございます。 

 事務局からの御説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見・御質問があればお願いいたします。いかがでし

ょうか。 

 乾先生、お願いいたします。 

○乾委員 乾ですけれども。同じこの製剤で人に使われているセレコキシブの添付文書で

は、やはりＣＯＸ－２選択阻害剤によって心筋梗塞、脳卒中の重篤な致命的なリスクを増

大させる可能性があるという警告が添付文書には出ているのですけれども、犬がどの程度、

需要がきっとたくさんあるのではないかと思われますし、非常に使いやすい製剤ですので、

添付文書がどのような形になるかわかりませんけれども、やはり注意喚起というところは

必要だと思いますので、その辺は十分検討していただいたらと思いますが。 

○下田部会長 お願いいたします、事務局から。 

○事務局 ただいまの件でございますけれども、選択的ＣＯＸ－２阻害剤でそういったこ

とがあるということで、特にロフェコキシブからそういったような話題が出てきたかと思

っております。セレコキシブについても、人用のほうではそういうふうな警告が添付文書

に書かれておるという状況でございます。これもセレコキシブの類縁体ということで、同

様なという考えがあるわけでございますけれども、実は人と犬とではまず心血管系の冠動

脈の形が違っておりまして、イヌの場合は側副血行路が人よりかなり発達しておるという

ことがありまして、そういう面で心筋梗塞のような副作用が非常に出にくいということが

明らかになっております。その結果として、そういった使用上の注意は今のところ書いて

いないということでございます。それから、今回の臨床試験等でもそういった事象は見ら

れなかったということでございますので、今後、市販されてからどうなるかというところ

を見まして、再審査等で検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○乾委員 どうもありがとうございます。 

○下田部会長 ただいまの回答でよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 鬼武先生、お願いいたします。 

○鬼武委員 この使用上の注意の２の２ページのところをちょっと見たのですけれども、

他の薬の注意と動物用ので同じように書かれているから仕方ないのでしょうけれども、保

管上の注意で、小児の手の届かないように保管することって書かれていますね。小児の手
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の届かないところに、２の２ページですか、一番最初の使用上の注意というところ、そう

いうふうに書かれておりますので。これについて私がおかしいのと思うのは、獣医師が毎

回毎回その薬を１回ずつ出して、犬に与えるということだったらいいのでしょうけれども、

例えば処方を受けて飼い主の方がその薬を家に保管をされていたという、そういう場合に、

例えば幼児の方とか高齢者の方が誤って自分の薬と思って飲んでしまった場合には、こう

いう表現だと少し注意が足りないような気がしたのですけれども、そういう場面は想定し

なくてよろしいのでしょうか。最近はよく誤って薬を飲むということがあって、これも薬

の形態としてあれば、同じように飲む子供とか小さいお子さんとか、あとは高齢者の方が、

これはチュアブルであって、甘くて、わかりませんけれども、フレーバーがついていると

いうことであったら、余計飲むような気がして、ちょっとそこは気になったのですけれど

も、その点はいかがでしょうか。 

○事務局 最初に14日後なのですが、その後は１月ごとにとなりますので、基本的には大

量に飼い主に渡されるという形の製剤ではないだろうというふうに考えております。最初

の１回は犬に飲ませて、１錠持って返ってくださいというふうな形にはなるかと思います

けれども、普通の犬は、多分、獣医師のところに来て投与されることになると思います。 

○鬼武委員 １回１回ですか。 

○事務局 ええ。ということになろうと思います。使用上の注意も、そういった血液検査

等をしながら使ってくださいというふうなことが書いてございますので、家庭のほうにこ

ういった製剤が大量にたまるということはないというふうに考えております。 

 それから、もう一つ、この包装容器なのですが、一応チャイルドレジスタンスというこ

とで、簡単には開かないようになっております。そういったことで安全性を確保している

ということでございます。 

○鬼武委員 わかりました。とにかく家庭に置かれないということだったら、そこは理解

できたなということです。ありがとうございます。 

○下田部会長 よろしいでしょうか。 

 他にいかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、御承認いただくということでよろしいでしょうか。 

 それでは、御承認をいただいたものと認めます。 

○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、承認を可とし、薬事

分科会に報告させていただきます。 
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 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、マバコキシブ原

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。 

○下田部会長 次は審議事項の（３）の動物用生物学的製剤基準の一部改正についてです。

事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、赤のNo.５の資料をお手元に御用意ください。 

 本件は、動物用生物学的製剤基準を一部改正する件でございます。今回、御審議をいた

だきます案件でございますけれども、再審査が終了し、動物用生物学的製剤基準に各条を

追加するものでございます。動物用生物学的製剤基準はいわゆるワクチン等の動物用の生

物学的製剤の規格等を決める公定書でございますけれども、関連によりまして、再審査が

終了したものにつきまして収載を行っているものでございます。こちらにつきまして、今

般、再審査が終了したものが１製剤ございます。それに加えまして、今回、それ以外の事

情によりまして、各条の一部を改正する件が５件ほどございます。続きまして御説明申し

上げます。 

 それでは、１ページめくっていただきまして、１番目でございます。再審査が終了いた

しまして、動物用生物学的製剤基準に収載をするに至ったものでございますけれども、豚

ストレプトコッカス・スイス（２型）感染症（酢酸トコフェロールアジュバント加）不活

化ワクチン（シード）でございます。 

 こちらにつきましては、動物用生物学的製剤基準の通例にのっとりまして設定がなされ

ております。定義がございますが、それに続きまして製法につきまして収載されておりま

す。製造用株につきまして、マスターシード菌、ワーキングシード菌、プロダクションシ

ード菌につきまして、製造用株が定められております。 

 続きまして、下のほうでございますが、製造用材料につきましての記載が続きます。 

 次のページをめくっていただきまして、真ん中より少し上でございますけれども、これ

らに続きまして試験法が設定されております。試験法に関しましては、２桁、3.1からで

ございますけれども、製造用株について、それと製造用株に続きまして、培養菌液につい

ての試験、また、培養菌液をあくまで不活化したとの不活化菌液の試験がその下に設定さ

れております。一番下からでございますけれども、その後、それを集めまして精製いたし

ました原液の試験項目が設定されております。原液の試験項目としては無菌試験でござい

ますね。 

 続きまして、３ページでございますが、最終的な小分製品について試験が設定されてお
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りますが、試験項目といたしましては、特性試験、ｐＨ測定試験、無菌試験、ホルマリン

定量試験、酢酸トコフェロール定量試験、異常毒性否定試験、力価試験が設定されている

ものでございます。以下、付記等が並んでおりますけれども、こちらは培地等について定

めたものでございます。 

 以上が本基準各条の内容でございます。 

 続きまして、それ以外の要因によります各条の一部改正の件でございます。この資料、

13ページをお開きいただけますでしょうか。以下、一部改正でございますので、新旧対照

表を御覧いただければと思います。 

 まず、１つ目でございますけれども、ボルデテラ・ブロンキセプチカ・パスツレラ・ム

ルトシダ混合（アジュバント加）トキソイドでございます。こちらのところ、変更点でご

ざいますけれども、無毒化原液のところ、アンダーラインを引いているところでございま

すけれども、実は無毒化したものとアジュバントの添加後の無毒化試験とアジュバントの

アルミニウムの定量試験が、記載が入れかわっておりました。この単純な誤記でございま

すけれども、これにつきまして改正させていただければというふうなものでございます。 

 続きまして、22ページでございます。こちらは、今御説明申し上げましたボルデテラ・

ブロンキセプチカ・パスツレラ・ムルトシダ混合（アジュバント加）トキソイドのシード

ロットの製剤でございます。こちらのほうも同様に試験の項目が入れかわっておりました

ところの訂正に関するものでございます。 

 続きまして、26ページを御覧ください。３件目でございますが、破傷風抗毒素でござい

ます。本品につきましては、測定の際に用います標準破傷風抗毒素というものを用いるの

でございますけれども、これの供給元といたしまして、これまでは国立感染症研究所を定

めておりましたが、このたび当所より配布することになりまして、ここの記載を「動物医

薬品検査所」と改める旨の改正でございます。 

 次に、34ページを御覧ください。こちらは４件目ですが、馬インフルエンザ不活化・日

本脳炎不活化・破傷風トキソイド混合（アジュバント加）ワクチンでございますが、こち

らもさきのものと同様に、標準となるインフルエンザワクチンを国立感染症研究所の供給

から当所、動物医薬品検査所からの供給に改める改正でございます。 

 最後は、裏表紙でございます。一番最後、裏表紙でございますが、インフルエンザ不活

化ワクチンでございます。こちらも同様に、標準インフルエンザワクチンを国立感染症研

究所から当所に改める改正でございます。 
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 今回、改正内容につきまして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。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして御意見・御質問等がありましたら、お願いいた

します。 

 関崎先生、お願いいたします。 

○関崎委員 コメントというか本当に質問なんですけれども、ストレプトコッカス・スイ

ス感染症で抗体が上がっているかどうかという試験をするところがあるのですけれども、

これに使っている動物が鶏になっているというのは、これは鶏だとのこの菌に対する抗体

がないという、そういうことから使われることになったのでしょうか。もともとこれは豚

の病原菌で、マウスとかモルモットを使うほうがいいのかなという気はするのですけれど

も。 

○下田部会長 いかがでしょうか。 

○事務局 これにつきましては、申請者の検討の中で、他の動物だと非特異反応が出たと。

それで、鶏だとその非特異反応が出なくてうまくいったということで、鶏が設定されてお

ります。 

○下田部会長 関崎先生、よろしいでしょうか、今の御回答で。 

○関崎委員 はい。 

○下田部会長 他にいかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、御承認していただいたということにさせていただきたいのです

けれども、よろしいでしょうか。 

 それでは、御承認をいただいたものと認めます。 

○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。ありがとうございました。 

○下田部会長 これで審議事項は終了しましたので、報告事項の議事に入ります。 

 報告事項、（１）動物用医薬品の諮問・承認状況について、事務局から報告をお願いい

たします。 

○事務局 それでは、当日配布資料No.６、黒の番号ですが、No.６の資料をお手元に御用

意ください。１枚の紙でございます。 

 動物用医薬品の諮問・承認状況ということで、前回の本部会から本日までの間の諮問・



 39 

承認状況につきまして御報告申し上げます。 

 諮問されております製剤につきましては、今回御審議いただきました４件でございます。

ブロードライン、メリアル・ジャパン株式会社でございます。諮問年月日は平成27年３月

２日。トロコキシルチュアブル６、同20、同30、同75及び同95、ゾエティス・ジャパン株

式会社。メディダーム、日本全薬工業株式会社。ＶＫＢディスク‘栄研’フロルフェニコ

ール、栄研化学株式会社。こちらのほうは毒劇薬の要否についてのみでございますが、い

ずれも諮問年月日は平成27年３月２日でございます。 

 続きまして、裏にめくっていただきまして、この間に承認された調査会審議委譲の品目

につきまして御報告申し上げます。この間に承認されたものといたしましては２件。セレ

ニア注、ゾエティス・ジャパン株式会社、承認年月日は平成27年１月26日でございます。

続きまして、エピレス錠10mg、同20mg、同40mg及び同80㎎、共立製薬株式会社でございま

す。こちらにつきましては、平成27年２月４日に承認をしております。 

 なお、ここで少し１点、おわびと御了承をいただきたい件がございます。実は、このエ

ピレス錠でございますけれども、当部会で御承認をいただきましたときの御審議の内容で

は、再審査期間につきまして、事務局のちょっと手違いから６年というふうに御報告申し

上げて御承認をいただいたものでございますけれども、実は、このエピレスにつきまして

は、同じ有効成分で先に承認された製剤がございまして、そちらのほうに再審査期間は合

わせるというようなものが正しい取り扱いでございました。ここでおわび申し上げますと

ともに、その旨で御了承いただければと思います。 

 以上、御報告申し上げます。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの報告につきまして、御質問がありましたらお願いいたします。 

 委員の先生方、よろしいでしょうか。 

 それでは、御了承をいただいたものと認めます。 

○事務局 ありがとうございました。 

○下田部会長 続きまして、その他の議事に入ります。 

 その他の（１）新動物用医薬品の承認審査概要書の公表（案）について、事務局から説

明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、当日配布資料、黒の番号でNo.７の資料をお手元に御用意ください。

新動物用医薬品の承認審査概要書の公表についての件でございます。 
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 現状と課題ということで書いておりますけれども、御存知のように、動物用医薬品に関

しましては、医薬品、医療機器等法に基づきまして農林水産大臣が承認をしているところ

でございます。特に、審査審議につきましては、今回御審議をいただきました品目もそう

でございますけれども、事務局審査を経まして、調査会及び部会におきまして御審議をい

ただきまして、答申をいただきました上で、農林水産大臣が承認をしているという手順を

踏んでおります。 

 最近のことでございますけれども、審査状況等につきまして、最近の社会の流れでござ

いますけれども、透明化というふうなことが言われている昨今でございます。そういった

ところで、動物用医薬品等部会につきましては、一定の時間を経た後に議事録がホームペ

ージにおきまして公表されておりますので、透明化という面では図られておるところでご

ざいますけれども、一方、事務局審査につきましては、これまでその結果につきまして外

向きにそういった結果を公表したものというものがございませんでした。それに対しまし

て、今回、こういった承認申請概要書というもので公表を企画したものでございます。 

 期待される効果として書いておりますけれども、やはり社会の要請と申しますか、そう

いった承認審査の透明化というものが図られるということが大きなものであると思います。

また、他の機関、その他そういった情報を積極的に提供することによりまして、よりその

品目に対する理解を、一般の消費者のみならず、他の機関等についても理解を得るという

ような、そういったものも一つの効果としてあるのではないかというふうに考えられる部

分でございます。 

 対応状況でございますけれども、この後ろ、２枚目以降、審査概要書といたしまして、

生物学的製剤と一般医薬品につきまして、２製剤、試作として事務局のほうで作成したも

のがございます。こちらのほうを少し御覧いただきながらということでございますけれど

も、審査概要書の対象といたしましては、当面の間でございますけれども、やはり一番使

用者等の関心が強いものは新有効成分であろうというふうに考えられるものでございます

ので、動物用医薬品として過去に用いられたことがない有効成分を含有する動物用医薬品

を対象としたいというふうに考えております。一般的には審議の中で新有効成分というこ

とになるわけでございますけれども、中には、過去に使われていた成分で、一度消えてし

まってまた出てくるというようなものもございますので、そういったものは特にこの対象

に含める必要はないであろうということから、こういったようなことで設定をさせていた

だきました。 
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 また、この審査概要書につきましては、事務局のほうで取りまとめ後、承認申請を行い

ました製薬会社と協議を行いましてその内容を精査いたしまして、基本的には公表できる

部分について協議の結果を出しまして、特にマスキングとかそういうことなく、このまま

の状態で出せるようなものを作成いたしまして、承認後に当所のホームページ上で公表す

ることを考えております。 

 本件でございますけれども、今後、業界団体等と具体的な進め方等について検討をして、

その上で通知等により周知を行った後で実行に移せたらというふうに考えているところで

ございます。取り急ぎ、本部会ではこのような計画を立てておりまして、内容について御

紹介させていただければと思いまして、御報告を差し上げました。 

 以上でございます。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問がありましたらお願いいたします。 

 鬼武先生、お願いします。 

○鬼武委員 透明性の確保から、いろんな形で新薬についての概要書を報告するというこ

とはいい方向だと思います。これは海外からも申請があるわけですが、3/28のところは、

下のところは少し英文になっているので、日本語と英文を両方で出すという理解で、それ

とも日本語だけなのでしょうか。 

○事務局 サマリーのところだけを英語に訳しまして、添付をするというような形で考え

ております。なかなかちょっと全ての項目について英語版で出すというのは、内容の問題

もございまして難しいところでございますけれども、サマリーだけは英語で出すことを考

えております。 

○鬼武委員 わかりました。 

○下田部会長 他にいかがでしょうか。 

 先生方、よろしいでしょうか。 

 それでは、御了承いただいたものと認めます。 

○事務局 ありがとうございました。 

○下田部会長 続きまして、その他の（２）混合ワクチンの承認審査資料の見直し（案）

について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 では、当日配布資料のNo.９をお手元に御用意ください。混合ワクチンの承認

審査資料の見直し（案）について御説明させていただきます。 
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 １の現状及び課題を御覧ください。生産者及び動物用ワクチン製造販売業者から、感染

症の流行に対応して、既承認の混合ワクチンから一部の有効成分を除いたワクチンや既承

認のワクチンを組み合わせた混合ワクチンを迅速に供給するための承認審査の見直しにつ

いて、強い要望があります。これらのワクチンは、その組成が新しいものについては新薬

として扱われるため、安全性試験、臨床試験等の全ての審査資料を要求し、審査しており、

開発から実用化まで相当な時間と経費を要するという現状にあります。このような経緯か

ら、今回混合ワクチンの承認審査資料の見直しを検討することとしました。 

 続きまして、２の混合ワクチンの審査資料の見直しの（１）を御覧ください。混合ワク

チンの審査資料の見直しに当たりましては、申請製剤の特性から、既に審査が終了してい

る内容や、科学的に考えまして、既に審査が終了している資料、又は他の審査資料の結果

から評価を省略することが可能と考えられる内容については、それらに関連する審査資料

の添付を省略可能とするという方針で検討させていただきました。 

 具体的な内容については（２）から始まります。まず、既に承認されています混合ワク

チンから一部の有効成分を除いた新配合のワクチンの承認審査資料の見直しについてご説

明いたします。見直し対象とするワクチンは、①のところに記載させていただいています

とおり、既に承認されています混合ワクチンから一部の有効成分を除いたワクチンのうち、

次のページのアからエまでの要件を満たすものとします。 

 まず、有効成分につきましては、既承認の混合ワクチンの有効成分と生物学的本質、菌

（ウイルス）株は同一であり、１回投与当たりの含有量は同量であること、アジュバント

につきましては、上記の既承認の混合ワクチンのアジュバントと同一であり、１回投与当

たりの含有量が同程度であること、投与量につきましては、上記の既承認の混合ワクチン

と同量以下であること、用法につきましては、上記の既承認の混合ワクチンと同一の用法

であることです。 

 具体的にどのような資料を求めるように見直すかをこれから御説明させていただきま

す。、資料の一番下に２枚、図を添付させていただいていますが、後ろから２枚目のカラ

ーの図で、１既承認の混合ワクチンから一部の有効成分を除いた新配合ワクチンを御覧く

ださい。左が現行、右側の赤い字が見直し後になります。 

 まず、資料番号１の起源又は発見の経緯については、申請製剤の必要性・有用性等を審

査する必要があることから、従前のとおり資料を求めることとします。資料番号２の物理

的・化学的試験につきましては、製造用株に関する資料及び製造用細胞に関する資料は、
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既承認の混合ワクチンの添付資料と同一のものとなることから、その添付は省略可能とし

ます。資料番号３の製造方法については、申請製剤の製造方法を確認する必要があること

から、従前のとおり資料を求めることとします。資料番号５の安定性に関する試験につき

ましては、申請製剤の安定性を審査する必要があることから、従前のとおり資料を求める

こととします。資料番号９の安全性に関する試験につきましては、既承認の混合ワクチン

の安全性に関する試験により、本剤の安全性は担保できると考えられることから、その添

付は省略可能とします。資料番号10の効力に関する試験につきましては、有効成分の一部

が除かれることで、有効成分同士の相乗効果や有効成分間の干渉作用が強まる場合がある

ことから、既承認の混合ワクチンとの有効性の比較が可能な有効性確認試験の添付を求め

ることとします。最後の資料番号14の臨床試験につきましては、既承認の混合ワクチンの

臨床試験により、本剤の臨床現場における安全性及び有効性は担保できると考えられるこ

とから、その添付は省略可能とします。ただし、資料番号10の効力に関する試験により、

有効性の同等性が確認されない場合には、野外における有効性を審査する必要性があるこ

とから、きちんと臨床試験を実施していただくこととします。 

 続きまして、資料の３ページの③をご覧ください。この場合の承認審査及び再審査の取

り扱いについてご説明させていただきます。まずアの資料番号10において、有効性の同等

性が確認され、臨床試験の添付を省略した申請製剤につきましては、その承認審査は、既

承認の混合ワクチンを先発品と考え、先発品の再審査期間中の後発品又は後発品として取

り扱うこととし、事務局審査のみとすることを検討しています。 

 また、再審査につきましては、既承認の混合ワクチンが再審査期間中の場合には、当該

期間終了までを再審査期間とし、既承認の混合ワクチンの再審査が終了している場合には

再審査を要しないということを考えています。 

 また、イのところにありますとおり、資料番号10において、有効性の同等性が確認され

ず、臨床試験を添付した申請製剤につきましては、新効能動物用医薬品と同様に扱い、調

査会に相談して処理するものとし、調査会で御審議いただいた上で部会に御報告すること

とし、再審査はアと同じ取扱いとすることを検討しています。 

 次に（３）の既承認のワクチンを組み合わせた新配合のワクチンの承認審査資料の見直

しについて御説明させていただきます。 

 見直しの対象とするワクチンは、次の４ページの①に記載してありますとおり、再審査

が終了したワクチン又は再審査期間中のワクチンであって、自社のものも含み、用法が異
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ならないもの同士を組み合わせた新配合のワクチンのうち、下のアからウの条件を満たす

ワクチンとします。 

 まず、有効成分につきましては、再審査が終了したワクチンの有効成分と生物学的本質、

菌（ウイルス）株は同一であり、１回投与当たりの含有量は同量であること、アジュバン

トにつきましては、上記のワクチンのアジュバントと同一であり、１回投与当たりの含有

量が同量以下であること、投与量につきましては、組み合わせ前の上記のワクチンの投与

量の総量以下であることです。 

 具体的にどのような資料を求めるように見直すかを、一番最後のカラーの図で御説明を

させていただきます。まず資料番号１の起源又は発見の経緯については、申請製剤の必要

性・有用性等を審査する必要があることから、従前のとおり資料を求めることとします。

資料番号２の物理的・化学的試験については、先ほどと同様、製造用株に関する資料及び

製造用細胞に関する資料は、既承認製剤の添付資料と同一のものとなることから、その添

付は省略可能とします。資料番号３の製造方法については、申請製剤の製造方法を確認す

る必要があることから、従前のとおり資料を求めることとします。資料番号５の安定性に

関する試験については、申請製剤の安定性を審査する必要があることから、従前のとおり

資料を求めることとします。資料番号９の安全性に関する試験については、既承認のワク

チンを組み合わせたことで、これまで認められていない副作用等が発現するおそれがある

ことから、申請製剤の安全性を十分に審査するため、従前のとおり資料を求めることとし

ます。資料番号10の効力に関する試験につきましては、有効成分の追加等により、これま

で認められていない有効成分間の干渉作用が現れる可能性等がることから、有効性を十分

に審査するため、従前のとおり資料を求めることとします。資料番号14の臨床試験につき

ましては、資料番号９において、組み合わせ前の既承認製剤と同等な安全性が認められ、

資料番号10における攻撃試験や免疫反応等において、組み合わせ前の既承認製剤と同等の

有効性が認められるものについては、その添付を省略可能とします。 

 また、承認審査及び再審査につきましては、新しい組み合わせということで、新薬の取

り扱いとしまして、部会までの御審議をお願いしまして、再審査期間を６年間とするとい

うことを考えております。 

 この案につきましては、既に動物用生物学的製剤調査会、及び水産用医薬品調査会の委

員の先生方に御意見を伺いまして、特段の意見をいただいておりませんので、本日、動物

用医薬品等部会の先生方に御意見を伺いしたいということでご相談させていただきました。 
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 また、今後の予定ですが、本日の部会での御意見を踏まえまして、局長通知又は所長通

知という形で申請者の方々に案内したいと考えております。 

 また、添付されています別紙２のＱ＆Ａにつきましては、動物医薬品検査所のホームペ

ージのほうで案内したいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御質問あればお願いいたします。いかがでしょうか。 

 越久田先生、お願いいたします。 

○越久田委員 これは混合ワクチンから一部の有効成分を除く場合には安全性の試験、い

わゆるデータを省略可能とし、混ぜる場合は、従前どおり安全性に対する試験データを出

しなさいということですが、入っているのから仮に１つ抜いた場合は、別にその安全性に

ついては必要ない。ただ、１つ言えるのは、抜くことで別に何もないという保証は何かあ

るのですかね、その辺は。 

○事務局 まず、混合ワクチンの有効成分の一部の成分を抜いても、安全性については特

段問題が生じないであろうというのが我々の今の考えです。もし問題が発生するようであ

れば、先ほど申し上げました再審査期間の中で見ることもできます。また、既に先発の製

剤の再審査が終了していれば、先発の製剤の再審査期間の安全性の評価や、再評価スクリ

ーニング等の中で情報収集が可能です。さらに、副作用があれば獣医師やメーカーから報

告されますので、そのような仕組みの中で安全性を担保できると考えております。 

○越久田委員 １つは、例えば小動物なんかではいろんな種類が出てきていますよね、ワ

クチンとして。最初は少なかったのですけれども、それがたくさん出てきていると。だか

ら、逆に使い分けが上手にできるのですけれども、これが例えば、これはちょっと具体的

に僕、どうお話ししていいのかわからないのだけれども、いわゆる産業動物なんかですね、

ワクチンの残留濃度とかそういうのを関連するとなれば、そういう可能性が出てくるとい

うことはあり得るのですかね。 

○事務局 アジュバントのようなものを御懸念かと思うのですが、それについては、今回

の見直しの対象とするものですが、アジュバントが同一であって、１回投与当たりの量が

同程度又は同量以下としています。食品安全委員会においても、同程度であれば、評価が

明らかに不要と整理されております。そのようなものだけを今回の見直しの対象とするこ

ととしています。先生が御懸念の、アジュバント等の量が増えている製剤等は対象としな
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いとしております。 

○下田部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 他にいかがでしょうか。 

 鬼武先生、お願いいたします。 

○鬼武委員 これはよくわからない。Ｑ＆Ａで出す、今までもＱ＆Ａというのは、動物用

医薬品検査所のホームページには、何かワクチンについて書かれたものがあるのですか。

あるのですね。それを今回変更されるということなのですね。ちょっと気づいたことなの

ですけれども、例えばこの1/14ページ目のところには現状と課題ということで、主に企業

さんのほうで迅速性とそれから科学的に考えて審査の必要の省略ということ等で、今回省

略できる中身になっていますよね。その背景みたいなものをＱ＆Ａで出たほうがいいよう

な気はするのですけれどもね。それは事業者側だけの要求ではなくて、逆に言えば、動物

にとっても、迅速に審議することによって、ワクチンが何か疾病の防疫上の必要性がある

から必要であるとか、できたら、審議のここだけじゃないバックグラウンドみたいなＱ＆

Ａがあったら良いような気が私はしました。今でもそういう形でＱ＆Ａが載っているなら

ば、余計にですね。これだけだと非常に事務的な文章で読んでもわからないので、それが

あったほうが良いかと思います。すみません、中身について御迷惑をかけるかと思います

けれども。 

 以上です。意見です。 

○事務局 貴重な御意見、どうもありがとうございます。確かに先生がおっしゃることも

今回の見直しの背景の一つです。生産現場では、ワクチンの接種回数を減らし、動物にス

トレスをかけないようにするというのは大きな課題です。ワクチンの有効成分の配合によ

り１回接種で済むようになれば、農家だけでなく、動物にとってもメリットがあると思い

ます。いただきましたご意見につきましては、検討させていただきたいと思います。どう

もありがとうございます。 

○下田部会長 他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、御了承をいただいたものと認めます。 

 予定していた議事が終了いたしましたが、委員から何かございますか。 

 ないようでしたら、事務局から審議会資料の電子化について説明があるということで、

コンピュータを使ってやると。その設置をしなければならないので、15分間休憩というこ

とです。ですから、45分まで休憩ということです。 
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（休  憩） 

○下田部会長 もう先生方はおそろいのようですけれども。 

（資料電子化についての説明） 

○下田部会長 それでは、審議会用資料の電子化について御説明していただいたというこ

とで、他に何かございますか。 

○事務局 特にございません。 

○下田部会長 それでは、以上で本日の議事を終了いたしますが、次回の部会開催日につ

いて事務局から報告があります。事務局、お願いいたします。 

○事務局 事前の御連絡をいただき、どうもありがとうございました。委員の皆様から御

連絡いただいた結果をまとめましたところ、部会長の出席が可能であり、最も多くの委員

が出席可能な日であります平成27年６月４日です。６月４日、木曜日の午後の開催とさせ

ていただきたいと考えております。 

○下田部会長 それでは、次回開催予定は平成27年６月４日の木曜日の午後とします。 

 その他事務局から何かありますでしょうか。 

○事務局 特にございません。 

○下田部会長 それでは、本日は御審議いただき、ありがとうございました。 

 これで閉会いたします。 


