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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。 

 初めに、委員の出席状況を確認いたします。本日は袴塚委員からご都合によりご欠席と

の連絡をいただいております。また、上田委員はご都合により15時30分ごろ、途中退席さ

れるとの連絡をいただいております。出席委員数は現時点で14名であり、成立要件の過半

数を超えておりますので、当部会は成立していることをご報告いたします。 

 続きまして、動物医薬品検査所長からご挨拶をお願いいたします。 

○所長 どうも、所長の山本でございます。 

 本日、委員各位におかれましては午前中、雨が降って足元が悪いと思ったら、晴れて蒸

し暑くなると、さらに遠路ということで三重苦のような中でお集まりいただきまして、本

当にありがとうございます。 

 本日、審議事項は４製剤の承認がございます。また、三つの基準省令の改廃についてご

審議いただくとともに報告事項が２件、その他事項など多くの議事がございますので、慎

重な審議をお願いしたいと思います。また、ご報告なんですけれども、薬事分科会の参加

規程に抵触するという事案がございまして、前回の部会の翌日の６月５日に厚生労働省が

プレスリリースをしております。当部会におきましても佐々木委員がこれに抵触したこと

から、部会の委員をご辞任いただいたということがありますので、これにつきましては後

ほど検査第一部長から説明をさせていただきたいと思います。 

 いろいろ、本日は議事が多くありますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○下田部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局のほうから厚生労働省から公表されたプレスリリース等について説明

をお願いいたします。 

○事務局 検査第一部長でございます。座って説明させていただきます。 

 今ほど所長からご案内のありましたとおり、厚生労働省が公表したプレスリリースの詳

細を説明させていただくとともに、おわびのご報告を申し上げたいと思います。資料はお

手元の当日配布資料の17、18、19をご覧いただきたいと思います。 

 まず、資料17番ですが、タイトル、薬事･食品衛生審議会薬事分科会における審議参加

の取扱い等についてというタイトルでございますが、今般、薬事･食品衛生審議会薬事分

科会におきまして、委員の審議参加について薬事分科会規程及び審議参加規程に沿った対
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応が行われていなかったということが判明いたしました。 

 では、具体的に何あったのかと申しますと、まず、１．の（１）になりますが、薬事分

科会委員８名の方が薬事に関する企業の役員、職員または当該企業から定期的に報酬を得

る顧問等に就任しておられたということで、資料の後ろのほうになりますけれども、１枚

めくっていただくと表がございます。ここに示されております８名の委員がそういう状況

であったということでございます。先ほどもありましたが、動物用医薬品等部会関係では

一番下の欄になります。東京農工大の佐々木一昭委員が該当しておりました。この８名の

委員につきましては、ご辞任いただくことになっており、佐々木委員につきましても既に

辞任の手続が完了しておるところでございます。 

 それから、（２）でございます。これは資料17番の一番最後のページになりますけれど

も、ここに示します、また、８名なんでございますが、寄附金・契約金等の申告の誤りが

あったということで、本来、参加できない議決に参加していたということでございます。

これにつきましては動物用医薬品等部会関係で該当された委員はございませんでした。 

 次に、今後は資料18番になります。さらに調査を進めたところ、また、事実が判明した

ということで、さらなるプレスリリースがされておりますが、資料18番の裏のページに別

添という表がございます。ここに掲げございます16名の委員が寄附金・契約金の申告にお

いて過少申告があったというもので、これも当部会関係で該当された委員はございません

でした。 

 そこで、今後、そういうことが起きないようにということで、資料17にもう一度、帰っ

ていただいて２の今後の対応ということが書いてありますが、よろしいでしょうか、これ

は既にやっておりますのですけれども、各審議会の開催前に各委員から提出していただい

ている寄附金・契約均等の申告につきまして、その内容を今度は製造販売業者に確認する

こととしております。また、その申告に際しましては、これまでも過去３年度において該

当するのがあれば申告していただくようお願いしておりましたが、その具体的な年度を申

告書に明記するということで、申告の誤りを防止するようにしたいと思います。 

 例えば25年度、26年度、27年度と申告書に明記されていた場合、委員の先生方それぞれ

の年度のうち、最も受領額が多い年度を申告していただくということになります。さらに

今回のような事案が発生しないように、規程で定められている重要事項、例えば薬事に関

する企業の顧問に就任した際は委員を辞任していただくとか、今回の１番目の事案でござ

いますが、それとか、申告対象年度は何年度ですよとか、それから、申告対象はご本人だ
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けでなくご家族も対象ですよとか、そういうことを会議開催のたびにご案内させていただ

きたいと思います。 

 具体的には、会議前に自己点検チェックシートをお送りいたしますので、それをお読み

になってチェックした上で、寄附金・契約金等の申告書にご記入いただければと思います。

それから、会議の冒頭におきましても、毎回、このように事務局よりご案内させていただ

こうと思います。 

 最後になりますけれども、今般、こうした事例が発生いたしましたのは、事務局による

規程の内容の周知徹底や委員就任時の確認が不十分であったことも一因であると思ってお

ります。審議会の事務局として至らなかったことをおわび申し上げます。委員の先生方に

おかれましても、今後とも規程の遵守にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 続きまして、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。 

○事務局 それでは、配布資料の確認をさせていただきます。パソコンの書棚のところに

ありますそれぞれの資料、それから、当日配布資料をお手元にご用意ください。 

 まず、パソコンの画面を見ながらご説明を差し上げますが、パソコン端末の中に事前配

布資料といたしまして、資料番号１から10までと、あと、当日配布ということで同期をさ

せていただいておりますけれども、当日配信資料です、資料番号11番ということで、一つ

資料が入っているかと思います。 

 資料番号の１番目がスタートバックの部会の審議用資料、２番目がバックスオンのワク

チノーバの部会審議資料、３番目アントリンR10の資料、４番目、プロジンク、５番目が

動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について、資料番号６番、

動物用抗生物質医薬品基準の廃止について、７番がCoCoMo-BLV検出キット、理研ジェネシ

スの資料、それから、８番目、スピノサドを有効成分とする畜舎噴霧剤の使用基準案の訂

正、それから、９番、10番ということで入ってございますのが平成26年度、昨年度の副作

用報告のまとめと回収に関する情報ということで、こちらは文書報告でご覧いただきまし

て、ご確認をいただく資料ということですので、本日、特に口頭での説明はないことにな

っております。 

 それから、当日配信資料といたしまして、資料番号11番の動物用生物学的製剤基準の一
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部改正についてが入ってございます。多分、間違いないと思いますが、ご確認いただきま

して、何か不都合、不具合がありましたらお知らせください。 

 それから、本日の当時配布資料、紙で配布させていただきました資料ということで、黒

の12から20、黒のNo.12が諮問・承認状況、13番が動物用医薬品の承認審査等手続の見直

し、14番、希少疾病を対象とする動物用医薬品の臨床試験の見直し案について、それから、

15番が「ボプリバ」の用法及び用量の一部修正について、16番、使用上の注意の変更に関

する相談概要票ということで、オンシオール錠の使用上の注意の変更についての資料です。

それから、17、18、19は先ほど一部長のほうから説明をさせていただきましたプレスリリ

ース等の資料となっております。それから、資料番号20番、競合品目・競合企業及び申請

資料作成関与委員についての資料ということになってございます。 

 資料といたしましては以上です。過不足がございましたら事務局のほうにお申しつけく

ださい。よろしくお願いいたします。 

○下田部会長 では、よろしいでしょうか。 

○事務局 そうしましたら、続きまして本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リス

ト並びに基準の改正等により影響を受ける企業についてのご説明をさせていただきます。

資料番号は20番となりますが、まず、こちらの説明をさせていただきます前に、前回の部

会で関崎委員のほうから関与委員についての情報のところで不明というものが多いので、

これはどうなっているのかというご照会をしていただきました。そのことについて私ども

のほうで確認をいたしまして、今後の対応等についてご説明をまず最初に差し上げたいと

思います。 

 まず、No.20の資料、競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員についてのこの票

ですが、審議会の参加規程のほうで規定が定まっておりまして、まず、スタートバック等

の申請者が競合品目を挙げて、その理由を示しなさいということで、別紙１を書きなさい

ということが第９条で定まっております。その内容については申請資料の作成関与委員リ

ストによって、競合品目についても申請者が相手の競合品目の添付資料等に委員の先生方

が関与しているかということを調べなさいということが決まっております。 

 関与委員リストではなくて競合品目・競合企業リスト、別紙１になりますけれども、こ

ちらと、それから、通常、先生方からファクスで返していただいていますアンケート、先

生方は何か関与はございませんかということで返していただいていますが、このアンケー

トについては同じく審議会の規定のほうで公表しなさいよということが決まっておりまし



 8 

て、こちらについては審議会の議事録と一緒に資料としてホームページ上で公開をさせて

いただいていると、そのような形になっております。 

 そのようなわけで、競合品目の関与委員のリストというのは基本的には自社のものであ

れば、もちろん、どの添付資料にどの先生が関与したというのが細かいことまでわかるん

ですが、他社の競合品目については基本的に添付資料ですとかというのは、文献、論文等

されていなければ公表されない状態なので、ホームページ等で調べてもらうことにはなっ

ているんですが、調べた状態の中でわからないものについて、申請者はわからないことを

正直にというか、率直に不明というふうに書いてこられているという形でありました。 

 ただ、私どもは、こちらの競合品目の関与委員については当然、オープンになっていな

い情報を申請者が調べるのには限界がありますし、ここの記載注意事項にもありますよう

に、基本的に競合企業へ照会をしたり、それから、インターネット等で公開されている情

報で調べた範囲で回答してくださいということを言っておりますので、その範囲で回答し

て、わからなかったことについてはその範囲で調べて関与委員がいなかったということに

関しては、それは不明ではなくて該当なしというふうに書いていただくという形で整理を

していきたいなと。 

 今まで私どもも申請者から回答していただいたものをそのまま載せてしまっていたので、

今後はそういう不明というものに関しては内容をもちろん、よく確認しまして、きちんと

相手先の企業さんとか、インターネットで調べてわからなかったということであれば、そ

の時点でそういう該当は調べた限りではありませんでしたという書き方にしていただくと

いうことで、整理をしていきたいと考えております。大変書き方が曖昧になっていて申し

わけありませんでした。 

 なお、関与委員については先生方から毎回の申請品目、それから、競合品目に関して回

答票をいただいていますので、もちろん、そちらの中で確認はとれていますし、申請者の

競合品目についての調べというのは、それのいわば裏づけというか、補完資料みたいな形

で私どもとしても取り扱っておりますので、そのような形で確認の担保はとれているとい

うふうに思っておりますので、こういう形で今後は資料の作成を整備させていただきたい

と思っております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料No.20の関与委員についての資料のご説明をさせていただきます。 

 まず、１枚めくっていただきまして、最初の品目でございますスタートバック、こちら

は申請者は共立製薬株式会社、競合品目は選定されておりません。その理由ですが、成分
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及び分量、効能及び効果等の類似性の観点から、市場において競合することが想定される

品目はないということで、選定をしなかったということでございます。関与委員について

は全て該当なしということになっております。 

 それから、２品目めのバックスオンIBD-CAでございます。申請者はワクチノーバ株式会

社、競合品目は三つ、IBD生ワクチン（バーシン２）、こちらはゾエティス・ジャパンのも

の、それから、ノビリス ガンボロD78、インターベット、それから、IBD生ワクチン“化

血研”Ｌ、化学及血清療法研究所のものです。競合品目を選定した理由ですが、鶏伝染性

ファブリキウス嚢病の予防を効能または効果とする生ワクチン（ひな用）のうち、売上高

上位３製剤のため選定しましたということで、関与委員についてはいずれも該当なしとい

うことになっております。 

 それから、８ページのところをめくっていただきましてアントリンR10･Al、共立製薬株

式会社のものですが、こちらは競合品目が２品目、挙がってございます。動物用PMS1,000

単位、日本全薬工業株式会社、それから、動物用セロトロピン、あすかアニマルヘルス株

式会社のもので、理由ですが、競合品目として挙げた製品において、過剰排卵のための使

用はないと考えられるが、同一の効能があることから選定をしたというものでございます。

その次が関与委員リストになっていまして、いずれもないもしくは不明と書いてあります

が、調べた限りではないということでございます。 

 それから、12ページ目をお開きください。本日の４品目め、プロジンクになります。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、こちらは競合品目が

選定されておりませんで、その理由として該当する品目はないということでございます。

関与委員リストは特に該当なしということでご回答いただいています。 

 その次のページの14ページ、今回の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、基準名としては鶏脳脊髄炎生ワクチンとそのシードということ

で、影響を受ける企業として四つ、共立製薬、日生研、ワクチノーバ、日本バイオロジカ

ルズが挙がってございます。 

 それから、その次のページ、15ページ目になりますが、プレモチルプレミックス、使用

規制省令の一部改正についてにかかわるものですが、こちらは申請者はイーライリリーで、

競合品目としては三つ、フロロコール５（10）、ナガセ医薬品株式会社、アイブロシンプ

ラス-10（50）、あすかアニマルヘルス、インフェック２％酸、Meiji Seika ファルマ株式

会社ということで、選定理由ですが、上記競合品の１はフロルフェニコールを主成分とす
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る製剤で、豚胸膜肺炎の治療効果が高く、豚飼料添加剤での売り上げが最も高い成分であ

り、また、フロロコール５（10）はその中で最も市場占有率の大きい製品であるため選定

した。また、競合品の２については同じマクロライド系の抗菌剤で、マイコプラズマ ハ

イオニューモニエに対する承認を持っており、販売戦略が当製剤と類似するため選定した。

それから、三つ目については当製剤と同じアクチノバチルス・プルロニューモニエ・パス

ツレラ ムルトシダに対する承認を持つため選定したということでございます。次のペー

ジからが関与委員のリストになっておりまして、該当なしということになっております。 

 以上で競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員についてのご説明となります。 

○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、何かご質問あるいはご意見があればお願いいた

します。委員の先生方、よろしいでしょうか。 

 それでは、競合品目・競合企業についてはご了解いただいたということで、これに基づ

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報告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ご説明をさせていただきます。ご提

出いただきました利益相反に関するご報告を取りまとめました結果、岩田委員におかれま

しては、審議事項（３）番の動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改

正について、プルモチルプレミックスのものでございますが、こちらについて審議にはご

参加をいただけますが、議決だけご参加をいただけないという状態になっております。そ

の他の委員の方で審議にご参加いただけない、あるいは議決にご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 委員の先生方、よろしいでしょうか。 

 それでは、議事に入ります。議事次第の順に進行いたします。 

 まずは、審議事項（１）動物用医薬品の製造販売承認等の可否並びに再審査期間及び毒

劇薬の指定について、動物用生物学的製剤調査会関係の①スタートバックの製造販売承認

の可否及び再審査期間の指定について、動物用生物学的製剤調査会座長の山田委員からご

説明をお願いいたします。 

○山田委員 スタートバックは、共立製薬株式会社から申請されました黄色ブドウ球菌及

び大腸菌の不活化抗原を有効成分とする牛の乳房炎用のワクチンでございます。本製剤は

平成27年７月９日開催されまし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
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了し、本部会に上程されるものであります。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医

薬品ということで６年となります。詳細につきましては事務局からのほうから説明があり

ます。 

○事務局 それでは、事務局よりご説明を申し上げます。書棚の資料１という資料をクリ

ックしていただいてお開きください。お開きいただいた後、右上のアイコンの自由という

ところを開いていただいて、聴講者というボタンを押していただけますでしょうか。ここ

では私が発表者になりまして、画面の操作をさせていただきたいと思います。 

 まず、内容に入る前に動作確認をさせていただきたいんですが、私のほうが今、ページ

をめくっております。今、６ページ目を開いております。ページが同期されるのではない

かと思います。また、私がページをスクロールすると、今、６ページなんですが、スクロ

ールするとページの下のほうに移動して、ページの一番下の１ページというのがご覧いた

だけるかと思います。同期のほうがうまくいっていない委員の先生がいらっしゃいました

らお知らせください。皆様、よろしいでしょうか。 

 それでは、１ページ目に戻りまして内容のほうに入らせていただきたいと思います。内

容を続けさせていただきたいと思います。 

 １ページ目、審議経過票でございます。販売名、スタートバック、３、申請者名、共立

製薬株式会社でございます。 

 ４、成分及び分量の欄でございますが、主剤として黄色ブドウ球菌及び大腸菌の不活化

菌体を含んでおり、アジュバントとしては流動パラフィンを含む牛用の乳房炎の不活化ワ

クチンでございます。 

 続きまして５、用法及び用量でございます。健康な妊娠牛の分娩予定日の45日前、10日

前、分娩予定日の52日後の計３回、１用量（２mL）ずつを牛の頸部筋肉内に注射するもの

でございます。 

 ６、効能または効果ですが、黄色ブドウ球菌、大腸菌群及びコアグラーゼ陰性ブドウ球

菌による臨床型乳房炎の症状の軽減でございます。本製剤は新しい有効成分である黄色ブ

ドウ球菌と大腸菌の不活化菌体からなるワクチンでございますことから、本日は新有効性

含有動物用医薬品としてご審議いただくものでございます。 

 ７、動物用生物学的製剤調査会審議結果でございます。こちらは平成27年４月９日の審

議において継続審議となってございます。このときの議論では、乳房炎の発生率が海外で

は有意差が認められているのに対しまして、日本では認められておりませんことから、効
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能効果も海外では乳房炎の発生率の低減としていることに対しまして、日本では症状の軽

減にしていた点について、さらに審議が必要ということで追加資料を求めてございます。

それが（１）から（３）でございまして、（１）海外で行われた臨床試験等、本剤の臨床

での有効性に関する資料、（２）日本と海外で行われた臨床試験成績の結果の相違に関す

る資料、（３）攻撃試験に用いた攻撃株の妥当性及び日本の野外株に対して有効であるこ

とを示す資料でございます。 

 次のページに移りまして、平成27年７月９日にもう一度、審議がございまして、この審

議の中で承認を可とされております。審議結果は、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に上程して差し支えない、なお、再審査期

間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年とするでございます。 

 それでは、本日は調査会で議論となりました部分を中心にご説明申し上げます。 

 まず、起源または開発の経緯でございます。こちらの文章から要点をピックアップして

ご説明いたします。乳房炎は乳頭口から乳房内へ侵入した細菌などの微生物が定着、増殖

することにより引き起こされる牛の乳管系や乳腺組織の炎症でございます。乳房炎による

経済的損失は非常に大きく、日本の酪農にとって最も重要な疾病の一つでありますが、乳

房炎に対するワクチンは日本では開発されてございません。乳房炎はさまざまな菌によっ

て引き起こされますが、その中でも黄色ブドウ球菌が引き起こす伝染性乳房炎と、重篤な

臨床症状を伴う大腸菌性乳房炎を効能としたワクチンが本申請製剤でございます。申請製

剤はスペインのHIPRA社で開発されたワクチンで、ヨーロッパを初め世界43カ国で製造販

売されてございます。 

 このページの中ほどに、・臨床型乳房炎という記載がございます。本剤の効能は臨床型

乳房炎の症状の軽減でございますが、日本における臨床型乳房炎の定義は、一つ以上に分

房において乳房の異常（熱感・冷感、腫脹、硬結、疼痛、色調）や乳汁の異常（凝固物、

色調）が観察される、場合によっては発熱や食欲不振、下痢などの全身症状を伴うと規定

されてございます。 

 続きまして、臨床試験のほうに移りたいと思います。ここからは臨床試験の成績になり

ます。本剤の臨床試験は、日本とスペインの２カ所で行われておりまして、調査会では二

つの臨床試験の有効性に関する成績の違いについて議論がございました。 

 まず、ご覧いただいているページはスペインの臨床試験でございます。こちらの表にご

ざいますように、スペインでは六つの農場で行われております。表の一番右側がスタート
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バック処置、その隣がプラセボ処置でございます。この表の一番下の組み入れ牛の小計で

ございますが、プラセボが188、被験薬が198頭を用いて臨床試験が行われてございます。 

 続きまして、スペインの臨床試験の結果でございます。表14－２－30、分娩後130日時

点における臨床型乳房炎の新規症例のパーセンテージございます。この表の一番下をご覧

いただきますと、黄色ブドウ球菌、大腸菌群とCNSという項目がございまして、合計とい

う行をご覧ください。左側がプラセボ群になりますが、プラセボ群の新規臨床型乳房炎の

パーセンテージは15％に対しまして、スタートバック群では４％で、有意な差が認められ

ております。このようにスペインでは臨床型乳房炎の発生率に差が認められてございまし

た。 

 一方、日本のほうの臨床試験に移りますが、こちらが日本の臨床試験の結果でございま

す。表14－１－１－８、黄色ブドウ球菌、大腸菌群及びCNSによる臨床型乳房炎でござい

ます。項目の欄のＢ－36というのが申請製剤、Ｂ－36－Ｃ群がコントロール群でございま

す。頭数の欄を見ていただきますと、Ｂ－36では7.4％、Ｂ－36－Ｃでは6.7％と、日本で

は発生率に差は認められてございませんでした。 

 続きまして64ページに移ります。こちらは日本の臨床試験を再解析した結果でございま

す。表１－１、全身症状について再解析した結果でございますが、一番下の総スコアの一

番右は検定の結果ですが、全身症状に有意な差が認められていること、また、表１－２、

乳房異常でございますが、こちらでも有意差が認められていること、また、表１－３、乳

汁においても総スコアのところで有意な差が認められていることから、日本で販売する本

剤の効能を症状の軽減にしてございます。 

 このように、海外の臨床試験では乳房炎の発生率に有意な差が認められておりましたが、

日本の臨床試験では発生率に有意な差が認められておらず、日本で販売する本剤の効能効

果を症状の軽減にした点について、さらに詳しく審議するための資料を追加するよう調査

会でご指摘いただき、継続審議となってございます。 

 続きまして、継続審議の際に追加された資料の説明をいたします。26ページでございま

すが、表（１）－１、各国の臨床研究試験概要でございます。こちらには海外で行われた

八つの臨床研究の成績がまとめられてございます。左側に国名がございまして、スウェー

デン、ポルトガル、次のページにまたぐのですが、ポルトガルがもう一つと、あと、ウク

ライナが二つ、イタリア、そして、イギリス、カナダの研究結果がまとめられてございま

す。これらの研究において臨床型乳房炎の症状の軽減に関する結果に着目して評価したと
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ころ、その効果は日本のみならず、ほかの国で行われた研究でも認められていると説明が

加えられております。 

 続きまして40ページになります。（２）日本と海外で行われた臨床試験成績の結果の相

違に関する資料でございます。こちらでは日本とスペインの臨床試験の結果の違いが生じ

た要因について考察が行われておりました。１）農場規模及び施設の違い、次に２）サン

プリング法の違い、そして３）乳房炎の定義の違いについて考察が行われております。特

に最後の乳房炎の定義の違いについてですが、こちらの次のページの表（２）－３）－１、

スペインと日本の臨床型乳房炎の定義の比較でございますが、同じ病態であってもスペイ

ンのほうが臨床型乳房炎と診断されやすい、つまり、スペインのほうが臨床型乳房炎が多

く出やすいということが、今回の乳房炎発生率の結果の違いに影響したと考察されてござ

います。 

 続きまして48ページになります。こちらの表（３）－２）－４、国内分離菌とウサギ抗

血清の凝集試験結果でございます。こちらでは、本製剤接種により誘導された抗体が日本

の分離株に対して十分な有効性を持つかどうかの検証を行うために、本剤で免疫したウサ

ギ抗血清を用いた凝集試験で交差反応性を確認してございます。サンプルは申請者が保有

していた乳牛の乳汁サンプルより分離された菌で、黄色ブドウ球菌49株、大腸菌34株、

CNS46株を用いてございます。その結果、凝集が陽性となった菌の割合は、黄色ブドウ球

菌で87％、大腸菌で91％、CNSで84％であり、本剤により誘導された抗体と国内分離株は

高い交差性を示すことが確認されてございます。 

 以上の追加資料を７月の調査会においてご審議いただき、承認を可として本部会へ上程

してございます。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○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、ご意見あるいはご質問等がありましたらお願

いいたします。委員の先生方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、議決に入りたいと思いますけれども、特に先生方からご意見がないようです

ので、ご承認を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、それで

よろしいでしょうか。 

 それでは、ご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。 
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 承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審査期間は新有効成分

含有動物用医薬品ということで６年とさせていただきます。 

○下田部会長 続きまして、同じく動物用生物学的製剤調査会関係の②バックスオンIBD-

CAの製造販売承認の可否及び再審査期間の指定について、動物用生物学的製剤調査会座長

の山田委員からご説明をお願いいたします。 

○山田委員 では、引き続きましてバックスオンIBD-CAについてご説明いたします。 

 バックスオンIBD-CAは、ワクチノーバ株式会社から申請されました弱毒鶏伝染性ファブ

リキウス嚢病ウイルスを有効成分とする鶏用の生ワクチンであります。本製剤は平成27年

７月９日に開催されまし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ございます。なお、再審査期間は新投与経路動物用医薬品とい

うことで６年となります。詳細につきましては事務局のほうからご説明があります。よろ

しくお願いします。 

○事務局より説明させていただきます。 

 説明の前に資料について不備がありましたので報告いたします。ただいまお配りしまし

た１枚紙の内容ですけれども、こちらは申請用資料から抜けていたものになります。内容

につきましてはこのあとの説明の中でお話しいたします。審査用資料に不備があり、ご不

便をおかけし、まことに申しわけございませんでした。 

 それでは、今現在、資料のほうが資料２のバックスオンIBD-CAの審議経過票のほうに切

りかわっているかと思われます。切りかわっていない方がおりましたらご申告をお願いい

たします。大丈夫でしょうか。それでは、説明のほうに進めさせていただきます。 

 こちらはワクチノーバ株式会社から申請されましたバックスオンIBD-CAとなります。 

 ４番の成分及び分量の項目をご覧ください。本製剤は弱毒鶏伝染性ファブリキウス嚢病

ウイルスを主剤とする鶏用生ワクチンでございます。 

 ５番の用法及び用量ですが、こちらは凍結ワクチンを素早く融解後、別売りの溶解用液

で１個当たり0.05mLとなるように溶かし、自動卵内接種機を用いて、0.05mLずつを18から

19日齢卵の気室上方中央部より卵内に接種するとなっております。 

 ６番の効能または効果ですけれども、こちらは弱毒鶏伝染性ファブリキウス嚢病の予防

となっております。弱毒鶏伝染性ファブリキウス嚢病、以下、IBDとします。IBD生ワクチ

ンは既に承認されている製剤が複数ございますが、それらが飲水投与後であるのに対し、

本申請製剤は発育鶏卵内接種法と投与方法が新しいことから、本日は新投与経路動物用医
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薬品としてご審議いただくものとなります。 

 こちらは平成27年７月９日の動物用生物学的製剤調査会におきましては、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に上程して差し支えない、なお、再

審査期間は新投与経路動物用医薬品ということで６年とするとの審議結果で承認を可とさ

れております。なお、調査会審議における意見に対応した結果が先ほどお配りした１枚紙

の新旧対照表のほうとなります。記載してあるとおり、記載整備が行われております。そ

れ以外には特に大きな問題はございませんでした。 

 それでは、開発の経緯について要点を説明させていただきます。 

 IBDは、移行抗体消失時期である３から５週齢のひなで多く発生し、免疫抑制により疾

病の誘発等を引き起こします。IBDウイルスは、物理化学的処理に対し強い抵抗性を示す

ため、ワクチンによるコントロールが最も重要とされ、現在、複数の生ワクチン、不活化

ワクチンが応用されています。しかし、ワクチン接種時期と移行抗体消失時期とのタイミ

ングを誤ると、十分な免疫が付与されずに最もIBDウイルスに感受性の高い週齢を迎えて

しまうこととなるため、従来のワクチンでは複数回、接種する手法が養鶏現場で多く用い

られてきました。 

 この問題を解決するため、申請製剤では二つの大きな改良を行っています。一つはワク

チン接種省力化のため、発育鶏卵内接種法としたこと、二つ目は既承認製剤が発育鶏卵で

培養した感染鶏胚乳剤を抗原としているのに対し、申請製剤ではIBDウイルス感染細胞を

抗原としていることです。抗原のウイルスを感染細胞型にすることで接種後の移行抗体の

影響を避け、接種数週間後にワクチン抗体が上がるため、ふ化後もワクチン接種せずに野

外感染を防御できるとして、省力化と確実なワクチンテイクの両方に寄与することが期待

されます。 

 続きまして、安全性に関する資料について説明いたします。 

 こちらは、SPF鶏卵を用いて申請製剤を常用量の１用量分あるいは高用量の100用量分を

用法用量どおりに接種し、ふ化後８週間の観察期間を設けて安全性を評価したものです。

結果ですけれども、ふ化成績、臨床症状、器官組織の肉眼的検査及び病理組織医学的検査、

血清学的検査、血液学的検査において異常や対照群との間の差は見られませんでした。 

 こちらに表の３番、体重の推移というものがございます。また、次のページなんですけ

れども、ここに図１、体重の推移が本来でしたらございますが、申しわけありませんが、

こちらは抜けております。先ほどお配りした１枚紙のほうが正しい内容となりますのでご
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確認ください。こちらに示されております増体重に関してなんですけれども、体重の推移

のほうで常用量群及び高用量群でワクチン接種１週間後、一過性の体重抑制が認められて

おります。しかし、２週目以降は回復し、順調に推移したことから問題はないものと考え

られ、本製剤の安全性が確認されております。なお、一過性の体重抑制が起こることにつ

いては使用上の注意に反映されております。 

 続きまして、10.1.2の資料なんですけれども、こちらは申請製剤の抗IBD血清に対する

中和耐性を従来型のワクチンと比較した試験となります。申請製剤及び従来型ワクチンに

異なる希釈倍率の抗血清を添加・感作後、細胞へ接種し、CPEの出現によって評価をして

おります。表10－1－２に示すとおりに従来型ワクチン、こちらは上段のほうとなります、

こちらではCPEの出現は細胞への接種５日目において高希釈倍率血清を添加した区でのみ

認められております。それに対して申請製剤、こちらは下の表となります、こちらは３日

目からCPEが出現し始め、５日目にはほとんどの区で認められております。このことから、

抗原を感染細胞型にすることによって、従来型ワクチンよりも抗体の影響を受けにくく、

ウイルスが感染性を維持できるものと考えられました。 

 続きまして10.2.1.2、こちらは抗体価と防御の関係を調べたものです。異なるウイルス

含有量のワクチンを発育鶏卵内接種し、ふ化後３週目に採血後、強毒株で攻撃し、ファブ

リキウス嚢、略してＦ嚢といいます、こちらの病変の有無で評価しております。表10－２

－１－２－１なんですけれども、こちらが結果となります。中和抗体価200倍以上の鶏で

85％を防御したことから、200倍を確実な防御抗体価と設定しております。 

 続きまして10.2.2、こちらは移行抗体保有鶏に対する最小有効抗原量を調べております。

強毒株で異なるウイルス含有量のワクチンを発育鶏卵内接種し、ふ化後49日目に強毒株で

攻撃後、組織病変スコア基準に基づいてＦ嚢の評価を行っております。表10－２－２に示

すとおり、真ん中にあります105.0TCID50の区で防御率が100％、また、非接種対照群との有

意差がありとなっていることから、こちらが最小有効抗原量と考えられました。この結果

に基づいて申請製剤１用量当たりのウイルス含有量が設定されております。 

 次に10.3、こちらは免疫持続時間についての検討となります。最小有効抗原量のワクチ

ンを移行抗体を保有しないSPF発育鶏卵に接種し、中和抗体を測定した結果、ふ化後12週

間以上は免疫を維持できることが表10－３－１の表に示すとおりに確認されました。なお、

移行抗体保有鶏に対する免疫持続期間のほうですが、こちらは臨床試験の成績から検討さ

れております。こちらは10.5の資料のほうで、出荷時期までは持続するということが考察
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されております。 

 最後に臨床試験について説明いたします。試験は２農場で実施され、対象薬には同じワ

クチノーバ社のIBD生ワクチン（バーシン２）を用いております。まず、安全性について

ですが、評価はふ化成績、臨床観察、育成成績、体重成績で確認されております。こちら

はPDFの236ページですが、表１と表２がございます。こちらに示すとおり、発育鶏卵内接

種した試験区は対照区と同等に正常にふ化しております。また、ふ化後42日間の観察期間

中もワクチン接種が原因と考えられる異常は認められませんでした。 

 続きまして図１と表３、こちらは育成成績となります。７日齢のときですが、そのとき

に試験区が有意に高く出ている以外はほぼ同じ率で有意差なく推移をしております。続き

まして図２と表４となります。こちらは平均体重の推移を示したものです。10日齢で試験

区が対照区より有意に低くなっており、一過性の体重抑制が認められました。ただ、それ

以降では有意差は認められなかったことから安全と判定しております。また、もう一つの

試験実施農場では体重抑制が認められなかったほか、そのほかの評価項目においても同様

に安全性に問題はないとする結果が得られております。以上の結果から、申請製剤の安全

性が確認されました。なお、一過性の体重抑制につきましては、使用上の注意において注

意喚起を行っております。 

 続いて有効性についてですが、こちらは抗体価による評価が行われております。こちら

の図３に示すとおりなんですけれども、試験区、対照区ともに移行抗体の消失に伴って38

日齢まで抗体価は低下しております。そして、42日齢で上昇傾向となっております。試験

区の抗体価は対照区に対して常に同等以上であったことから、発育鶏卵内接種においても

移行抗体に影響されず、既承認製剤と同等以上に抗体が生産されることが確認されました。

なお、もう一つの試験実施農場においても同様の有効性が確認されております。以上、い

ずれの農場においても既承認製剤と同等以上の結果が得られたことから、申請製剤は野外

使用においても安全かつ有効であることが示されました。 

 説明は以上になります。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○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、ご意見あるいはご質問がありましたらお願いいたします。

いかがでしょうか。 

 先生方からご意見がないようですので、ご承認を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、それでよろしいでしょうか、先生方。 
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 それでは、ご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。 

 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、再審査期間は新投与経路

動物用医薬品ということで６年間といたします。 

○下田部会長 続きまして、動物用一般医薬品調査会関係の①アントリンR10･Al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

会座長の河上委員からご説明をお願いいたします。 

○河上委員 それでは、アントリンR10･Alは共立製薬株式会社から申請された豚前葉性卵

胞刺激ホルモン（FSH）を有効成分とし、雌牛の過剰排卵誘起を効能または効果とする注

射薬であります。本申請製剤は、平成27年８月11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あります。なお、調査会審

議の結果、再審査期間は新投与経路医薬品徐放化製剤ということで２年、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

ございます。 

 以上です。 

○事務局 それでは、画面のほうをご覧ください。アントリンR10･Alの審議経過票のほう

が表示されているかと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 操作法の補足でございますけれども、上のほうのメニューバーの検索と書かれている左

側に何か箇条書きのようなアイコンがございますけれども、これを押していただきますと

左側にしおりの欄が出てまいります。この真ん中の緑の線が左右に移動できますので、こ

れで見やすい大きさに資料のサイズを調整していただければ、非常に見やすくなるかと思

います。これで資料の大きさを調整してみて固定していただければと思います。また、発

表の際、聴講者ということで同期しておりますけれども、何か途中で気になる点等がござ

いましたら、聴講者から外れていただいて自由モードにしていただければ、その旨、固定

されます。また、聴講者のほうに戻っていただければ、また、同期のほうが戻りますので、

順次、ご覧いただければと思います。 

 それでは、説明のほうを開始させていただきます。 

 本申請は、販売名はアントリンR10･Al、申請者は共立製薬株式会社でございます。 

 成分及び分量はご紹介いただきましたが、豚前葉性卵胞刺激ホルモン、いわゆるFSHで

ございます、これを１容器中10A.U.含有するものでございます。これに対しまして溶剤と
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いたしまして生理食塩水と、徐放化剤といたしまして水酸化アルミニウムゲルの水溶液が

添付されております。 

 用法及び用量は雌牛でございますが、１処置１頭当たり肉用牛は30A.U.、乳用牛は

40A.U.を用時に溶解用液2.5mLで溶解し、徐放化用液0.5mLを加えて混合し、１回皮下投与

するとのものでございます。 

 効能または効果は過剰排卵誘起でございます。 

 それでは、開発の経緯でございます。アントリンR10･Alは今、ご説明を申し上げました

が、豚下垂体由来の卵胞刺激ホルモン、通常、FSHというふうに言われますが、これを有

効成分として徐放化用液として水酸化アルミニウムゲルを含有するものでございます。実

はアントリンR10･AlがつかないアントリンR10というものが同じ共立製薬株式会社から既

に承認を受けて、販売をされているところでございますけれども、こちらのほうはアルミ

ニウムゲルを使用しないコンベンショナルな製剤となっております。 

 本剤の用途でございますけれども、真ん中あたりのパラグラフでございますけれども、

FSH製剤の効能効果の中で牛の過剰排卵誘起を目的として使用する場合でございますが、

いわゆる受精卵移植のために卵子の採取に際しまして、過剰排卵を起こさせて卵子を採取

すると、この目的で使われるものでございます。同じ同種同効薬といたしましては真ん中

にありますが、血清性性腺刺激ホルモン、PMSGと呼ばれますが、こちらのほうも承認がご

ざいまして使用が可能な状態でございます。ただ、PMSGのほうは卵胞の採取は可能ではご

ざいますけれども、実際に移植に用いることのできる卵子を採取することは、品質的にな

かなか難しいということがありまして、現在はFSHを用いて受精卵移植用の卵子を採取す

るというのが一般的であるというふうに言われております。 

 しかしながら、前ページ一番下のほう、ここから次のページ、117ページにわたりまし

て記載されておりますが、FSH製剤の欠点といたしまして朝夕２回、およそ５日間、連続

して投与しなければいけない、その間、ずっと獣医師が毎日、牛のもとに通いまして注射

を行うと、合計都合10回ぐらいの注射を打たなければいけないという非常に煩雑な製剤で

ございます。それがFSH製剤の従来の製剤の欠点というふうに言われていたところでござ

います。これに対しまして本製剤は、それを徐放化の製剤の設計によりまして１回で済ま

すと、それを目的として改良された製剤でございます。 

 次の118ページ下側でございますけれども、本剤の開発の経緯といたしましては、一番

下から４行目あたりにございますけれども、先端技術を活用した農林水産研究高度化事業
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という事業の中で開発が始まりまして、各種の徐放化剤を検討いたしまして、アルミニウ

ムゲルの使用に至ったものでございます。水酸化アルミニウムゲル自体は、古くからワク

チン等のアジュバントに対して用いられているものでございますので、安全性等につきま

しては豊富なデータがあることが特徴でございます。また、製剤化に際しましても、ワク

チン等のたんぱく等と非常に混和性が高いというような特徴も有しておりますので、徐放

化剤としては適しているというふうに判断されたものでございます。 

 しかしながら、ワクチンとして水酸化アルミニウムゲルを用いた場合にもある程度、接

種反応のような、そういった組織傷害性が出てまいることがわかっております。そういっ

たことから、真ん中の上部のところから少し記載がございますけれども、共立製薬株式会

社におきましてこの製剤を開発するに当たりましては、用量を可能な限り低くして接種反

応を避けるというような検討がなされてまいったわけでございます。その結果、可能な限

り水酸化アルミニウムゲルの使用量を低減した製剤として本剤が開発されまして、申請に

至った次第でございます。 

 なお、このページ一番下でございますが、同種同効品として挙げられております先ほど

申し上げましたが、PMSGの製剤が同種同効品として並べられておるわけでございますけれ

ども、実際のところ、その使用量といたしましては、この目的に関しましてはFSH製剤が

非常によく汎用されているというふうに伺っております。 

 以上のような背景を持ちます本製剤でございますが、承認申請に当たりましては、本申

請に関しては製剤を改良いたしました新剤型の製剤ということもありまして、以下のよう

な添付資料が添付されております。こちらのほうをご覧いただきまして、起源または開発

の経緯、物理的化学的試験、製造方法、安定性、安全性、効力を裏づける試験、吸収等試

験、これに加えて臨床試験が添付されております。 

 ここで本剤は牛用の製剤でございますが、残留に関する試験でございますけれども、少

し戻りますけれども、残留性に関する試験としてこちらに記載がございますけれども、本

剤の有効成分FSHはたんぱく質がその本質でございます。糖たんぱくということで人が経

口的に接種しても効果は失活されて、食品を介した影響は認められないというふうに評価

されているものでございます。 

 既承認のアントリンR10がこのような評価を受けておりまして、使用されておるところ

でございまして、本剤も同じ有効成分でございますので、特に使用に関して使用基準等の

制限を加える必要はないというふうに申請でされております。また、水酸化アルミニウム
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ゲルにつきましても、既承認のワクチン等で使われている投与量以下でございますので、

こちらのほうも人への健康影響は無視できると考えて申請がされております。 

 続きまして、本申請の主要な試験成績であります臨床試験につきましてご説明を申し上

げます。 

 本剤の臨床試験でございますけれども、下のほう、試験材料及び方法というところをご

覧ください。被験薬といたしましては本申請製剤を用いまして、対照薬には既承認製剤で

ありますアントリンR10を用いまして、並行群間で試験を行っております。治験の頭数で

ございますけれども、一番上、治験群、頭数というところでございますが、被験薬群64頭、

対照薬群57頭を組み入れまして試験を行っております。 

 続きまして、有効性の判定及び統計解析のところでございますけれども、有効性の判定

はここにありますが、有効率70％以上で、かつ被験薬剤が対照薬剤を有意に下回らないと

いう条件を満たした場合に、本剤は有効であるというふうに判断すると設定しております。

また、個々の症例に対します効果判定基準でございますけれども、表９－２にございます

ように著効と有効の判定の基準がございまして、AI時に大型卵胞が３個以上存在し、回収

胚のうち、移植可能な胚が幾つかあるかによりまして、有効、著効という基準を設けてお

ります。これを用いまして有効率を算出しております。また、安全性につきましては、本

剤の投与に起因すると見られるような副作用等につきまして情報を集積しておりまして、

治験薬の安全性を評価しております。 

 続きまして、試験成績でございますが、このページの一番下のほうでございます。治験

に供しました症例数は先ほど申しましたが、被験薬64頭、対照薬57頭でございますが、こ

のうち、有効性に用いられた頭数は被験薬群58頭、対照薬群は56頭でございます。安全性

の評価に関しましては、組み入れと症例全てを用いて評価をしております。 

 続きまして、有効性の結果でございますが、１）番の総合評価というところ、こちらの

ほうが主要な評価項目になります。こちらの２段落目ぐらいでございますけれども、被験

薬群では有効性評価の対象58例のうち、著効25例、有効18例、無効15例で、有効率は

74.1％で最初に設定いたしました基準であります70％を上回っております。対照群は56例

のうち、著効が37例、有効が３例、無効16例で71.4％が有効でございました。両治験群間

に有意な差は認められず、こちらでも有効とされる基準を満たしておりました。 

 続きまして、本試験成績につきましては評価の中でさまざまな角度での副次的な評価を

しております。この中で２）番、要因別の効果判定ということでございますけれども、施
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設別、動物種別ということでさまざまな角度で解析を行っているところでございますけれ

ども、施設、動物種である程度の偏りというのが認められました。例えば動物種別ですと、

肉用牛に対しまして乳牛のほうがどうしても成績のほうが落ちるというような傾向がござ

いますけれども、また、施設別でもある程度、偏りがあるというふうな結果が見られてお

りますけれども、こちらは手技ですとか、その他の手法、そういったものが大きく関与す

るところでございますので、事務局の審査の中ではこの程度の差であれば許容すべきとい

うように判断をしております。 

 続きまして、この下、本剤を使用する目的として主要な評価になる採卵成績のところで

ございます。６）番でございますけれども、６）の一番上の行からありますが、回収卵数

の平均は被験薬群で10.2個、対照薬群で12.4個でございます。また、このうち、移植可能

な胚の数の平均は被験薬群で4.9個、対照薬群で6.5個という結果が出ておりまして、おお

むね被験薬群と対照薬群で大きな差はないものというふうに考えられております。なお、

このような採卵成績につきましても、どうしても施設間による差というのが出てきてしま

っておりますけれども、平均して見てみますと、ほぼ既承認薬と比較しても有効性を認め

ていい水準というふうに判断されております。 

 続きまして、安全性の評価でございます。このページの一番下のほうでございますけれ

ども、試験期間中に認められた有害事象につきましては、採卵時の怒責ということで１例、

あばれたような症例がございましたけれども、その原因といたしましては採卵時の麻酔量

が不足していたためというふうに評価されておりまして、本剤の投与とは因果関係はない

ものというふうに判断されております。 

 以上のような試験結果をもちまして、一番最初のページに戻りますが、７番のところで

ございますが、まず、平成27年７月24日に開催されました動物用医薬品残留問題調査会に

おきましてご審議をいただきました。その結果、先ほど申し上げました残留に関する考え

方につきましてご了承いただきまして、本部会に上程して差し支えないとのご判断をいた

だきました。若干の整備事項といたしまして指摘事項をいただいておりまして、そちらの

ほうは適切に修整等がなされているものと思われます。 

 続きまして、このページの上ですが、平成27年８月11日に開催されました動物用一般医

薬品調査会におきましてご審議をいただきまして、承認可否に関す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ご判断をいただいております。なお、原薬及び

製剤は毒劇薬には指定せず、再審査期間は２年とのご判断をいただいております。 
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 ご説明は以上でございます。よろしくご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。 

 ただいまのご説明につきまして、ご意見あるいはご質問等がございましたらお願いいた

します。委員の先生方、いかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、ご承認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、それでよろしいでしょうか。 

 それでは、ご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、再審査期間は新投与経路、徐放化製剤でございますが、ということで２年間とし、

原薬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 続きまして、同じく動物用一般医薬品調査会関係の②プロジンクの製造販

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

会の河上委員からご説明をお願いいたします。 

○河上委員 プロジンクは、ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン株式会社

から申請されましたヒトインスリンを有効成分とし、猫の糖尿病のよる高血糖及び高血糖

に起因する臨床症状の軽減を効能または効果とする注射薬であります。本申請製剤は、平

成27年８月11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、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。詳細につきましては事務局から説明がございます。 

 以上です。 

○事務局 それでは、ご説明を申し上げます。 

 ディスプレイのほうはプロジンク、資料４の審議経過票のほうが表示されているかと思

います。こちらのほうでよろしいでしょうか。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

 本製剤、販売名はプロジンク、申請者名はベーリンガーインゲルハイムベトメディカジ

ャパン株式会社でございます。 

 成分及び分量は、プロジンク１mL中、申しわけございません、配合理由に安定化剤とい

うふうに書いてございますけれども、主剤の間違いでございましてヒトインスリン（遺伝
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子組換え）が１mL中40単位、インターナショナルユニット、40単位でございますを含有す

る製剤でございます。 

 下のほう、用法用量でございますけれども、本剤は12時間ごとに猫の背側頸部または体

側にU-40のインスリンシリンジを用いて、食餌中もしくは食餌後すぐに皮下注射する、初

回推奨投与量は体重１kg当たり0.2～0.7IUとする、獣医師は適切な間隔で診察し、症状及

び血糖値に応じて投与量を増減するというものでございます。 

 効能または効果は、猫の糖尿病による高血糖及び高血糖に起因する臨床症状の軽減でご

ざいます。 

 お手元に今、製剤を回しておりますけれども、普通に大きな箱がついておりますけれど

も、専用のIUの目盛りを打ったシリンジを用いまして本剤を投与するものでございます。 

 それでは、内容のほうについてご説明を申し上げます。 

 起源または開発の経緯でございます。本剤の有効成分であるインスリンでございますけ

れども、こちらのほうは、皆さん、ご存じかと思いますけれども、膵臓のランゲルハンス

島から分泌されますペプチドホルモンでございます。その際、作用といたしましては血糖

値のコントロールに関与するものでございます。こういったことから、糖尿病になります

とインスリンの分泌等のコントロールに異常を来しまして、血糖値が不安定になりまして

高血糖のような障害を起こす、これが糖尿病でございます。インスリンの分泌の障害に対

しましてインスリンを補充する目的で、本製剤のようなインスリン製剤が使用されている

ものでございます。 

 本剤は猫に対する糖尿病の製剤でございますけれども、有効成分はヒトインスリンでご

ざいます。こちらは昔はヒトのほうでも豚ですとか、そういった動物の臓器からとりまし

たインスリンが使われておりましたけれども、現在は遺伝子組換え技術によりましてヒト

と全く同じタイプのインスリンが生産されておりますので、そちらを用いた製剤が一般的

に使用されております。本剤につきましても、ヒトのインスリンの原薬を用いて猫に対し

て製剤を開発したものでございます。本来であれば猫のインスリンも開発が可能とは思わ

れましたが、原薬としてヒトインスリンが安定的に入手できると、そういったような事情

から本剤につきましてはヒトインスリンを用いて開発されております。 

 ヒトインスリンと猫等、動物間のインスリンの構造の差異に関するものでございますけ

れども、作用機序及び薬理作用の概要のところがございますけれども、３行目あたりから

お読みいただければと思いますけれども、ヒトインスリンのアミノ酸配列とネコインスリ



 26 

ンのアミノ酸配列ですが、差異は４アミノ酸残基でございます。これがヒトとネコのイン

スリンの差異になるわけでございますけれども、その下のパラグラフ等でありますけれど

も、肝心のインスリン受容体に結合する部位の構造でございますけれども、これは非常に

種によって保存されているというふうに言われております。そういったことから、薬効薬

理という意味では恐らく種が異なっても効果自体は変わらず、発現するというふうに考え

られております。こういったこともありまして、昔はヒトのほうでもブタインスリン等が

用いられていた、そういう経緯がございます。 

 続きまして、このページの表１－２でございますけれども、こちらのほうは改めてご説

明するまでもないかもしれませんけれども、インスリンの主たる作用機序をまとめたもの

でございます。糖尿病の病態、グルコースの取り込みが減って血中の血糖値が上がるとい

うようなことがございますけれども、それに対しましてインスリンの効果というのは、グ

ルコースの取り込みを促進いたしまして、新たなグルコースの産生から血糖値が上がると

いうのを抑制する、これがインスリンの効果でございます。 

 本ページの真ん中から下のほうでございますけれども、２）のところをご覧いただけれ

ばと思います。本剤の特徴として書いているところでございますけれども、冒頭に申し上

げましたように、本剤は１mL中にインスリンを40単位含有する製剤でございます。実は獣

医療の臨床現場におきましては、ヒト用のインスリンを用いました猫の糖尿病の治療とい

うのは、一般的に行われているものでございます。今まで動物用の製剤はございませんで

したので、ヒト用製剤を使っていたわけでございますけれども、実はヒト用インスリンの

製剤というのは、今現在、全て１mL当たり100単位に統一されております。そういったこ

とから、実はヒト用製剤を使った場合には濃度が高過ぎて、猫に対しては投与量の調節が

非常にやりづらいというような声がありました。こういったことから、それよりも濃度の

低い本剤の開発が期待されていたというようなところもございます。 

 また、インスリンに関しましては、作用時間を調節した製剤が幾つか開発されておると

ころでございます。それがこのページの表１－４、猫の糖尿病治療に一般に使用されてい

るインスリン製剤として書かれている表でございますけれども、大きく分けますと、この

ように、速効型、中間型、長時間型というような作用時間を主とした分け方で分類されて

いるわけでございます。何もしてないレギュラーインスリンですと、非常に作用時間は早

いですが、持続期間は短いというようになります。逆に長時間型になりますと、作用時間

が長くなるというような傾向を持っております。 
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 本剤につきましては、この中のうち、長時間型というふうに書かれております中のプロ

タミン亜鉛インスリン（PZI）と書かれておりますけれども、これにほぼ該当するもので

ございます。インスリンに魚由来のたんぱくでありますプロタミンを結合させまして、ま

た、亜鉛を添加することによりまして皮下からの放出を調節いたしまして、長時間、作用

するように加工された製剤でございます。この図では由来がPZIに関しては90％牛、10％

豚となっておりますけれども、この由来をヒトインスリンの遺伝子組換えによるものに変

えたものが本製剤でございます。 

 続きまして、猫の糖尿病の特徴でございます。（２）のところでございますけれども、

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、糖尿病の病態といたしましては主に１型糖尿病

と２型糖尿病というのがございます。１型糖尿病というのは主に膵臓の組織が自己免疫疾

患等によりまして攻撃されて、インスリンの分泌そのものがとまってしまうというような

病態でございます。こういった場合にはインスリンの投与というのは不可欠になってまい

ります。対しまして２型糖尿病というのは、いわゆる生活習慣病のようなものに考えられ

ているような病態が多いものでございますけれども、インスリンの糖負荷に対する抵抗性

がだんだん落ちてきて、ついにはインスリンが分泌されなくなるという、そういった経過

をたどるような病態でございます。 

 猫の糖尿病に関しましては、ここでは３行目あたりに80％というふうに書いております

けれども、２型糖尿病が多いというふうに言われております。実のところ、２型糖尿病で

ありますと初期からインスリンを投与するというのは実は一般的ではございませんで、一

番最初は食餌療法ですとか、運動療法から始めまして、それでコントロールができない場

合には経口血糖降下薬などを使いまして、その後、最後にインスリンの投与に入るという

ような経過をたどるのでございますけれども、次の疾病等に対する対応状況というところ、

１－４でございますが、こちらのほうを見ていただければと思いますが、こちらのほうに

もそのように書いているところでございますが、下のほう、４段落目ぐらいからをご覧い

ただければと思いますけれども、猫の糖尿病というのは非常に発見が遅くなるという特徴

がございます。なかなか、臨床徴候というのが普通、見えてこないということがありまし

て、糖尿病と診断されたときには既に症状が進んでいることが多く、そのときには既に経

口血糖降下薬等の投与対象にはならないというようなものが多いというふうに言われてお

ります。そのことから、実際に動物病院等で治療薬として用いられるというものでは、イ

ンスリンが多いというふうに報告されているところでございます。 
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 続きまして１－６、海外における承認及び使用状況というところでございますけれども、

本剤は米国におきまして、プロジンクの同じ商品名で既に承認を受けておりまして市販さ

れております。米国内で広く用いられているものでございますけれども、ここで報告され

ております有害事象等につきまして、ここでご紹介をさせていただきますが、最もインス

リンを使用している中で多い有害事象というのは、有効性の欠如もしくは過剰投与という

のがインスリンの場合には非常に多く見られるものでございます。 

 もちろん、インスリンの投与量といいますのは、個々の患者に合わせまして投与量を決

定いたしまして、最適な血糖値をコントロールするように投与量をコントロールするもの

でございますけれども、投与量が少なければすぐ高血糖になりますし、過剰量になります

と低血糖を起こすというものでございます。ですので、そのコントロールが非常に重要な

ファクターを占めるものでございます。ですので、海外におきましても報告されている有

害事象としては、コントロール不良というような観点で報告されているものがほとんどを

占めるというようなことが現状でございます。 

 以上のようなプロファイルを持ちます申請製剤でございますけれども、我が国におきま

しては、これまで動物用として承認されたインスリン製剤はございません。したがいまし

て、本製剤は動物用では初のインスリン製剤となります。そういったことで、添付資料の

方につきましては、添付資料一覧表にございますけれども、起源または開発の経緯、物理

的･化学的試験、製造方法、安定性試験、安全性試験、薬理試験、吸収等試験、臨床試験、

以上のような試験の成績が添付されているところでございます。なお、毒性試験につきま

しては、本剤は毒性試験を行いましてもタンパク製剤ということもありまして、試験を行

っても出てくる臨床徴候は低血糖、高血糖というような薬理作用に関するものが多いもの

でございますので、その内容につきましては概要書のほうで申請者からの論述がなされて

いるものでございます。 

 以上の試験の中で主要な試験となります臨床試験につきまして、以後、ご説明を申し上

げます。本剤申請に添付されております臨床試験につきましては、米国において行われま

した臨床試験と、国内において行われました試験の２種類が添付されております。また、

米国及び日本各２試験が行われておりますので、都合、四つの種類の試験についてご説明

を申し上げます。 

 まず、海外の臨床試験でございます。海外の臨床試験につきましては、試験期間45日間

を設定いたしまして行われております。真ん中のほう、四つ目でございますか、選定基準
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及び除外基準というところをご覧ください。選定基準といたしましては、血糖値といたし

ましては250mg/dL以上を選定基準といたしまして、その他糖尿、多飲症、多尿症及び体重

減少のように、一般的に糖尿病で見られるような臨床症状を有する、これらのことを全て

満たすものを選定基準といたしまして症例を選択しております。 

 その下、試験構成でございますけれども、群構成といたしまして対照群は設定しており

ません。と申しますのは、糖尿病の病態となりますとインスリンの投与というのが糖尿病

をコントロールするのに不可欠の存在となります。そのことからプラセボに投与するとい

うことは、即、糖尿病の病態の悪化ということを引き起こしますので、人道的観点から試

験構成は対照群は設定せずに、単群でその効果を見るという設計になっております。実施

施設は米国におきましては19施設を用いております。 

 その下のほう、有効性評価指標及び判定基準のところでございますけれども、糖尿病の

コントロールの改善という観点では、平均血糖値、最低血糖値及びフルクトサミン値のい

ずれかで改善が認められ、かつ臨床症状のいずれかに改善が認められた場合、該当症例は

糖尿病のコントロールが有意に改善された有効症例とされております。これを有効症例と

いたしまして、全体の有効率の90％信頼基準の下限が66％以上の場合に、被験薬は有効と

判定されております。 

 続きまして結果でございますが、その下、結果というところのまず有効性のところをご

覧ください。平均血糖値、最低血糖値、フルクトサミン値及び体重の全ての有効性評価項

目におきまして、45日では統計的に有意に改善が見られております。また、有効性評価項

目であります多飲、多尿でも76.3％、79.3％、獣医師の評価でも89.6％で改善が認められ

るとされております。 

 続きまして、主要な有効性評価項目でございますけれども、この表の真ん中あたり、有

効性評価というところをご覧ください。試験に先立ちまして設定いたしました有効性評価

基準でございますけれども、評価対象といたしました139症例のうち、有意な改善が見ら

れた有効症例は116例（83.5％）でございました。この症例群につきまして90％の信頼基

準をとりまして、その下限は77.4％でございまして、事前に設定いたしました66％の基準

をクリアしております。 

 続きまして、安全性でございますけれども、その下、安全性の項のところの記載してお

りますが、この項の下半分あたりをご覧いただければと思いますが、被験薬投与と因果関

係が認められた有害事象といたしましては、本剤投与に伴います低血糖による臨床症状が
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主でございました。そのほか、注射部位反応が認められたということが報告されておりま

す。なお、下から３行目でございますが、試験期間中に８症例が安楽死されておりますけ

れども、これらの症例につきまして考察をした結果、直接の原因は被験薬の投与と因果関

係はないというふうに判断されております。 

 続きまして、海外の臨床試験の二つ目でございますが、延長投与試験とされております

が、この試験はさきの試験で有効であるとされた症例につきまして、継続して本剤を投与

した試験でございます。その継続した投与におけまして、ずっと血糖値が安定してコント

ロールが維持されているかどうかというのを見ることを主眼とした試験でございます。試

験構成は対照群は設定せず、単群で行っております。 

 その結果でございますけれども、特に有効性のほうにつきましては、コントロールにつ

いては下の有効性評価の真ん中あたりでございますが、113症例のうち、106症例、およそ

93.8％はきちんとコントロールされているとの結果でございました。安全性のほうにつき

ましても、さきの試験と同じように見られた有害事象としては、低血糖によるものが主に

報告されているところでございます。この表の上のほうでございますけれども、その他同

じように注射部位反応も１症例で見られているほか、試験期間中に死亡または安楽死は14

症例で見られております。こちらのほうも、その因果関係につきましては全て被験薬との

因果関係はないというふうに考えられております。 

 続きまして、国内での臨床試験でございます。国内の臨床試験におきましては表14－３

にまとめておりますけれども、基本的には同じようなプロトコルを組んでおりますけれど

も、真ん中、選定基準のところでございますが、同じようにＡとＢという二つの試験を設

定して行っております。試験Ａのほうは新たに糖尿病と診断された猫を組み入れるか、も

しくは既存のヒト用のもので治療を行っていたにもかかわらず、コントロール不良のもの

を組み入れているのが試験Ａでございます。これに対しまして試験Ｂのほうは、既存のヒ

ト用インスリンでうまくコントロールできているものの切りかえがスムーズにいくかどう

かということを主眼に置いた試験でございます。この二つのケースにつきまして試験を行

いました。 

 試験群の対象につきましては同じく対照群は設定せず、単群による試験を行っておりま

す。その二つ下、三つ目でございますが、有効性評価指標につきましてですが、評価の項

目といたしましては米国による試験とほぼ同じでございますけれども、評価の基準、有効

と判定する基準につきましては、有効率そのものが66％以上の場合に被験薬は有効と判断
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されるとのことでございます。試験Ｂのほうはコントロールが維持されたということをも

って有効と判定しております。 

 その結果でございますけれども、このページの真ん中のほう、有効性評価というところ

を見ていただければと思います。評価項目試験Ａと試験Ｂのところがございますが、試験

Ａのほうの表のところの下のほうの短い表のほうで、右側の有効率のところを見ていただ

ければと思いますが、有効性評価に使われた症例数は、国内におきましては残念ながら15

症例と非常に少ない症例ではございましたけれども、組み入れられました有効性評価症例

数15症例全てで有効というふうに判断されております。また、既存のインスリン製剤でコ

ントロール不良であった症例が９症例ございましたが、これにつきましても55.6％は本剤

によってコントロールに成功しております。これらを合計いたしますと、合計で83.3％の

有効率が認められております。 

 また、試験Ｂのほうにつきましては、ほぼ全ての症例でコントロールにつきましては成

功しているというふうに考えられております。また、安全性のほうにつきましても、低血

糖が１症例で認められているほか、注射部位反応が報告されているところでございます。 

 以上のような事務局審査を経まして、一番最初のページ、審議経過票のほうにお戻りい

ただきまして７番でございますが、平成27年８月11日の動物用一般医薬品調査会におきま

してご審議をいただきました。審議に際しましては、事務局と申請者の間で意見の一致を

見なかった点がございましたので、意見書を事務局から調査会に対しまして提出しいたし

ましてご審議をいただきました。なお、本邦におきましてインスリン製剤は初めての承認

ということもございまして、また、意見書の内容も勘案いたしまして、本調査会には参考

人といたしまして、日本獣医生命科学大学の新井敏郎教授に参考人としてご出席いただき

ましてご審議をいただきました。 

 その結果でございますけれども、本剤につきまし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に上程して差し支えないとの結果をいただいております。

なお、原薬及び製剤は、申しわけございません、毒劇薬に指定するとございますけれども、

劇薬の誤りでございます、劇薬に指定すると、再審査期間は６年とするという結果をいた

だいております。 

 指摘事項といたしまして、誤記等の記載整備に関する修正のほか、必要とされる情報を

詳細に記載してくださいとのご指摘をいただきました。こちらにつきましては、実は私ど

もから提出いたしました意見書の内容にもかかわります。次のページでございますけれど



 32 

も、過剰投与した場合の低血糖になると、こういったような注意喚起を慎重に行うような

旨のご指摘をいただいております。その他、事務局から意見書として提出された内容は、

本剤の薬物動態に関する試験成績でございますけれども、申請当初は本剤を直接、猫に投

与した薬物動態の成績が添付されていなかったのでございますけれども、こちらのほうを

添付するよう求めたところ、申請者のほうから新たに試験を行いまして提出をされました。

こちらについても使用者のほうに薬物動態の試験成績として情報提供する旨のご指摘があ

ったところでございます。以上の点につきまして申請書で対処する旨の意向がなされてお

ります。 

 事務局からは以上でございます。よろしくご審議をお願いします。 

○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、ご意見、ご質問等があればお願いいたします。西川先生、

お願いいたします。 

○西川委員 人の糖尿病２型は、治療の選択の順位としては食事、運動、それから、経口

糖尿病薬、最後の手段としてインスリンを使うんです。猫の場合、発見されたときに結構、

進行しているケースが多いということなので、インスリンを使うということもあるんです

けれども、仮に早い段階で見つかったものにも同様に適用していいかどうかと、そのあた

りは心配な点があります。つまり、一度、インスリンを使ってしまいますと、膵臓の機能

が落ちてインスリンの産生ができなくなるので、一生、使わなくてはいけないというよう

なことになると思います。そのあたりのことについてはいかがなんでしょうか。 

○下田部会長 事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 インスリン以外の現在、臨床現場で用いられている治療手段でございますが、

実は承認された薬というのはございません。ただし、いわゆるペットフードでございます

けれども、処方食といたしまして、こういった血糖ですとか、そういったものに対応する

ような処方食等が販売されております。実際の現場では、そういったものも組み合わせな

がら治療をしているというふうに聞いておりますので、比較的軽度で薬物療法がまだ入ら

ないというようなものであれば、そういったような指導がなされて治療されているのが現

状というふうに認識しております。 

○下田部会長 よろしいでしょうか。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○越久田委員 これは毒物、劇薬、どっちなんでしょうか、劇物扱い。 
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○事務局 申しわけございません、こちらの審議経過票のほうが誤記になっておりまして、

原薬及び製剤は劇薬に指定するというふうな審議結果をいただいております。 

○下田部会長 越久田先生、よろしいでしょうか。どうぞ。 

○越久田委員 人体薬で使う場合ってかなり能書に書いてあります。果たしてここに出て

いる部分で動物薬として十分なのかどうか、その辺が疑問が残るんですけれども。 

○事務局 差し支えなければ具体的にどういったような内容についてご懸念をお持ちか、

教えていただけますでしょうか。 

○越久田委員 一つは先ほどお話が出たように、どういう時点のときに使うかという根拠

がまず必要なことと、それといわゆるインスリンを使う場合の優先順位といったらおかし

いんですけれども、その手順というものはある程度、表示しなければ、なかなか、使いづ

らいものじゃないかと、それと心配するのは糖尿病だからわかった、あるいは血糖値が高

いからわかった、では、注射しようというものなのかどうかというのも疑問になる部分が

あると思います。いわゆる実験結果あるいは試験結果を十分考慮していければ、すばらし

い薬じゃないかとは思うんですけれども、その辺を懸念する部分がひとつあります。 

○下田部会長 事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 ご指摘の点に関しましては、審議経過票の後についております審議経過票別紙

のところの指摘事項のところに、２型が多いとされる猫の糖尿病の病態の特徴を考慮して、

脂質代謝異常及び肥満等インスリン投与が不適である症例に対する使用の是非に関する情

報及び非インスリン療法との関係、インスリン製剤を猫に使用する上で留意すべき事項の

追加記載を検討してくださいという指摘に対しまして、申請者から指摘内容を考慮し、使

用上の注意に、糖尿病のコントロールには基礎疾患・併発疾患の治療及び食餌管理による

適正体重の維持が重要である、肥満した猫では過剰な脂肪組織のためにインスリン抵抗性

となり、本剤の効果が十分に発揮されないため、食餌療法等によりゆっくりと体重を減量

することが推奨されるというような扱い方に関しても、決断をきちんと獣医師ができるよ

うな、審議経過票の４ページ目です、グラフがありまして、その下です、指摘事項：Ⅱ、

そのページの下のほうです。 

 切れていますね。そうしましたら同じものが使用上の注意のところに書かれている。 

 今、私のほうから表示しております1,006ページの（11）番というところを見ていただ

ければと思います。お読みいたしますと、糖尿病のコントロールには基礎疾患・併発疾患

の治療及び食餌管理による適正体重の維持が重要である、肥満した猫では過剰な脂肪組織
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のためにインスリン抵抗性となり、本剤の効果が十分に発揮されないため、食餌療法等に

よりゆっくりと体重を減量することが推奨される等が書かれておるところでございます。 

○事務局 それから、その上の（８）に、獣医師は投与方法、来院間隔及び臨床症状の観

察方法について飼い主に指導を行うこと、特に注射法及び低血糖に対する対処法について

は十分な指導が必要であるというふうにして、飼い主に対しても十分な指導を行うような

注意事項になっております。 

○下田部会長 乾先生、お願いいたします。 

○乾委員 今の事務局の説明で、獣医師が飼い主に十分注意するようにというご説明があ

りましたけれども、飼い主が毎日、注射することになると思うんですけれども、飼い主用

のそういう使用上の人の場合でしたら注射の仕方等の説明書等があると思うんです。これ

を発売されるときには当然、そういうものがメーカーから獣医師に、獣医師から飼い主に

というものが必要だと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

○事務局 一般的に動物用医薬品に関しましても、飼い主向けのパンフレットというのは

作成されることが多いというふうに聞いております。本剤につきまして、申しわけござい

ません、そこまで確認はしておりませんが、必要に応じまして少し申請者のほうに確認い

たしまして、もし、ご相談したほうがいいようであれば、また、改めてご確認願うかと思

います。事務局でそちらのほうは確認させていただければというふうに思いますが、いか

がでございますでしょうか。 

○下田部会長 よろしいですか。 

○乾委員 結構です。 

○下田部会長 先ほどのに戻りますけれども、越久田先生、いかがですか。 

○越久田委員 ７番に一応、獣医師は飼い主用説明資料を飼い主に渡すことという文があ

りますよね。この辺がどのあたりまで説明がいっているのか、わからない部分があるんで

すけれども、これをかなり徹底しないとかなり怖い、先ほど毒物ですか、劇物ですかとお

伺いしたのはその部分があるので、余談ですけれども、糖尿病の薬で人が殺されたという

ふうな昔、事件があったということがあるので、そこは怖いかなという部分が心配な一つ

です。 

○下田部会長 越久田先生、それ以外のことについては、このような変更でカバーできて

いるということでよろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。それと問題になるのは、飼い主に対する説明の資料というこ
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とで、現在、ここにないので我々は判断できないという状況ですけれども、この点につい

てはどういたしましょうか。例えば事務局のほうに一任して、十分であるという判断が下

れば、この部会としてはそれで了承すると、そういうことでよろしいでしょうか。鬼武先

生、どうぞ。 

○鬼武委員 その点についてはいいと思うんですけれども、先ほど何人かの先生方から出

されたように、最初にこれを使うかどうかの適切な運動なり、ほかの療法をして、その上

で使うことが重要だと、11番ですけれども、これでいきますと上からずっと読んでいくと

下のほうにあるので、順番としてはこういう順番でいいんでしょうか。むしろ、上にあっ

て、その上でしてくださいというふうな流れのほうが、下のほうに注意書きがあると見過

ごしてしまうというか、そういうふうに私は一般的には思うんですけれども。 

○事務局 それでは、ご指摘いただきましてありがとうございます。こちらのほうをもう

少し上のほうの順位に上げまして、より獣医師に注意を明確にするように申請者のほうに

伝えたいと思います。加えまして、そういった２型糖尿病に対して本剤を使うか、使わな

いかという判断もございますので、恐らく獣医師向けにもそういった技術資料等を作成し

ていると思いますので、そういったものをあわせて一度、事務局のほうで確認をして見た

いと思います。 

○下田部会長 ほかにいかがですか。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局にご確認をいただいて、それでよろしければこの部会としては了承す

ると、そういうことでよろしいでしょうか。 

 それでは、そういうことでお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、本剤につきましては、ただいまいただきました飼い主用の資料におきまして、

十分な注意喚起がなされているかどうか、あと、２型糖尿病に関して本剤を適用すること

に当たりまして、十分な情報提供がなされているかというようなことにつきまして、事務

局のほうで確認をさせていただきまして、必要に応じて、また、ご相談させていただくこ

ともあるかとございますけれども、そちらのほうを確認をするということを条件といたし

まして、本剤の承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審査期間

は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間、原薬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 それでは、２時間近くたちますので、ここで10分ほど休憩をとりたいと思
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います。 

（休  憩） 

○下田部会長 それでは、皆さん、おそろいでしょうか。 

 それでは、審議を継続していきたいと思います。 

 まず、（２）の審議事項に入ります前に、競合品目のリストについて変更があったとい

うことですので、事務局からお願いいたします。 

○事務局 大変申しわけございません。冒頭にご説明をさせていただきましたNo.20の資

料でもう一度、ご説明を差し上げたいんですけれども、修正がございましたので、そのこ

とについてご説明させていただきます。No.20の資料の15ページのところ、この後、ご審

議をいただきます動物用医薬品の使用の規制の省令に係るプルモチルプレミックスの競合

品目について、イーライリリーさんから競合企業名ということで３社を挙げていただいて

います企業名が確認をしましたら、販売元の企業名をお書きになられていて、審議会の参

加規程の８条では製造販売中の企業ということで、製造販売元の企業を書くことになって

いるんですが、企業名を間違えて記載をされていたということで、私どものほうでもうっ

かり見逃してしまいまして大変失礼をいたしました。 

 その結果、この３品目につきましては、上から企業名が科学飼料研究所、それから、エ

コアニマルヘルスジャパン株式会社、それから、３番目も科学飼料研究所ということにな

りまして、その結果、大変お手数をおかけして申しわけございませんでしたが、岩田先生

につきましては審議及び議決の両方にご参加いただけることになります。これに係る企業

でなくなってしまいましたので、それで現在、エコアニマルヘルスジャパン株式会社と科

学飼料研究所については、今回の先生方にアンケートでご確認をお願いしていました企業

名の中に入っていないものですから、大変申しわけないんですが、今、口頭でエコアニマ

ルヘルスジャパン、それから、科飼研さんのほうから寄附金ですとか、契約金の受け取り

実績が50万を超える場合ということで、おありになる先生はお心当たりがありましたらお

知らせをいただきたいと思います。 

 今、わからなくても後でありましたということであれば、また、後でお知らせをいただ

きたいと思いますし、こちらかも確認をさせていただきたいと思いますので、そのような

形でとりあえず、審議はお進めをいただきたいと考えております。大変、こちらの不手際

で申しわけございませんでした。おわびいたします。 

○下田部会長 それでは、よろしいでしょうか、先生方。 
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 それでは、審議事項（２）の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

ご説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料11を使ってご説明を申し上げます。画面のほうは資料11のほう

に切りかわってございますでしょうか。 

 動物用生物学的製剤基準の一部改正についてご説明を申し上げます。本日は全て既に制

定されている各条の一部を改正するものでございます。１の（１）後発品の申請に伴う改

正、それと（２）食用動物に用いるアジュバント化ワクチンの使用制限期間の見直しに伴

う改正でございます。 

 まず、（１）の後発品の申請に伴う改正でございます。鶏脳脊髄炎生ワクチンとそのシ

ードロット製剤の二つの件でございますが、こちらは内容が同じですので、上の鶏脳脊髄

炎生ワクチンのほうでご説明を申し上げます。 

 PDFの16ページ、こちらの表でご説明を申し上げます。まず、こちらは後発品の申請に

伴います改正でございますが、先発品と後発品の比較表をつくってございます。表の一番

上、左側が先発品で右側が後発品です。 

 次に成分及び分量の行ですが、こちらは１バイアル中の分量が記載されておりまして、

104.3以上とございます。ただし、単位がCID50とEID50で異なります。この単位の違いについ

ては後ほどご説明を申し上げます。 

 続きまして、用法及び用量の行でございます。先発品、後発品同じとなっております。

具体的には二つの投与方法がございまして、経口投与の場合と飲水投与の場合でございま

す。まず、経口投与の場合ですが、４mLの精製水で溶解したものを0.2mL/１羽で投与いた

します。すなわち、１バイアルを20羽分として用います。一方、飲水投与の場合なんです

が、こちらは1,000羽分の飲用水に溶かして投与となります。１バイアル1,000羽分となり

ます。このように投与方法によって１バイアルの対象とする羽数が異なるユニークな製剤

となってございます。 

 続きまして、１羽当たりのウイルス量でございます。経口投与の場合は103.0以上、飲水

投与の場合は101.3以上になります。 

 最後の行、ウイルス含有量試験ですが、それぞれ市販ロットの品質管理試験としてロッ

トごとにウイルス含有量を確認しておりますが、その試験方法が鶏接種試験と発育鶏卵接

種試験にございます。そのため、成分及び分量の単位がCID50とEID50で異なってございま

す。 
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 続きまして17ページになります。こちらは鶏脳脊髄炎生ワクチンの基準の改正の経緯を

まとめた表でございます。表の一番左側、経緯ですが、制定時と改正１回目で今回は改正

の２回目に当たります。表の真ん中の列ですが、ウイルス含有量の判定の規定、これを改

正ごとに列記してございます。まず、制定時ですが、①発育鶏卵試験と②鶏接種試験とも

に１羽当たり103以上でなければならないという記載がされてございました。一番右側に

理由が書いてございますが、この当時ではまだ先発品の用法及び用量が経口投与のみでご

ざいました。 

 続いて改正の（１）です。この改正１回目のときに②の鶏接種試験のところに、経口投

与の場合という文言が追加されました。この理由ですが、このときに先発品の用法及び用

量に飲水投与が追加されております。経口投与と飲水投与は先ほど説明しましたとおり、

１羽当たりのウイルス量が異なってくるため、ウイルス含有量試験を行うときは経口投与

の用法及び用量で溶解した場合であって、103以上でなければならないということがわか

るように改正をしております。なお、先発品のウイルス含有量試験には①と②の試験法が

規定されてはいたんですが、実際は②のみで行われたことから、基準のほうは②のみの改

正を行っております。 

 そして、今回の改正ですが、今回、①のほうに経口投与の場合の記載を追加してござい

ます。この理由は後発品のほうのウイルス含有量試験が①だったということで、②と記載

を統一するものでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして１ページ目に戻りまして、（２）食用動物に用いるアジュバント化ワクチン

の使用制限期間の見直しに伴う改正でございます。 

 まず、背景を口頭でご説明いたします。食用動物に用いるアジュバント化ワクチンにつ

いては、屠畜場等へ出荷する前の使用制限期間として、ワクチンに含まれるアジュバント

等の添加剤が注射局所部位から消失する時期を試験の資料で確認しておりました。昨年度、

この考え方を見直しております。見直し後の考え方は、添加剤成分ごとに食品健康影響評

価を行いまして、人への健康影響は無視できると考えられる添加剤の場合は、使用制限期

間の設定を不要とするものでございます。既に承認されているアジュバント化不活化ワク

チンの添加剤については、成分ごとに評価依頼を食品安全委員会へ行いまして、ことし３

月31日に答申が行われてございます。このことに伴いまして、同製剤基準の関連する部分

を改正するものがこちらでございます。 
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 具体的には22ページでございます。これは一例になりますが、豚丹毒の油性アジュバン

ト化不活化ワクチンで、右側が現行、左側が改正案でございます。この基準に５、その他、

５の１、添付文書記載事項、屠畜場出荷前の所定の期間は使用しない旨というのが記載さ

れておりましたが、今回、こういった一律規定することが不要になりましたので、それを

削除する改正でございます。 

 以上、こういった改正が61項目ございまして、同様に削除する改正を行ってございます。 

 以上、ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○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、ご意見あるいはご質問等があればお願いいた

します。いかがでしょうか。 

 特にないようでしたらご承認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、それでよろしいでしょうか、先生方。 

 それでは、ご承認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。 

 原案のとおり薬事分科会に報告させていただきます。 

○下田部会長 続きまして、審議事項（３）の動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関

する省令の一部改正について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料５のほうでご説明をさせていただければと思います。 

 今、発表者になりましたので、聴講者にしていらっしゃる方は該当の資料が開かれたの

ではないかなというふうに思います。今現在、横になった文字もございますけれども、新

旧対照表が表示されておりますけれども、よろしいでしょうか。 

 それでは、ご説明を申し上げます。 

 本件は動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正に関する要望ということで、

ご審議いただくものでございます。ご存じのとおり、食用動物に使われます動物用医薬品

に関しましては、使用基準を設定いたしまして、食に供するために屠殺する前に何日間は

本剤を使用しない旨が、一般的に使用規制省令と申しますけれども、農林水産省令でそれ

が定められているところでございます。この省令の一部変更等につきましては、当部会に

諮問してご判断をいただくということになっておりますので、こちらについてご審議をい

ただくものでございます。 

 本件でございますけれども、新旧対照表のほうにございますけれども、申請者から要望



 40 

があったわけでございますけれども、その要望の内容に係ります品目の販売名は、プルモ

チルプレミックス-20、同-50、同-100、同40、同100及び同200の各リン酸チルミコシン製

剤でございます。申請者は日本イーライリリー株式会社でございまして、それぞれリン酸

チルミコシンとして各含量を含有いたします飼料添加製剤でございます。用法及び用量は

こちらにありますように、１トン当たりといたしまして、飼料にリン酸チルミコシンとし

て一定量を混じて投与するものでございます。効能効果は有効菌種は以下のとおりでござ

いますが、適用症として豚の肺炎が承認されているものでございます。 

 こちらでございますけれども、この経緯でございますけれども、実は一連のチルミコシ

ンリン酸塩製剤でございますけれども、経緯の３行目にございますけれども、平成６年11

月11日付で一連のものが承認されております。随分前の話でございますけれども、この承

認当時の残留に関します考え方ですが、３行があります表の下、この下のパラグラフの３

行目あたりからをご覧いただければと思いますが、申請当時に添付されておりました残留

試験の資料といいますのは、常用量の２倍量を７日間、連続投与いたしまして、７日間と

いうのは用法用量のとおりでございますけれども、それで検査した全ての臓器組織の残留

性が、連続して２時点で検出限界以下になった時点をとりまして設定しております。いわ

ゆるゼロ残留を基準としていた時代のものでございますけれども、これによりまして承認

当時は28日間の休薬期間がつけられたものでございます。 

 その後、統計学的な休薬期間設定を行うようになりまして、今、ご説明を申し上げた２

行下ぐらいでございますけれども、米国で実施していました残留試験のデータが本剤につ

きましてございましたので、これをもとによりまして平成14年３月12日に本剤につきまし

て休薬期間の変更がなされておりまして、その結果、28日から15日間に変更されておりま

す。考え方としては当時もゼロ残留でございますけれども、その推定に統計学的な計算を

用いて休薬期間を設定するという考えに基づいて変更されたものでございます。 

 これに続きまして今般、要望があったものでございますけれども、その背景といたしま

してはご存じのとおり、厚生労働省によりましてポジティブリスト制が導入されまして、

残留基準が設定されて、それに対しまして実際の残留試験の結果から統計学的に残留基準

をクリアする点を算出して、休薬期間を設定するというものでございます。今般、この製

剤につきましても、このような考え方に基づきまして新たな試験結果を提出いたしまして、

現在の15日間よりも休薬期間を短縮する旨の要望がなされまして、それによりまして先ほ

ど申しました使用規制省令にあります使用禁止期間が短縮できるかどうかということで検
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討をしていたものでございます。 

 こちらはその要望の内容の主だった点でございますけれども、当初、この要望が提出さ

れたときの根拠といたしましては、このページの一番上からございますけれども、当初、

米国におきまして国内の投与量よりもはるかに多い３倍を21日間投与した試験の成績がご

ざいまして、それを用いて計算をしておりまして、現在のMRL（残留基準）がADIに対しま

して非常に小さなものであったということから、MRLを少し、それに対して上げるように

改正をして、それに対しても高用量の試験でクリアすると、そういったようなロジックで

要望がなされたものでございます。 

 これに対しまして事務局のほうで検討いたしました結果、申請をしました日本イーライ

リリーのほうに米国で行った試験は日本での用法用量と違いますので、これで休薬期間を

修正するというのはなかなか認めがたいというところで、イーライリリーのほうに要請を

いたしまして、国内での承認の用法用量に従った残留試験をイーライリリーのほうから提

出を受けました。 

 これによりまして検討いたしました結果でございますけれども、既存のMRL（残留基

準）を変更しなくとも、新たに行った試験の結果からよりますと、この３のパラグラフの

下から４行目から５行目ぐらいでございますけれども、試験の結果、MRLを変えなくても

４日で残留基準をクリアするというような結果が算出されましたので、これで新しい休薬

期間として設定が可能ではないかというような結論に至りました。 

 以上の件につきまして最初の審議経過票のほうに戻りますけれども、７番のほう、７月

24日に開催されました動物用医薬品残留問題調査会におきまして使用規制省令の改正につ

きましてご審議をいただきまして、若干、分析法等の記載が不十分な箇所が多数見られま

したので、こちらのほうを修正するということを条件といたしまして、事前の調査審議を

終了し、当部会に上程にして差し支えないとの審議結果をいただきました。 

 以上をもちまして使用規制省令の改正案といたしまして、１枚目に戻りますけれども、

右側のほうが現行のほうでございます。一番右の端、使用禁止期間と書かれた下のほうで

ございますけれども、食用に供するために屠殺する前15日間となっているところでござい

ますが、15日間というところを左側の改正案では下線を引いておりますが、食用に供する

ために屠殺する前４日間というふうに改正したいとのことでございます。 

 以上のほうで改正を考えているものでございます。この是非につきましてよろしくご審

議をお願いいたします。 
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 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、ご意見あるいはご質問等があればお願いいた

します。手島先生、お願いします。 

○手島委員 この休薬期間に関してですけれども、４日間というのは諸外国に比べると短

いというか、諸外国で一番短いのが７日になっていましたでしょうか、なっているんです

が、これは新たに日本で国内の承認用量で実験をして得られた値ということで低くなって

いるということは、大丈夫だということでよろしいんですか。 

○事務局 米国での承認の用量と日本の承認用量はかなり異なるということもございまし

て、日本で承認されている用法用量で試験をするのが妥当であるとの事務局の判断もござ

いまして、その結果で算出したところ、４日間で十分クリアするというような結果が得ら

れたものでございます。 

○下田部会長 よろしいでしょうか、それで。 

 いかがでしょうか。鬼武先生、どうぞ。 

○鬼武委員 最初にこの経過を聞いたんですけれども、私は理解がよくできなかったんで

すけれども、国内の承認でしょうから休薬期間等については農林水産省と、そこは責任を

持ってやるということになっています。一方で、いわゆるポジティブリストというのは食

品中の残留ですから、厚生労働省の食品の審議会のほうでMRLの設定等が正式になされて

いたと。今回、そのこととは直接、関係はないわけですね。MRLの設定の部分で、先ほど

MRLをもう少し高くするとか、低くするとかいう話があったんですが、そこら辺のところ

の理解がよくわからなかったんですけれども、最終的には日本の国内できちんと残留試験

をしてもらって、それが前のところは要するに過剰に量を設定していたりしたので、今回、

改めてVICHのガイドラインに基づいて新たに申請を受けという、そういう理解でいいんで

しょうか。その辺のところがポジティブリストが正式に残留基準になって、そこの関係が

よく私は理解できなかったんですけれども、私の質問がよくわかっていないでしょうか。 

○事務局 おっしゃるとおりです。基準値がMRLが設定されたときに既に承認されていて、

かなり厳しい基準で休薬期間を設定していたと。今回、試験をやり直したら基準値が昔は

ゼロ残留だったのがMRLが設定されていた、上に上がっておりますので当然、休薬期間も

短くなると、そういう形になったということでございます。 

○鬼武委員 わかりました。ということは、こういう形で今までかなりゼロ残留というこ
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とで決めていたものからすると、こういうふうな薬剤がほかにも申請が上がってくるとい

う理解でいいんでしょうか。 

○事務局 可能性としては、そういうものが上がってくる可能性はございます。 

○鬼武委員 それは農水省から言うのではなく、メーカーが気づいたときに上がってくる

という受け身の形でというか、そういうような形になるんでしょうか。要するに、今回、

気がついたというのも結構、時間がかかっているような気がしたので、その辺の規制のあ

り方の部分と休薬期間が変わるのか、ポジティブリストが正式になった部分とか、その関

係がよく私は理解できなかったので、何度聞いたか、そこの部分なんです。 

○事務局 VICHのガイドラインに基づきまして、残留試験等は実施しなければならないの

で、メーカーも簡単にはできないということになります。今回はデータをそろえることが

できたから、使用基準の改正要望という形で上げてきたという形になります。そういった

ことがなかなかできませんので、そう簡単には上がってこないという形になっております。 

○鬼武委員 わかりました。 

○下田部会長 よろしいでしょうか。 

 ほかにいかがでしょうか。越久田先生、どうぞ。 

○越久田委員 使用禁止期間というので略と書いてありますね。その下にこの文章、47日

間と４日間、４日間が変更されたということですけれども、食用に供するための47日間と

食用に供するための前４日間はどういう表現なんでしょうか、理解できないんですけれど

も、私は。 

○事務局 表が見えにくくて申しわけなかったんですが、動物用医薬品の使用対象動物と

いう欄に牛と豚が書いてありまして、47日というのは牛のお話で４日間というのは豚のお

話と、こういう仕組みになってございます。 

○下田部会長 よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。特にないようでしたら、ご承認して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、それでよろしいでしょうか、先生方。 

 それでは、ご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

りがとうございます。 

○下田部会長 次は、審議事項（４）の動物用抗生物質医薬品基準の廃止について、事務
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局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、４番目、動物用抗生物質医薬品基準の廃止について説明させていた

だきたいと思います。画面のほうは動物用抗生物質医薬品に関する今後の対応方針案とい

うものが示されておるかと思いますので、これに基づいて説明させていただきたいと思い

ます。 

 冒頭で申しわけないんですが、この資料の６ページ目、文字化けを起こしておりまして、

まず、訂正させていただきたいと思います。１行目のところが別添という文字が化けてお

ります。それから、３行目のところが「抄」という文字をつけておったんですが、これが

化けておりますので、おわびして訂正させていただきます。 

 最初の資料から説明させていただきたいと思います。動物用抗生物質医薬品基準を廃止

するという件でございますけれども、まず、最初に現在の動物用抗生物質医薬品基準の現

状と課題ということについて説明させていただきたいと思います。動物用抗生物質医薬品

については、昔は全ロット国家検定というものをやっておったんですけれども、それをや

めていくという段階で抗生物質医薬品の品質をどう担保するかということで、医薬品医療

機器等法第42条第１項の規定に基づく保健衛生上、特別の注意を要する医薬品というふう

に位置づけまして、その製法、品質、性状、貯法等の基準をつくったと、それが動物用抗

生物質医薬品基準ということになるわけでございます。 

 ここに42条基準というものを表示させていただいておりますけれども、これはいわゆる

製剤基準というもので、保健衛生上の特別の注意を要する医薬品についてつくるというこ

とになってございます。この基準は、製造販売等に対して罰則の適用がある強制基準とい

う形になっておりまして、具体的に申しますと、動物用抗生物質医薬品基準に適合しない

医薬品は製造販売等ができないと、こういう仕組みになってございます。極めて強力な基

準ということでございました。 

 具体的にどういう基準かというのは、さっきの動物用抗生物質医薬品基準になるわけで

すけれども、全部を説明しますと大変なことになりますので、簡単に説明させていただき

ますけれども、動物用抗生物質医薬品、ここに目次を示しておりますけれども、全ての動

物用抗生物質医薬品基準はここに収載されるという形になっておりまして、製剤の品質規

格書という形になっております。成分、剤型ごとに規格とか試験法を規定しているという

ものでございまして、具体的には確認試験とか、定量試験とか、それから、物によっては

水分とか、無菌試験とか、そういったものを採用しているという形です。試験方法は定量
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試験ですとバイオアッセイ、円筒平板法なんかを広く採用してきたもので、若干、時代的

には古いものになってございます。 

 各条のほうを見ていただきたいと思いますけれども、具体的には医薬品の一つの例とし

てアプラマイシン硫酸塩と書いてありますけれども、この製剤について確認試験法を決め

ているという形になります。そのほかに規格として力価が何％の範囲、それから、この場

合は水分ですが、乾燥減量法で決めているという形になっておりまして、それから、下は

試験法を書いてあるという形になります。見ていただいたらわかるとおり、決めている項

目は非常に少なくて、ミニマムリクワイアメント、つまり、最低限度の基準という形の基

準になってございます。 

 もとに戻りまして説明させていただきます。（２）のところをご覧ください。一方、抗

生物質医薬品については精製技術の進歩というものが進みまして、純度の高い抗生物質が

製造されるようになったことに加えまして、平成３年からは製造管理や品質管理の基準、

いわゆるGMPでございます、それから、平成13年には製造販売業者における品質管理基準、

GQPというものが導入されまして、今では製造から出荷までを管理する体制が整備されて

いるという状況でございます。また、当所における収去検査においても、不良な抗生物質

の薬品流通が認められなくなっているという状況でございまして、これらのことから抗生

物質医薬品を他の化学合成による医薬品と区別して、保健衛生上、特別の注意を要する医

薬品として強制規格である動物用抗生物質医薬品基準を維持する意義というのは、極めて

乏しくなっているという現状でございます。 

 今後の対応でございますけれども、１番目としまして動物用抗生物質医薬品基準という

ものを廃止することとするということとしたいと思います。それから、廃止に伴いまして、

この基準に定める常用標準抗生物質については当所から動物医薬品検査所標準製剤配布規

程に基づいて配布しておったわけですけれども、その配布を中止するということにしたい

というふうに考えております。 

 廃止したらどういうことになるかということを考察した部分でございます。廃止による

効果等、（１）で今後、承認申請される抗生物質医薬品でございますけれども、多くの後

発医薬品というのは、この基準に従って規格を定めているわけでございますけれども、廃

止後は原薬メーカーとか、それから、日本薬局方等に基づいて各社が有する設備とか機器

及び最新の分析技術等に基づき、医薬品ごとにより適切な規格設定が可能となるというふ

うに考えております。それから、新薬につきましてはこの基準に新たに規格を定める必要



 46 

がなくなるということで、承認までの期間の短縮が期待できるというふうに考えてござい

ます。 

 それから、（２）でございます。既に承認された抗生物質医薬品でございますけれども、

多くのものがこの基準を引用して申請書を作成しているわけでございますけれども、当然

のことながら、申請書の記載整備が必要というふうになります。ただし、実質的に承認内

容が変更になるというわけではございませんので、他の事項変更とか軽微変更の届け出の

ときに合わせて記載整備を行うということにして、製造販売業者の負担をなくすというこ

ととしております。また、規格変更等を行う場合、この基準の改正が不要になるため、よ

り適切な規格へ変更する際の手続が簡素化されるのではないかなというふうに思っており

ます。 

 それから、（３）でございます。抗生物質医薬品の品質の担保でございますけれども、

現状と課題の冒頭でご説明しましたように、GMPとかGQPといったものの制度によって品質

の担保に問題はないというふうに考えております。また、抗生物質医薬品以外の動物用医

薬品と同様に承認審査の段階におきましても、品質等を確認してまいるということとした

いと考えております。 

 それから、最後に標準品の問題でございます。常用標準抗生物質の配布を中止するとい

うことを申しますけれども、他の公的機関から配布されている標準品が入手可能でありま

す。したがって、ほとんどの標準品は代替可能というふうになってございます。一部、代

替可能でない標準品については、各社が規格を定めた標準品を使用することが可能となる

というふうに考えております。当所においても力価等の評定を依頼検査として受けること

ができるというふうにも考えてございます。 

 なお、抗生物質の力価や単位の定義につきましては、各社で違う単位を使われると困り

ますので、統一を図るという必要がございますので、当所のホームページ等で公表してい

くことを現在、検討しているところでございます。 

 今後の予定ですが、当部会で承認が得られましたら、分科会に上程していきたいという

ふうに思っております。 

 以上でございます。審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○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ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたし

ます。いかがでしょうか。鬼武先生、どうぞ。 
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○鬼武委員 提案自体には特に異論は私はありませんけれども、今後の予定のところであ

と薬事審議会にかけて、パブリックコメントを求めることになっているんですけれども、

それを受けてどこか審議会にはかかる予定になっているんですか、それとも、事務局のほ

うでそれはやるんでしょうか。 

○事務局 パブリックコメントの内容次第ではございますけれども、特に大きな問題がな

ければ事務局で処理するという形になるかと思います。 

○鬼武委員 わかりました。 

○下田部会長 それでよろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。越久田先生、どうぞ。 

○越久田委員 基本的なことでお教えいただきたいんですけれども、規格ということはど

こまでの部分を規格と定める、あるいはそれぞれのものによって規格というものは違うと

思うんですけれども、どうなんでしょうか。 

○事務局 規格検査法の動抗基の中に規格のお話じゃなくて、一般的な医薬品の規格とし

ての。 

○越久田委員 僕が理解しているのは、一般としての規格という表現なんですけれども、

それを極端に言えば自由化させるというふうな意味合いで捉えてよろしいんでしょうかと

いう。 

○事務局 自由化というほどのことではございませんけれども、医薬品についてはそれぞ

れ特徴がございますので、剤型に基づく規格とか、それから、成分に基づく規格とか、い

ろいろなものが設定されてまいります。それは日本薬局方なんかを見ると明らかになって

ございますので、そういったものに準拠して今は規格を定めているところでございまして、

今後、抗生物質についてもほかの一般的な医薬品と同様に規格を設定していくという形に

なろうかと思います。現在、動抗基に収載しています規格というのは、必要最低限のもの

でございまして、承認上は必ずしもこれにとどまることではなくて、例えば製剤の色であ

るとか、そういったことも性状という形で設定していたりします。 

○下田部会長 ほかにいかがでしょうか。 

 特にないようでしたらご承認いただいたということでよろしいでしょうか、先生方。 

○事務局 ありがとうございます。 

 原案どおり、薬事分科会に上程させていただきます。 

○下田部会長 審議事項はこれで終了いたしましたので、報告事項の議事に入ります。 
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 報告事項（１）動物用体外診断用医薬品の承認の可否について、事務局から説明をお願

いいたします。 

○事務局 それでは、資料７を使ってご説明いたします。画面のほうは資料７番になって

ございますでしょうか。それでは、説明いたします。 

 こちらは販売名、CoCoMo-BLV検出キット、申請者名、株式会社理研ジェネシスでござい

ます。こちらから申請のありました動物用体外診断用医薬品でございます。 

 本キットは、牛白血病プロウイルスの検出を目的としたもので、原理にはリアルタイム

PCRを利用してございます。なお、販売名のCoCoMo-BLVのCoCoMoはプライマーを作成した

ときのアルゴリズムの名称、BLVは牛白血病ウイルスを意味してございます。 

 ４、成分及び分量でございます。（１）としてプライマー、（２）プローブ、（３）指示

陽性対照、（４）指示陰性対照から構成されてございます。 

 続いて、PDFの４ページの図を使って使用方法をご説明いたします。使用方法ですが、

牛の血液から抽出したゲノムDNA中に含まれる牛白血病プロウイルスをリアルタイムPCRで

増幅いたします。この図は横軸にサイクル数、縦軸にPCR産物量を示したものでございま

す。赤い曲線が指示陽性対照希釈液の増幅曲線でございます。サンプル中に指示陽性対照

希釈液よりも多くの牛白血病プロウイルスが含まれている場合、この赤い曲線よりも左側

に曲線があらわれます。本キットでは指示陽性対照希釈液よりも左側を陽性、右側を陰性

と定性的に判定する方法を採用してございます。 

 ５ページ目、６、使用目的ですが、牛血液から抽出したゲノムDNAにおける牛白血病プ

ロウイルスの検出でございます。 

 ７、動物用生物学的製剤調査会審議結果でございますが、平成27年７月９日に測定項目

または原理が新しいものとしてご審議いただき、承認を可とし動物用医薬品等部会に報告

して差し支えないとの結果をいただいてございます。 

 続いて、使用上の注意でございます。一般的注意の③をご覧ください。ここには検出限

界が50コピーであり、診断の際に注意すべき性能の限界に関する事項が記載されてござい

ます。また、次のページの上の⑥各リアルタイムPCR装置における指示陽性対照希釈液及

び指示陰性対照のCt値でございますが、こちらにはリアルタイム装置ごとの指示対照希釈

液の試験場件に関する事項が記載されてございます。そのほか、PCRを行う際に注意すべ

き事項が記載されてございます。 

 以上、ご報告となります。 
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○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ご質問等がありましたらお願いいたします。津田先生、お

願いします。 

○津田委員 一つだけ聞かせてください。このキットでは陽性と陰性を分けるようになっ

ているんですけれども、根拠となる50コピーというのはどういうふうな根拠なんでしょう

か。 

○事務局 こちらでご説明いたしました50コピーの根拠に関する資料は、本日の資料では

ついてございませんが、調査会の資料でついてございまして、50コピー以下になってくる

と、PCRの反応のぶれなどが大きくて、陽性になったり、陰性になったりするということ

で、機械上の性能として50コピー以上を設定してございます。 

○下田部会長 津田先生、いかがでしょうか。 

○津田委員 出るか、出ないかだと思ったんだけれども、どういうあれかな。 

○事務局 補足して申し上げますと、50コピーだとほかの検査法と比べたときに陽性一致

率が多くて、その半分の25コピーになるとかなりばらついてくるので、50コピーを限界と

したという根拠でございます。 

○津田委員 聞きたかったのは、この50コピーというのは何かゴールデンスタンダードが

あって、それに合わせて設定されたのか、それとも、PCRの中で独自につくられたのか、

そこを聞きたかったんですけれども。 

○下田部会長 いかがでしょうか。 

○事務局 タカラのキットがこの診断薬ではございませんが、それと比較して一致率の高

いところで50コピーと決めました。 

○下田部会長 よろしいですか、それで。 

 ほかにいかがでしょうか。特にないようでしたらご承認いただいたということでよろし

いでしょうか。 

 それでは、ご承認いただいたものと認めます。 

 続きまして、報告事項（２）の動物用医薬品の諮問・承認状況について、事務局からご

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.12の資料をお手元にご用意ください。紙の資料

でございます。黒でNo.12と書かれた１枚紙の資料でございます。よろしいでしょうか。

横向きになっております横版の資料でございます。 
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 それでは、ご説明を申し上げます。前回の当部会は平成27年６月４日でございましたが、

それから本日までの間の動物用医薬品の諮問・承認状況についてご報告を申し上げます。 

 まず、諮問状況でございますが、現在、諮問されております品目は本日、ご審議いただ

きました４品目でございます。スタートバック、共立製薬株式会社、バックスオンIBD-CA、

ワクチノーバ株式会社、アントリンR10･Al、共立製薬株式会社、プロジンク、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、以上、４品目でございます。諮問年月

日はいずれも平成27年８月31日でございます。 

 続きまして裏面でございますが、承認状況でございます。本期間中に承認されましたも

ので、調査会審議以上のものについてご説明を申し上げます。 

 まず、一つ目、一般関係でございますが、プロナミドＥ散１％でございます。こちらに

つきましては後日、申請者のほうから名称を変更したいとの申し出がありまして、この名

前になっておりますが、ご審議いただきましたときにはプロナミド散１％となっておりま

した。Ｅが後ほど入っております。申請者はDSファーマアニマルヘルス株式会社、有効成

分はモサプリドクエン酸塩、効能効果は馬で便秘疝における消化管機能低下の改善でござ

います。平成27年６月16日に承認しております。 

 続きまして二つ目、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。有効

成分はフィプロニル、(S)-メトプレン、プラジクアンテル、エプリノメクチンの４剤の配

合剤でございます。効能効果は猫の犬糸状虫の寄生予防、ノミ及びマダニの駆除、ノミ卵

のふ化阻害及びノミ幼虫の変態阻害によるノミ寄生予防、回虫（猫回虫）、鉤虫（猫鉤

虫）及び条虫（瓜実条虫、猫条虫、多包条虫）の駆除でございます。平成27年７月13日付

で承認しております。 

 三つ目、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

パン株式会社でございます。有効成分はマバコキシブ、効能効果は犬で１カ月を超える治

療を要する変形性関節症に伴う炎症及び疼痛の緩和でございます。平成27年７月13日付で

承認しております。 

 続きまして、アドボケート猫用、バイエル薬品株式会社でございます。有効成分はイミ

ダクロプリド、モキシデクチンを有効成分とするスポットオン製剤でございますが、効能

効果は猫で犬糸状虫症の予防の効能追加のものでございます。こちらは平成27年７月21日

に承認しております。 

 続きまして、ネクスガード スペクトラ11.3、同22.5、同45、同90及び同180、メリア
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ル・ジャパン株式会社でございます。有効成分はアフォキソラネル及びミルベマイシンオ

キシムの２剤の合剤でございます。経口の製剤でございますが、効能効果は犬で犬糸状虫

の寄生予防、回虫（犬回虫、犬小回虫）、鉤虫（犬鉤虫）及び鞭虫（犬鞭虫）の駆除でご

ざいます。承認月日は平成27年８月20日でございます。 

 以上、ご報告を申し上げます。 

○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ご質問等があればお願いいたします。いかがでしょうか。

先生方、よろしいでしょうか。 

 それでは、ご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す。 

○下田部会長 続きまして、その他の議事に入ります。 

 （１）の動物用医薬品の承認審査等手続の見直しについて、事務局から説明をお願いい

たします。 

○事務局 消費・安全局畜水産安全管理課の関谷と申します。よろしくお願いいたします。 

 当日配布資料のNo.13の資料をご覧いただければと思います。 

 動物用医薬品の承認審査等手続の見直しということで、農林水産省、動物医薬品検査所

としましては、安全で有効な動物用医薬品を早く現場に届けていきたいということで、い

ろいろな承認審査手続とか、資料の見直し等も進めさせていただいております。そういっ

た中で、今回、ご相談させていただくのは、食用動物に使用する動物用医薬品の承認審査

等手続の見直しということになります。 

 この資料の日付が平成27年７月９日になってございますのは、これまで各調査会でご説

明をさせていただいていまして、一番最初の生物学的製剤調査会の日付が７月９日だった

ということで、そうなっております。 

 この資料の１番、現状及び課題に書いてございますけれども、食用動物に使用される動

物用医薬品の承認審査に関しましては、平成15年に食品安全基本法あるいは当時の薬事法

の改正がございまして、農林水産省で有効性、安全性のご審議をいただいた後に食品健康

影響評価、これは食品安全委員会、それから、生産物への残留性に関する確認、これは厚

生労働省でということで、それらの手続を経て承認されるという制度になっております。 

 それぞれの省庁における手続というのは、これまで直線的に行っておりまして、農水省

の方で終わった後に食品安全委員会に諮問をして、食品安全委員会の評価が終わった後に
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厚生労働省で残留について審議をすると、そういった形で直線的に行ってきております。

これが承認申請から承認までの期間が長期化する一つの要因ともなってきております。こ

の点について効率化できないかということで、動物薬の製造販売業者さんのみならず、生

産者、農家の方々からも強い要望がございます。 

 ２として見直しの方向性ということで書いてございますけれども、まず、一つ目として

は、それぞれの３府省、農水省、食品安全委員会、厚生労働省、それぞれの審査、今、直

線的に行われているもの、これをできる限り同時並行的に進めていきたいと考えておりま

す。まず、承認申請を受理しましたら、それぞれの審議とか評価で必要な資料が整ってい

ることが確認でき次第、速やかに食品安全委員会あるいは厚生労働省に諮問をして、同時

並行的に進めていきたいと、また、（２）に書いてございますけれども、臨床試験（治

験）ですけれども、これは動物用医薬品の開発の最終段階で行われる試験でございますが、

これを承認申請後に後から提出するということも認めていくということで、そのことによ

って審査の開始が早まるという効果があるかと思います。 

 １枚めくっていただきますと、今の２点の見直しのイメージとして図を作ってございま

すが、現行の手続は直線的に一つが終われば、次にバトンタッチしていくというような形

で行われております。ここは目安ですけれども、申請後、おおむね４～６年ということが

書いてありますけれども、農水省の審議が終わってからもかなり長期間、かかっていると

いう状況です。 

 それを下の変更後の手続（イメージ）とありますけれども、それぞれのものを並行的に

進めるということによりまして、全体の期間を短縮していきたいと、そういった見直しを

考えております。また、一番下のところに書いてありますけれども、治験データは申請後

の提出も可能とするということで、事務局の審査のスタートをなるべく早くできるように

という見直しとなっております。基本的には、当部会の先生方にご審議いただく内容に関

しては、特に変わることはありませんが、それぞれの機関で審査等が並行的に進みますの

で、事務局の方でお互いに情報交換をしまして、お互いの状況を見ながらそれぞれ進めて

いくということになろうかと思います。 

 続いて、もとの１ページ目に戻っていただきまして、もう一つ見直しの方向性の（３）

でございますけれども、これまでも治験に使用する動物の休薬期間の設定については、農

水省が妥当性を確認して治験を実施してきたんですけれども、ここの安全確保を強化する

ということで、まず、関係の３府省、食安委、厚労省、農水でその手順を明確化するとい
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うこと、それから、農水省が行う妥当性確認の手続を見直したいと考えております。 

 具体的には別紙２にございます。１枚めくっていただきまして横の表がございます。治

験に当たりましては、医薬品医療機器等法に基づきまして、治験の実施に関する基準が定

められておりまして、これが１に書かれているGCP省令というのがあります。これで必要

な措置を決めております。左側が現在の管理措置で、右側が変更後ということですけれど

も、２番のところを見ていただきますと、現在の規定の内容は、治験薬が残留している生

産物が食用に供されないための必要な措置をしないさいとなっております。 

 これを踏まえまして、残留しないように十分長い休薬期間を設定して行っているわけで

すけれども、ここが現在は食品衛生法上、ポジティブリスト制度が導入をされております

ので、食品衛生法の規定、規格基準に合わせる形をとりまして、右側のように治験薬の使

用により人の健康を損なうおそれのある生産物が食用に供されないための必要な措置をし

なさいということで、具体的には食品衛生法、ポジティブリスト制度に適合するように休

薬期間を設定していく措置をとるということに変更したいと考えております。 

 ３番に関しましては、農水省が治験を行おうとする動物薬の製造販売業者から治験届と

いうものを出していただきまして、その届け出の内容で休薬期間の妥当性を確認しており

ますが、届け出が必要となるものは今までは新しい有効成分とか、あるいは効能効果の対

象となる動物が異なる場合、牛で使っていたものを豚で使いますとかという、そういうも

のに関して届け出をしていただいていましたけれども、今後は食用動物を使用して行う試

験に関しては、原則、届け出の対象にして妥当性のある休薬期間が設定されているかどう

か等を確認するということを考えております。 

 一番最後のページにございます図は、治験に用いる食用動物の休薬期間の設定の考え方

を示しておりますけれども、大きく分けて、①、②となっていますが、①のところで治験

薬の成分が次のいずれかということで、食品衛生法上の対象外物質とか、あるいはワクチ

ン等であれば設定しないことが可能、あるいはワクチンであればと畜場法のほうの指導で、

ワクチンを接種してから20日間はと畜場に出さないでくださいというような指導がござい

ますので、そういったものは考慮した上で決定をしていく。残留基準がある成分に関しま

しては、もちろん、残留基準がありますので、残留基準を下回るまでの十分なまでの期間

を設定する。 

 基準を設定していないもの、②のほうですけれども、残留基準が未設定のものに関して

は、抗菌性物質については食品衛生法上、含有してはならないという規定がございますの
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で、組織中で検出されなくなるまでということで、これまでどおり、十分な休薬期間を設

定する、あるいは抗菌性物質以外であれば、食品衛生法上は一律基準0.01ppmというのが

設定をされておりまして、基本的には組織中で検出されなくなるまでの期間に基づいて設

定をする必要があるかと思いますが、ここに書いてありますような条件が国際機関等で

0.01ppm以上のMRLが決まっているとか、あるいはADIが0.03μg／kg／日以上、これは一律

基準0.01ppmの根拠となっておりますので、それ以上のADIが設定されている場合、には一

律基準を下回るまでの十分な休薬期間をとるというような取り扱いで食品衛生法の現在の

規格に合わせるということに、変更したいと考えております。そして、農水省がきちんと

管理措置を講じることを確認した上で、治験を実施していただくということになります。 

 １ページ目に戻っていただきまして、今後のスケジュールと書いてありますけれども、

薬食審の動物用医薬品等部会でご説明いたしました後に、関係省令及び通知を改正すると

いう手続になります。あわせて厚生労働省あるいは食品安全委員会と連携をしまして、そ

れぞれの機関での説明、報告等をしていきたいと考えております。 

 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○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ご質問があればお願いいたします。鬼武先生、どうぞ。 

○鬼武委員 最後の休薬期間の設定の考え方で、私はここに書いてある説明で理解できな

かった部分があるんですけれども、動物用医薬品の場合は例えば一律基準よりか低いホル

モン剤のように、そもそも、MRLが低いものがありますよね。そういう場合は、ここに書

いてある適用は、ここに書いてあるMRL0.01以上の場合ということで、MRLがかなり小さい

ものについてはこういう形ではないという理解でいいんでしょうか。そういうものがあれ

ばということ。 

○事務局 MRLが低いものの場合には、もちろん、それを考慮します。 

○鬼武委員 それ以下ということですね。わかりました。 

 それともう１点は、今回の改正自体は事務局が考えているのは、別紙１にあるように直

線的にやるやり方自体がかなり時間がかかっているということで、いわゆる同時並行的に

やる部分と、ただし、食品健康影響リスク評価の部分と、それを受けて残留基準について

はその後にやるという、そこについてはその順番なんですか。 

○事務局 そうです。MRLを設定するときにはADIが必要ですので、ADIが設定されないと

検討できないということになりますが、場合によっては既にADIが決まっているものもあ
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るので、そのような場合には厚生労働省で検討を並行して始められるものもあるのかなと

は思います。それが別紙１のイメージ図の点線で示しているところで、残留基準の審議を、

指しています。 

○鬼武委員 わかりました。食品安全基本法が入ったときのそもそものルールと、それか

ら、いわゆるリスクアナリシスの考え方でいくと、まず、リスク管理機関側が最初のいろ

んな資料をそろえて、それから、評価のほうにいって、それがまた、今度、管理のほうに

戻ってくるという、そのルールのところは変わらないということでいいわけですね。 

○事務局 そうです。治験のデータを後から出していただくことを認めるとしても、基本

的には治験のデータというのは対象動物における有効性、安全性を見る試験ですので、そ

こは直接的には食品安全委員会の評価とか、あるいは厚労省の残留の評価には影響しない

と思われます。ですので、原則は変えないということになります。 

○鬼武委員 あともう二つですけれども、一つは、これは法律的には例えばパブリックコ

メントとか、そういうことを聞く必要があるのか、ないのかということと、それとあとも

う１点は、私はこのやり方自体は変えてみて、早くなることはいいことだと思うんですけ

れども、何年かしたときに、いわゆる今までのやり方と、今回、変えたやり方によってど

れぐらい進捗が変わったかというか、そういう報告はぜひやっていただきたいと、最後の

ところは要望であります。 

 以上です。 

○事務局 パブリックコメントに関しましては、省令改正等を行いますので、その段階で

させていただきます。それから、効果が本当にあったかどうかは、然るべきタイミングで

ご報告をさせていただきたいと思います。 

○下田部会長 ほかにいかがでしょうか。山田先生、どうぞ。 

○山田委員 調査会のときに気がつかなかったんですけれども、見直しの方向性の２番目

のやつで治験の資料は後出しでもいいと、実際、今までは全部、そろって出てくるわけだ

から、多分、前臨床をやって治験をやって、両方が一致するから承認にいきますよね。こ

れをやった場合に、前臨床の段階で多分、承認に出てきて、実際に治験をやってみたらこ

けちゃうよというのがどのぐらいあるのかが全く不明だと思うんですけれども、そこはほ

とんどないという見込でよろしいんでしょうか。だから、審査が始まっちゃって、ふたを

あけてみたら後出しが出てこないような事態が起こるようなことというのは、余り想定し

なくていいんでしょうか。 
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○事務局 具体的な数値は持ち合わせていませんが、治験までには基礎的なデータは全て

とってありまして、そこまで進んだものが全く承認までいかないとか、あるいは治験の中

で全く否定されてしまうというようなことは、それほどはないのではないかと思っており

ます。ただ、可能性はゼロではないので、そういった場合には若干の差し戻しというか、

再度ご審議ということはあり得ると思いますが、少なくともこの薬食審の審議会でご審議

いただくときには、基本的には治験データもそろった形で最終判断をしていただくという

ことは変わらないと思いますので、途中段階で結論を出していただくということにはなら

ないかと思います。 

○下田部会長 よろしいでしょうか。 

 あと、いかがでしょうか。手島先生、お願いいたします。 

○手島委員 確認なんですけれども、別紙１の一番下の右側のほうに注意として、食安委

の評価後に治験を開始する場合は審査期間がさらに延長とあるんですが、これはADIがま

だ決められていなくて、MRLがその後に決められた後で休薬期間のための治験を行う場合

には、審査期間がさらに延長というふうに理解してよろしいんでしょうか。 

○事務局 治験自体は残留試験とはまた別なので、残留を見るということではないのです

が、この記載の意味は新しい成分などでADIがまだ決められていないような成分の治験を

行う場合に、先ほどご説明したような治験動物の休薬期間を設定するためにADIを先に設

定をして、それを確認した後に治験を実施したいというようなこともあり得るかと思われ

ますので、そういった場合には期間の延長が想定されるという意味でございます。 

○下田部会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ご承認いただいたということで。 

○事務局 ありがとうございます。 

○下田部会長 続きまして、（２）希少疾病を対象とする動物用医薬品の臨床試験の見直

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 それでは、当日配布資料No.14の資料をお手元にご用意ください。 

 希少疾病を対象とする動物用医薬品の臨床試験の見直し（案）でございます。申しわけ

ございません、上のほうの日付が７月27日になっておりますが、これは案を事務局内で取

りまとめた日でございまして、本日付、９月２日付の案としてご覧いただければと思いま

す。申しわけございません。 

 現状及び課題のところでございますが、発生が少ない疾病、いわゆる希少疾病というも
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のが世の中にございます。発生自体は非常にまれではありますけれども、それに対して治

療が必要であるというような症例でございます。そういったものに対する動物用医薬品と

いうのも、恐らくニーズとしてはあるというのだろうというふうに考えられるんですが、

しかしながら、いざ、動物用医薬品として開発するとなりますと多額の開発経費がかかる

わけでございます。それを製薬会社は製造販売をして、それを回収するわけでございます

けれども、なかなか、市場規模が小さいと、それだけの開発費はかけられないというよう

な事情がございます。製造販売業者にとっての負担が非常に大きいと、こういったことか

ら開発が進まない、そういう希少疾病に対する医薬品というのはなかなか上市されること

はないというのが現状でございます。 

 その中でも、製造販売業者にとって負担が重いのは臨床試験でございます。効能効果の

対象となる疾病の発生がそもそも少ないものでございますので、臨床試験をなかなか効率

よく進めることができないというような事情がございます。そういったところから、希少

疾病を対象とするような動物用医薬品に関しては、臨床試験に関して何らかの措置を講じ

るというような要望が実は製造販売業者のほうからもございました。 

 現状でございますけれども、下に（＊１）としてありますけれども、こちらが今、施行

されています局長通知でございますが、この中でアンダーラインのところがございますけ

れども、原則として牛、馬等でございますと60頭以上、60症例とお考えいただいていいか

と思いますけれども、60症例以上、家禽相当の場合には200羽、200症例以上ということで

症例数を求めております。この60頭というような症例数の根拠でございますけれども、こ

れは最低限、見なければいけないというふうに考えました安全性に関するデータがとれる

最低限の数字として、これを制定したという経緯がございます。 

 この症例数に関しまして、今般、見直しということで考えたわけでございますけれども、

希少疾病を対象とするような動物用医薬品に関しては、有効性に関しては非常にまれな症

例を相手にするということがございますけれども、恐らくはほかに対象とする薬がないも

のですから、絶対評価として例えば無投薬もしくはプラセボを対象とするとか、そういっ

た非常に有効性に関してはクリアカットな結果が出るような、そういう試験が組まれるこ

とが予想されますので、恐らくはこの被験薬群よりも、少なくとも恐らく有効性に関する

評価は、出る可能性があるというふうに考えられるわけでございます。しかしながら、安

全性に関しましては確率上、非常に低い有害事象等を検出するという観点から、60症例と

いう症例数を削るというのは本来難しいものでございます。 
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 それに対しまして次のページでございますけれども、安全性の観点から必要な症例数と

いう考え方でございますけれども、それをカバーするために承認までに臨床試験で60症例

まで満たなかった場合でございますけれども、そういった場合、症例数の不足分を再審査

期間中に改めて製造販売後臨床試験を行って補うということを主として考えております。

その成績により、安全性の評価を行うということを考えております。 

 続きまして、どのような医薬品でもこれを適用していいかというと、恐らくそうでもな

いだろうということで、対象とする医薬品に関して考えております。まず、フルオロキノ

ロン系等の合成抗菌剤もしくは第三世代以降のセファロスポリン等に関しましては、現在、

人の医療上、極めて重要視されているという観点から、任意選択薬としての位置づけを行

っておるところでございますけれども、このようなものに関しては慎重使用の観点がござ

いますので、本見直しの対象から除外するというふうに考えております。また、現在の案

でございますけれども、感染症の発生予防等に用いられます生物学的製剤に関しては、一

応、現状の案としては本見直しの対象から除外してよろしいのではないかというふうに考

えておるところでございます。 

 しかしながら、本考え方、生物学的製剤に関しましては、実はこの案に関しまして事務

局のほうで案を取りまとめました経緯から、生物学的製剤調査会に関してはまだご意見を

いただいていない状況でございます。そのことから、生物学的製剤調査会でのご意見を踏

まえまして、現時点では生物学的製剤については見直しの対象外とするというようなこと

で考えておりますけれども、生物学的製剤調査会からのご意見を受けまして、改めてここ

につきましては検討させていただければというふうに考えております。あくまで生物学的

製剤については除外ということは、現時点の案としてお考えいただければと思います。 

 このような状況を踏まえまして、見直しの内容でございますけれども、原則として統計

学的に有効性評価が可能な症例数を満たしていれば、その症例数にこだわらずに承認申請

を可能として構わないというようことで見直し案を考えております。ただし、安全性に関

しては、不足分については後ほど安全性について再度、評価をするという旨をうたってい

るものでございます。ただし、安全性に関して十分な評価がないまま、製造販売を行うと

いうような懸念というのは残るものでございますので、それを使用するに当たりましては

使用上の注意等に十分に観察をすること、副作用が認められた場合等に関しては、十分な

措置等について使用者に注意喚起をするということを求めたいというふうに考えておりま

す。 



 59 

 なお、これをもちましても再審査期間中に副作用が頻発するというようなことになりま

したら、それに対しましては副作用報告等を受けまして法68条の10に基づくような副作用

報告等に基づいて、再評価調査会を中心といたしまして、速やかな措置を講じたいという

ふうに考えているところでございます。 

 ２枚めくっていただきまして、５ページ目のところに、その詳細につきましてＱ＆Ａ

（案）ということで少し考え方をまとめておるところでございます。 

 まず、問１というところでございますけれども、具体的にどのような条件を満たせば、

発生が少ないというふうに言えるのかということでございます。これにつきましては目安

としているものはございますけれども、年間の使用量がおよそ5,000頭に満たないと推測

される動物用医薬品というふうなことを示しております。これはおおよその目安というこ

とで提示したものでございますので、きっちり5,000頭でなければというふうな形ではご

ざいませんけれども、おおよその目安として、これぐらいの年間の使用量というふうにお

考えいただければというふうに思います。こういったことで提示をさせていただていると

ころでございます。 

 また、問２のほうについて、使用上の注意について記載すべき事項ということでござい

ますけれども、これにつきましては先ほど申し上げたように、使用後の安全性に対して懸

念が残るものでございますので、使用後の十分な観察ですとか、副作用発生時の対応につ

いて十分な注意喚起をしていただきたいという旨でございます。 

 具体的な通知の改正の内容につきましては、その前の別紙にありますけれども、新旧対

照表にありますけれども、こちらのほうをご覧いただければと思います。こういったこと

で措置を講じることを検討したものでございます。 

 ご意見等がございましたら賜ればと思います。よろしくお願いいたします。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に対してご質問等があればお願いいたします。関崎先生、ど

うぞ。 

○関崎委員 想定される希少疾病ですとか、医薬品ですとか、そういうものがあって、例

えばメーカー側から要望が複数寄せられたとか、そういうことで考えていることなんでし

ょうか。 

○事務局 特に具体的な何か案件があって、これを決めたというわけではございません。

一般的に動物のほうでも少ない症例の疾病というのはあるということで、それに開発を全
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体的に促進するという観点から作成したものでございます。 

○関崎委員 逆に、こちらから開発を促す土台づくりをしたいという、そういう話ですか。 

○事務局 あと、一般的な状況として特殊な疾病を想定しているというよりも、希少動物、

余りいない動物だとどうしても症例が集まらないというようなこともあるので、日本だと

緬羊やヤギなんてほとんどいませんですし、そういうところにおけるものというのは、な

かなか、開発が進まないというようなこともあります。そういうのも5,000例の中では整

理されていくのであろうと思います。 

○下田部会長 よろしいでしょうか。 

 ほかにいかがでしょうか。鬼武先生、どうぞ。 

○鬼武委員 この見直し（案）自体に特に異論はありませんけれども、仮にですけれども、

こういう希少薬を当該の動物に使って重篤になったり、死亡するという事故が起こった場

合に生産する側というか、使った人、要するに最終的にそういう場合は、責任は使った人

の責任になるんですか。法律的にというか、これは誰の責任にもならないということにな

るんですか。一方で促進することはいいんですけれども、仮に大きな事故が起こった場合

は、法律的には誰が責任をとることになるんですか。 

○下田部会長 事務局、いかがですか。 

○事務局 ひとえにご使用いただく獣医師の判断によるわけでございますけれども、責任

ということでありますと、使う側と使われる使用者との合意のもとで使われるというのが

原則かなというふうに思います。希少疾病ということで、ほかに代替の治療手段がないと

いうような現状が恐らく想定されますので、それを勘案いたしまして果たしてリスクをと

るのか、それとも治療のほうのベネフィットをとるのかという、そういう判断を獣医師の

側でしていただいて、お使いいただくものになるかと思います。 

○事務局 ただ、おっしゃるように具体的な審査の中で、使用上の注意にどこまで、どう

書くかをやっておかないといけないですね。 

○鬼武委員 結局、使ったはいいが、事故が起こったときに誰の責任だとなって中途半端

な、わかりませんけれども、法的に訴えるようなこともあったら、それを懸念したんです

けれども、すみません、参考にしていただければ、特段、大きなことなので。 

○下田部会長 西川先生、どうぞ。 

○西川委員 希少疾病という言葉の問題ですけれども、人ですと遺伝的な背景を持った、

そういう症例を指すのがほとんどだと思うのですが、年間の症例数だけで希少疾病という
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規定をしてしまうと、流行があるかないかによって大分違ってくると思うんですけれども、

そのあたりはいかがなんですか。 

○事務局 検討させてください。人のほうは薬事法にも規定があって希少疾病の定義もあ

って取り扱いも違う、それと今回のはあくまでもなかなか開発が進まないものを開発して

いこうと。ただ、言葉が全く一緒だと誤解してしまう。そういうことだと思いますので、

そこは考えたいと思います。 

○下田部会長 ほかにいかがでしょうか。越久田先生、どうぞ。 

○越久田委員 この想定の中に、以前に人の医薬品で動物に適用した場合に、要するに動

物薬としてないものを使うという形と同じ意味合いにとれるんじゃないかと。というのは、

どうしてもこの薬をこの子に使わなければいけないんだけれども、動物薬がないという場

合は獣医医師の判断のもとで、適用外使用という言葉を使ってやるんですけれども、それ

も一つの想定の中に入っているわけでしょうか。 

○事務局 越久田委員がおっしゃっていらっしゃるのは、以前に出しました転用の医薬品

に関するお話かと思います。あちらのほうは、実は希少疾病とは全く正反対と申しますか、

人用の医薬品を動物の臨床現場で完全に一般的に周知の事項といいますか、一般的な知見

として広く汎用されているというものに関して、改めて動物用医薬品の承認をとる場合の

措置でございまして、今回の場合はそもそも疾患とか、対象動物それ自体が数が非常に少

ないということを想定しておりますので、若干、対象とする内容は違っているのかなとい

うふうに考えます。 

○下田部会長 ほか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、ご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す。 

○下田部会長 続きまして、（４）「ボプリバ」の用法及び用量の一部修正について、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No.15をお手元にご用意ください。「ボプリバ」の用法

及び用量の一部修正についてということでご報告を申し上げます。 

 経緯でございますけれども、こちらのほうはゾエティス・ジャパン株式会社より申請中

のボプリバでございます。有効成分は、2-10-性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁体等の

ジフテリアトキソイド結合物でございますが、本部会におきましては平成26年12月３日に

承認を可としてご審議をいただいたものでございます。現在は食品安全委員会に諮問して
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審議中でございます。この食品安全委員会での検討の中で、この品目の概要についてご覧

いただいた際に、用法及び用量の正確な意味がわかりにくいのではないかというご意見を

いただいきました。そこで、それを受けまして事務局として申請者との間で検討いたしま

して、若干、記載を修整をしたいというふうに考えまして、今回、ご報告を申し上げたも

のでございます。 

 具体的な内容は、裏面の新旧対照表のほうを見ていただければと思いますが、用法及び

用量と使用上の注意に書かれているものでございますが、実は雌牛のほうのけが等を防ぐ

ために発情を抑制するための製剤でございます。そのために性成熟前後に関しまして、こ

れを投与して発情を抑える薬なのでございますけれども、最初、答申時は少なくとも３週

間隔で２回、頸部皮下に１回１mLを投与する、２回目の投与は発情行動の抑制を予定する

２週間前に行うこと、ただし、初発情を抑制する場合には、１、２回目の投与を各４～13、

５から14カ月齢を目途に行う必要があるとの記載でございました。 

 これが簡単に申し上げますと、一番最初に性成熟して初発情を抑える場合には、４～13、

５～14カ月齢という、こういうめどに２回打ちを行って、あと、周期的にくる発情に関し

ては、その２週間前に投与を行うという、そういうような使い方なのでございますけれど

も、それが少しこの記載ではわかりにくいということで、変更案でございますけれども、

性成熟前あるいは性成熟後の雌牛の頸部皮下に１mLずつ３週以上の間隔で２回投与する。

初発情を抑制する場合には、１、２回目の投与をおのおの４～13、５～14カ月齢を目途に

行う必要がある、なお、それ以降の２回目の投与は、発情行動の抑制を予定する２週間前

に行うこと、それの後に使用上の注意に今までありました、その後の追加投与は、発情行

動の抑制を予定する２週間前に１mLを１回頸部皮下に行うことということを入れたもので

ございます。 

 このように少し用法及び用量のほうをご承認を可として結果をいただいたものでござい

ますけれども、少し変更させていただければというふうに考えたものでございます。 

 以上でございます。 

○下田部会長 ありがとうございます。 

 ただいまの説明につきましてご質問があればお願いいたします。いかがでしょうか。関

崎先生、どうぞ。 

○関崎委員 少なくともをなくして３週以上となっているんですけれども、３週以上のな

ら幾らでもよいになっちゃって、もう少し３週から何週までとかという範囲を入れたほう



 63 

が親切かなと思うんですが、これは３週以上なら４週でも５週でも、６週でも10週でもに

なってしまうと思うんですけれども、常識的にはそれはないと思いますが、次の初発情の

ところではちゃんと４～13とかときちんと書いてあるのでいかがでしょうか。 

○下田部会長 事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 ありがとうございます。それでは、こちらにつきましては確認をしまして範囲

を書けるようであれば、それを検討したいと思います。ありがとうございます。 

○下田部会長 岩田先生、どうぞ。 

○岩田委員 変更案ってよくわからないところがあるんですけれども、２回投与する１回

目と２回目の投与はそれぞれ何々月齢になると書いてあるんですけれども、その次の２回

目の投与というのは、ここでいう、１、２回目の投与と２回目の投与のことを言っている

んですか、それとも、その後の追加投与は発情抑制の２週間前にすると書いてあるんです

けれども、その後の投与というのとその前にある２回目の投与というのは別のものなんで

すか。 

○事務局 おっしゃるとおりで、２回と何度も出てくるんですけれども、なお以下の後の

２回目というのは、その後のことなんですよね。私も今、見て同じことを思っていまして。 

○岩田委員 そうすると、なお以下の２回目の投与の文章は要らないということになるん

ですか。 

○事務局 それか、次回の発情を抑制するためにはというようなことなので、２回という

言葉を使っちゃうと前の２回とおっしゃるとおり混乱するので工夫させて。 

○岩田委員 もう一度、考えていただいたほうがいいかもしれない。よろしくお願いしま

す。 

○下田部会長 ほかにいかがでしょうか。特にないようでしたら、変更するということで

ご了承いただいたということでよろしいでしょうか。 

 それでは、変更ということを前提にご了承いただいたというふうにさせていただきます。 

 続きまして最後ですかね、オンシオール錠５mg、同10mg、同20mg及び同40mgの使用上の

注意の変更について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 申しわけございません、その前に１題抜けておりまして、スピノサドのほうを

先にご説明させていただいてよろしいでしょうか。 

○下田部会長 申しわけありません。抜けてしまいました。（３）のスピノサドを有効成

分とする畜舎噴霧剤の使用基準案の訂正について、これからお願いいたします。 
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○事務局 それでは、パソコンの中に入っておりますものでございますけれども、資料８

のスピノサドを有効成分とする畜舎噴霧剤に係る使用規制省令の訂正というところでござ

います。こちらのほうをあけていただければと思います。 

 よろしいでしょうか、それでは、開いておりますスピノサドを有効成分とする畜舎噴霧

剤の使用基準の訂正というものでございます。問題となりました製剤でございますけれど

も、スピノサドを有効成分とする畜舎噴霧剤で製剤名はエコノサドというもので、申請者

は日本イーライリリー株式会社でございます。こちらは畜舎噴霧剤でございますけれども、

鶏舎内のワクモの駆除に使う目的で申請されているものでございます。本剤につきまして

はスピノサドといたしまして使用基準を決めまして、さきにありましたように使用規制省

令に関する案を当部会でご審議をいただきまして、ご了承いただいたところでございます。 

 実は、この有効成分でありますスピノサドでございますけれども、発酵由来の抗生物質

の異性体の混合物なんでございますけれども、主たる異性体は真ん中にありますけれども、

アンダーラインを引いておりますところ、スピノシンＡ及びスピノシンＤと呼ばれるもの

でございます。しかしながら、これ以外にも派生成分、類縁体が多数、まじったような状

態のものが原薬として使われているものでございます。 

 これに関しまして、次の使用基準の省令の一部改正案ということで、訂正前、訂正後と

いうことで新旧対照表をつけておりますけれども、承認申請書の成分分量欄のところにも

関係をすることでございますけれども、実はスピノサド、訂正前のところで成分及び分量

は本剤100mL中49.85gというふうに書いておりましたが、実は本来であればスピノシンＡ

とＤを活性成分として計算するものでございますので、そういうところでございますが、

実は49.85というのはその他全ての活性成分を合わせた形で計算をしてしまったものでご

ざいました。正しくは左のほうにあります訂正後にありますが、ＡとＤで計算をいたしま

すと、100mL中48gになるのが正しいということが判明いたしました。 

 よりまして、使用規制省令の案もこれに伴いまして用法及び用量が若干、変わってまい

りまして、ケージの底面積１m2当たりの散布量といたしまして2.1gとして規定していたも

のが、正しくは２g以下の量を噴霧するというふうなものが正しいということが判明いた

しました。したがいまして、若干、ご承認いただいたものと異なってまいりますけれども、

こういったように正しく訂正をさせていただければというふうに思いまして、ご報告させ

ていただいたものでございます。 

 なお、スピノシンＡとＤを有効成分とするという考え方でございますけれども、本剤の
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申請前にスピノサドを有効成分とする製剤については既に既承認のものがございまして、

そちらのほうも同様にＡとＤの量で含量を規定するように承認をしております。 

 以上、訂正をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○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ご質問等があればお願いいたします。 

 いかがでしょうか。訂正するということでよろしいでしょうか。 

 それでは、ご了承いただい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。 

○下田部会長 今度が最後です。（５）のオンシオール錠５mg、同10mg、同20mg及び同

40mgの使用上の注意の変更について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、お手元に当日配布資料、紙のほうでございますが、No.16をご用意

ください。動物用医薬品の使用上の注意の変更に関する相談概要票ということでございま

す。 

 対象となります品目名は、オンシオール錠５mg、同10mg、同20mg及び同40mg、承認を持

っており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１錠中、ロベナコキシブを各量、含有する錠剤でございます。効能効果は犬の慢性骨関

節疾患に伴う疼痛及び炎症の緩和でございまして、いわゆるNSAIDsと呼ばれるような抗炎

症薬でございます。 

 こちらにつきまして、実は今、相談事項としてございますけれども、使用上の注意を変

更するに当たりまして、農林水産省のほうに使用上の注意を変更する旨の届け出をするこ

ととなっておるものでございますけれども、変更する使用上の注意の中に、相談事項とい

うところを見ていただければと思いますが、本剤を反復投与する場合には28日間を限度と

することという制限がついておりました。この使用上の注意の提出されました変更届では、

この制限を外すというような旨の変更届でございました。 

 これにつきましてはデータをもとに、その可否につきまして判断が必要ということで、

事務局のみならず幅広いご意見をいただくという観点から、動物用一般医薬品調査会のほ

うにご相談を申し上げましてご回答いただいた次第でございます。下のほうにありますよ

うに、平成27年４月22日及び８月11日の２回にわたりまして相談をさせていただきました。 

 届出者のほうからは海外での使用実績等を用いまして、28日間によらず、本剤が使用可

能である旨が示されておりまして、これをもとに一般薬調査会のほうにもご相談させてい
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ただいたものでございますけれども、次の２ページ目をめくっていただきまして、対応と

いうところがございますけれども、最初、４月22日にご相談させていただいたときには継

続の相談というふうになりました。その内容につきまして、実は本剤を投与いたしますと

肝酵素値が持続的に上昇するというような、そういう傾向が見られる製剤でございます。

そういったところから、現行の使用上の注意では懸念があるということで、使用上の注意

の修正案を提示していただきたいというような旨のご指摘をいただきました。また、それ

以外にも肝臓の不可逆的な変化が進行する危険性についての情報提供ですとか、あと、肝

障害を判断するための検査についてのご指摘もいただいたところでございます。 

 そういったことから下の対応のところ、４月22日の調査会時ということでございますけ

れども、下の適用上の注意というところで、３～６カ月ごとに定期的に検査を推奨すると

いうような旨が、そもそも調査会にご相談したときの案でございましたけれども、これを

受けまして届出者からは、定期的な調査という間隔を１～２カ月ごとというふうに設定す

るという旨、それと、次のページ、３ページ目の上のほうにございますけれども、追加と

して肝酵素活性の情報が軽度であっても、継続的な場合には肝障害を避けるため、投与中

止を検討することという旨を注意喚起をいたしまして、徐々に上昇して肝臓にダメージを

与えるというような、そういったような症例をいち早く検知いたしまして、適切な処理を

とるということを促したわけでございます。 

 これを受けまして４ページ目でございますけれども、その案をもちまして、おおむね使

用上の注意を変更して差し支えないとのご意見をいただきました。ただし、細かいところ

で適用上の注意で肝酵素値の検査の間隔、これを１～２カ月ごとの検査を例として挙げる

というような旨ですとか、そういった最後の修正をいただきまして、おおむね了承いただ

いたところでございます。このようなことで、使用上の注意の変更届としては事務局のほ

うとして受理した上で、処理させていただければというふうに考えております。以上、一

般薬調査会にご相談させていただいた案件といたしましてご報告を申し上げます。 

 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ご質問等があればお願いいたします。いかがでしょうか。 

 特になければご了承いただいたということでよろしいでしょうか。 

 それでは、ご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す。 
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○下田部会長 これで予定した議事は終了いたしましたけれども、委員の先生方から何か

ありますでしょうか。よろしいですか。 

 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。よろしくお願いいたします。 

○事務局 事前のご連絡をいただきましてどうもありがとうございました。委員の皆様か

らご連絡いただきました結果を取りまとめまして、部会長の出席が可能であり、最も多く

の先生が出席可能な日であります平成27年12月11日、金曜日でございます、この日の午後

の開催とさせていただきたいと考えております。 

○下田部会長 それでは、次回開催予定は平成27年12月11日、金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、本日はご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。 


