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薬事・食品衛生審議会薬事分科会動物用医薬品等部会 

 

                          平成２８年５月３１日（火） 

                          １３：５４～１６：１４ 

                       農林水産省動物医薬品検査所研修室 

 

議 事 次 第 

 

   Ⅰ 開 会 

   Ⅱ 動物医薬品検査所長挨拶 

   Ⅲ 配布資料の確認 

   Ⅳ 議 事 

    【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 

      ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

      ①イトラベット錠25mg及び同75mg 

        （新有効成分含有動物用医薬品） 

        ＊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 

      ②フォルテコールプラスＳ及び同Ｌ 

        （新動物用配合剤） 

        ＊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 

      ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

      ①フォステラＰＲＲＳ 

        （新有効成分含有動物用医薬品及び新効能動物用医薬品） 

        ＊製造販売承認の可否並びに再審査期間の指定 

    （２）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

      ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 



 2

       動物用生物学的製剤基準の各条の一部を改正するもの 

    【報告事項】 

      ①動物用生物由来製品の感染症定期報告について 

      ②動物用医薬品の諮問・承認状況について 

    【その他】 

      ①セフチオフル製剤のリスク管理措置（案） 

      ②薬剤耐性（ＡＭＲ）アクションプランについて 

   Ⅴ 閉 会 
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午後１時５４分開会 

○下田部会長 それでは、ちょっと定刻よりも５分ほど早いんですけれども、出席の先生

方、皆さんおそろいということですので、ただいまから動物用医薬品等部会を開催したい

と思います。 

 初めに、委員の出席状況を確認いたします。 

本日は越久田委員、須永委員、津田委員、中西委員、森川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。出席委員数が現時点で14名であり、成立要件の過半数

を超えていますので、当部会が成立していることをご報告いたします。 

 それでは、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 本日はお忙しい中、また遠路ご参集、お集まりいただき、ありがとうございます。 

 挨拶ということですけれども、２点ほど直近のめぐる情勢と言うんですか、ご紹介させ

ていただきたいと思います。 

 １つは、薬剤耐性のアクションプランでございます。先週の伊勢志摩サミットでも議題

の１つとして取り上げられました。我が国初の薬剤耐性行動計画を本年４月に作成したと

いうことになります。ＷＨＯが１年前に作成して、各国に作成を求めていたというもので

す。その中で、薬剤耐性ということですから、地域を超えて、あるいは動物、ヒトの壁を

超えてということになりますので、ワンワールド・ワンヘルスというのが１つの観点とな

っております。 

その中で、当所は動物のほうの薬剤耐性の調査に関する基幹施設としてアクションプ

ランの中で位置づけられております。 

 今後なんですけれども、今まで日本の動物のサーベイランス、ＪＶＡＲＭという名前つ

けておりますけれども、1999年から立ち上がっておりまして、国際的にも非常に早い段階

から立ち上がっているということで、評価はされているんですが、足りないところが２つ

あるということで、１つはペットです。もう１つは水産です。ともに国際的にもまだほと

んどやられていないので、日本だけがおくれているわけじゃないんですけれども、日本も

この２分野については今後着手していきたいというふうに考えているところです。 

 畜産の世界でいきますと、幸いながら、非常に日本の抗生物質の使用というのはコント

ロールされている状況にはありますけれども、まだＥＵと比べると平均でいって２倍ぐら

いは使っているというような状況もあります。適正に使用するということは、生産資材・

生産コストの低減にもつながるものですので、当所は基幹ラボとして、そしてＯＩＥのコ
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ラボレーティングセンターにもなっておりますので、本件について今後さらにリーダーシ

ップを発揮して対応していきたいということを、この場でご報告させていただきます。 

 もう１点は、熊本地震でございます。人的・経済的には非常に大きな被害が出ておりま

すし、農業関係でも大きな被害が出ている。そういう中で、この業界の中では一般財団法

人化学及血清療法研究所がかなりの被害が出ているというような状況にあります。 

ただ、幸い、会社のほうからも直接ご報告いただきましたけれども、ワクチン供給に

は影響が出ないように、在庫ストック等も含めて、回していける。動物のほうのワクチン

の話。ヒトのほうはちょっとわかりませんけれども。というような状況でございますので、

そこはご安心いただければという状況でございます。 

 いずれにせよ、本日は部会にいろいろ議題はありますけれども、よろしくご審議をいた

だければと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 続きまして、配付資料の確認、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 ４月１日付で、技術指導課長になりました守岡と申します。よろしくお願いし

ます。 

 それでは、座って説明させていただきます。 

 お手元にクリップでとめてある紙資料があるかと思います。そちらをご用意ください。

こちらは１ページ目に今回の部会の議事次第があるんですけれども、その次のページに配

布資料一覧がございます。これに沿って説明させていただきます。 

 まず、配付資料なんですけれども、まず当日配付資料といたしまして、この紙の議事次

第、配付資料一覧、２ページをめくっていただきまして出欠表、座席表、あと、クリアフ

ァイルに入っていますチェックシートがございます。 

 その後、No.６として、動物用医薬品の諮問・承認状況についてという資料がございま

す。 

 その後に、参考資料１として、競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員について

の資料がございます。 

 その後、紙の資料として、参考資料２－１として、薬事分科会審議参加規定がございま

す。また、参考資料２－２、審議参加に関する確認事項、こちらは紙資料として配付させ

ていただきました。 
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 それでは、次に、ＰＣの、パソコン画面の資料の説明をさせていただきます。 

 パソコン画面が開いてない方はいらっしゃいますでしょうか。もしパソコンが見れない

方がいらっしゃいましたら、お知らせください。 

 それでは、説明させていただきます。パソコンの中には、事前送付資料といたしまして、

No.１、イトラベット錠25mg及び同75mg、資料２としまして、フォルテコールプラスＳ及

び同Ｌ、資料番号３としまして、フォステラＰＲＲＳ、資料番号４として、動物用生物学

的製剤基準の一部改正についてというものが内在されております。また、当日配信資料と

しまして、No.５としまして、動物用生物由来製品の感染症定期報告についてというのが

入っております。また、配付資料一覧のほうでは、No.７と資料番号が振っているんです

けれども、パソコンの画面上では資料６としまして、セフチオフル製剤のリスク管理措置

（案）の資料、また、配付資料一覧ではNo.８と番号が振ってあるんですけれども、パソ

コン画面上では資料７としております薬剤耐性（ＡＭＲ）アクションプランについて、こ

ちらの資料が配付されております。 

 もし資料が足らない方いらっしゃいましたら、ご連絡いただきたいと思います。 

 それでは、説明させていただきます。 

 先ほど申し上げましたクリアファイルの中には、動物用医薬品等部会の予定についてと

いう資料を、該当する委員にお配りしています。こちらの資料は平成26年９月に厚生労働

省の旅費規程が一部改正されましたことにより、100km未満の場合の日当が廃止され、交

通費の実費を支給することになっていることから、行きと帰りの経路について文書による

確認をさせていただくことになっておりますので、該当する先生がいらっしゃいましたら

ご記載いただきたいと存じ上げます。 

また、既にご確認いただいている事項とは思いますが、同じくクリアファイル内にあ

ります薬事分科会審議参加の際の注意事項（チェックシート）を再度この場でご確認いた

だき、必要事項をご記入いただき、席に置いてお帰りいただくようお願いいたします。 

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

より影響を受ける企業について説明させていただきます。説明に先立ち、利益相反に関連

した審議参加についてもあわせて説明させていただきます。 

 当日配付参考資料No.２－１の薬事分科会審議参加規程及び当日配付参考資料No.２－２、

審議参加に関する確認事項をお手元にご用意ください。毎回の説明になりますが、資料に

沿って概要をご説明申し上げます。 



 6

 まず初めに、No.２－１についてご説明いたします。 

 薬事分科会審議参加規程には、審議の中立性・公平性の確保のため、委員の任命要件の

ほか、医薬品等の審議及び議決への委員の参加の取り扱いが規定されています。 

 ３ページにあります第５条では、医薬品等の承認、調査審議において、申請資料の著者、

治験実施責任者、製造販売後臨床試験実施責任者、治験担当者、製造販売後臨床試験担当

者、治験調整責任者、治験調整委員会の委員、医学、薬学、獣医学、生物統計学等の専門

家等として申請資料の作成に密接に関与した者、規程ではこれらの方々を申請資料作成関

与者と定義していますが、これらの方が委員である場合には、関係する審議品目の審議開

始の際にその氏名を報告し、また、審議または議決の際に特に必要である場合以外は、ご

退出いただくこととされています。 

 第６条では、申請者からの依頼によらずに作成された資料であって、提出資料として利

用されたものに、著者またはその作成に密接に関与した者として委員が含まれている場合、

関係する審議品目の審議開始の際、その氏名を報告することとされています。また、審議

または議決の際には、特に必要である場合に限り、当該委員はその資料について意見を述

べることができるとされています。 

 第７条では、審議品目と競合することが想定される競合品目、その数を３品目以内とす

るとしていますが、これに係る申請資料の作成に密接に関与した者について、第５条の規

定、申請資料作成関与者の取り扱いの規定を準用するとしています。 

 同じ５ページの中段の第11条では、寄附金・契約金等の定義がなされており、コンサル

タント料・指導料のほか、特許権料・特許権使用料・商標権による報酬、講演・原稿執筆

等の報酬、委員が使い道を決められる寄附金・研究契約金、委員が保有している当該企業

の株式の株式価値などが寄附金・契約金等に含まれるということが定められています。 

 第12条では、この寄附金・契約金等を、委員等本人、配偶者、両親及び子であって、委

員と生計を一にする者が、今年度を含む過去３年度分のうち、審議品目の製販業者または

競合企業からの受取額として、年度当たり500万円を超える額を受け取っている場合、当

該審議品目の審議または議決の間、当該委員にご退出いただくことが定められています。 

 第13条では、その金額が500万円以下である場合は、当該委員が当該審議品目の議決に

加わらないが、意見を述べることができること、さらに、金額が50万円以下の場合は議決

にも加わることができることが定められています。 

 続きまして、当日配付参考資料No.２－２、審議参加に関する確認事項についてご説明
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いたします。 

 １ページの中段に、第11条関係として、先ほどご説明いたしましたもののほかに、寄附

金・契約金等の対象に入るもの、また、学会長の立場で当該学会に対する寄附金等を受け

取った場合の取り扱いについて、さらに詳細が説明されています。 

 また、本年３月25日の薬事分科会において５が追加され、委員会からの寄附金・契約金

等の申告については、事務局を通じて企業に対して確認を求め、必要に応じて補正を行う

こととなりました。 

 なお、事務局が受取額に対する情報を企業とやりとりすることについて、あらかじめ同

意いただけるように、申告の際にご連絡しております。 

 最後に、２ページの上段に、第12条関係として、生計を一にする者とみなす場合の詳細

が説明されています。 

 以上の内容に基づき、審議品目及び競合品目・競合企業に関する資料作成の関与委員、

寄附金・契約金等による審議参加の取り扱いをさせていただいております。 

 それでは、これらの取り扱いに基づく本部会の競合品目・競合企業及び承認資料作成関

与委員について、参考資料１で説明いたします。参考資料１をお手元にご用意ください。 

 まず、１ページをお開きください。 

 申請品目、イトラベット錠25mg及び同75mg、こちら、申請者名はＤＳファーマアニマル

ヘルス株式会社となっております。競合品目１としてマラセブ、競合企業は株式会社キリ

カン洋行。競合品目２としましてセボゾールシャンプー、競合企業は共立製薬株式会社で

す。競合品目３としましてメディダーム、競合企業名は日本全薬工業株式会社となってお

ります。 

 競合品目を選定した理由といたしましては、経口剤で犬のマラセチア皮膚炎を効能及び

効果とする製品や開発中の品目はないが、上記の３製品はシャンプー剤で、当該効能及び

効果を取得している製品である。また、上記の３製品は、申請品目とは有効成分は異なる

が、抗真菌剤を含有していることからも、類似性が認められる。以上から、上記の３製剤

を競合品目と選定したというものです。 

 こちら、２ページ以降につきましては、申請資料作成関与者の資料になっておりますが、

承認申請資料作成関与者等に該当する先生はいらっしゃいませんでした。 

 次に、６ページをお開きください。こちら、フォルテコールプラスＳ、フォルテコール

プラスＬの競合品目・競合企業リストになります。 
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 申請品目、フォルテコールプラスＳ、フォルテコールプラスＬの申請者はエランコジャ

パン株式会社でございます。競合品目１はベトメディン1.25mg、同2.5mg、同５mg、競合

企業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。競合品目２はピモ

ベハート錠1.25、同５、競合企業名は三宝製薬株式会社。競合品目３、アピナック錠６mg、

同12.5mg、同25mg、競合企業名はＤＳファーマアニマルヘルス株式会社でございます。 

 競合品目を選定した理由としましては、申請品目と同一効能を有する品目より、売り上

げ上位、３品目を選定しました。 

 ７ページ以降につきましては、申請資料作成関与委員リストでございます。こちらによ

り、申請資料作成関与委員に該当する方はいらっしゃいませんでした。 

 次に、11ページをごらんください。こちら、フォステラＰＲＲＳの競合品目・競合企業

リストでございます。 

 申請品目、フォステラＰＲＲＳの申請者名はゾエティス・ジャパン株式会社でございま

す。競合品目１はインゲルバックＰＲＲＳ生ワクチン、競合企業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。競合品目２は"京都微研"ピッグウ

インＰＲＲＳ２、競合企業名は株式会社微生物化学研究所でございます。 

 競合品目を選定した理由ですが、本申請品目の用法及び用量は、乾燥ワクチンに添付の

溶解溶液を加えて溶解し、この２mlを１日齢以上の豚の筋肉内に接種するであり、効能及

び効果は、豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス感染による呼吸器症状の軽減、肺病変の軽減

及びウイルス血症の予防です。競合品目１及び２の用法及び用量は、乾燥ワクチンに添付

の溶解溶液を加えて溶解し、この２mlを３～18週齢の豚の筋肉内に接種する、繁殖用雌豚

に対しては、その２mlを交配３～４週間前に筋肉内に接種する、及び乾燥ワクチンに添付

の溶解溶液を加えて溶解し、その２mlを３～18週齢の豚の筋肉内に接種するであり、本申

請品目と類似しております。競合品目１及び２の効能及び効果は、豚繁殖・呼吸障害症候

群ウイルス感染による子豚の生産障害の軽減及び繁殖用雌豚の繁殖成績の改善及び豚繁

殖・呼吸障害症候群ウイルス感染による子豚の生産阻害の軽減であり、本申請品目と異な

っておりますが、いずれも豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス感染に対するワクチンとして

承認を受けている凍結乾燥弱毒生ワクチンであるため、これらを選択しました。 

 次に、12ページ以降は、当該製剤に対する申請資料作成関与委員リストになります。こ

ちらによりますと、申請資料作成関与者等に該当する委員はいらっしゃいませんでした。 

 次に、15ページをお開きください。こちら、動物用生物学的製剤基準の一部改正につい
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て、影響を受ける企業リストでございます。 

 基準名、豚繁殖・呼吸障害症候群生ワクチン。影響を受ける企業はゾエティス・ジャパ

ン株式会社、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、株式会社微生

物化学研究所でございます。 

 次の基準名が、豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症（粗精製トキソイド）、マイコプ

ラズマ・ハイオニューモニエ感染症混合（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）で

ございます。これらの影響を受ける企業は、株式会社科学飼料研究所でございます。 

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

います。 

○下田部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの説明について、何かご質問、ご意見等があればお願いいたしま

す。 

 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、ご了解を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いたします。 

 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た結果、本日の審議につい

て、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 ありがとうございました。 

 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の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、動物用一般医薬品調査会関係の①イトラベット錠25mg及び同75mg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 イトラベット錠25mg及び同75mgは、ＤＳファーマアニマルヘルス株式会社か

ら申請された犬の経口投与剤で、イトラコナゾールを有効成分とし、犬のマラセチア皮膚

炎の治療を効能といたしております。本剤は、平成28年４月27日に開催されました動物用
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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、調査会での審議の結果、本剤は新有効成分含有動物用医薬品であることから、再

審査期間は６年、また、イトラコナゾール原体は劇薬に指定し、製剤は毒劇薬に指定しな

いことが妥当であると判断いたしました。 

 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。 

○事務局 それでは、事務局より品目の概要につきましてご説明申し上げます。 

 それでは、パソコンのほうで、資料１のイトラベット錠の資料をお開きください。お開

きいただきましたら、右上のモードのところを自由モードから聴講者モードの方にお切り

かえいただけますでしょうか。現在、ちょっと一度めくりましたけれども、本品目の審議

経過票のほうがお手元に表示されているかと思います。動いておりますでしょうか。ちょ

っとこちらがページをめくったりしておりますが、大丈夫でしょうか。もし不具合等ござ

いましたら、また事務局のほうまでお申し出いただけますよう、お願いいたします。 

 それでは、ご説明させていただきます。 

 本剤は、ただいま河上委員よりもご紹介いただきましたが、ＤＳファーマアニマルヘル

ス株式会社から申請されましたイトラベット錠25mg及び同75mgでございます。 

 主剤といたしましては、イトラコナゾールをそれぞれ25mg及び75mg含有する製剤でござ

います。 

 用法・用量は、犬に体重１kg当たりイトラコナゾールとして５mgを基準量とし、１日１

回、食直後に14日～21日間、経口投与するものでございます。 

 効能または効果は、犬のマラセチア皮膚炎でございます。有効菌種としては、マラセチ

ア・パチデルマチスが挙げられております。 

 それでは、概要のほうにまいります。 

 本剤の有効成分でありますイトラコナゾールは、既にヒト用医薬品として広く使われて

いるものでございます。一番上のほう、Ⅰ－１－１のところにございますけれども、1980

年代、ヤンセン社で合成された製剤でございまして、国内においても臨床試験が行われま

して、1993年にヒト用医薬品として承認をされております。効能または効果は、内臓、深

在性真菌症及び表在性真菌症に主に使われております。最近では爪白癬などにも向けて広

く使われているものでございます。 

 有効成分でありますイトラコナゾールでございますけれども、その下、薬理作用の概要
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のところの真ん中あたりにございますけれども、多くのトリアゾール系の抗真菌薬と同様

に、真菌細胞膜のエルゴステロール、細胞膜の生合成の合成阻害を主な作用としていると

言われております。このようなことで広く真核生物の真菌に対して有効性を発揮するもの

でございます。 

 続きまして、このページ、一番下の開発の経緯のところでございますけれども、ご存じ

のとおり、犬に関しましてはマラセチア皮膚炎というのは広く蔓延している疾患でござい

ます。これまでのところ、やはり主な対策といたしましては、シャンプー製剤によりまし

て皮膚を洗浄して、清潔に保つ。また、余分な皮脂等を落として、清潔に保つということ

が第一とされてきているところでございます。しかしながら、真菌症の感染を伴う本疾患

に伴いましては、やはり抗真菌薬を使う場面もあるというふうに聞いております。今のと

ころ承認されているものは、シャンプー剤の中に抗真菌薬を含有するものが承認されてお

りますので、そちらが主に使われております。そのほか、経口剤が必要となる局面におき

ましては、ヒト用の製剤を転用してお使いになっていらっしゃるという、そういった情報

を聞いております。 

 続きまして、本剤の開発の経緯でございますけれども、当初は、本申請におきましては、

マラセチアを原因菌とします外耳炎につきましても承認申請をされておりました。しかし

ながら、事務局による審査の結果、マラセチアの外耳炎につきましては、臨床試験におき

ましてあらかじめ定められました有効性の評価基準をクリアすることができておりません

でしたので、こちらのほうにつきましては効能・効果から削除するよう、事務局のほうか

ら申請者に伝えまして、申請者のほうが本効能・効果につきましては削除に応じたもので

ございます。 

 続きまして、このページ、一番下のところぐらいでございますけれども、イトラベット

錠の特徴ということでございますけれども、本剤、有効成分含量は25mgと75mgでございま

すけれども、これまで恐らく臨床の現場でお使いいただいたときには、ヒト用の50mg錠、

100mg錠がヒト用製剤として承認されておりますので、こちらをお使いになっていらっし

ゃったのではないかというふうに思います。こちらのほうはやはり動物用としては少し含

量が大きめで、使いにくいということもあったかと思います。それに対しまして、動物医

薬として開発するに当たりまして、細かな投与ができるような設定とされております。 

 また、ヒト用医薬品のイトリゾールのカプセルが、本有効成分が先発製剤になるんです

けれども、こちらのほうはカプセル剤になっておりまして、やはり投与量を調整するとき
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は、カプセルの上で再度計量するというような手間がございまして、動物のほうとしては

扱いにくいものであったというふうにされております。 

 疾病の発生状況等、こちらのほうにございますけれども、やはり犬種によってある程度

の偏りがあるというふうには考えられますけれども、季節的なものも含めまして、現在に

おきましても非常に多発しているということが記載されております。 

 こちらの疾病に対する対応状況でございますけれども、先ほど申し上げましたように、

このⅠ－４の真ん中あたりにございますけれども、現在承認されておりますのは、類薬で

ございますミコナゾール等を含有いたしましたシャンプー剤でございまして、こちらのほ

うが広く使われているものでございます。こちらのほうに既承認のマラセチア皮膚炎の治

療薬が挙げられておりますけれども、一番下とその上が現在承認されております動物用医

薬品でございまして、いずれもやはりミコナゾールを含有するシャンプー剤でございます。 

 以上のような経緯を持ちます本剤でございますけれども、一番最後のところでございま

すが、添付資料といたしまして、本剤は有効成分といたしまして、動物用としては初めて

の成分となりますので、起源または開発の経緯のほか、毒性試験、その他定められます項

目全ての資料が添付されておりまして、申請されたものでございます。この中の代表的な

データといたしまして、臨床試験につきましてご説明申し上げます。 

 こちらのほうが臨床試験の概要でございます。本品目の臨床試験は2014年２月から本邦

33機関を組み入れまして、多施設共同治験として行われております。治験の手法といたし

ましては、単群で、対照群は設けられておりません。その理由といたしましては、やはり

プラセボ群を置くということがなかなか難しい現実があるということと、本剤の類薬とい

たしましては、動物薬としては承認されていないということから、単群で行われておりま

す。 

 対象疾患は、犬、マラセチア皮膚炎でございますが、投与方法、一番下でございますけ

れども、本剤、治験薬を５mg/kg、承認申請の用量で投与いたしまして、14日間、食直後、

直ちに投与して行われております。また、追加投与が必要とされた場合には、21日間を上

限として投与が継続されております。 

 上から２番目でございますけれども、有効性の評価方法でございますけれども、治験開

始時７日目、14日目及び最終投与後１日から２日後、21日間が投与上限でございますけれ

ども、その１日から２日後でございますけれども、このときに皮膚病変の項目につきまし

て、臨床スコアをとりまして、そのスコアの改善率で評価をしております。改善率70％以



 13

上を有効といたしまして、この有効率が70％以上であった場合、本剤は有効というふうに

判断しております。 

 試験の結果でございますけれども、有効性の結果というところでございますが、基本的

な評価点であります14日目の臨床スコアでございますけれども、平均では67.5％、有効率

は53.2％でございました。14日目以降の追加投与が行われた場合には、平均74.9％の有効

率が得られております。最終的な評価の有効率は71.7％でございまして、評価基準をクリ

アしております。 

 その次の続きます文章のほうに、先ほどご紹介させていただきましたマラセチア、そう

いう外耳炎につきましての記載がございますけれども、こちらのほうはやはり最終評価の

有効率は66.7％でございまして、基準と設定いたしました70％を超えることはできません

でした。 

 続きまして、その下、安全性の結果でございますけれども、本剤投与群のうち、９症例

で有害事象が認められております。そのうち本剤との関連性が否定できないと考えられた

有害事象は５症例でございます。こちらのほうにつきましては、そちらのほう、続いた記

載がございますけれども、見られた症状は全て消化器系の症状でございました。これらの

有害事象を精査いたしました結果、本剤の使用上の注意等、その旨を情報提供する必要が

ございましたけれども、本剤の有効性及び安全性の評価において、承認に影響するという

ものとは判断されませんでした。 

 最初のページへ戻りますが、以上のような事務局の審査を経まして、本年４月27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た。その結果、

７番の下、（１）から（３）までのご指摘をいただきまして、事前調査審議を終了し、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。 

 いただきましたご指摘でございますけれども、（１）、（２）につきましては、記載上の

記載整備にかかわることでございまして、こちらのほうは申請者よりご指摘に従いまして

整備をする旨の回答を得ております。 

 続きまして、（３）番でございますけれども、この表のうちの（３）のところをごらん

いただければと思いますけれども、臨床試験におきまして、除外基準について、臨床現場

ではアレルギー性皮膚炎とマラセチア皮膚炎の併発症例があるにもかかわらず、アレルギ

ー等が疾患の主因である症例を組み入れないこととした理由を概要書に記載することとい

うご指摘をいただきました。確かに、ご指摘をいただいた趣旨でございますけれども、や
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はり臨床症例におきましては、アレルギーを主因とするものであっても、マラセチアの感

染を伴った皮膚疾患ということは、往々にして見かける症例であるというふうに理解して

おります。そういった疾患について、本剤を臨床試験に組み入れなかった理由でございま

すけれども、主たる要因は、やはり臨床試験ということで、本剤の有効性をきちんと評価

をする必要がある。そういったことから、評価の観点から、臨床試験においては、よりマ

ラセチアの感染が主因とされるような症例の疾患を選択したということでございます。し

たがいまして、決して本剤を臨床適応するに当たりまして、アレルギー疾患を併発してい

る症例を排除するというものではございません。 

 以上のような回答を申請者から得ております。こちらのほうにつきましては、調査会の

先生方にもご了解をいただいているところでございます。 

 なお、本剤につきましては、先ほど河上委員からご紹介いただきましたが、再審査期間

は６年とされております。また、原薬等の毒劇薬の指定についてでございますけれども、

本剤有効成分は既にヒト用医薬品として承認されているものでございます。そちらのほう

で原薬は既に劇薬に指定されていること、また、製剤につきましては、１個当たり200mg

以下のものにつきましては劇薬とはされておりません。このことから、本申請につきまし

ては、原薬は劇薬に指定し、製剤は毒劇薬に指定しないことが相当とのご判断をいただき

ました。 

 事務局からのご説明は以上でございます。 

よろしくご審議お願いします。 

○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。 

 特にないようですので、ご了解いただいたということにさせていただいてよろしいでし

ょうか。 

 それでは、ご了解いただいたということで、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。 

○事務局 ありがとうございます。それでは、本申請につきましては、承認を可とし、薬

事分科会に報告させていただきます。 

 なお、再審査期間は、新有効成分含有医薬品ということで６年間とし、イトラコナゾー
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ル原体は劇薬に指定、製剤を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フォルテコールプラ

スＳ及び同Ｌ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、

河上委員からご説明をお願いいたします。 

○河上委員 フォルテコールプラスＳ及び同Ｌは、ノバルティスアニマルヘルス株式会社、

現在のエランコジャパン株式会社でありますが、ここから申請されました犬の経口投与剤

で、ベナゼプリル塩酸塩及びピモベンダンを有効成分とし、犬の僧帽弁閉鎖不全による慢

性心不全の症状の改善を効能といたしております。 

 本剤は平成28年４月27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、調査会での審議の結果、本剤は

新動物用配合剤であることから、再審査期間は６年とすること、また、原薬及び製剤は毒

劇薬に指定しないことが妥当であると判断いたしました。 

 詳細に関しましては事務局から説明がございます。 

○事務局 それでは、事務局からご説明申し上げます。 

 ただいまお手元のパソコンのほう、審議経過表のほうが表示されているかと思います。

こちらのほうで資料のほう、切りかえをさせていただきましたけれども、大丈夫でしょう

か。 

 それでは、ご説明申し上げます。本剤は、ただいまご紹介いただきましたとおり、申請

者はノバルティスアニマルヘルス株式会社─現エランコジャパン株式会社でございま

すが─から申請されましたフォルテコールプラスＳ及び同Ｌでございます。 

 有効成分はベナゼプリル塩酸塩とピモベンダンでございまして、この２剤の合剤として

開発されたものでございます。 

 また、用法及び用量は、体重１kg当たり１日量、ベナゼプリル塩酸塩として0.5から１

mg、ピモベンダンとして0.25から0.5mgを１日に２回に分けて、朝夕おおよそ12時間間隔

で経口投与するとのことでございます。 

 効能または効果は、犬の僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全の症状の改善、こちらにつき

ましては、ベナゼプリル塩酸塩及びピモベンダンの各々単剤の効能または効果と同一のも

のでございます。 

 それでは、概要のほうにまいります。 
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 まず、起源または開発の経緯でございますけれども、本剤の申請の効能または効果であ

ります僧帽弁閉鎖不全症による慢性心不全でございますけれども、こちらのほうは、もう

ご説明するまでもないかと思いますけれども、小型犬を中心といたしまして非常に頻発す

る疾患でございます。その僧帽弁閉鎖不全を端緒といたしまして、末期のほうでは慢性心

不全に至るというようなケースがよく知られておるところでございます。 

 この慢性心不全等につきまして、内科的な治療が広く行われているわけでございますけ

れども、それにつきまして、本剤の有効成分は２つであります。ＡＣＥ阻害薬と、また、

カルシウムの感受性増強薬として陽性変力作用を持ち合わせますピモベンダンですが、こ

ちらのほうは各々単剤としては非常に今、臨床現場においては広く用いられているもので

ございます。また、単剤での治療で効果不十分の場合には、これらの薬剤を併用投与する

ということもごく一般的に行われているのが現実でございます。 

 しかしながら、事、犬、猫等の小動物に関しましては、錠剤を毎日１回もしくは２回飲

ませるというのが、飼い主にとっては非常に負担が大きいというのも事実でございます。

ましてやこれが多剤となりますと、なかなか飲ませるのに困難を伴いまして、中にはやは

りアドヒアランスの低下を招くというようなことも報告されていることでございます。 

 そういった状況に対しまして、ある程度のそういった組み合わせによりましては、こう

いった合剤を用いることでその負担を軽減することが可能であるということもよく知られ

ておるものでございます。最近ではヒト用の医薬品でも同じような考え方の合剤というの

が多数承認されまして、使われてきているものでございます。 

 また、この中で、ＡＣＥ阻害薬及びピモベンダンの有効性に関しましては、各々単剤の

承認審査の中で既に明らかとなっているものでございまして、その有効性に関しましては

よく知られているところでございます。 

 また、配合剤としての特徴ということでございますけれども、本剤はＡＣＥインヒビタ

ーと強心薬、ピモベンダンの配合剤でございますけれども、これを含みました併用投与の

有効性という観点では、この（３）の一番最後のほうでございますけれども、今まで主に

報告されているものといたしましては、これに、こちらもよく配合されますが、利尿剤を

足した３剤の併用に関する報告がなされているところでございます。これによりまして、

症状がかなり重篤になってきたようなものでも、ＱＯＬを維持しながら治療を続けていく

というようなことが臨床現場のほうではなされているところでございます。 

 続きまして、外国における使用状況でございます。本剤は、現在までにＥＵ及びオース



 17

トラリアにおいて承認され、使われているところでございます。 

 また、同種同効品でございますけれども、本剤と同様の処方によります合剤は、今のと

ころ我が国ではまだ承認されておりませんで、各々単剤で承認された製剤がございます。

本剤の有効成分でありますベナゼプリルを有効成分としますフォルテコール錠、また、ピ

モベンダンを有効成分とするベトメディンが主な同種同効薬として承認されているところ

でございます。 

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

以上のような申請資料が添付されてきております。起源または開発の経緯、物理的、化学

的試験、製造方法、安定性に関するもの、また、本剤の有効成分、２成分は既に既承認の

ものでございますので、毒性試験に関しましては急性毒性でございますけれども、配合毒

性という観点で毒性試験がされております。 

 また、安全性に関しましては、通常どおりの安全性試験、効力薬理試験、一般薬理試験、

吸収等試験、このほか臨床試験が添付されてきております。このうち、主要な資料でござ

います臨床試験につきまして、少しご説明を申し上げます。 

 こちらのほうは臨床試験の概要でございます。本申請に係ります臨床試験につきまして

は、我が国の獣医臨床機関でございますけれども、施設数としては26機関を組み入れまし

て行われております。 

 用量段階につきましては、本剤は合剤でございますが、単用量で試験を実施されており

ます。 

 その下、群の割りつけでございますけれども、本剤は合剤でございますが、対照薬とい

たしましては、本剤有効成分の単剤を対照群として置いているわけでございますけれども、

実は本剤の対照群のうち─申しわけございません、今、失念いたしましたが、ベナゼ

プリルとピモベンダンのうち、単剤のどちらか一方の用法・用量が１日１回の用法で承認

をとっておりまして、これに対しまして、本剤の用法・用量としまして１日２回を想定し

ていることから、１日２回の投与と１日１回の投与の両方のケースを対照群といたしまし

て、本剤に対しまして単剤２剤を組み合わせたものを対照群といたしまして、この２剤の

投与に対する非劣性という観点で臨床試験を行っております。 

 その下、投与期間と投与回数でございますけれども、投与期間は56日間でございます。

投与方法につきましては、本剤の承認申請の用法・用量に従って投与をしております。 

 その下、観察事項でございますけれども、主要な評価項目といたしましては、この②番
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にございますけれども、臨床スコアがございますけれども、こちらを主要評価項目として

おります。 

 効果の判定基準につきましては、一番下のところにございますが、ＧＣＳを主要評価と

して、副次評価としてほかの被験動物所有者による機能評価スコア等を用いております。

２行目の最後あたりからございますけれども、効果の判定でございますが、有効性の評価

は被験薬群の成績が対照薬のⅠ及びⅡのいずれと比較しても非劣性であった場合に、被験

薬有効と判断しております。 

 その試験結果でございますけれども、結果と考察のところの有効性のところでございま

すけれども、少しちょっと字が込み入っておりますけれども、行頭のところに５）ぐらい

のところがございますけれども、こちらのあたりをちょっとごらんいただければと思いま

すけれども、最終的な解析の結果でございますが、被験薬群の効力は対照薬群Ⅰ及びⅡの

合算に対して非劣性でございました。このことから、最初に設定いたしました本剤の有効

性にかかわる基準はクリアをいたしまして、有効であるというふうに判断されております。 

 また、安全性のところにつきましてでございますが、被験薬のところでも一定の有害事

象が見られておりますけれども、主に被験薬群では17症例、率にしますと50％に有害事象

が認められております。有害事象の内容でございますが、心筋関係の疾患、消化器系、耳、

筋骨格系、神経、呼吸器等に見られております。こちらのほうにつきましては、多くは原

疾患の慢性心不全によるものというふうに判断されておりまして、その他偶発的な症状も

一部まざっていたというふうに判断されております。このようなことから、臨床試験で見

られました有害事象につきましては、本申請の承認の可否に関しましては、特に障害とな

るというふうには判断されませんでした。 

 また、この有害事象の発現頻度のところで少し詳しく見てみますと、こちらの表、分類

のところと被験薬群と書かれた行のところをごらんいただければと思いますが、やはり多

くの有害事象は消化器疾患及び下痢、軟便等の消化器疾患に非常に集中しておりまして、

こちらのほうがやはり大きなものでございますが、本剤を慢性心不全に投与するという上

では、忍容性という意味では問題はないだろうというふうに判断されております。 

 以上のような事務局審査を経まして、こちらも本年４月27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た。実は審議に当たりましては、事務

局審査の上で申請者と意見の一致を見なかった点がございまして、事務局から意見書を調

査会に提出させていただきました。意見書の主な内容は、本剤の申請に伴います臨床試験
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は、先ほどご説明しましたとおり、単剤２つを併用したものを対照群といたしまして本剤

との比較を行っているわけでございます。しかしながら、この併用療法につきましては、

我が国の臨床現場では一般的に併用が行われるというふうには認識はされておりますけれ

ども、承認を行うというのに当たって、その併用療法の有効性に関するエビデンスという

のはこの審査の中では示されていませんで、その併用療法自体が承認に値するものである

のかという点で少し疑問が残りましたので、事務局から意見書を提出させていただいたわ

けでございます。 

 これに対しまして、申請者からは先にご説明いたしました３剤併用の有効性を示す治験

があると、その３剤併用に関します報告があるとのことで、この製剤の製剤設計上は利尿

薬につきましては入れられなかったものの、２剤の合剤として臨床現場へ供給する意義は

あるというような主張がありまして、両方の意見をもちまして一般医薬品調査会におきま

しては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、意見書の内容自体につきましては、この用法・用量に

おきまして２剤を併用して臨床現場のほうで使う場面は恐らくあるであろうというご判断

をいただきました。そのことから、この用量比、配合比で臨床現場で用いる場合におきま

しては、やはり投与の労力等を軽減するという意味は合剤としてあるだろうというご判断

をいただきました。したがいまして、本剤の承認につきましては、承認をして差し支えな

いとのご判断をいただいた次第でございます。 

 なお、こちらのほう、今、表にしているところでございますけれども、審議結果として

いただきました内容といたしまして、４点ほどご指摘をいただきました。 

 まず、１点目でございますけれども、副作用において、頻脈が認められた場合に投与を

中止することというものがございましたけれども、こちらにつきまして、必ずしも頻脈が

認められた場合に投与を中止する必要があるのかというご疑問をいただきました。主にこ

の頻脈は有効成分のうちピモベンダンによるものというふうに推察されるわけでございま

すけれども、それであれば、単純に投与を中止するというのではなくて、単剤の使用に切

りかえて用量を調節するほうが適切ではないかというご指摘でございまして、そちらにつ

きましては、ご指摘に従いまして使用上の注意を変更しております。 

 また、使用上の注意の（２）番としまして、使用上の注意の専門的事項の禁忌の項目と

して、本剤を第一選択としないよう、注意喚起を追加することとのご指摘をいただきまし

た。これにつきまして、次のページでございますけれども、この四角の囲みでございます
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けれども、本剤は２剤の合剤でございますので、最初に診断されてから薬物治療を始める

に当たりましては、単剤からやはり慎重に投与をしていくということが筋道であるという

ことから、この囲みの中にございますように、僧帽弁閉鎖不全による心不全症状の治療に

際しては、ＡＣＥ阻害剤単独での治療が可能な段階においては本剤を第一選択としないこ

ととの使用上の注意を追加する旨が示されております。 

 このほか、あと２つにつきましては、記載の整備にかかわることと思いますけれども、

学術論文の引用の件、また、臨床試験において認められた嘔吐、こちらのほうの比較検討

を概要書に追記するということをご指摘をいただきました。こちらにつきましては、申請

者より、ご指摘に従いまして対応されております。 

 また、審議結果といたしまして、再審査期間は、ご紹介いただきましたように、新配合

剤ということで６年間、また、毒劇薬の指定に関しましては、有効成分２つとも既承認の

ものでございまして、特に毒劇薬に指定されておりませんで、配合毒性等は認められてい

ないことから、本剤につきましても毒劇薬に指定する必要はないものと判断されました。 

 事務局からの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。 

いかがでしょう。 

 西川先生、お願いいたします。 

○西川委員 細かいことになるかもしれませんが、臨床試験の安全性で幾つかの副作用の

事例があったというお話で、その中に消化器とか神経とか、いろんな副作用があったよう

ですけれども、それらの多くは原疾患である僧帽弁閉鎖不全と関連しているというような

ご説明だったのですが、例えば消化器症状というのはどのような関連を考察されているん

ですか。 

○下田部会長 事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 申しわけございません。私の説明、ちょっと誤解を招いたかと思いますけれど

も、消化器症状等につきましては、本剤の投与との因果関係は認められておりません。 

ですが、認めました有害事象に関しまして評価をいたしました結果、承認を不可とす

るまでには至らないというふうに判断されたものでございます。 

○西川委員 結構ですけれども、先ほどの表の中には、まとめて原疾患に関連する可能性
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があるのでみたいな記載があったので、ちょっと気になったので確認しました。 

○下田部会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、ご承認をいただいたということにさせていただいてよろしいで

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、本申請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、ピモベンダン、ベナゼプリ

ル塩酸塩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、動物用生物学的製剤調査会関係の①フォステラＰＲＲＳ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

先生からご説明をお願いいたします。 

○山田委員 フォステラＰＲＲＳは、ゾエティス・ジャパン株式会社から申請されました

豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスを有効成分とする豚の生ワクチンです。 

 本製剤は、平成28年４月14日に開催された動物用生物学的製剤調査会において事前の調

査審議を終了し、本部会に上程されるものです。 

 なお、再審査期間は、新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、事務局からご説明があります。 

よろしくお願いします。 

○事務局 それでは、書棚の資料３番を開いていただきまして、右上の自由というところ

を聴講者でお願いいたします。私のほうが発表者になって、発表いたします。今、私、カ

ーソル、画面を動かしたんですけれども、動いていますでしょうか。 

 それでは、始めたいと思います。 

 ページ、238ページを開きました。こちらの表１－３－１でございます。承認申請製剤

に関する我が国のＰＲＲＳ弱毒生ワクチンの表でございます。これは既に承認されている

ものと今回申請されたものの比較表でございます。一番左側、フォステラＰＲＲＳ、今回

の申請製剤でございます。真ん中と右側は既に承認された製剤でございまして、インゲル

バックＰＲＲＳ生ワクチン、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、
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それと"京都微研"ピッグウインＰＲＲＳ２、株式会社微生物化学研究所の製剤でございま

す。 

 左側の成分及び分量の欄をごらんください。一番左の申請製剤は、豚ＣＤ163遺伝子発

現ハムスター腎臓株化細胞培養弱毒豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスＰ129－ＰＫＣ12－

ＦＬ株でございます。こちらの製造用株ですが、既に承認されているものとは異なった株

が使用されてございます。 

 効能または効果でございます。こちらも既存のものと違いまして、豚繁殖・呼吸障害症

候群ウイルス感染による呼吸器症状の軽減、肺病変の軽減及びウイルス血症の予防でござ

います。それに対して、例えば真ん中なんですけれども、ＰＲＲＳウイルス感染による子

豚の生産阻害の軽減及び繁殖用雌豚の繁殖成績の改善でございます。今回、左側の申請製

剤は、呼吸器症状の軽減することでしたり、ウイルス血症の予防というところに着目した

新しい製剤でございます。 

 また、次の用法及び用量も既存のものと少々違いまして、乾燥ワクチンに添付の溶解用

液を加えて溶解し、その２mlを１日齢以上の豚の筋肉内に接種するでございます。これに

対して、例えば真ん中なんですが、週齢が違いまして、３から18週齢の豚に打つという用

法でございます。 

 この表での説明は以上ですが、口頭でＰＲＲＳ対策でのワクチンに期待されることと、

あと、本ワクチンの特徴についてご説明いたします。 

 ＰＲＲＳ対策では、離乳直後の豚に投与することで、臨床症状の軽減でしたり、ウイル

ス排泄を抑えることによる感染拡大の防止効果がワクチンに期待されてございます。本製

剤に関しましては、製造用株はアメリカで分離された株でございますが、日本でも多く分

離される型であるということ、また、呼吸器症状の軽減でしたりウイルス血症の予防とい

った承認と異なる効能でしたり、あと、生後１日齢の早期免疫に対して有効性・安全性を

有するワクチンとして期待できるということで、本日は新有効成分含有動物用医薬品及び

新効能動物用医薬品としてご審議いただくものでございます。 

 続きまして、こちら、286ページの表２－１－７－２の表をお願いいたします。こちら

は各臓器における定量ＲＴ－ＰＣＲの結果でございます。こちらの表では、ワクチン株の

特徴として、体内動態と排泄、同居感染性について説明いたします。 

 こちらの試験は、ワクチンを３週齢の豚に接種して、投与後、経時的に剖検して、ワク

チン株を分離し、定量ＲＴ－ＰＣＲで評価した成績でございます。表の一番上にございま
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す血清、鼻汁、気管支リンパ節、肺リンパ節、扁桃からの分離が認められてございます。

このように、特に鼻汁でしたり扁桃からウイルスが排泄されるということで、同居感染性

がある製剤でございます。そのため、本剤の使用上の注意として、ウイルス排泄と同居感

染性に関する情報提供が行われてございます。 

 続きまして、363ページの表10－２－１－２、肺病変率でございます。こちらは薬理試

験に関する資料でございます。攻撃試験によって最少有効抗原量を検討した成績でござい

ます。こちらの試験は、３週齢の豚にワクチンを接種し、免疫した４週間後に攻撃を行い

まして、最少有効抗原量を検討してございます。攻撃に用いた株はアメリカで分離された

強毒株でございます。 

 表の一番左側、試験群として、Ｔ01からＴ05までの５群を用意しまして、ワクチンウイ

ルス量を104.5まで振って免疫を攻撃して、肺病変率を評価したものでございます。この結

果、肺病変率は102.2以上、Ｔ03群以上の用量で有意に肺病変を軽減した結果が認められて

ございます。この結果より、最少有効抗原量は102.2ＴＣＩＤ50、また、本剤の効能でござ

いますＰＲＲＳウイルス感染による肺病変の軽減の根拠として、この成績を使用してござ

います。 

 続きまして、389ページの表14－２－１－４、こちらは臨床試験の成績でございます。

各評価対象例数の一覧でございます。臨床試験、３施設で実施予定でございましたが、施

設１の所有者が治験の継続を希望しなかったため、途中で中止となっております。結果的

に、施設２と施設３の２施設で有効性・安全性を評価を行ってございます。この表の一番

下の施設合計をごらんいただくと、有効性及び安全性の評価は、各群60頭ずつを用いて評

価を行っております。対照群には生理食塩水を用いてございます。 

 続きまして、390ページでございます。こちらは表14－２－１－６、臨床徴候総スコア

の結果でございます。こちらは臨床試験の観察期間中、臨床症状のスコアを対照薬群と比

べたものでございます。なお、本臨床試験では、試験期間中にＰＲＲＳの流行が認められ

てございます。 

 表の右上の発咳、そして表の左下の鼻汁、アイパッチ／眼瞼浮腫／結膜炎、チアノーゼ

において、対照群に比べて有意に低い値を示してございました。この結果をもちまして、

本剤の効能でございます呼吸器症状の軽減の根拠としてございます。 

 続きまして、394ページ、表14－２－１－12でございます。こちらはＰＲＲＳウイルス

株別陽性率を確認したものでございます。臨床試験の試験期間中、ウイルス血症をリアル
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タイムＰＣＲで確認した結果でございます。ウイルスが検出された固体の割合を陽性率と

して評価したものでございます。この表の左側、真ん中の野外株の合計の欄でございます

が、被験薬では分離陽性率がゼロ％であったのに対しまして、対照薬では92.1％で、ウイ

ルス血症が抑えられてございます。この結果をもちまして、効能でございますウイルス血

の予防の根拠としてございます。 

 なお、臨床試験及び非臨床試験において、本剤との関連が疑われる安全性上の問題は特

段認められてございませんでした。 

 続きまして、審議経過表の２ページに戻っていただきまして、７番の動物用生物学的製

剤調査会審議結果でございます。こちらの製剤、ことしの４月14日に調査会でご審議いた

だきました結果でございますが、本申請については、以下の事項を条件に、承認の可否に

関する事前の調査審議を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差し支えない、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。この

条件でございますが、その下にございます本剤の効能または効果、ウイルス血症の予防は、

臨床試験成績のみで認められたものであることから、再審査期間中にこの効能または効果

を適切に評価できるように、製造販売後調査を行うことでございます。 

 これに対しまして、申請者からはこの調査を実施する旨回答を得て、本日、上程させて

いただくものでございます。 

 以上、ご審議のほど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、いかがでしょうか。 

 ありませんでしょうか。 

 それでは、特にご意見ないようですので、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、先生方、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。 

○事務局 ありがとうございます。承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。 

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

○下田部会長 それでは、１時間ちょっと過ぎましたので、ここで10分ほど休憩をとりた

いと思いますけれども。あの時計で25分ということにいたしましょうか。３時25分。 
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 では、先生方、どうぞご休憩なさってください。 

午後３時１２分休憩 

午後３時２３分再開 

○下田部会長 それでは、時間になりましたので、続きを行いたいと思います。 

 それでは、次は審議事項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

説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、本棚の資料４の資料を使いましてご説明申し上げます。資料４のほ

うで、もし聴講者を外してしまっていらっしゃる方は、聴講者のほうへお願いいたします。 

 それでは、ご説明いたします。動物用生物学的製剤基準の一部改正についてでございま

す。本日、２題ございます。 

 私のほうでページを２ページ、３ページとめくっておりますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、始めたいと思います。 

 まず、ＰＤＦの５ページを私のほうで開きました。こちらの資料ですが、先ほどご審議

いただきましたフォステラＰＲＲＳの申請に伴いまして、既存の各条であります豚繁殖・

呼吸障害症候群生ワクチンの一部を改正するものでございます。既存の各条は、既承認製

剤で既に作成しておりましたが、今回の申請製剤もこの各条で読み込めるように改正をす

るものでございます。 

 左側が改正案、右側が現行でございます。左側の最初の２の１の２、性状におきまして

は、豚に注射しても病原性または臨床的な異常を示さない性状と、培養細胞として肺胞マ

クロファージで増殖する性能を追加してございます。 

 また、次の２の１の３、継代及び保存では、継代数、その次の２の３の２のウイルスの

培養では、ろ過及び濃縮工程、安定剤添加工程を新たに追加してございます。 

 次の３、試験法でございます。試験法以下でございますが、ページをめくりまして、６

ページの一番最初の下線部にございますように、「ただし、農林水産大臣が特に認めた場

合には、その試験方法とする」との文言を追加して、今回の申請製剤の試験方法も含まれ

るように、最後の規定を改定してございます。そのほかの部分も同じように、今回の申請

製剤が読み込めるように改正するものでございます。 

 続きまして、最後の21ページでございます。豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症（粗

精製トキソイド）、マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症混合（アジュバント加）

不活化ワクチン（シード）でございます。こちらの一部改正を行うものでございます。こ
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ちらは承認された内容の変更手続に伴いまして、基準を修正するものでございます。 

 内容は、付記の４と６の培地成分のうち、牛血清の分量を変更するものでございます。

こちらは、今回手続をしました製剤の申請当時に誤りがございまして、製造記録などを確

認すると、牛血清の分量を６％でしたり10％に調製すると記載されてございましたが、申

請書のほうでは、1,000ml中であったにもかかわらず、申請者は４から６mlとか10から

12mlと誤って申請し、審査側もそれをそのまま承認するとともに、基準にも記載してござ

いました。こちらのミス、申しわけございませんが、今回、修正させていただくものでご

ざいます。 

 以上、ご審議のほど、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、ご質問等があればお願いいたします。

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

すが、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。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、報告事項①につきまして、医薬品医療機器等法第68条の24に

基づく動物用生物由来製品の感染症定期報告について、事務局からご説明お願いいたしま

す。 

○事務局 事務局より、資料５を用いて説明させていただきます。私、今、発表者として

動かしましたが、画面、今、スクロール等をしておりますが、動いておりますでしょうか。 

 では、簡単に資料に基づきまして説明させていただきます。 

 こちらは医薬品医療機器等法第68条の24に基づく生物由来製品に関する感染症定期報告

でございます。生物由来製品の製造販売業者は、副作用の報告とは別に、販売者生物由来

製品等の原料、またその原料によって人または動物に対する感染症が発生していないか、

論文や学会情報等を調査し、その最新の知見に基づいて製品を評価するとともに、農林水

産大臣に毎年報告することとされております。この資料はその報告を取りまとめたもので

ございまして、左から品目名、業者名、出荷数量がございまして、右から３列目の黄色の

カラムございますが、その報告について、全ての製剤につきまして、なしということで報

告がございまして、感染症の報告についてはなかったということで報告がありました。 
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 事務局からの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。 

 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。 

 それでは、ご了承を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、事務局から報告を

お願いいたします。 

○事務局 それでは、紙の資料のほうで黒のNo.６の資料をお手元にご用意ください。ク

リップでとめた束からすると、上から５枚目ぐらいかと思いますけれども、No.６の資料

でございます。 

 それでは、前回の当部会から昨日までの間に動物用医薬品のほうで諮問・承認されたも

のの状況についてご報告申し上げます。 

 まず、諮問状況でございます。現在、薬食審のほうに諮問されている動物用医薬品等は

３品目、いずれも本日ご審議をいただいた製剤でございます。フォステラＰＲＲＳ、ゾエ

ティス・ジャパン株式会社、イトラベット錠25mg及び同75mg、ＤＳファーマアニマルヘル

ス株式会社、フォルテコールプラスＳ及び同Ｌ、ノバルティスアニマルヘルス株式会社で

ございます。いずれも諮問は平成28年５月26日付をもって、薬事・食品衛生審議会に対し

まして諮問を行っております。 

 続きまして、裏のページでございますが、承認状況でございます。この間に承認された

製剤でございますが、調査会審議以上のものについてご紹介申し上げます。 

 まず、１つ目、生物でございますけれども、スタートバック、共立製薬株式会社、効

能・効果は、黄色ブドウ球菌、大腸菌群及びコアグラーゼ陰性ブトウ球菌による臨床型乳

房炎の症状の軽減でございました。こちらのほう、承認は平成28年３月７日付でございま

す。 

 続きまして、２品目目でございますが、ピシバック注レンサα２、同じく共立製薬株式

会社でございます。効能・効果は、ブリ属魚類のα溶血性レンサ球菌症の予防でございま

す。平成28年３月29日付で承認しております。 
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 ３品目は一般関係でございますが、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でございます。こちら効能・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を効能・効果としております。ヒトインスリンの製剤で

ございます。こちらのほう、平成28年４月22日付で承認しております。 

 以上、ご報告申し上げます。 

○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、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

先生方、いかがでしょうか。 

 特にないようですので、ご了承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す。 

○下田部会長 続きまして、その他の議事に入ります。 

 その他、①としまして、薬剤耐性菌に関してのセフチオフル製剤のリスク管理措置

（案）について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 引き続きまして事務局よりご説明させていただきます。 

 今、画面のほうで資料No.７と振ってございます。書棚の中ではNo.６、資料６ですが、

開いていただけていますでしょうか。ごらんになれていますでしょうか。 

 では、資料に基づきまして説明させていただきます。 

 セフチオフル製剤のリスク管理措置（案）としてご説明ですが、１番としまして、セフ

チオフル製剤のリスク評価結果についてでございます。まず、今回ご報告させていただき

ますセフチオフル製剤については、既に牛及び豚用の注射剤が１剤承認されておりまして、

その再審査、さらに、同じメーカーで製造販売業者ですけれども、同じセフチオフルの新

規承認製剤が３剤ございまして、それぞれ平成17年、22年、26年に食品安全基本法に基づ

きまして、薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価を農林水産省から食品安全委員会に依頼

をしました。この全ての製剤をまとめまして、昨年４月に食品安全委員会からの評価結果

が答申されたものでございます。 

 評価結果ですけれども、ハザードとして特定されたものは、セフチオフル耐性のサルモ

ネラと大腸菌でございまして、このハザードのヒトの健康に及ぼすリスクの程度というの

は、サルモネラについては中等度、大腸菌については低度という評価だったところでござ
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います。 

 また、（３）番ですけれども、このセフチオフル製剤につきましては、肉用鶏において、

2008年ごろからになるんですけれども、ＪＶＡＲＭ、薬剤耐性のモニタリングのほうで、

牛と豚のみに承認がある第三世代セファロスポリンであるセフチオフルに対する耐性率が、

鶏の肉用鶏由来の大腸菌で上がってきたという状況がございまして、これを背景等を調査

した結果、承認されていない肉用鶏の種卵への使用というのが確認されたという事実がご

ざいました。この製剤の使用法、鶏への使用については既に中止をされておるんですけれ

ども、この評価の過程におきまして、食品安全委員会よりその他の考察としまして、この

ような使用は厳に慎むべきであり、対象動物以外への使用を防ぐような措置が必要という

ところで、追加の評価として、考察として付記されたところでございます。具体的な記述

内容は下に括弧書きで書いておりますとおりでございます。 

 （４）番ですけれども、動物用の抗菌剤につきましては、平成25年になりますが、「畜

産物生産における動物用抗菌性物質製剤の慎重使用に関する基本的な考え方」、畜水産安

全管理課長通知ですけれども、いわゆる慎重使用のガイドラインというのを出しておりま

して、既にこの評価結果が出る以前から慎重使用の徹底というのを図っているところでご

ざいます。 

 また、このセフチオフル製剤を含みますフルオロキノロン等、いわゆるヒトの医療上重

要なものとされる抗菌剤につきましては、所長通知におきまして、第二次選択薬であるこ

とを直接の容器ですとか添付文書等に表記をするなど、二次選択薬としての使用の徹底を

図ってきたところでございまして、また、耐性菌のモニタリング調査の強化等、製造販売

業者が行う調査等を実施してきているところでございますけれども、食品安全委員会から

のこのような適応外使用を防ぐような措置を講ずるべきという評価結果を踏まえまして、

新たな措置を検討する必要があるということで、今回、管理措置（案）としてご提示する

ものでございます。 

 ２番のセフチオフル製剤のリスク管理措置（案）ですけれども、（１）番は、従来より

とっておりましたリスク管理措置、特に二次選択薬としての使用徹底ですとか、きちんと

一定期間内に効果を判定して、必要に応じて適宜薬剤を変更する等の措置を講じるという

のを引き続き行うとともに、今回のその他の考察を踏まえた措置としまして、添付文書等

の使用上の注意などに、今回のような鶏への使用を厳しく制限する趣旨の記載、詳しい文

言については事務局のほうでまた調整させていただきたいとは存じますが、こういった記
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載をすることで注意喚起を促すとともに、関係団体等を通じまして、このような対象動物

以外の動物への使用をしないよう、周知徹底を図っていきたいというふうに考えておると

ころでございます。 

 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、ご質問等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。 

 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、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。 

○事務局 ありがとうございました。 

○下田部会長 続きまして、②薬剤耐性（ＡＭＲ）アクションプランについて、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

○事務局 引き続きましてご説明させていただきます。 

 ただいま資料No.８と振られたページを開いておりますが、ごらんいただけていますで

しょうか。よろしいでしょうか。 

 では、また資料に基づきましてご説明させていただきます。 

 薬剤耐性アクションプランについてですが、本部会の冒頭、山本所長からもご挨拶でご

説明いただきましたところでございますが、簡単にご説明させていただきますと、薬剤耐

性をめぐる情勢としましては、世界的に薬剤耐性感染症というのが拡大しておりまして、

公衆衛生上、及び社会経済的にも重大な影響を与えているというところ、新規の抗菌性物

質、特にヒトの分野でもそうなんですけれども、新しい物質の開発が近年停滞しておりま

して、耐性菌が選択され続ける一方で、新しい抗菌剤が開発されないということになれば、

やがては抗菌剤での治療ができなくなってしまう、やがては、抗菌剤が発見される前の状

態に戻ってしまうのではないかという、危機感が世界各国で叫ばれているところでござい

ます。 

 国際動向としましては、これも所長からもご紹介いただきましたが、昨年５月にＷＨＯ

の総会で薬剤耐性に対する国際行動計画というのが採択されまして、加盟国に対して２年

以内の各国の行動計画の策定・実行というのが要求されておるところでございます。この

昨年５月のＷＨＯ総会での決定も受けまして、昨年のドイツでのＧ７のエルマウサミット
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でも、薬剤耐性対策を推進するということが一致を宣言で見ましたし、日本が議長国をし

ました先週の伊勢志摩サミットにおいても、薬剤耐性というのが保健課題の重要な議題の

１つとして、伊勢志摩サミットの首脳宣言にもはっきり書かれてございますし、附属書の

ほうにも薬剤耐性対策についてしっかり取り組んでいくということが盛り込まれたところ

でございます。 

 これまで我が国の対応としましては、ヒト医療、畜水産分野、それぞれにおいてサーベ

イランス等で状況を把握、動向監視等、取り組んできたところでございますけれども、Ｗ

ＨＯのアクションプランが策定されたことを踏まえまして、ヒト医療分野、動物分野、環

境等の関係する分野の横断的な取り組みをアクションプランとして策定するという作業を

この春まで続けてきたところでございます。アクションプランの概要につきましては、ま

た改めて後ほどご説明させていただくとしまして、動物分野の薬剤耐性のこれまでの取り

組みというのを簡単に、おさらいとしてご紹介させていただきたいと思います。 

 先生方もご承知と思いますが、動物用医薬品としての抗菌性物質だけでなく、飼料の栄

養成分の有効利用の促進、いわゆる成長促進目的になりますけれども、飼料添加物として

も抗菌剤というのは日本で使っております。この薬剤耐性菌の対策をとるということは、

家畜での抗菌性物質の有効性を確保するという意味でも非常に重要な課題ではあるんです

けれども、一方で、畜産物を介してヒトにこの耐性菌が伝播するという可能性も指摘され

ておるところでございます。そこで、先ほどのセフチオフルの評価というところでも出て

まいりましたが、ＣＯＤＥＸやＯＩＥといった国際基準で定められておりますリスクアナ

リシスの考え方、科学的なリスク評価を行った上で、その評価結果に基づいた管理措置を

とるということを、我が国としてはこれまでも取り組んできているところでございます。 

 具体的にご紹介しますと、まず、動物用医薬品については、要指示医薬品として指定を

しておりますし、その指示を出すに当たっては、必ず獣医師の診察というのが義務づけら

れております。また、一方で、これも先ほどご紹介しましたが、慎重使用に関するガイド

ラインという策定をしておりまして、抗菌剤の慎重使用の徹底・普及啓発というのを続け

ておるところでございます。 

 また、こちらも法令的な措置になりますけれども、対象動物、使用量、使用時期等を基

準として設定して、自由に使えるというものじゃなくて、非常に限定的な使用になるよう

に措置として講じているところでございまして、この評価結果を踏まえて、場合によって

はそのリスクが高いといったものには、家畜への使用を取りやめるというようなことも措
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置として講じることができる体制を整えておるところでございます。 

 この体制を整えるのもそうなんですけれども、きちんと現状を把握するということも重

要な取り組みの１つでして、先ほど来からご説明しておりますＪＶＡＲＭ、薬剤耐性のモ

ニタリングというのは、我が国では1999年からこの動物用医薬品検査所を中心に実施をし

ておるところでございまして、都道府県の皆様方のご協力もいただきながら、実施してい

るところでございます。 

 また、ヒトのほうでもきちんと耐性菌のモニタリングというのは実施されておりますが、

これまで双方のデータのやりとりというのが実施されていなかったところですけれども、

今ではもう既にヒト用医療分野のモニタリング調査とのデータ相互利用等も進めておりま

して、その成果の１つとしまして、このグラフでもございますとおり、これは大腸菌の例

ですけれども、フルオロキノロン耐性率の推移というのを、ヒトと動物では動き方が違う

というのも直接比較ができるようなところまで、対策として進んできておるところでござ

います。 

 その結果の例ですけれども、これが家畜で大腸菌の耐性率の各国の比較─2013年度の

データですけれども─したものでございまして、家畜で代表的な使用量が多いものの

１つとしてテトラサイクリンがございますけれども、このテトラサイクリンについて、低

いということではないんですけれども、日本の位置として、ほかの欧米各国の耐性率とも

そんなに遜色はない。片や、ヒトの医療上重要とされる第三世代セファロスポリンですと

かフルオロキノロンの耐性率についても同様に、先進国と同様、非常に低い値で維持され

ている。欧米諸国とほぼ同水準のレベルを今も維持しているという状況でございます。 

 ここで、今までのこの状況を踏まえまして、アクションプランの概要ですけれども、こ

のアクションプランは本年の４月５日、関係閣僚会議、これはほかの感染症、例えばエボ

ラですとか新型インフルエンザ、ジカウイルスといったようなものも含まれますけれども、

国際的に脅威となる感染症、国際感染症対策に関する関係閣僚会議というのが内閣官房の

中に設置されておりまして、その中で薬剤耐性についても非常に重要な課題の１つとして

扱われたということで、この閣僚会議で決定されております。 

 今回ご説明するのは、動物分野の事項が中心なんですけれども、ちょっと少し飛びます

が、これがアクションプラン全体の簡単な概要でございまして、畜水産、獣医療分野のみ

ならず医療分野等も連携して、この例えば普及啓発にしっかり取り組んでいきましょうで

すとか、先ほどのサーベイランスの連携の話もございましたけれども、こういうヒトの医
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療分野、動物の医療分野も一体となったワンヘルスの動向調査サーベイランス会議を設置

するといったようなこと、適正使用についてもしっかり双方で取り組んでいきましょうと

いうふうなことが書かれておりますし、感染の予防管理、そもそも抗菌剤を使うような感

染症をきちんとコントロールすることで、ひいては抗菌剤の使用量を減らすことができて、

薬剤耐性のリスクの低減にもつながるということで、感染予防管理についてもしっかり取

り組むということ、また、新しい抗菌剤の開発がやはり進んでいないということも、これ

は特にヒトの医療分野が中心になりますけれども、この研究開発・創薬についてもしっか

り支援をしていく、国際協力についても支援をしていく、ＷＨＯのみならず、ＯＩＥ等の

取り組みを支援するといったようなことがこのアクションプランには盛り込まれておりま

す。 

 ちょっと少し戻りますが、このアクションプラン自体は、今後2016年から2020年までの

５年間の取り組みとして、先ほど申し上げたこの６つの目標を大きく分けて立てておりま

して、この目標ごとに個別に取り組むべき戦略、アクションというのが書き込まれており

ます。具体的なアクションプラン本体は、このパソコンの中に入って、この資料の後にく

っついておりますけれども、全部で70ページぐらいにわたる大部な内容にはなっておりま

すけれども、非常に事細かく、広い分野について明記されておりますので、またお時間の

あるときにもごらんいただければと思いますし、内閣官房のホームページにも全ての資料、

掲載されておりますので、ご参考にごらんになっていただければと思います。 

 今回は、この中で、アクションプランの中で書かれております畜産分野の主な取り組み

としてご説明しますと、薬剤耐性率は国際的に見ても低い水準に保たれているということ

から、これまでの取り組み、慎重使用の推進等の取り組みをさらに強化していくというの

がまず１点。モニタリング調査につきましては、家畜についてはきちんとやってはいると

ころなんですけれども、ヒトの医療分野との連携の一層の推進もそうですけれども、やは

りまだ措置されていないところがあるということで、ペットの調査を開始する。あるいは、

養殖水産動物についても、限定的に実施されているものを、もうちょっと網羅的にやると

いったようなことを取り組みとして開始することとしております。 

 また、水産用の抗菌剤につきましては実は要指示医薬品になっておりませんで、これか

らやはりその使用に当たっては専門家の関与が必要であろうということで、獣医師ですと

か、これは魚特有の仕組みと言いますか、資格なんですけれども、魚類防疫員というのが

ございまして、そういった専門家の方に使用に当たって関与していただくというふうな仕
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組みを導入しようということ、特に日本は、唯一のアジアのＧ７の国として、やっぱりリ

ードをしていくべき立場であることから、特にアジア地域における国際協力を強化しよう

ということを盛り込んでおります。 

 また、このアクションプランにつきましては、具体的な数値目標、成果指標というのを

設定しておりまして、現状でもご説明しました大腸菌のテトラサイクリンの耐性率、2014

年のデータですと45％程度あるものを、これまでも慎重使用の徹底等で少しずつ下がって

はきてはいるんですけれども、それをさらに加速をさせて、６年後には33％以下まで下げ

ようというふうな目標、セファロスポリンとかフルオロキノロンといった既に低い水準の

ものにつきましては、それをしっかり維持していくという目標を掲げておるところでござ

います。 

 今後の具体的な取り組みですけれども、この４月に策定されたばかりでございますけれ

ども、今後、具体的に対策を進めていく上では、畜種別、牛、豚、鶏ごとに現状、実態で

すとか使われ方というのは異なってきますので、そういった関係者の皆様方のご意見も聞

きながら、少なくとも今後１年以内、今年度以内を目標に具体的な実行計画というのを策

定していこうと思っております。この中でしっかり耐性率を下げるということのみならず、

ヒトの医療分野では、新聞報道等でも使用量を３分の２に減らすといったようなことも出

ておりますけれども、そういったことも関係者の意見を聞きながら、目標として可能な範

囲で設定して、より実効ある薬剤耐性対策というのを進めていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 説明のほうは以上でございます。 

○下田部会長 どうも、ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問等あればお願いいたします。 

 児玉先生、どうぞ。 

○児玉委員 ５ページの薬剤耐性率の各国比較があったんですけれども、あの中でデンマ

ークが非常に低い位置を占めていましたけれども、これは何をすればデンマーク並みに低

い地位が保たれるんだかおわかりですか、理由は。 

○事務局 この薬剤耐性対策については、特にヨーロッパが先進的な取り組みをされてい

るところなんですけれども、中でもデンマークがその先頭を切っているような、最も動物

分野における薬剤耐性対策が進んでいるところではないかというふうに認識をしておりま

して、特にデンマークとかですと、使用に関しては同じように獣医師の処方が必要になっ
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てくるわけなんですけれども、そういった処方せん、獣医師の指示書というのがオンライ

ン化されておりまして、全ての状況を農場ごとに事細かに国が把握できるような状況にな

っております。また、イエローカード制度と言いまして、使用量の多い農家に対してはき

ちんと獣医師の指導を受けさせるような仕組みを設けたりとか、非常に先進的な取り組み

をしているところが、この結果として特にデンマーク等では、北欧は耐性率が低いという

状況につながっているのではないかというふうに考えます。 

○下田部会長 よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 鬼武先生、どうぞ。 

○鬼武委員 質問ではないんですけれども、意見として２点。 

 こういう薬剤耐性菌の取り組み、昨年のＷＨＯの総会で宣言されて、各国が具体的にア

クションするということで、１年たって、こういう形でできたということは、非常にいい

ことだと思うんですけれども。やっぱり利害関係者と言うか、ニュース等が新聞等で余り

大きく報じられていないので、いろいろやっているアクションは、このほか農林水産省の

ほうでは特に動物用医薬品の慎重使用とか個別の薬剤についてのいろいろモニタリングと

かをやっているということを、もっと知らせるべきだというふうに思っていまして、やは

り利害関係者で、ここに書いてある８ページの意見交換というか、何年か前にたしか耐性

菌については意見交換を、ニューキノロン剤のとき、やったと思いますけれども、そうい

う形でもっと国民全体に知らせるべきではないかというのが１点、要望であります。 

 それから、２点目は、ここにも書いてありますように、昔から私、やっぱり水産養殖魚

のところが、海外でもそうですけれども、獣医師があんまりとか、そういう専門家が関与

していないということはやっぱり大きな課題ではないかと思っていまして、日本がそうい

う面では水産養殖魚、今後も大きく減るということはないと思いますので、そういう中で

どうやって薬剤の使用についても法律でどうか早くやっていただければというふうに思っ

て、この２点をご要望として申し上げたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○下田部会長 今のご要望に対して特によろしいですか。 

○事務局 ご指摘いただきまして、ありがとうございます。 

 まず、先生のご意見としてもございましたが、やはり皆さんに知られていないというと

ころは、これは動物分野に限らず、ヒトの医療分野でも同じようなことが認識されており
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まして、今、皆様にお示ししておりますが、アクションプランの概要の一番上でも、普及

啓発・教育というのは重要な課題のアクションの１つと位置づけられておりまして、ここ

にもございますとおり、ＡＭＲ対策推進国民会議というようなものを設置するようなこと

が盛り込まれておりまして、特にヒトの医療分野ですと、やはりインフルエンザといった

細菌感染症とは関係ないところで処方されているというふうな実態とかも、まだ知られて

いなかったりとかもしますので、そういったことを広く国民一般に知らせるという取り組

みをするというのも１つですし、あとは、一方で専門分野、獣医療を含めた医療分野の専

門職の人たちにも、きちんと薬剤耐性に関する教育というのを徹底してやっていこうとい

うことを盛り込んでおるところでございまして、実際、近く、また形としてこういうもの

が設置されるということで、お知らせもあるんではなかろうかと思います。 

 あと、もう１点、水産についての関与についても、やはりこのアクションプランを策定

する過程でも我々の課題として認識しておりまして、特に養殖水産産業が盛んな日本です

ので、そういったリスクも踏まえまして、きちんと専門家が関与する仕組みというのを、

家畜と仕組みを同じように導入するというのはなかなか難しいところもございますけれど

も、少なくともそういう専門家が使用に当たって関与できるような形というのも具体的な

検討に入っておるところでございます。また、こういった成果と言いますか、このような

形ができましたというのを、こういった場でまたご報告させていただきたいと思っており

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。 

 西川先生、お願いいたします。 

○西川委員 先ほど、デンマークでは薬剤耐性が少ないということだったんですけれども、

単純に考えると、薬剤をたくさん使えば使うほど耐性が起こるような気がするんですが、

使用についてのデンマークと日本の比較みたいなのは、何かデータはあるんでしょうか。 

○事務局 はっきりとしたお示しできるデータというところまでは、すみません、今持ち

合わせていないんですけれども、ヨーロッパは特にアニマルウェルフェアに関しても非常

に先進的な取り組みをしておりまして、デンマークも同じように狭い国土の中で飼ってい

るところではあるんですけれども、一定の基準を満たした、頭数当たり一定の広さを確保

しなければならないといったようなこともやっておるので、そういったところで病気の発

生がコントロールしやすいというところはあるかもしれません。 
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 また、日本は狭い国土で高温多湿な環境での飼養ということで、どうしても、言い方は

適当じゃないかもしれないですけれども、密飼いになりがちな環境ではありますので、そ

こもコントロールしていく必要が、アニマルウェルフェアというわけではないかもしれな

いんですけれども、我々の取り組みとして、感染症対策、飼養衛生管理基準というのが、

家畜伝染病予防法に基づく基準が定められておりますけれども、そういったものをきちん

と遵守をする、しっかり病気にかかりにくいような飼い方をするというのを、これも普及

啓発ですとか指導を通じて進めていくことで、抗菌剤の使用量の削減、あるいはリスクの

低下にもつなげていきたいというふうに考えております。 

○下田部会長 所長、どうぞ。 

○所長 先ほどからデンマークの話が何度も出ているんですけれども、世界の一番トップ

ランナーで優秀な国です。小さな国で小回り効くというせいもありますけれども、ＥＵ共

通の話としては、成長促進目的での広く薄く使うような使用は禁止しているという話とか、

あとほかに、さっきもあった、全ての診療獣医師の処方せんが登録されて、処方量が決ま

って、アッパーリミットでこれ以上使うなとか、個別に指導をしているとか、もともと飼

養管理、畜産の輸出国ということもあって、飼育管理システム自体も非常に高度化してい

る。日本も参考にしながら学んでいくところはいっぱいあると思いますので。 

 ただ、日本もアジアの中で、先ほど成績見ていただくように、非常に低く抑えている。

医療のほうの耐性菌の動きと連動していないので、幸い今のところ、動物のものが悪さし

て、ヒトの医療のほうに悪影響を与えているというところはちょっとないので安心してい

るんですけれども、いかんせん魚とペットのところが、これは国際的にもそうですけれど

も、手つかずのところで、我々もこれから調査して、穴がないように、リスク管理なので

穴があってはいけませんので、情報はしっかりとっていきたいと思っています。 

○西川委員 今、デンマークのほうがより取り組みがしっかりしていてということだと思

うんですけれども、それと関連して、やはり薬剤の使用量が少ないという関連があるんじ

ゃないかなという気がするんですけれどもね。ありがとうございました。 

○下田部会長 はい、どうも。 

 山田先生、どうぞ。 

○山田委員 今のお話を聞いていて、優秀な国はそれなりにサーベイランスも行われるし、

管理措置もとられるんですけれども、心配なのは、やっぱり低開発諸国、データが恐らく

ないだろうし、一方で、鶏の飼養数とかは物すごく多い。そういうようなところに対して、
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例えばＷＨＯだとか、そういう国際機関は、さっき国際協力というのもあったんですが、

２年間で、例えばこういうアクションプランをつくれとか言っても、恐らく現実味が乏し

いような気がするんだけれども、そこら辺はどういうふうに議論されているんでしょうか。 

○所長 議論としては、通り一遍という批判はあるかもわかりませんが、アクションプラ

ンをつくって、各国の実情を踏まえながら、制度をしっかりと構築していこう。通り一遍

じゃそうですけれども、おっしゃるとおり、アジアなんかでも中国とか東南アジアへ行け

ば、ひどい使われ方していますし、耐性菌の発生自体もひどい状況にある。 

そこはその制度的なものプラス、国際協力の中で支援をしていこう。私の挨拶の中で

も、コラボレーティングセンターになっている中でということで、特にアジア地域に力を、

日本なので力を入れて、そのときにやはり制度自体がまだ未構築、よくご存じだと思いま

すけれども、要指示薬の制度がないとか、販売店の許可すらまだないとか、そういう基本

制度もセットで支援していかないといけない。 

 ただ、今回の話で、どこの国も非常に注目しています。アジアの中でも幾つかの国は日

本、当省に対しても、コラボレーティングセンターなどで一緒になって、そういうセンタ

ーになりたいとか、一緒になって活動したいとか来ていますので、これははっきり言って、

日本はいいけれどもじゃなくて、そういうところからやっていかなきゃなんないというの

はおっしゃるとおりでございますので、しっかりやっていきたいと思います。 

○下田部会長 ほかにいかがでしょうか。 

○事務局 少し補足だけさせていただきますと、そういったアジアを中心に、世界で使わ

れている抗菌剤のたしか動物の分野で７割ぐらいだったかが、アジアで使われているとい

うふうにも言われていたりとかしますけれども、やはりアジアをきちんと抑えるというの

は重要な課題ですし、ヒトの医療分野にしても同様でして、ちょっとご紹介だけさせてい

ただきたいんですが、先月、４月の半ばになるんですけれども、アジアの保健大臣を集め

た国際会議というのを東京で開きまして、塩崎大臣等が、森山大臣もご出席いただきまし

て、アジア全体でもしっかり取り組んでいこうというのを議論したところでございまして、

そういった機会を通して、やはり薬剤耐性というのをよく認識してもらった上で、制度の

設計の支援ですとか、いろんな技術的な支援というのを、特にこういう動物医薬品検査所

の役目というのも非常に重要になってくるのではないかなと思いますので、こういうのを

我々としても進めていきたいと思っております。 

○下田部会長 ありがとうございます。 
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 関崎先生、どうぞ。 

○関崎委員 薬を使わない方向に持っていけば、当然、薬をつくっている会社は、売れな

いということで、新しい薬をつくらないのがますます続くでしょうし、今までつくった薬

が先進国で使われないということになると、山田委員が危惧されているような、途上国の

ほうに売ってしまえということが起こると思うんですけれども、そういったメーカーに対

する何かお願いと言うか、あるいは事業を立てて新しい薬を開発してほしいとか、何かそ

ういうような取り組みというのはあるんでしょうか。 

○事務局 こちらもまた画面のほうに出させていただきましたけれども、アクションプラ

ンの中でも、研究開発・創薬というのも目標の１つとしておりまして、なぜ新しい抗菌剤

が出てこないかと言うと、やはり売れないから、マーケットが小さい、メーカーの開発意

欲がモチベーションが上がらないという状況があったので、そういったところをきちんと

支援をしていくというのが、国際的にも合意をされておるところですので、そういったと

ころから開発を促進したいというふうに思いますし、また、抗菌剤に頼らないということ

もあるんですけれども、逆に、かわりになるような抗菌剤以外のものの開発ですとか、そ

ういったものも促進したりといったことで、開発意欲につながることがあれば、そういっ

た形での支援も考えていく必要があるかなというふうに思っております。 

○下田部会長 いかがでしょう。よろしいですか。 

 ほかに、いかがでしょうか。 

 手島先生、お願いいたします。 

○手島委員 やはり抗菌剤を使わないというふうなことが、まずはこういう耐性菌が出て

くるということを防ぐということです。10ページとかにありますような、感染症教育専門

家ネットワークとかをつくって、それで教育ツールの開発とかっていうのは非常に重要な

ことだと思うんですけれども、こういったものをまた開発途上国の方なんかにもこういう

教育していくというふうなことも、考えておられるということでしょうか。 

○下田部会長 いかがでしょうか。 

○事務局 ご指摘ありがとうございます。そうですね。ご指摘いただきましたとおり、こ

のアクションプランの中でも感染症教育専門家ネットワーク。国民に対する普及啓発もそ

うですけれども、しっかり専門家のほうもワンヘルスと言いますか、ヒト医療、獣医療、

環境、食品とか、関係する領域の専門家が一堂に会して、やはり教育等を推進していく。

今までそれぞれバラバラにやっていたところを一緒にやっていきましょうということは、
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形としてつくるというのをしっかり目標として掲げておりますので、こちらもまた何らか

の形でこういったものができておりますというのを、後ほどご紹介できるのではなかろう

かと思っております。 

○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。 

 特にないようですので、ご了承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、よろしいでしょうか。 

 それでは、ご了承をいただいたものと認めます。 

 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 ご予定につきまして事前にご連絡をいただきまして、ありがとうございました。 

委員の皆様からご連絡を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28年９月２日金曜日の午後の開

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28年９月２日の金曜日の午後といたします。 

 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。 

 なお、今後、資料の閲覧端末をタブレットで行う予定としております。この部会閉会後

なんですけれども、そのタブレットのデモを行いますので、お時間のある方はそのまま残

っていただきますよう、お願い申し上げます。 

 本日は、ありがとうございました。 

○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。 

午後４時１４分閉会 


