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１．開   会 

 

○明石部会長 定刻前でありますけれども、出席予定の委員の先生方は全員おそろいというこ

とで、始めたいと思います。 

  本日は岩田委員、尾崎委員、甲斐委員、袴塚委員が御都合により御欠席で、現在、出席委

員数は 16 名になります。本部会は定足数に達しておりますことを御報告いたします。 

 

２．動物医薬品検査所長挨拶 

 

○明石部会長 それでは、まず初めに、動物医薬品検査所長から御挨拶をいただきます。よろ

しくお願いします。 

○動物医薬品検査所長 動物用医薬品等部会委員各位におかれましては、大変暑い中、お忙し

い中、御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。また、日ごろより私どもの動

物用医薬品行政に種々、御理解、御指導を賜りまして、この場を借りて御礼を申し上げる次

第でございます。 

 まず初めに、本日はこの部会の委員に交代がありましたので、御紹介をさせていただきたい

と思います。 

  東洋委員にかわりまして、七海委員に本日初めて御出席をいただいておりますので、御紹

介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○七海委員 七海と申します。社団法人となっていますが、公益社団法人になりましたので、

公益社団法人を代表して、動物用医薬品等部会に食の安全という面で先生方の御意見を拝聴

したいと思っております。 

  ４年前にずっと私も出させていただいて、獣医師の先生方の御苦労をいろいろとお伺いし

まして、今後ともお役に立つことがあれば、いろいろとやっていきたいと思っております。

本会でも動物用医薬品の部会がございますので、その講習会も年 2 回きっちりとやらせてい

ただいております。その節は、境先生にはいつも御苦労をおかけいたしております。 

  そういうことで、七海ですけれども、今後ともお見知りおきをよろしくお願い申し上げま

す。 

○所長 どうもありがとうございました。 

  実は今日付で農林水産省の幹部においても人事異動がございますので、一部御紹介をさせ

ていただきたいと思います。 

  町田事務次官が勇退をされまして、その後任には皆川林野庁長官が就任をされております。 

  髙橋消費・安全局長が勇退されて、その後任に藤本技術会議事務局長が就任をしておりま

す。 

  食品安全委員会の栗本事務局長が勇退をされて、その後任には消費・安全局担当の姫田審

議官が就任をされておりますので、御紹介をさせていただきます。 
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  もう一つ、通常国会が延長されておりましたけれども、先週８日で会期が終了いたしまし

たが、残念ながら特例公債法案が廃案となっております。一般会計の歳入の約４割を特例公

債で占める予算案になっておりますので、いろいろと支障が出てきております。したがいま

して、９月７日、先週の金曜日の閣議で、９月以降の行政施策の経費について、例えば庁費

とか出張旅費とか謝金といったものについて、９月以降は予算額の 50％以下に抑制せよとい

うような指示が出ております。 

  したがいまして、当所におきましても新たな備品の購入は当面やらない。あるいは出張に

つきましても、できるだけ必要最小限のものにとどめるということにしております。今週は

14 日から盛岡で獣医学会があるわけですけれども、それはもう既に航空券とか買っておりま

すので、そこは止めないわけですけれども、それ以降の学会につきましても、原則、発表者

のみの出張に限定をさせていただくといったようなことを実施する予定にしております。 

 実はこういった行政だけではなくて、独立行政法人、国立大学法人におきましても、運営費

交付金が予算額の 50％以上の支出を見合わせようという形になっておりますし、私学助成に

ついても国立大学法人と同様の対応をとるというような方針になっております。したがいま

して、本日お見えの部会の委員の皆様方にも恐らく多大な御迷惑をおかけすることになろう

かと思いますが、行政を担当する者として、この場を借りておわびを申し上げたいと思って

おります。 

  家畜衛生あるいは食品安全にかかわる話題が１つですけれども、御承知のとおり９月５日

に食品安全委員会のプリオン専門調査会が開催されておりまして、BSE に係ります検査月齢

は現在 20 カ月齢以上となっておりますけれども、それを 30 カ月齢以上に見直す。アメリカ、

カナダ産の牛肉の輸入月齢は 20 カ月齢以下となっているのを 30 カ月齢以下に上げる。ある

いはフランス、オランダは現在、輸入は禁止ですけれども、これについても 30 カ月齢以下の

輸入牛肉について評価をしたところ、変えてもリスクの差異は無視できるという評価案が示

されております。 

  今後パブリックコメント募集を行った上で、最終的な評価書を取りまとめるということに

なります。それを受けて、厚生労働省と農林水産省につきましては、国内措置の見直し、あ

るいは先ほどの４カ国との家畜衛生条件を含む輸入条件の見直しについて協議を進めていく

ということになろうかと思いますので、御紹介をさせていただきたいと思います。 

 本日は５品目の承認について御審議をいただきますとともに、動物用生物学的製剤基準ある

いは使用規制省令の改正について御審議をいただくことになっております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

 

３．配布資料の確認等 

 

○明石部会長 それでは、資料の確認をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。お手元の資料を御確認ください。 

  まず、議事次第から４枚紙で出欠表、配布資料一覧、座席表をお配りしております。こち

らの３枚目をごらんいただきますと配布資料一覧となってございますので、こちらの資料で
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御説明を申し上げます。 

  事前送付資料といたしまして、赤の資料№１～№11 まで、こちらは事前にお送りさせてい

ただいているものでございますが、赤の№１～№５までが大部の印刷物になっていまして、

“京都微研„ キャナイン－11、“京都微研„ カーフウィン６、アトピカ内用液、“京都微研„ マ

リナ－４、ノルバックス イリド mono。 

  №６「生物学的製剤基準の一部改正について」に関しましては、黒の資料№６－１という

ことで一部追加のものがございますので、こちらとあわせて後ほどごらんください。 

  赤の資料№７も何十ページの資料になっておりますが、「動物用医薬品の使用の規制に関す

る省令の一部改正について」。 

  もう少し薄いものになりますが、赤の№８、体外診断薬の富士ドライムケスライドの資料。 

 クリアファイルに入っているかと思いますが、№９の資料といたしまして、水産用ホスミシ

ンの事項変更承認の審議経過票。 

  赤の№10 は再評価調査会関係ですが、RD-114 ウイルスへの対応ということで５枚紙の資料

でございます。 

  赤の№11、リマダイル注射液の再審査審議経過票。 

  横紙になりますが、黒の№12、承認諮問状況のリスト。 

  黒の№13「競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員について」。 

  黒の№14 は１枚紙になりますが、ノルバックス イリド mono の審議経過票の差し替えに

なってございます。 

  黒の№15 で中込委員からの御意見ということでいただいているものでございます。 

  今回配布させていただきました資料は以上のものとなります。お手元の資料を御確認いた

だきまして、過不足がございましたらお知らせください。 

○明石部会長 それでは、足らない資料等はございませんでしょうか。よろしいですか。 

  続きまして、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により影響を

受ける企業について、事務局のほうから御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、お手元の黒の№13「競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員につ

いて」という５枚紙をごらんください。 

  １ページ、本日１番目の審議品目“京都微研„ キャナイン－11 でございます。申請者は株

式会社 微生物化学研究所でございます。 

  競合品目につきましては３品目、デュラミューン MX8、共立製薬株式会社。 

  バンガードプラス 5/CV-L、ファイザー株式会社。 

  ノビバック DHPPi＋LC、株式会社インターベットのものとなってございます。 

  競合品目を選定しました理由は「成分（主剤となるウイルス又はレプトスピラの種類）、予

防の対象となる疾病が類似する製品のうち、合格・販売量の多い上記３品目を選定したとい

うことでございます。 

  ２ページ、“京都微研„ カーフウィン６。こちらも株式会社 微生物化学研究所の品目でご

ざいます。 

  競合品目としまして３つ、ボビエヌテクト５、日生研株式会社。 

  ストックガード５、ファイザー株式会社。 
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  ボビバック５、共立製薬株式会社。 

  こちらの競合品目選定理由ですが、ボビエヌテクト５は「BVDV２型が含まれないこと以外、

同一の主成分、効能及び効果を有する品目であるため」。 

  ストックガード５は「不活化ワクチンではあるものの、予防効果の期待される対象疾病が

アデノウイルス感染症以外で同一であり、現時点で他社競合製品としては最も売上の高い品

門であるため」。 

  ボビバック５は「不活化ワクチンであるものの、予防効果の期待される対象疾病がアデノ

ウイルス感染症以外で同一であり、急速に売上を伸ばしている品目であるため」ということ

でございます。 

  ３ページ、本日３品目のアトピカ内用液。こちらはノバルティスアニマルヘルス株式会社。 

  競合品目として１点、インタードッグ、東レ株式会社のものを挙げてございます。 

  こちらの理由いたとしまして「申請品目と同じ猫用のアレルギー性皮膚炎の効能を有する

既承認薬剤はないが、自社製品以外で動物種は異なる（犬用）ものの唯一同様の効能（犬：

アトピー性皮膚炎における症状の緩和）を有する品目を競合品として選定した」ということ

でございます。 

  ４ページ、“京都微研„ マリナ－４、株式会社 微生物化学研究所。 

  競合品目は３つ、ピシバック R 注３混、共立製薬株式会社。 

  ノルバックス PLV3 種 Oil、株式会社インターベット。 

  イリド・レンサ・ビブリオ混合不活化ワクチン「ビケン」、一般財団法人 阪大微生物病研

究会でございます。 

  こちらの理由ですが、ピシバック R 注３混は「効能効果について、ぶり属魚類のα溶血性

レンサ球菌症、J-O-3 型ビブリオ病及びイリドウイルス感染症の予防が重複する」。 

  ノルバックス PLV3 種 Oil は「効能効果について、ブリ及びカンパチの類結節症、α溶血性

レンサ球菌症及び J-O-3 型ビブリオ病の予防が重複する」。 

  イリド・レンサ・ビブリオ混合不活化ワクチン「ビケン」は「効能効果について、ブリ及

びカンパチのα溶血性レンサ球菌症、J-O-3 型ビブリオ病及びイリドウイルス感染症の予防

が重複する」となってございます。 

  ５ページ、本日最後の品目でございますノルバックス イリド mono は、株式会社インタ

ーベットのものでございます。 

  競合品目は 3 つ挙げてありまして、イリド不活化ワクチン「ビケン」、一般財団法人 阪大

微生物病研究会のもの。 

  同じく一般財団法人 阪大微生物病研究会のもので、イリド・レンサ・ビブリオ混合不活

化ワクチン「ビケン」。 

  ビシバック注３混、共立製薬株式会社のものでございます。 

  それぞれの理由ですが、３品目とも一緒です。「イリドウイルス病の予防を効能・効果とす

るイリドウイルスを主剤とする製剤である」ということで理由が上がってございます。 

  ６ページ「動物用生物学的製剤基準の一部改正について影響を受ける企業リスト」という

ことで、それぞれの影響を受ける企業及び基準名が並んでございます。 

  ７ページ「競合品目・競合企業リスト」で使用規制省令の関係でございます。これにつき
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ましては「エンロフロキサシンを有効成分とする注射剤であってアルギニンを含有するもの

（これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを

含む。）」ということでございます。 

  ８ページ、バイトリル ワンジェクト注射液、バイエル薬品株式会社。こちらは競合品目

は３つ挙がってございまして、ビクタス注射液５％、DS ファーマアニマルヘルス株式会社。 

  マルボシル 10％、Meiji Seika ファルマ株式会社。 

  メイビックス注射液５％、DS ファーマアニマルヘルス株式会社。 

 これらは全て理由といたしまして「豚用のフルオロキノロン製剤として市場において競合」

というものでございます。 

  競合品目・競合企業及び資料作成のリストについては、以上となります。 

○明石部会長 それでは、ただいまの御説明について、御質問、御意見等はございますでしょ

うか。よろしいですか。 

  それでは、競合品目リストに従って、各委員の先生方の申し出状況の御報告をお願いしま

す。 

○事務局 それでは、各委員からの申し出状況について御説明をいたします。 

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

いて、田村先生におかれましては、本日審議を予定している“京都微研„ キャナイン－11、

“京都微研„ カーフウィン６、“京都微研„ マリナ－４、使用規制に関する省令の一部改正、

これはバイトリル ワンジェクト注射液です。こちらについて、審議には御参加いただきま

すが、議決には御参加いただけません。その他の委員の方で審議に御参加いただけない、あ

るいは議決に御参加いただけない委員はございませんでした。 

  続きまして、本日審議を予定している品目の申請資料の作成等に関与された委員について

は、申請企業からの申告により、中西委員と廣野委員におかれましては、“京都微研„ マリナ

－４の添付資料の１番の起源及び開発の経緯と２番の物理的・化学的試験。こちらの添付資

料についてのみ発言することができません。ただし、部会長が必要と認めた場合には、当該

資料についても意見を述べることはできます。 

  その他の委員の方で、関与された委員の先生はいらっしゃいませんでした。 

  事務局からは以上となります。 

○明石部会長 それでは、１の製剤について、田村先生は議決に加われないということで、審

議のほうはよろしくお願いします。中西先生と廣野先生は資料について意見が出せないとい

うことなので、そのときはよろしくお願いします。 

 

４．議  事 

 Ⅰ）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＞ 

   ① “京都微研„ キャナイン－11（株式会社 微生物化学研究所） 
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○明石部会長 それでは、本日の議事に入りたいと思います。まず、審議事項の（１）動物用

生物学的製剤調査会関係として、“京都微研„ キャナイン－11 について、動物用生物学的製

剤調査会の座長であります池田先生から御説明をお願いします。 

○池田委員 “京都微研„ キャナイン－11 は、株式会社 微生物化学研究所から申請されたジ

ステンパーウイルス、犬アデノウイルス２型、犬パラインフルエンザウイルス、犬パルボウ

イルス、犬コロナウイルス、レプトスピラ・カニコーラ、コペンハーゲニー、ヘブドマディ

ス、オータムナリス、オーストラリスを有効成分とする犬用の不活化ワクチンです。 

  本製剤は平成 24 年８月９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、本部会に上程されたものです。なお、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年になります。 

  詳細につきましては、事務局から説明があります。 

○事務局 それでは、赤の№１の資料をお手元に御用意ください。 

  株式会社 微生物化学研究所から製造販売承認申請されました“京都微研„ キャナイン－

11 について御説明させていただきます。 

  表紙をめくっていただきまして、１枚目の審議経過票をごらんください。 

  「４ 成分及び分量」ですが、本製剤は乾燥生ワクチンと液状不活化ワクチンから構成さ

れておりまして、乾燥生ワクチンには弱毒ジステンパーウイルス DFE-HC 株、弱毒犬アデノウ

イルス２型 OD-N/SL 株、弱毒犬パラインフルエンザウイルス DL-E 株、弱毒犬パルボウイルス

1063-50 株及び弱毒犬コロナウイルス 5821-B 株の主剤。 

  また、液状不活化ワクチンのほうには、レプトスピラのカニコーラフントユートレヒトⅣ

-KB 株、コペンハーゲニー芝浦-KB 株、ヘブドマディス秋疫 B-KB 株、オータムナリス秋疫 A-KB

株及びオーストラリス秋疫 C-KB 株の主剤がそれぞれ含まれております。 

  「５ 用法及び用量」としましては、乾燥生ワクチンを液状不活化ワクチンで溶解し、そ

の全量１mL ずつを８週齢以上の健康の犬（妊娠犬を除く）の皮下に３～４週間隔で２回注射

するものでして、「６ 効能又は効果」につきましては、犬ジステンパー、犬伝染性肝炎、犬

アデノウイルス２型感染症、犬パラインフルエンザ、犬パルボウイルス感染症、犬コロナウ

イルス感染症及び犬レプトスピラ病（血清型カニコーラ、コペンハーゲニー、ヘブドマディ

ス、オータムナリス及びオーストラリス）の予防となります。 

  概要と書かれたタグを開いていただきまして、概要-12 ページの表 11 をごらんください。

国内外で使用されている類似製品の概要表がございます。一番上が申請製剤となります。申

請者はその下の“京都微研„ キャナイン－９Ⅱや“京都微研„ キャナイン－９という製剤の

承認も持っております。これらの製剤と本申請製剤との違いですけれども、製造用株として

新しいのは CPV 犬パルボウイルスとなりますが、そちらの株がキャナイン－９についてはＯ。

脚注の２）に記載がございますが、従来はＯという old type という２型の株を用いておりま

したが、今回の申請製剤はＮ、いわゆる new type の 2b 株を新たに製造用株としております。

こちらは最近、野外で主に分離される 2b 型である new type へと株を変更しているものとな

ります。 

  また、レプトスピラにつきましては、既承認の製剤は３種類でありますけれども、今回は

５種類にふえております。ふえた血清型はオータムナリスとオーストラリスの２種を新たに
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有効成分に加えております。 

  その隣の右側に表 12 がございます。こちらにキャナイン－９Ⅱとの相違点が記載されてお

ります。今、申し上げました上の主剤から４番目の犬パルボウイルスにつきましての変更、

あとは主剤としての一番下のレプトスピラ・オータムナリスとオーストラリスの２つが新た

に加わる形となります。 

  パルボウイルスの new type につきましては、既に既承認製剤でこの成分を含むものがござ

いますが、新たに今回加えられるレプトスピラ・オータムナリスとオーストラリスにつきま

しては、新有効成分として御審議いただくことになります。キャナイン－９やキャナイン－

９Ⅱとのその他の相違点としては、シードロット製剤として今回申請されておりますので、

製造用細胞等が若干変更になっております。 

  用法及び用量の違いですが、キャナイン－９Ⅱは皮下又は筋肉となっておりますが、こち

らは皮下のみというような違いがございます。また、接種週齢が若干異なるほかは同じとな

ります。 

  効能・効果につきましても、レプトスピラの新しい成分オータムナリスとオーストラリス

も含めて血清型を明記した形となります。そのため既承認製剤と異なる成分として、犬パル

ボウイルス及びレプトスピラのオータムナリス（以下、L.at）及びオーストラリス（以下、

L.as）を中心に御説明させていただきます。 

  まず、パルボウイルスですが、概要-24 ページの表 19 をごらんください。CPV の各株間の

交差中和試験成績がございます。左端の 1063-50 株が申請製剤の製造用株であり、new type2b

型となります。その隣３つが野外株で 9680 株は同じく new type ですが 2a 型のもの、そのお

隣の２つが 2b 型となります。また、右端の KY-2L 株が old type の２型となります。 

  抗血清の欄の一番上の製造用株の抗血清につきましては、野外株との交差性は 8,000～

9,000 倍と高く、一番右端の KY-2L に対しては 1,500 倍と低くなっています。また、一番下

の既承認製剤のいわゆる２型の old type の株につきましては、野外株との反応性は 1,200～

1,700 倍と低くなっております。申請者は今回、製造用株 1063-50 株は野外で主に流行して

いる 2b 型及び 2a 型の株に対する交差性が既承認の株よりも高く、高い効果が期待できると

考えております。 

  なお、本ウイルスは生ワクチン株となっておりますけれども、その下の表 20 等に記載がご

ざいますが、経口投与や皮下投与では症状を示しませんが、経口投与後２～８日目に直腸ス

ワブからのウイルスが検出され、同居感染性も確認されております。 

  なお、犬で継代した場合での病原性につきましては、概要-32 ページの中ほどから、病原

性復帰確認試験成績がございますが、３代目まで継代した時点でウイルス排泄が確認できず、

継代したものについても病原性の復帰は確認されなかったという試験成績がついております。

また、ウイルス排泄量としては既承認の株よりも若干多い、又は同程度ということが確認さ

れた成績がついております。 

  パルボウイルスの最少有効抗原量、又は最小有効抗体価に関する薬理試験を先に説明させ

ていただきたいと思います。概要-176 ページに野外の 2a 型で攻撃した成績がついておりま

す。左端の注射量の欄に 3.5、4.5、5.5 のウイルス量を注射し、その４週後に攻撃を行って

おります。 
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  その結果、一番下の対照群につきましては全て死亡しておりますが、免疫群では症状は認

められず、上から２つ目の個体番号２の抗体価 108 倍の個体でのみウイルス回収が確認され

ております。しかし、抗体価 181 倍以上ではウイルス排泄や臨床症状も認められず、感染防

御できると考えられるとしております。 

  同様に 2b 型で攻撃した成績が 178 ページにございます。同様に個体番号２の抗体価 128

倍のもので攻撃後ウイルス排泄が認められたほかは、免疫群では全て臨床症状は認められて

おりません。これらの結果から抗体価 181 倍以上では感染防御可能と考えられ、181 倍以上

の抗体価を誘導する抗原量として、最小有効抗原量は 4.5 としておりますが、申請者は有効

性をより確実なものとするため、実製造での規格値はその 10 倍量の 5.5TCID50を下限値とし

ております。 

  次に、新有効成分でありますレプトスピラについて御説明いたします。戻っていただきま

して、概要-５ページをごらんください。全国の動物病院にて、レプトスピラ様の症状を示し

た犬の抗体保有状況についての資料がございます。表６は地域ごとの陽性率となりますが、

中部以西において陽性が確認されておりまして、116 頭中 43 頭と抗体が陽性となっておりま

す。 

  その血清型別の陽性率は表７に記載がございます。L.at 及び L.as が右にございますけれ

ども、こちらの陽性率は 15～17％となっております。なお、LC カニコーラ、LCO コペンハー

ゲニー、LH ヘブドマディスについては、既にワクチンもございますので、ワクチン接種率と

の関係につきまして、次のページの表 9 で示しております。 

 ワクチン接種群とワクチン未接種群で上と下に分かれております。ワクチン接種群につきま

しては、対応する血清型の有無でさらに分けております。ワクチン成分として新しい L.at

と L.as につきましては、ワクチン未接種群とワクチン接種群では、同じような陽性率があり

ますが、その隣の LH 又は LCO につきましては、ワクチン未接種群の陽性率は対応する血清型

が含まれるワクチン接種群の陽性率よりも高い結果でありまして、ワクチンの効果があるこ

とがうかがえます。 

  これらのことから、表７でも L.at や L.as の陽性率は高い結果ですが、これらはワクチン

の普及により、ほかの血清型の感染症例は減少してきているが、ワクチンには L.at 及び L.as

に対応する血清型が含まれていないため発症防御はできないものと考えられ、これらの血清

型のワクチン開発が必要と申請者は考えて開発を行っております。 

  次に、レプトスピラの最小有効抗原量と有効抗体価です。概要-180 ページに L.at、182 ペ

ージに同様な表で L.as の攻撃試験の成績が出ております。こちらもまず、180 ページのほう

を説明させていただきます。注射量をごらんください。こちらが抗原量でして、1.65×108

以上の抗原量の群で攻撃後の菌回収もなく、完全に防御をしていることから、最小有効抗原

量は 1.65×10８であると考えられましたが、実製造では有効性を確実にするため、3.3×108

とし、防御が認められた個体の抗体価は全て 10 倍以上ということで、最小有効抗体価は 10

倍としております。 

  同様の成績が概要-182 ページの L.as についても同様な成績となっております。なお、こ

れらのレプトスピラの抗原量はほかの血清型と同じとなります。不活化方法等の製造方法の

ほかの製造用株と同じ内容で製造できることが確認されております。 



 

- 9 - 

  次に、安全性に関する資料です。概要-156 ページをごらんください。安全性試験は１～２

カ月齢の犬に常用量と 10 倍量を４週間隔で２回接種し、さらに８週後に１回接種しておりま

す。結果ですが、常用量群では一般状態に変化はなく、10 倍量群では第１回注射後６時間で

元気消失が認められていますが、軽度かつ一過性であったという成績となっております。そ

の他、注射局所や血液生化学的所見などでも、特に問題となる食品と考えられるもの確認さ

れておりません。 

  最後に臨床試験です。概要-203 ページをごらんください。一番上に割付方法という表がご

ざいます。臨床試験は２施設、合計 65 頭について用法・用量に従い注射し、採血を行ってお

ります。安全性につきましては、臨床症状及び注射局所反応を確認し、全頭で異常は認めら

れておりません。 

  有効性につきましては、概要 205 ページに有効性の評価の表がございます。有効性につき

ましては、疾病の発症が認められないこと。また、再注射４週後の抗体価が有効抗体価以上

を示す場合に有効としております。全頭対象疾病の発生は認められず、有効率につきまして

は、209 ページの表 192 に記載がございます。82～100％の有効率を示しておりまして、いず

れも値を示し有効性が確認されております。 

  解析において、パルボウイルスについては移行抗体が高いものにつきましては、有効性が

低いという成績も得られています。なお、移行抗体による影響につきましては、使用上の注

意のほうにも記載がございます。 

  以上が本製剤の概要となります。 

  一番最初の審議経過票に戻っていただきまして、本製剤につきましては平成 24 年８月９日

の動物用生物学的製剤調査会において御審議いただき、了承されましたので、本日上程され

るものでございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 それでは、ただいまの御説明について、御質問、御意見をお願いします。 

 既に同じ会社が持っている承認済みの製剤に犬パルボウイルスの株を変えるということと、

レプトスピラの株を２株追加したものが今回申請されたということですが、いかがでしょう

か。 

○濱岡委員 １点だけお伺いしたいです。概要-211 ページの表 198 にパルボの関係の月齢別の

効果で、その注射時の移行抗体のあるなしの表があるわけですが、今、説明にもあったとお

り、１～３カ月齢のところの有効性が非常に低くなっているわけですね。それを使用上の注

意に書いてあるというような御説明だったのですが、これはどこに書いてありますか。 

○事務局 使用上の注意の設定根拠のところです。概要-220 ページをごらんください。「（10）

移行抗体価の高い個体では、ワクチン効果が抑制されることがあるので幼若な犬への注射は

移行抗体が消失する時期を考慮すること」という記載をさせていただいております。 

○濱岡委員 わかりました。いずれにしても、パルボだけ若齢でワクチンが効かないというよ

うな現象があるわけですね。ですから、（10）の一般的な記載はいいのかもしれないですが、

パルボについては特に注意するとか、何かあったらいいのかなという気がしたものですから

質問しました。大体こんなものでいいのですか。 

○事務局 キャナインのほかのシリーズとあわせて来ているので、このような記載になってい
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るのだと思います。 

○明石部会長 パルボウイルスが移行抗体の問題に一番なるので、使用上の注意もその旨を記

載したほうがよろしいという御意見でしょうか。 

○濱岡委員 感覚的にはそうなのですけれども、先行のキャナイン－９もこういう記載になっ

ているということですか。 

○事務局 そうです。横並び的に見ますと、いわゆる移行抗体に関する影響というのは、あわ

せて書かせていただいていると。 

○濱岡委員 一般的に、例えば獣医師がワクチンを打つときに、移行抗体を調べて打つのです

か。 

○明石部会長 越久田先生、どうぞ。 

○越久田委員 まず、臨床的にはほとんど調べません。先生がおっしゃったので気になるのは、

割と早期に打つというのはペットショップが多いのですけれども、その場合にはパルボを打

ってくるケースが一番多いです。先生のおっしゃる疑問部分というのは、パルボについては

特に注意という書き方をする必要がひょっとしたらあるのかもしれません。これは私の感想

です。 

  最近は抗体価を調べる方が多くなったのは事実ですが、ワクチンの必要性ということは余

り感じないで、まず抗体を調べて、足りない分を追加するという傾向は強くなっているよう

に感じます。 

○明石部会長 パルボウイルスについては、従来の２型から 2b に変えているということで、恐

らく２型の成績と 2b の成績をそのまま比べることは難しい。もちろん２型でも移行抗体でブ

レークするということがあるのでしょうけれども、今回株が変わったということを理由にし

て、使用上の注意で特に注意喚起をするということは特段問題ないですか。 

○事務局 恐らくほかのウイルスは、有意差は特段出てはいないですけれども、若干やはり有

効性は弱いところもありますので、特にパルボウイルスは明らかというところで、例示的に

記載することについては、申請者のほうと相談して対応することは可能だと思います。 

○明石部会長 今の越久田委員の御発言にもありましたように、特にパルボウイルスに注意を

喚起するということで、使用上の注意にその旨を記載することは可能だという事務局の説明

ですが、いかがでしょうか。その場合には、文章は事務局のほうで考えていただくというこ

とでよろしいですか。 

  では、使用上の注意の（10）を適切な表現に直していただくということにしたいと思いま

す。 

  そのほかに御意見、御質問等はございませんでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、御承認をいただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、使用上の注意の移行抗体価の記載につきまして、パルボウイルスということが明

確になるような記載とすることを条件に承認を可とし、薬事分科会に報告をさせていただき

ます。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間といたします。 
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   ② “京都微研„ カーフウィン６（株式会社 微生物化学研究所） 

 

○明石部会長 それでは、動物用生物学的製剤調査会関係の②とまして、“京都微研„ カーフウ

ィン６についても、生物学的製剤調査会の座長の池田先生から御説明をお願いします。 

○池田委員 “京都微研„ カーフウィン６は、株式会社 微生物化学研究所から申請された牛

の伝染性鼻気管炎ウイルス、牛ウイルス性下痢ウイルス１型、牛ウイルス性下痢ウイルス２

型、牛パラインフルエンザ３型ウイルス、牛 RS ウイルス、牛アデノウイルス（７型）を有効

成分とする牛用の生ワクチンです。 

  本製剤は、平成 24 年８月９日に開催された動物用生物学的製剤調査会において事前の調査

審議を終了し、本部会に上程されるものです。 

 なお、再審査期間は新動物用配合剤ということで６年となります。詳細につきましては、事

務局から説明があります。 

○事務局 それでは、赤の№２の資料を御用意ください。表紙を１枚めくっていただきまして、

審議経過票をごらんください。 

  「４ 成分及び分量」でございます。本剤は牛の６種混合生ワクチンでございます。主剤

といたしましては、牛の伝染性鼻気管炎ウイルス、牛ウイルス性下痢ウイルス１型、牛ウイ

ルス性下痢ウイルス２型、牛パラインフルエンザ３型ウイルス、牛 RS ウイルス、牛アデノウ

イルスの６種類が混合されております。 

  「５ 用法及び用量」ですが、「乾燥ワクチンに添付の溶解用液を加えて溶解し、その２mL

を牛の筋肉内に注射する」とございます。 

  「６ 効能又は効果」ですが、牛の伝染性気管支炎、牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛パラ

インフルエンザ、牛 RS ウイルス感染症及び牛アデノウイルス（７型）感染症の予防でござい

ます。 

  続きまして、概要書と書かれたタグをめくっていただきまして、概要-12 ページをお願い

いたします。 

  図表６「国内の類似既承認製剤、並びに国外で使用されている類似製剤との比較表」でご

ざいます。左側の“京都微研„ カーフウィン６が申請製剤、右の“京都微研„ 牛５種混合生

ワクチンは既承認製剤でございます。 

  この２つを比べていただきますと、違いといたしましては、上から２つ目の牛ウイルス性

下痢ウイルス１型でございますが、こちらは株を変更してございます。既承認の５種混合で

は№12-43 株を用いておりましたが、申請製剤では№1255 株（シード）を用いてございます。

こちらは既承認の 12-43 株を継代してシードロット化した株を製造用株としてございます。 

  また、大きな違いといたしましては、その下の牛ウイルス性下痢ウイルス２型。こちらが

既承認の５種混合では含まれていなかったものを６週混合ワクチンでは追加してございます。 

  右のページをごらんいただきまして、右の欄ですが、“京都微研„ キャトルウィン－６がご

ざいます。こちらの成分及び分量でございますが、成分及び分量の一番下に液状不活化ワク

チンとございまして、牛ウイルス性下痢ウイルスの１型と２型でございます。現在、日本で

は不活化ワクチンとしては２型を含むワクチンはございますが、今回申請されたように、生

の牛ウイルス性下痢ウイルスの２型は初めてございます。この初めての生成分ということで
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ございまして、新動物用配合剤ということで本日御審議いただくものになります。 

  概要-86 ページ、図表 90「GLP 適用試験における試験群の設定、投与方法及び試験動物」

でございます。ここの資料に関しましては、安全性に関する試験でございます。試験設計と

いたしましては、対照群、常用量群、高用量群の３群を用いておりまして、投与回数２回を

８週間隔で接種しております。使用した動物はホルスタインの雄、月齢は２～３カ月齢のも

のを用いてございます。 

  結果及び考察ですが、図表等では説明いたしませんが、常用量群で投与部位に軽度な腫脹

及び硬結、高用量群で一過性の食欲不振、元気消失、呼吸状態の異常、発熱が認められてお

ります。総合的な判断といたしましては、本剤の安全性に特段問題はないと結論されており

ます。なお、投与部位の腫脹硬結等の副反応については、使用上の注意に記載し、注意喚起

することとされております。 

  概要-93 ページ、図表 108 は薬理試験の成績でございます。牛ウイルス性下痢ウイルスで

免疫下群を強毒の攻撃株で攻撃後、臨床症状、ウイルス回収、抗体価等を測定してございま

す。 

  表の中の免疫材料ですが、上から 5.0log TCID50、４乗、３乗、２乗、一番下がコントロー

ルの攻撃対象でございます。攻撃対象と下から２番目の２乗の個体に関しては、臨床症状、

発熱、白血球減少、ウイルス回収が認められておりますか、そのほかの個体ではそれらが抑

えられております。 

  この結果をもちまして、最小有効抗原量に関しては 103以上としております。 

  概要-94 ページ、図表 110 は牛ウイルス性下痢ウイルスの２型の成績でございます。こち

らも免疫後、強毒株で攻撃後、臨床症状等を観察しております。一番下の対照群では症状等

が認められておりますが、そのほかの免疫群ではそれらが抑えられておりました。この成績

をもちまして、最小有効抗原量は 102ということで設定されております。 

  なお、製造上の理由によりまして、BVD の１型、２型に関しては規格を合わせることが望

ましいということで、3.0 log TCID50に統一して規定されてございます。 

  続きまして、臨床試験成績、概要-107 ページの図表 126 をお願いいたします。試験は２つ

の農場で行われております。合計 95 頭を用いて、申請製剤と対照群は“京都微研”牛５種混

合生ワクチンを接種しております。 

  概要-105 ページの上に、評価基準が規定されております。有効性に関しましては、疾病の

流行の有無により臨床観察と抗体価測定と場合分けされてございますが、結果といたしまし

ては、流行はございませんでしたので、抗体価の測定の判定基準を御説明いたします。 

  抗体価の基準でございますが、投与後１カ月後の抗体価は各抗原の有効抗体価以上であり、

かつ投与時以上の場合は有効としております。また、投与時に各抗原の有効抗体価以上の個

体を保有していた動物の場合は、抗体価が投与時未満に下がった場合は判定不能としており

ます。投与時の抗体価にかかわらず、１カ月後の抗体価が最小有効抗体価未満であった場合

は無効と判断することとされております。 

  安全性の評価基準に関しましては、軽度の臨床症状以外の被験薬に起因する臨床症状を認

めないこと。局所反応が陽性対照と比較して同等以下ということを基準としております。 

 結果及び考察ですが、概要-107 ページの図表 127、抗体価測定成績による有効性評価の概要
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でございます。各抗原の有効率は 93～100％と対照群と同程度に高い結果を示しておりまし

た。なお、対照群は５種混合のため、BVDV２型は含まれておりませんので、ここは 62.5％に

なっておりますが、こちらは交差反応と考えられます。 

  概要-111 ページの図表 133、試験群の抗体価測定成績による有効性評価の投与時の抗体価

別比較でございます。こちらの表の見方でございますが、例えば（１）の IBRV をごらんくだ

さい。左側に投与時の抗体価が記載されております。投与時の抗体価で表となってございま

す。 

  右側の上に有効頭数（抗体上昇率）とございますが、この括弧内のパーセントは投与時の

抗体価区分ごとの最小有効抗体価以上を保有した頭数の割合でございます。投与時の抗体価

が高いものほど、抗体上昇率が高いことが確認されております。この傾向はほかのウイルス

抗原でも同様でございました。ほかの解析については、こちらでは説明いたしませんが、臨

床試験成績の解析結果を総合的に考えた場合、投与時の移行抗体を考慮する必要があるもの

の、本臨床試験において被験薬の有効性が確認されたものと考察されております。また、安

全性に関しましては、一般臨床症状、注射局所の異常は認められておらず、試験薬の安全性

が確認されたものと考察されております。 

  以上が概要でございます。 

  初めに戻っていただきまして、１ページ目の審議経過票をお願いいたします。「７ 動物用

生物学的製剤調査会審議結果」をお願いいたします。 

  本製剤については先月８月に御審議いただきまして、承認は可とされてございます。ただ

し、承認条件がついておりまして、再審査期間中に牛ウイルス性下痢ウイルス１型及び２型

の製造用株を混合したものの、病原性復帰確認試験を実施するとともに、使用成績調査にお

いて、本剤使用農場で牛ウイルス性下痢・粘膜病の流行があった場合には、当該農場からの

分離株と製造用株の関係を解析し、製造用株同士の組換えによる病原性状は変化しないこと

を確認することというのが条件となってございます。 

  このことに関しましては、牛ウイルス性下痢ウイルスではございませんが、オーストラリ

アにおいて、最近、野外で使用された鶏用のワクチン、鶏伝染性気管炎の弱毒生ワクチン株

間で組換えを起こして病原性が変化した可能性を示唆する論文がことしに報告されてござい

ます。そのため、本製剤のように同種の２価以上の弱毒生ワクチン株を同時に接種した場合

の病原性復帰の可能性について評価する必要があるのではないかという御議論をいただきま

した。 

  調査会の場においては、本製剤の取扱いについては牛ウイルス性下痢ウイルスのウイルス

学的知見から考えると、現時点ではリスクは低いと考えられますが、そのことに関する試験

成績については再審査の中で評価する必要があるということで、こちらに記載しましたとお

り、２株を混合したものの病原性復帰確認試験と使用農場で流行があった場合の分離株と製

造用株の関係の解析を行い、製造用株同士の組換えにより病原性状が変化しないことを再度

評価する必要があると結論されております。 

  以上が調査会審議結果でございます。 

  最後に事前に中込委員より御意見をいただいておりますので、こちらで御紹介させていた

だきたいと思います。 



 

- 14 - 

  当日配布資料の黒の№15 の御用意をお願いいたします。申請書に関しましては、概要書の

５ページをお願いいたします。一番最後の段落でございますが、国外製品には、「と殺前に少

なくとも 21 日間の使用制限期間が設定されている」、国内においても「と畜場法の関係通知

により、生物学的製剤を注射後 20 日以内のと殺場への出荷は禁止」という記載がございます。 

  中込委員からは、国内製品は各製品の使用上の注意事項に使用制限期間が入らないのでし

ょうかと御質問をいただいてございます。このことに関しまして、事務局よりお答えいたし

ます。 

  動物用生物学的製剤の使用制限期間の記載については、こちらに記載のとおり、と畜場法

関係通知により、注射後 20 日以内はと畜場へ出荷しないこととされてございます。以前は生

ワクチンやアルミニウムゲルアジュバントを使用したもののみが承認されており、一般的に

注射後 20 日以降であれば、著しい局所反応等が認められませんでしたが、その後、オイルア

ジュバント等を使用したワクチンのうち、局所反応等が 20 日を超えるものが出ておりまして、

それらが出荷されないための措置といたしまして、使用制限期間を使用上の注意に記載して

ございます。したがって、現在は 20 日を超える製剤のみにおいて、各製剤の使用上の注意に

使用制限期間を記載するよう統一しているところです。 

  なお、現在、使用上の注意の記載要領について見直しを検討中ですが、その中で御指摘の

ように、生物学的製剤を注射後 20 日以内のと畜場への獣畜の出荷は禁止されている旨が飼養

者に正しく伝わるよう、今後は 20 日以内のものについては出荷できない旨を一律記載する方

針で検討していく予定でございます。 

  以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  中込委員、今の説明でよろしいでしょうか。 

○中込委員 私は全く素人ですけれども、20 日以内は出荷しないというのは、当然の常識とし

て皆様は御存じであろうという前提でこういうことになったわけですね。 

○事務局 と畜場法の関係通知でそういった文言がございますので、そうなってございます。 

○中込委員 当然守られているであろうから、書くこともないと。 

○事務局 以前はそういう整理でございましたが、今後は書くように見直しを検討してござい

ます。 

○明石部会長 一応、もう一度 PR はしていただくということだそうです。 

  ほかはございますでしょうか。既承認の製剤に BVDV の２型を追加したものということです

が、いかがでしょうか。 

○西川委員 概要-85 ページの安全性に関するところです。下から８行目に「組織学的にも膿

瘍、壊死等の組織像は認められず」とありますけれども、88 ページの表 98 を見ますと、高

用量群の№８の動物に筋肉壊死が見られます。89 ページにも、その証拠写真が示されており

ます。この本文とデータが乖離しているような感じがしますけれども、このあたりはどうな

っているのかを確認させてください。 

  それから、細かいところですけれども、89 ページの組織写真の左下の説明に誤植がありま

す。「肉芽腫瘍変化」の「瘍」が違っておりますので、訂正をお願いいたします。 

○事務局 かしこまりました。今、確認いたします。 
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○事務局 済みません。もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか。 

○明石部会長 概要-85 ページの下から８行目、２回目注射接種時に「組織学的にも膿瘍、壊

死等の組織像は認められず」という表現があるのに対して、88 ページの図表 98 の２回目接

種群に病理組織学的検査の筋肉萎縮、筋肉壊死、細胞浸潤等が認められているけれども、こ

れはどちらが正しいのかという御質問です。 

○事務局 わかりました。本文の記載と表の記載を資料のほうをもう一度確認して、整合性を

とりたいと思います。 

○明石部会長 それから、概要-89 ページの組織像の左下、「肉芽腫瘍」は「肉芽腫様」です。

これは誤植なので訂正してという御意見ですので、そちらのほうは訂正をよろしくお願いし

ます。 

○事務局 わかりました。あわせて修正いたします。 

○明石部会長 西川委員、今すぐにお答えが出ないということで、ちょっとお待ちください。 

 調べている間に、ほかの御質問、御意見はございませんでしょうか。どうぞ。 

○濱岡委員 ２点ございます。申請書の 29 ページの牛に対する注意書きが示されています。制

限事項の（１）に BVD が生になっているということで、本剤は妊娠牛交配後間もないもの、

又は３週間以内に種付けを予定している牛に注射しないこと。これはわかりにくいと思いま

す。特に交配後間もないものというのはどこまでか。 

  要は３週間以内に種付けを予定している時点から、種付けをして妊娠鑑定が終わって、つ

いていればそのまま妊娠牛になるわけですから、ついていないというタイミングでしか打て

ないということですね。交配後間もないもの、又は３週間以内というのは漠然としているの

ですが、実際にどういうことかなと考えると、今、言ったようなことになると思います。も

う少しわかりやすい注意書きにされることが必要かなと思っています。 

  申請書 30 ページの使用上の注意の「（２）注射部位を厳守すること」とあるわけですが、

この製剤の注射部位は限定されていないですね。ルートは筋肉内と限定されているので、恐

らく接種ルートを厳守することなので、部位はどこにも指定されていないと思います。この

辺の整合性をとる必要があるのかなと思っています。 

○事務局 まず、２つ目の御助言ですけれども、注射部位が現時点では明記されていないとい

うことですが、こちらに関しましては、注射ルートであることがわかるような記載に修正す

るように申請者と相談したいと思います。 

  交配後間もないことに関しましては、現時点ではほかの既承認製剤もこのような記載にな

ってはいるところですが、この記載については、よりわかりやすいような記載に修正するよ

う、申請者と相談して修正したいと思います。 

○明石部会長 ほかにもこの表記が、牛のウイルス性下痢粘膜病ワクチンのみなのかどうかは

私もよくわからないのですが、含んだ製剤では統一的にこう書かれていると考えていいので

すか。 

○事務局 現在のところは、これで統一されております。 

○明石部会長 ほかの製剤もこういうふうに、妊娠牛、交配後間もないもの、又は３週間以内

に種付けを予定している牛は注射をしてはいけないと書かれているということでよろしいで

すね。 
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○事務局 はい。ほかの製剤も一律同じような感じの記載になっております。具体的にどこま

で書けるかは申請者と確認をしてみないといけないのと、あとはほかの横並びの製剤につい

ても、おいおい具体的に変えていくという話がありますので、全くここまでという明確のと

ころがどこまでできるかわかりませんけれども、可能な限り、使用者にはわかりやすいよう

な表記にするように指導をして、修正を促したいと思います。 

○明石部会長 濱岡委員、今すぐには修正が出てこないけれども、この「交配後間もない」と

いうものをきちんと理解できるような格好に修文したいという話なので、それでよろしいで

すか。 

○濱岡委員 結構でございます。 

○明石部会長 そうすると、適用上の注意の２番のほうについては、注射部位ではなくて注射

ルート。 

○事務局 今回は使用部位ではございませんで、注射部位という語句ではなくて注射ルートと

か注射経路とか、その辺を相談して修正していきたいと思います。 

○明石部会長 注射経路のほうがいいかもしれないですね。その表現については、これも事務

局にお任せするということでよろしいですか。制限事項の１番と適用上の注意の２番につい

ては表現を検討していただくということにします。 

  ほかはございませんでしょうか。ほかはよろしいですか。 

  そうすると、最初の西川委員の御質問に対してはいかがですか。まだ答えは出ませんか。

どうぞ。 

○山田委員 これは文章の書き方が非常にまずくてわかりにくいのですが、要は高用量の２回

目のときには、先生のおっしゃるような病変は出ているけれども、常用量の１回、２回では

そういうものが見られませんよということを書いているのだと思います。非常に文章の書き

方が悪いので誤解を招くか、変な書き方になっているので、そこは整理をするべきだろうと

思います。 

○明石部会長 そういう御意見もありましたし、本製剤について、この表現をもって議論にな

るというものでもないような気がするのですが、製品自体の安全性については十分に担保さ

れていると考えるのですが、いかがでしょうか。表現についてはもう一度、中の内容を精査

していただいて、きちんと修文をしていただくということでいかがでしょうか。 

  西川先生、よろしいでしょうか。 

○西川委員 それで結構です。 

○明石部会長 それでは、ほかに御質問、御意見はございませんでしょうか。 

  それでは、修文が何点かありますけれども、そういった内容、表記について見直していた

だくことを条件として、承認ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、承認していただきました。 

○事務局 ありがとうございました。 

  本剤につきましては、使用上の注意や安全性試験の修正がございますが、その辺を事務局

で対応いたしまして、承認を可といたしまして、薬事分科会に報告させていただきます。な

お、再審査期間は新動物用配合剤ということで６年間とします。 
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  また、承認条件といたしまして、再審査期間中に牛ウイルス性下痢ウイルス１型及び２型

の製造用株を混合したものの病原性復帰試験を実施するとともに、使用成績調査において本

剤使用農場で牛ウイルス性下痢・粘膜病の流行があった場合には、当該農場からの分離株と

製造用株の関係を解析し、製造用株同士の組換えによる病原性状が変化しないことを確認す

ることを条件といたします。 

 

    ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

   ③ アトピカ内用液（ノバルティスアニマルヘルス株式会社） 

 

○明石部会長 それでは、動物用一般医薬品調査会関係としまして、アトピカ内用液について、

動物用一般医薬品調査会の座長である野上先生、説明をお願いします。 

○野上委員 アトピカ内用液は、ノバルティスアニマルヘルス株式会社から製造販売承認申請

されたシクロスポリンを有効成分とし、猫の慢性アレルギー性皮膚炎における症状の緩和を

効能又は効果とする液状の経口投与製剤でございます。 

  本申請製剤は平成 24 年７月 31 日に開催された動物用一般医薬品調査会において事前の審

議を終了し、本部会に上程されるものです。なお、再審査期間は新効能動物用医薬品という

ことで２年となります。 

  詳細につきましては、事務局から説明があります。 

○事務局 それでは、説明させていただきます。赤の資料№３を御用意ください。 

 表紙をめくっていただきまして、最初のタグ、審議経過票をごらんください。ただいま野上

先生から御紹介をいただきましたように、本剤の販売名はアトピカ内用液、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。 

  有効成分はシクロスポリン。効能又は効果は、猫慢性アレルギー性皮膚炎における症状の

緩和でございます。 

  それでは、以下、概要に従いまして、御説明いたします。黄色いタグで概要と書かれたペ

ージをお開きください。 

  1-1 ページ、本剤は免疫抑制薬として著名なシクロスポリンを猫の慢性アレルギー性皮膚

炎に対して開発したものでございます。既に犬用ではアトピカカプセルとして承認、再審査

が終了しております。なお、人用医薬品といたしましては、サンディミュン及びネオーラル

の商品名で上市されており、臓器移植に伴う拒絶反応、移植片対宿主病のほか、各種重症自

己免疫疾患に対して用いられております。 

  シクロスポリンは水に極めて難溶であるであることから、本剤はマイクロエマルジョン液

として製剤化されておりまして、附属のシリンジで計量して投与されます。犬用製剤はカプ

セル剤ですが軟カプセル剤でありまして、内容物は本剤と同一でございます。また、本剤は

人用医薬品のネオーラルと全く同一の製剤となっております。 

  2-1 ページ、こちらからは本剤の規格及び試験方法について記載しております。本剤有効

成分と既承認のものでありますので、原薬に関する資料は添付されておりません。製剤につ

きましては、こちらに示されておりますように、含量及びその定量法、性状、確認試験、比

重、純度試験が設定されております。これらの設定は人用同等製剤であるネオーラルの規格
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を参考に設定されております。 

  事務局からは、本剤の経口投与液剤でありまして、微生物限度試験の追加を求めました。

また、吸収に関与するマイクロエマルジョンの状態につきまして、何らかの規格の設定を求

めました。申請者からの回答により、試験頻度を限定した上で、規格に微生物限度試験が設

定をされました。また、性状の項には、析出原薬を確認する試験が追加されております。 

  3-2 ページ、こちらには本剤の製造方法が記載されておりますが、本項に関しまして、特

に重要な問題は見られておりません。 

  5-1 ページ、こちらには安定性に関する資料がまとめられております。表Ⅴ-2 に行われま

した試験がまとめられております。それぞれガイドラインに従いまして、長期保存試験、加

速試験のほか、本剤は数週間にわたりまして分割使用されますことから、開封後の安定性に

つきましても試験が行われております。 

  試験結果につきましては、5-4 ページにその概要が、5-6 ページには結果が表で記載されて

おります。全体といたしまして、大きな変化は見られておりませんが、長期保存試験では若

干の分解物の増加と溶剤、安定剤の減少が見られましたが、品質に影響を与える変化とは考

えられませんでした。これらの試験の結果、長期保存試験の提出成績より、本剤の有効期間

は 18 カ月として申請されております。 

  なお、長期保存試験は現在も継続中であり、事務局におきましては、現在までに 24 カ月の

試験成績を受領しております。このことから、試験成績を事務局で確認させていただきまし

て、問題がない場合には、承認時には有効期間を 24 カ月とさせていただければと考えており

ます。 

  事務局の審査におきまして、本剤は１剤を繰り返し用いる経口液剤でありますことから、

採取投与するシリンジの再使用など、実使用を想定した安定性について申請者に確認をいた

しました。申請者からは、投与するシリンジを直接バイアルに入れるわけではないというこ

と、アダプターのようなものをつけるのですが、本剤には抗菌活性が見られることから、実

使用時に対して問題となる微生物汚染を起こす可能性は小さいと考えているとの回答がなさ

れております。 

  9-1 ページ、こちらは安全性に関する事項が記載されております。本剤の臨床用量は体重

１kg当たり７mgですが、本試験では臨床適用上の誤差も含めて基準用量を８mg/kgと設定し、

その２倍、３倍、５倍量を１日１回６カ月間連続投与いたしまして、安全性を評価しており

ます。 

  その結果につきまして、9-6 ページに記載があります。また、9-9 ページに表としてまとめ

ておりますので、あわせてごらんください。最高用量の 40mg/kg 群では１例で瀕死、安楽死

となった例が見られております。本剤投与との因果関係につきましては明確ではないとされ

ております。 

  事務局からの指摘につきましては、本剤投与により肝酵素値の上昇が見られていることか

ら、犬において記載されている肝酵素のモニタリングについて、猫にも記載するよう求めま

した。これに対しまして、申請者からは回答において、血液検査、モニタリングに関する使

用上の注意を追加する旨が示されております。 

  10-1 ページ、効力を裏づける試験に関する資料について、こちらに記載されております。
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本項目で提出されております試験は用量設定試験２試験でございますが、いずれも海外にお

ける臨床試験成績を用量設定根拠として提出しております。まず、１つ目の試験で、承認用

量であります１日当たり７mg 及び、それを下回る 2.5mg/kg 及びプラセボの３群を設定いた

しまして、評価者及び飼い主の評価によるスコアによって比較を行っております。 

  その結果、10-15 ページ、表Ⅹ-21 でございます。こちらにありますように、使用評価項目

であります総病変スコアでは、高用量群では低用量群及びプラセボ群と比較して高い改善率

が得られておりますが、次のページの図にありますように、有意な差ではございませんでし

た。次に副次的評価項値区として、掻痒など個別のスコアを解析したところ、全体的に高用

量では有意に改善が見られているものの、低用量群ではプラセボとの間に有意な差は見出さ

れませんでした。 

  10-24 ページ、さきの試験で有効されました症例につきまして、用量を漸減可能であるか

検討する試験が行われております。これは有効性が見られて症状が安定した症例に対しまし

て、連日投与から隔日あるいは週２回投与とし、投与動物及び飼い主の負担を減らすことは

可能であるか検討されたものです。 

  その結果でございますが、10-31 ページの表Ⅹ-37 をごらんください。この表で試験区間２

及び３、これは真ん中と右のカラムですが、これの上から「隔日」とある行から「隔日→連

日」とある行までの症例が減薬に成功した症例でございますが、ほぼ 57～70％の症例で減薬

に成功しております。一方、再度増量しなくてはならない症例も数例ございましたが、次の

ページの表Ⅹ-38 でわかりますように、獣医師の判断により適宜増減を行った結果、本試験

後におきましても組入れ当初と比較して有効性は見出されており、本剤は獣医師の判断によ

り症状を見ながら、適宜増減が可能であることが示されております。 

  事務局からは提出されている用量設定試験は、実質上、臨床試験でございますので、実際

に用量決定に際しては非臨床試験も含めた根拠が必要であると考え、その根拠を尋ねており

ます。回答では、本剤の用量反応性が必ずしもあるというわけではないこと。犬での投与成

績があり、その血中濃度との比較を行ったことなどが説明されております。用量反応性の特

徴から投与中に減薬ができる可能性があり、投与頻度による減薬が検討されている旨が説明

されております。 

  また、実質的な臨床試験であります用量設定試験におきまして、20％前後のプラセボ効果

が見られていることにつきまして、自然治癒が存在する可能性など、その原因と本剤の評価

に与える影響について尋ねております。回答では、本疾患は難治性の疾患でございまして、

一時的な寛解があったとしても自然治癒は見込めないこと。組み入れられた症例は対象疾患

として間違いがないこと。プラセボ効果を差し引いても本剤の有用性が見出されることが説

明されております。 

  さらに事務局からは、先行する用量設定試験で有効性が見出された症例について、漸減用

法を続く試験で検討することについて、本試験からどのような症例が漸減要項の対象となり、

また、その用法の妥当性についても説明を求めております。回答におきましては、シクロス

ポリンは効果が認められるようになった後に、より低い血中濃度を維持することによって効

果の持続が可能であることが知られているという説明があり、本試験によって連続投与で効

果が見られた症例については、投与期間を間引くことで低いトラフ値を維持しまして、副作
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用のリスクを軽減することを目的とする旨が回答されております。 

  12-1 ページからは、吸収等試験について記載されております。本項で提出されております

試験はシクロスポリンの血中動態に関するもののみでございますが、12-6 ページの表Ⅻ-3

にありますように、本剤を静脈内投与も含めまして、経口投与時には給餌条件も加味いたし

まして、４群を設定いたしまして、おのおの単回投与で血中の動態パラメーターを測定して

おります。その結果につきましては、同じ表にまとめられております。 

  事務局からは、本薬はその吸収に食餌の影響が見られており、空腹時に強制経口投与か、

少量を餌に混じて投与することとされていることについて、注意喚起をする必要があるので

はないかと尋ねております。回答では、本剤は漸減用法が可能であるように、低い血中濃度

を維持することで有効性を維持することができ、また、本剤の半減期は 23～27 時間と比較的

長く、その観点から本剤で見られている程度の差であれば、有効性に与える影響は少なく、

注意喚起は必要ない旨の回答がされております。 

  本申請資料におきましては、猫に対する代謝排泄に関する知見が少なく、安全性の観点か

ら、さらに考察を求めました。回答では、本件に関する知見は全体的に乏しいこと。各種動

物で類似同棲が見られることから、他の動物のデータを用いて説明されております。また、

猫でしばしば問題となる泌尿器系に与える影響につきましては、６カ月の安全性試験で最高

用量投与群でも泌尿器系に対する影響は見られなかったと説明されております。 

  14-1 ページ、こちらからは臨床試験に関する事項が記載されております。資料といたしま

しては、国内で行われた臨床試験のほか、海外で行われた臨床試験も添付されております。

なお、海外臨床試験は効力を裏づける試験で評価試料とされたものと同一のものでございま

すので、海外臨床試験に関する御説明はこの項では省略させていただきます。 

  国内臨床試験の具体的な方法につきましては、14-3 ページをごらんください。試験は国内

一般来院症例 28 症例を対象といたしまして、無対照で１群のみで行われました。投与量等は

申請の用法・用量に準じ、42 日間継続投与され、21 日目に中間評価を行っております。基本

的な評価方法等は、さきに御紹介いたしました海外臨床試験に準じた形となっております。 

  結果につきましては、14-11 ページをお開きください。組入れ直後に脱落した１症例を除

く 27 症例が解析対象とされました。使用評価項目であります総病変スコアにつきましては、

このページの一番下に記述され、次のページに表がございますが、投与 21 日目及び 42 日目

のいずれの値も開始時と比較して、有意に低いとの結果が得られております。また、飼い主

による評価も含め、副次的評価項目につきましても、おおむね良好な成績が得られているも

のと考えられます。 

  安全性につきましては、14-14 ページから記載されております。有害事象といたしまして

４例が報告されておりまして、うち３例は下痢、軟便などの消化器症状、１例は皮膚リンパ

球増多症とのことでございました。そのほか、臨床検査値等につきましても基本的に有意差

が見られていますが、本剤の安全性に重大な懸念を示す徴候は見られなかったと考えており

ます。 

  事務局からは、本申請の臨床試験は国内臨床試験と海外臨床試験及び両試験の併合解析で

構成されておりました。これに対しまして、国内臨床試験と海外臨床試験は試験設計が大幅

に異なり、併合解析結果を評価対象とすることについて困難である旨を伝えました。その上
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で各試験を個別に評価し、併合解析を参考とすることで総合的に評価を行うように求めまし

た。申請者からは、国内試験を主たる評価資料とし、海外臨床試験及び併合解析をその補足

資料の位置づけとする旨が回答されました。 

  事務局といたしましては、国内臨床症例は実質 27 症例であり、国内の有効性評価には不十

分であると考えられますが、直接併合解析は適切ではないものの、海外での臨床試験におい

て同等の成績が得られていることから、国内 27 症例で見られた有効性はおおむね評価できる

と判断いたしました。また、各試験における安全性に関する結果の評価は不十分であると考

えられたことから、再度得られた情報を検証し、必要に応じて使用上の注意に反映させるこ

とを求めました。回答におきましては、概要への記載の追加を行った上で、この中でもグル

コース値につきましては使用上の注意に反映させるとされました。 

  さらに条件の追加試験につきまして、国内臨床試験においてコレステロール値が上昇して

いる症例が散見されることにつきまして、さらに評価を求めました。また、肝酵素及びクレ

アチニン上昇につきまして、それ以外の臨床徴候が現われないことをもって臨床的意義が低

いとしたことについて、回答を求めました。回答では、コレステロール値につきましては、

他の試験でも変動は見られておらず、食餌は臨床試験を通じて変更を制限していたことから、

偶発的なものと考えられるとのことでした。また、肝酵素及びクレアチニンにつきましては、

使用上の注意に反映されることとされました。 

  最後に 15-3 ページには、使用上の注意の設定根拠が示されております。事務局からは、本

剤は投与開始後すぐに効果が見られる薬剤ではなく、臨床試験等の効果判定も投与開始後３

週後となっていますように、ある程度の期間を継続する必要があると考えております。しか

しながら、対象疾患は即効性を求めることが多いと考えられ、本件に関する注意を促す必要

性がないかを問いました。 

  申請者からは、現時点において用法及び用量に臨床的改善は４週間で見られると記述して

いることをもって足りると回答されております。また、本剤が免疫抑制剤であることから、

そのことを踏まえたリスクを勘案して投与を決定する旨、及び本剤が対象としない感染症が

外部寄生虫、食事アレルギーなどに対して投与しない旨の記載を求めております。回答では、

これらの事項について記載する旨が示されました。 

  このほか、先ほど申し上げましたが、本剤は１本のシリンジを複数回、直接経口投与する

ことがございますので、その衛生対策について申請者に問うております。申請者からは、水

やアルコールなどは本剤のエマルジョンに影響を及ぼすことから、使用後は紙でふきとるこ

と。複数頭で１製剤を共用しない等の注意を行うことが提示されました。 

  審議経過票にお戻りください。以上の事務局審査の後、平成 24 年５月 16 日開催の動物用

一般医薬品調査会において御審議いただきまして、次のタグの調査会指摘事項回答書にあり

ますような御指摘をいただきまして、継続審議となりました。指摘事項の回答書をごらんく

ださい。 

  指摘１は記載整備でございます。使用上の注意に記載されております嘔吐に関するもので

ございますが、調査会の議論におきまして、先に製造販売されております犬用製剤におきま

して、嘔吐が頻発するとの御意見があり、ここで記載されております「軽度かつ一過性」と

した根拠を求められたものでございます。 
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  これにつきましては、申請者からはその理由が説明されておりますが、結果といたしまし

ては、軽度かつ一過性とは言い切れない症例もありましたことから、本語句は削除するこが

申し入れられました。 

  指摘事項３及び４に関してですが、安全性試験の高用量で瀕死症例が見られ、その際、高

い血中濃度が観察されたことにつきまして、血中濃度との関係を考察し、必要に応じて注意

喚起の検討を求めたものです。 

  これにつきましては、高い血中濃度が有害事象の原因となった可能性は否定できないもの

の、血中濃度と有害事象発現の間に相関は見られず、現時点では何らかの情報提供をできる

可能性や必要性についても低いと考えられております。 

  指摘事項５でございますが、臨床試験の施設についての確認です。こちらは確認をしてお

ります。 

  指摘事項６は、本剤の位置づけとして対象がアレルギー性皮膚炎とされていることについ

て、その原因等の関係について御指摘をいただきました。 

  これにつきましては、本剤の投与対象は本項最後のフローチャートにありますように、原

因物質が特定できないアレルギー性皮膚炎を対象としており、犬では同様の疾患がアトピー

性皮膚炎とされておりますが、猫につきましては学会等でアトピー性皮膚炎等の疾患名が確

立されていないことから、本申請では効能又は効果をアレルギー性皮膚炎とし、使用上の注

意におきまして、これらの投与対象外とされる症例には投与しないことを記載することをも

って、犬と同様の投与対象を定めております。 

  本フローチャートにつきましては、やはり最終的に本剤投与対象がアレルギー性皮膚炎と

することには違和感があるとの御指摘をいただき、２回目の御審議におきまして、再検討の

御指示をいただきまして、黄色い概要書と書かれたタグでございますが、1-5 ページにこの

回答にある表をリバイスした表がございます。こちらのように最終的なゴールが本剤の投与

対象となる猫のアレルギー性皮膚炎ということで提出されております。 

  この回答をもって平成 24 年７月 31 日に開催されました同調査会におきまして、当部会に

上程を可とする御判断をいただき、本日御審議をいただくものです。なお、本剤原薬シクロ

スポリン及びその製剤は既に劇薬に指定されており、本剤においても劇薬が相当と判断され、

調査会におきましても同様の御判断をいただいております。 

  なお、御審議に先立ちまして、中込委員より御意見をいただいております。当日配布資料

は黒の№15 をごらんください。御紹介させていただきますが、「『臨床症状の改善はおおむね

４週間程度でみられる』とあります。指摘事項の 0-(６)-2 にもありますが、効果発現にしば

らくかかる薬剤ですので、やはり『初期には症状の改善はみられない』なり、『臨床症状の改

善には概ね５週間程度かかる』なり、時間がかかるという表現が必要ではないか、と思いま

す。EU 向けの添付文書には、『初期には満足な症状の改善はみられない』を匂わせる表記に

なっています」。 

  こちらにつきましては、先ほども御説明を申し上げましたように、事務局審査の段階でも

そのことについて指摘をいたしまして、事務局といたしましては、現状の表記と判断をした

わけでございますが、これにつきましては部会で御議論をいただきまして、より適当とされ

るような表現がございましたら、そちらのほうに改めることの検討をしていただくこともよ
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ろしいかと考えております。 

  説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

  まず、中込委員、今の説明で、使用上の注意の表現でいい表現はあるかという質問です。 

○中込委員 初期には症状の改善が見られないと。続けて投与しないと改善しないよというこ

とをどこかに入れておいていただかないと、結果的には同じことですけれども、継続投与を

あきらめてしまうのではないかと思うのですが、いかがなものでしょうか。 

○事務局 事務局のほうとしましても、そういった認識は持っておりまして、事務局の審査の

中で少し検討いたしましたのは、黄色のタグの申請書写しがございまして、こちらの用法及

び用量は承認事項でございますので、この内容についてになります。「臨床症状の改善は概ね

４週間程度でみられる」。裏を返しますと、それ以前では見られないこともあるということに

なるのですが、そういったことで判断をしたわけです。 

 直接的にそういった表現をする必要があるとのことであれば、使用上の注意にも同じような

記載がございまして、４週間で見られると。あとは８週間経過後に臨床徴候の改善が見られ

ない場合は投与を中止すること、というようなことが記載されているようでございます。よ

り直接的ということであれば、どういったような文面がよろしいかを御議論いただければと

思います。 

○明石部会長 事務局としては、適切な表現を考えるのは難しいという話ですが、いかがでし

ょうか。ここに書かれている「初期に満足な症状の改善がみられない」場合があるというよ

うな表現を入れたほうがよろしいでしょうか。 

○中込委員 私は、これはどちらか入れていただいたほうがいいかと思います。要するに、初

期には見られないか、もしくは４週間程度かからないと症状が改善しない。EU 向けの添付文

書にはそういう言葉がちゃんと入っているので、入れておいたほうがいいだろうと思います。 

○事務局 具体的にそうなった場合ですけれども、本剤は、臨床試験は最初の評価時期が 21

日目、つまり３週間ということになっていますが、申請者の言い分によりますと、本剤は犬

用の製剤としてはもう既に使われている実績がありますが、そういったところでは早い症例

であれば、２週間程度から効果が見られる。そういうような症例もあり、重篤度ですとか、

そういったものによって、かなりばらつきもあるということを聞いております。 

  そういったことからして、効果発現には時間がかかるという表現を盛り込むことは可能か

と思いますが、具体的にいつから効くのか。逆に言うと、いつまでは効かないのかというよ

うなことになると、なかなかデータがないところは事務局のほうも考えたところがございま

す。もし必要ということであれば、効果の発現には時間を要するというような具体的な数を

入れるか、あるいは数週間というようなことにするのか、そういったことについて検討の余

地をいただけるようであれば、その方向で検討させていただければと思いますが、いかがで

ございますでしょうか。 

  こちらにつきましては、いわゆるアトピー性皮膚炎、猫ではアレルギー性皮膚炎ですが、

それの臨床的な使用に関する治療の位置づけでございますね。そういったところについても

含めて検討いたしました。恐らくかゆみや引っかきが激しい症例があれば、恐らくは臨床の

先生であれば、臨床症状をとにかく抑えることを優先させられると思いますので、そういっ
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た場合にはステロイドや別のものでとりあえず抑えるといった手段をとられるのではないか

と事務局のほうでも考えました。そういったところから、そこまでのところについてはこだ

わらなかったところも実はございます。 

  それはともかく、数値的な表現につきましては検討させていただけるようでありましたら、

検討させていただけると思います。 

○明石部会長 いかがですか。用法・用量で「臨床症状の改善は概ね４週間程度にみられる」

に、それ以前では見られない場合があるような表記を付け加えるということでよろしいです

か。 

○越久田委員 やはり臨床的にも我々は判断するときに、今おっしゃるとおり、長期にわたる

という部分は、薬剤として表記するときにそれでいいのかと言われると、問題があるかと思

います。ただ、実際に使用する、今はいろいろな場合で使用されているケースで、実際にそ

れだけ徴候が出るまで時間がかかるのは記載されているし、そのとおりだと思います。それ

を例えば、今お話があったように、４週から出る、４週以降は出ないという表現ができるか

どうかは難しいところだと思います。ただ、表示としては、効果が出るのに時間がかかると

いうことは必ず入れておかないと、この薬としての意味が評価されないのではないかという

気がします。 

  もう一つ、効果の発現をどういう形で見るかというのは、一番この皮膚病で厄介なところ

は、飼い主の判断と獣医師の判断が全く違うケースが出てきます。それを総合的にまとめれ

ば、事務局のおっしゃるように、効果の発現には時間がかかるという表記が一番最適ではな

いかという気はします。 

○明石部会長 それでよろしいですか。 

○中込委員 結構です。 

○明石部会長 そうしますと、事務局のほうで表現については考えていただくことにして、今、

越久田委員がおっしゃった、効果が出るのには時間がかかるという意味合いの文言を入れて

いただくということでよろしいですか。 

  それでは、ほかに御質問、御意見はございますでしょうか。 

○越久田委員 忘れたのですけれども、猫は正直なところ、薬剤にかなり反応が過敏なところ

があるので、特に肝機能に対する影響は確実に評価をもらっておかないと、薬としての意味

合いがかなりなくなるのではないかと思います。 

○明石部会長 今の意見は、肝機能に対する影響を使用上の注意に表記した方がいいという御

意見でしょうか。今の肝機能に関する話というのは、入っていましたと。 

○事務局 そういったことも踏まえまして、概要の 15-3 ページをお開きください。使用上の注

意、一般的注意でございますけれども、これの（５）を事務局の審査の段階で申請者のほう

に追加を求めたものでございますが、本剤は投与後に血液検査により肝臓等の機能を検査し、

必要に応じて本剤の血中濃度のも慎重な投与を行うこと。 

  血中濃度のモニタリングがどこまで実効性を持つのかという話ですけれども、どこまで実

効性を持つのかという話もございますが、ともかくは肝臓に対するものがついて、臨床のお

使いいただく獣医の先生方に注意を喚起する。そういう意味で、こちらのほうの記載は入れ

ております。 
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  また、２ページの 15-6 ページの適用上の注意でございます。（３）もしくは（５）につき

ましても、こちらのほうはそもそも肝障害の疑いのある猫や高齢の猫に関する注意でござい

ますけれども、こういったところでも特にそういったようなリスクがある症例に関しまして

は、注意を喚起しているところでございます。 

  事務局のほうでとりました対応につきましては、以上のようなものでございます。 

○明石部会長 今の説明でよろしいでしょうか。 

  ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、ただいまの使用上の注意の表現を修正することを条件として、承認ということ

にしたいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。 

  それでは、本剤につきましては、先ほどいただきました使用上の注意を再検討することを

条件といたしまして、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審査

期間は新効能動物用医薬品ということで２年間、原体の製剤は劇薬に指定されております。 

 

     ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

   ④ “京都微研„ マリナ－4（株式会社 微生物化学研究所） 

 

○明石部会長 それでは、今度は水産用医薬品調査会関係で、“京都微研„ マリナ－４について、

水産用医薬品調査課の座長の廣野先生、御説明をお願いします。 

○廣野委員 “京都微研„ マリナ－４は株式会社 微生物化学研究所から製造販売承認申請さ

れた水産用不活化ワクチンであり、ラクトコッカス・ガルビエ SS91-014 G-3 株、ビブリオ・

アングイラルム AY-1 G-3 株、フォトバクテリウム・ダムセラ・サプスピーシーズ・ピシシダ

AW-02 G-3株及びマダイイリドウイルス EI-01 G-7株の不活化菌液などを主剤としています。 

  本製剤は本年８月 21 日の水産用医薬品調査会において事前の審議を終了し、本部会に上程

されるものです。なお、再審査期間は新動物用配合剤ということで６年となります。 

  詳細につきましては、事務局から説明があります。 

○事務局 事前配布資料赤の№４をお手元に御用意ください。 

  １枚めくっていただきまして、審議経過票をお開きください。御審議いただく製造販売承

認申請の品目は、“京都微研„ マリナ－４。申請者は株式会社 微生物化学研究所です。 

  本剤の成分は「４ 成分及び分量」にあります４つの菌株を主剤とし、アジュバントにフ

コイダンを含んでいます。主剤としては先ほど御説明のあったように、ラクトコッカス・ガ

ルビエ SS91-014 G-3 株、ビブリオ・アングイラルム AY-1 G-3 株、フォトバクテリウム・ダ

ムセラ・サブスピーシーズ・ピシンダ AW-02 G-3 株及びマダイイリドウイルス EI-01 G-7 株

の不活化菌液等を成分としています。 

  「５ 用法及び用量」は、体重約 30～300g のぶり属魚類の腹腔内に本ワクチンを１尾につ

き 0.1mL を１回注射します。 

  「６ 効能又は効果」は、ぶり属魚類（魚体重約 30～300g）のα溶血性レンサ球菌症、J-O-3

型ビブリオ病及び類結節症の予防。ぶり属魚類（魚体重約 30～100g）のイリドウイルス病の

予防となっております。 
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  本剤は、本年８月 21 日に開催されました水産用医薬品調査会において資料を整備すること

を条件に、当部会に上程して差し支えないとの審議結果をいただいており、今回、資料整備

が済みましたので、本部会の御審議を受けることになりました。 

 続きまして、概-１ページをごらんください。本製剤の開発の経緯ですが、α溶血性レンサ球

菌症、ビブリオ病、類結節症及びイリドウイルス感染症は、いずれも養殖ぶり属魚類におけ

る主要な疾病であり、単独あるいは混合感染により多大な被害をもたらしております。 

  現在、α溶血性レンサ球菌症及びビブリオ病対策の２種混合ワクチンについては、申請メ

ーカーが既に製剤を開発し承認が得られていますが、これに加え、イリドウイルス感染症及

びアジュバントの介在がない場合、有効性が低いとされている類結節症の４種の不活化菌液

を主成分とし、また、アジュバントにフコイダンを加えた液状ワクチンとなります。 

  概-2 ページに記載がありますように、本剤の特徴は４種混合ワクチンであるため、広範囲

の疾病に対し予防効果が期待できる。続きまして、アジュバントとして使用したフコイダン

は海藻から抽出されたものであり、使用制限期間が油性アジュバント製剤に比べ４週間と短

期間である。現在、水産用ワクチンについては、既承認ワクチンの中では３種混合ワクチン

が多価として最多であり、混合ワクチンにより注射回数がより軽減されることが生産者から

要望されている点では４種混合ワクチンの開発は意義が大きいものと考えられます。 

 以上が開発の経緯及び概要となります。 

  続きまして、人に対する安全性です。本製剤は不活化ワクチンであるため、感染性を有す

ることはありません。また、アジュバント成分は人体に対する安全性は 1-3-1 ラットにおけ

る反復投与試験、1-3-2 健常人を対象とした臨床試験等により、当試験においては安全性の

高いものとされております。 

  概-4 ページ、主要成分に関する有効性、免疫原性を検証するに当たり、α溶血性レンサ球

菌、ビブリオ病の２成分については既に承認されています“京都微研”マリナコンビ－２の

製造用株として使用され、抗原性性状等は既に確認されているため、新たに加えられた類結

節症及びイリドウイルス病の２成分については新たに記載されております。 

  概-7 ページ、検討が必要な２成分について、まず類結節症についての免疫原性の検討が

2-1-1-4 に示しますとおり、平均体重 50.5g のかんぱちを用いた交差攻撃試験により確認さ

れております。縦軸の複数株において AW-02 株が他の菌株に比べ、もっとも耐過率が高いこ

とが示され、製造用株に選定されました。 

  概-11 ページ、イリドウイルス病における免疫原性の検討については、表 2-1-2-5 に示し

ますように、体重 10.7g のぶりを用いた交差攻撃試験により検討されています。各攻撃ウイ

ルス間の対照群の死亡率を補正した後の免疫原性については、EI-01G-7 株がやや高い傾向を

示し、製造用株に選定されました。 

  概-31 ページ、アジュバントのフコイダンに関する事項です。まず、ぶり及びかんぱちに

対する安全性については、表 2-3-1 に示すとおり、PBS の対照群に対して２つの濃度及び用

量のフコイダンを腹腔内に接種し、14 日間一般症状を観察し、その後、剖検した結果、いず

れの個体も異常は認められず、フコイダンの安全性が確認されました。 

  概-32 ページ、表 2-3-2 においてフコイダン添加濃度の検討がされた結果、1.0w/v％が最

適であると確認されました。 
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  表 2-3-3-1 には、フコイダン添加類結節症菌抗原の免疫原性を示しております。PBS 接種

の対照群に比べ、1.0w/v％フコイダンを加えた不活化菌液注射群が高い免疫原性を示したこ

とがわかりました。 

  フコイダンを加えたほかの抗原等については、概-33 ページの表 2-3-3-2 以降に示すよう

に、無添加と有意差が認められなかったことから、α溶血性レンサ球菌症及びビブリオ病に

ついては、既承認薬の“京都微研”マリナコンビ－２で設定した抗原量を準用することが妥

当と考えられました。 

  また、表 2-3-4 においてフコイダン添加によるリゾチーム活性について、対照群に比べ有

意であることが示されております。 

  概-48 ページ、本剤についての安全性について記載されております。ぶり及びかんぱちの

腹腔内に常用量及び 10 倍量を接種しており、PBS 投与群を対照群としました。観察期間は投

与後 28 日までとし、その間の一般状態及び計画殺魚の剖検所見並びに投与後 14 日までの増

体重、飼料効率、血液性状及び病理所見を指標にしております。投与後 28 日間観察期間中、

ぶりではいずれの試験群においても死亡群は認められず、遊泳状態、摂餌行動及びその他外

見上も認められませんでした。 

  一方、かんぱち 10 倍量用群において、投与７日目の接種直後に一部死亡したとのことです。

死亡魚については、死亡直前まで何ら異常も認められず、死亡直後の体重も平均以上、栄養

状態もよく、病理学的においても死亡要因となる変化は認められなかったことから、急激な

摂餌行動が招いた偶発的な事例であろうと判断したとのことです。 

  また、投与翌日よりかんぱちにおける 10 倍用量群の半数の個体において、眼球突出が見ら

れました。当件については病理所見に異常もなく、投与後２週以降には回復傾向を示し、28

日には全く認められなかったとのことです。 

  また、増体率及び飼料効率に関しては、対照群との比較で被験物質がやや劣る傾向が見ら

れました。具体的には、投与後 14 日目までの増体率及び飼料効率に関しては、ぶりの被験投

与群及びかんぱちの 10 倍用量群において、対照群と比べ、やや低い傾向が見られました。こ

れについては表 9-1-1 については、魚を用いる検査では個体識別が困難なため、総体重をも

とに平均体重、増体率、飼料効率を算出しているため、統計解析は不可能であること。その

一方で、表 9-1-3 の投与 14 日目の計画殺魚における個体体重について、対照群と常用量群又

は 10 倍用量群を統計解析した結果、有意差が認められなかったこと。 

  それに加え、表 9-1-4 の３ロットについて、安全試験の 14 日間の増体率について、試験群

が対照群に比べ増体率が大きくなるケースが見られるなど、統計学的に比較した結果、いず

れの試作ロットの被験物質投与群の増体率指数の間に有意差は認められなかったことから、

当該３については統計学的にばらつきの範囲内と判断したとのことです。 

  また、安全性試験を実施した GLP 施設においても、今回の試験における用量設定は無作用

量、常用量及び作用量 10 倍量を仮定しており、常用量投与群における所見については一過性

で極めて軽微なものであり、本ワクチンのぶり属魚類への常用量単回投与は安全上問題ない

と結論づけられております。 

  その影響が一過性であることについては、概-79 ページの表 14-2 の臨床試験における試験

期間中の魚体重及び飼料効率の推移にも示唆されております。また、ほかの動物用ワクチン、
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水産用ワクチンの他のアジュバント製剤等に例があるように、万が一の想定について、使用

上の注意において注意書きを付すことによって、使用者への説明を追加しております。 

  概-52 ページ、本ワクチンの注射抗原量と発症防御（有効性）に関する検討になります。

類結節症については表 10-1-1 及び表 10-1-1-2 に示すように、不活化前生菌数として１尾当

たり 107CFU 以上が必要と考えられました。 

  概-53 ページ、類結節症について、注射抗原量と免疫持続に関する検討になります。表

10-1-2 及び表 10-1-3 で示すように、ぶり及びかんぱちともに３カ月間の免疫効果を付与す

るためには、注射剤材料中に 108CFU/尾以上の抗原量が必要と考えられました。 

  イリドウイルスについても同様に、注射抗原量と発症防御、免疫持続に関して検討した結

果が 10-1-4 及び概-54 ページの 10-1-5、概-55 ページの 10-1-6 に検討されています。 

  ４主成分の混合注射における免疫原性の影響を検討するため、４主成分の単味及び混合注

射での試験を実施しました。概-56 ページ以降となります。 

  表2-2から表 2-5に示すとおり、単味及び混合注射群との有意差は認められませんでした。

また、混合抗原について、４種菌にて攻撃試験をしたところ、表 10-2-6 から表 10-2-9 に示

すとおり、対照群との間に有意差は認められ、有効性が確認されました。 

  以上の成績により、ぶり属魚類に４種の混合抗原を注射した場合、各抗原の相互干渉等に

よる免疫効果への悪影響がないことが確認されました。 

  概-59ページ、４主成分における混合注射の安全性について、表 10-2-1に示してあります。

当該試験についてはフコイダン１w/v％を加えたものを平均体重51gのぶり及び49.9gのかん

ぱちの腹腔内５用量及び 10 用量を注射し、注射後 14 日間、一般症状及び注射局所の異常の

有無を観察して剖検し、腹腔内の異常の有無を観察した結果、いずれも異常は観察されず、

混合注射の安全性が確認されました。 

  概-61 ページから、追加の参考資料としてα溶血性レンサ球菌症、ビブリオ病については

薬理試験について既承認薬であるマリナコンビ－２の資料が添付されております。 

  概-68 ページ、本剤を用いて実施された臨床試験です。試験プログラムについては図 14-1

のとおりとなりますが、試験の概要については概-76 ページの表 14-1-1 となります。愛媛県

下の養魚場２カ所で実施されまして、体重 30 グラム及び 300g のぶり及びかんぱちで実施さ

れております。 

  有効性につきましては、概-77 ページ及び 78 ページをごらんください。α溶血性レンサ球

菌症は表 14-1 の２～５に示すように流行が確認されなかったため、概-79 ページの表 14-3-1

に示すとおり、30g 群は注射約２カ月後及び５カ月後、300g は注射２カ月後の室内攻撃試験

によって有効性が確認されました。 

  類結節症については、概-77 ページに示すとおり、９月～10 月上旬にかけ流行があり、こ

の期間は両群の分離率に有意差が認められ、30g における有効性が確認されました。これに

ついては概-79 ページの表 14-3-2 に示すとおり、30g 群及び 300g 群の両群において、注射後

２カ月で攻撃試験を行いました。その結果、有効性が確認されました。 

  イリドウイルス病についてですが、概-77 ページに示すとおり、７月下旬に 30g の死亡魚

において陽性を示す個体が確認され、有効が示唆され、統計的には有意差があり、有効性が

確認されました。また、ビブリオ病の原液については、概-77 及び 78 ページの表中に示すと
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おり、死亡魚から分離されておらず、GM 値が常に４倍以下であったことから、感染症として

の発生はなかったものと判断しました。 

  また、30g では注射後１カ月以降、300g では注射後２カ月以降、試験群の GM 値が対照群の

それと比べ、有意に高い値を示したところから、両群においてビブリオ病に対する有効性が

確認されました。 

  安全性については、ぶりにおいては概-77 ページの表 14-1-2 に示すように、死亡尾数が対

照群の 57 尾に対し試験群が 22 尾にとどまり、試験群と対照群の有意差が認められたこと。

さらに概-79 ページの表 14-2 示すとおり、増体重及び使用効率においても試験群のほうが対

照群に比べ、若干高い値で推移し、注射局所にも異常が認められなかったことから、被験ワ

クチンの安全性が確認されました。 

  かんぱちについても同様に、概-77 ページの表 14-1-3 に示すように、死亡尾数が試験群の

36 尾に対して、対照群は 94 尾が死亡し、試験群と対照群の生存率に有意差が認められまし

た。さらに概-79 ページの表 14-2 に示すとおり、増体重及び使用効率は試験群のほうが対照

群に比べて若干高い値で推移し、注射局所にも異常は認められなかったことから、かんぱち

にもおいて被験ワクチンの安全性が確認されました。 

  資料説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見をお願いします。この製品に含まれている４

種の病原体に対して、３種の組み合わせは既に承認を受けた製品があるけれども、この４種

の組み合わせは初めてということと、アジュバントをフコイダンという海藻由来のものにし

ているというのが初めてということですが、いかがでしょうか。 

  御質問等はございませんですか。よろしいですか。 

  それでは、特に御意見がなければ、承認させていただきたいと思います。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、承認していただきました。 

○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、再審査期間は新動物用配合

剤ということで６年間とします。 

○明石部会長 まだ水産用関係が１製剤残っているのですが、４時を過ぎましたので休憩にし

たいと思います。10 分休憩を入れたいと思いますので、４時 22 分から始めたいと思います。 

（休  憩） 

 

  ⑤ ノルバックス イリド mono（株式会社インターベット） 

 

○明石部会長 22 分と言いましたけれども、若干早めに始めたいと思います。 

  それでは、水産用医薬品調査会関係の２番目、ノルバックス イリド mono について、水

産用医薬品調査会の廣野先生、御説明をお願いします。 

○廣野委員 ノルバックス イリド mono は、株式会社インターベットから製造販売、承認申

請された水産用不活化ワクチンであり、マダイイリドウイルス RSI05.20.300A 株の不活化液
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を主剤としています。 

  本製剤は、本年８月 21 日の水産用医薬品調査会において事前の審議を終了し、本部会に上

程されるものです。なお、再審査期間は新剤型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、事務局のほうから説明をお願いします。 

○事務局 事前配布資料赤の№５をお手元に御用意ください。 

 まず、訂正がございまして、当日配布資料№14 のほうに、ノルバックス イリド mono の審

議経過票の１枚紙がございます。変更につきましては、区分の部分でありまして、該当箇所

が審議経過票の７の「再審査期間は」の後の新有効成分含有動物用医薬品」のところが「新

剤型動物用医薬品」。「８ 備考」の１．も「新剤型動物用医薬品」ということで訂正をよろ

しくお願いいたします。 

  中込先生のほうから御質問のあった部分につきましては、説明させていただいた後に、ま

た回答いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  では、説明させていただきます。審議経過票をお開きください。御審議いただく製造販売

承認申請の品目はノルバックス イリド mono、申請者は株式会社インターベットです。 

  本剤の成分は「４  成分及び分量」にありますように、マダイイリドウイルス

RSI05.20.300A 株の不活化菌液を主剤とし、アジュバントにモンタナイド ISA763AVG を含ん

でおります。 

  「５ 用法及び用量」は、体重 30g～90g のぶりの腹腔内に不活化ワクチンに希釈液を加え

混合し、１尾につき 0.1mL を１回注射します。 

  「６ 効能又は効果」は、ぶりのイリドウイルス病の予防になります。 

  本剤は本年８月 21 日開催の水産用医薬品調査会において御審議いただき、了承されまして、

本日、本部会に上程されるものでございます。 

  概-1 ページ、開発の経緯です。イリドウイルス病は、すずき目魚類を中心に多くの魚種で

かかる病気と言われておりまして、ぶりの稚魚導入直後の６月～９月の高水温期を中心に発

生が見られております。本疾病はマダイイリドウイルスによって引き起こされるウイルス感

染症であり、体色の黒化、鰓の褪色及び出血、脾臓の褪色及び肥大、また、顕微鏡下で鰓に

黒点が見られることを特徴としております。 

  製造用株の選定については、近年流行している分離株の高い相同性が確認されております。

また、既に承認されているぶり用のイリドウイルス病ワクチンについては、当該ページに示

すとおり、単味及び混合ワクチンがあります。しかし、これらについては全て水溶性ワクチ

ンであるため、免疫期間が比較的短期間であると考えられます。使用者からの見解として、

稚魚導入後の９月以降のイリドウイルス病を十分に防御できないと言われております。そこ

でメーカーが有効性の持続化、長いと考えられる油性アジュバント加不活化ワクチンの開発

に着手したとのことです。近年、地球温暖化の影響により、水温は上昇傾向であることが推

測される中、今後においても油性アジュバント加ワクチンについては、養殖現場ニーズがあ

るものと思われます。 

  概-2 ページ、下段に当ワクチンのアジュバントに関する説明があります。本製剤のように

イリドウイルス用ワクチンとしては初めてオイルアジュバントが添加された製剤ではありま

すが、アジュバント自体については国内で既に承認されているワクチン２製剤と同様のアジ
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ュバントとなり、人への安全性が評価されたものとなっております。 

  参考までに使用生産県でのイリドウイルス病の発生状況及び類似の既存製品については、

概-4 ページ、概-5 ページに示されております。 

  概-19 ページ、人に対する安全性です。製造用株であるマダイイリドウイルスについても、

人に対して病原性を有する報告はないこと。不活化ワクチンであることから、他の製剤同様

に不活化処理をした上で不活化試験により感染性がないことが確認されているものであるこ

とから、人に対する安全性は問題ないと考えられております。 

  アジュバントの人に対する安全性ですが、成分に関する考察が概-20 ページ、アジュバン

ト自体の考察が概-21 ページに示されております。それによりますと、おのおのの成分に加

え、４成分を原料としたアジュバントについても既に国内外で既承認薬があり、安全性を評

価されたものであることからも、人に対する安全性に問題はないと考えられます。 

  概-35 ページ、有効性を確認するため、病原性について検討されています。体重 45～50g

では 60％以上の死亡率が出た５×105TCID50 以上が攻撃モデルとして使用できることがわか

りました。 

  概-37 ページに示すように、体重 145～164g では、1.99×108TCID50以上が攻撃モデルとし

て使用できるとわかりました。 

  概-38 ページ、抗原力価と有効性の関係について、ウイルス抗原の最小量を攻撃試験によ

って検討されています。表１に示すとおり、製品となる２×107TCID50/mL の抗原濃度を含む

ワクチンを 100％ワクチンとして、それぞれ抗原量に応じて 1.6×107の抗原量を含むワクチ

ンを 80％ワクチン、1×107の抗原量を含むワクチンを 50％ワクチン及び２×106 TCID50の抗

原量を含むワクチンを 10％ワクチンとして４段階設定しています。 

  また、上記ワクチンを接種後 21日目に攻撃株として、1.2×107 TCID50/mL、1.2×106 TCID50/mL、

1.2×105 TCID50/mL の３群を設け、次のページの表２で示すとおり試験したところ、本剤は少

なくとも２×106 TCID50/mL 以上の抗原量を含むワクチンであれば有効であることが考えられ

ました。 

  以上のことから、10 の TCID50/mL の 10 倍量の抗原を含む本製剤は十分な抗原量を含むこと

が確認されました。 

  概-41 ページ、アジュバントの残留性について、室内試験及び野外試験において検討して

おります。室内試験については、概-44 ページには室内試験の結果を、概-50 ページには野外

試験の結果を示しております。 

  概-50 ページで示されるように、23 週目には残留が見られなくなりました。ぶりが出荷さ

れるまでには約 70 週を要することから、被験薬はぶりの出荷時に残留しないことが確認され

ています。 

  概-71 ページ、本剤のぶりに対する安全性について、本剤の１用量、２用量及び５用量を

ぶりの腹腔内に接種しております。 

  概-74 ページ、表４が示すように、１～５用量において増体重及び使用効率に差異はなく、

注射量が使用効率に影響していないことがわかりました。また、本剤注射後 21 日目の注射部

位において、１及び２用量では軽微な反応、５用量ではより強い反応が見られましたが、病

理学的検査の結果、実質臓器への影響は認められませんでした。これらの結果から、本剤は
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ぶりに対しては安全が確認されております。 

  概-78 ページ、免疫出現時期及び免疫持続期間を検討しております。 

  概-79 ページに示しますように、ワクチン接種後 10 日目、３週目、17 週目の異なる時期に

攻撃試験を実施したところ、17 週まで防御効果が認められました。 

  概-81 ページ、臨床試験について記載されています。大分県と愛媛県の２カ所のぶりの養

殖場において実施しております。 

  臨床試験の結果については、概-92 ページをごらんください。安全性については（１）に

示すとおり、被験注射以降の臨床観察、注射直後の観察、体重、死亡率及び飼料効率におい

て、概-84～概-85 ページに示した評価基準により適合していることにより、２カ所全ての施

設により確認されています。 

  有効性については（２）に示すとおり、１カ所のぶり養殖場についてのみイリドウイルス

病の流行が認められ、試験群の死亡率が対照群より有意に低い値を示しました。１養殖場に

ついてはイリドウイルス病の流行が認められなかったことから攻撃試験を実施せず、判定不

能としました。有効性についても前日の評価基準に適合していることにより確認されており

ます。 

  臨床試験での残留性の評価についても 18 週目の注射部位を検査した結果、肉眼的及び病理

組織学的にも認めらなかったこと。養殖ぶりはさらに出荷まで 50 週以上を要することから、

被験薬はぶりの出荷時に残留しないと判断されました。 

  資料説明は以上でございます。 

  続きまして、中込委員からいただいた質問に回答したいと思います。当日配布資料の黒の

№15 の裏のページになります。 

  まず、初めの御質問ですけれども、「審議経過票№９にもあるように、休薬期間の設定につ

いて、説明をうかがいたいというところです」。 

  本ワクチンについては、ウォーター・イン・オイル、すなわちワクチン抗原がアジュバン

トに包まれた形になっております。このワクチンは魚のぶりの腹腔内に注射されると遊送細

胞に取り囲まれ、結節症の白い粒として残留し、徐々に吸収されていきます。したがいまし

て、ワクチンの残留はアジュバントの残留と同じ意味であり、表にはアジュバントの残留の

スコアとなります。ということで回答をいただいております。 

  続きまして、「p 概 88 の、（３）ワクチン残留の評価において、『注射後 18 週目には残留が

認められず、出荷までにはさらに 50 週以上を要するため、被験薬はぶりの出荷時に残留しな

いものと考えられる』とありますが、全てのぶりに当てはまるのでしょうか」という御質問

です。 

  それに対して回答ですけれども、養殖ぶりの生産サイクルは４月～６月のもじゃこ（天然

ぶりの稚魚）の採捕から始まり、翌年 12 月以降に４～５kg を中心に出荷のピークを迎えま

す。食用としての出荷の最小サイズはおおよそ３kg ですので、最も早い出荷はワクチン接種

後、翌年の 11 月ごろとなります。ワクチンの注射はほぼ６月までに終了しますので、注射後

18 週目は同年の 10 月末となり、11 月から翌年の 10 月までの 12 カ月間は 52 週となります。

したがいまして、注射後 18 週目にはワクチンの残留は認められず、ぶりが出荷されるまでに

は、さらに 50 週以上を要するため、被験薬はぶりの出荷時に残留しないものと考えられる。
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全てではありませんが、ほとんどの養殖ぶりに当てはまりますという回答です。 

  「製造販売申請書の保管上の注意 12.5 有効期限の起算日について」。 

  中込先生のほうから「『不活化ワクチン及び希釈用液を最初に分注した日を起算日とする』

とありますが、もう少し正確に『不活化ワクチンか希釈用液を分注した日のうち早い方を起

算日とする』としてはどうでしょうか」という御質問に対しまして、御指摘のように「不活

化ワクチンか希釈液を分注した日のうち早い方を起算日とする」に訂正すると回答がありま

した。 

  最後の質問ですけれども「製造販売申請書の別紙規格１ ホルマリンについて」。 

 「試験の項の GC の検出：炎イオン化検出器とありますが、『水素炎イオン化検出器』の誤記

では」という御質問です。原文では Detection；flame ionisation となっておりますが、検

出器ではありません」ということで、この点については誤記ということがわかりましたので、

訂正を依頼しております。 

  その他、別紙規格につきまして、和訳ですけれども、薬局方等に基づいて、まだ訂正があ

りますので、こちらはメーカーに最終資料までに訂正するように指示を出しております。 

  以上でございます。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

  中込先生、今の説明でよろしいですか。 

  それでは、ただいまのノルバックス イリド mono の説明について、御質問、御意見をお

願いします。いかがでしょうか。 

○山田委員 全く素人でよくわからないのですけれども、50 週以上で出荷するといったけれど

も、ワクチンの有効性は 17 週くらいまでしか見ていないのですね。そうすると、その後もし

仮に抗体が下がってしまえば、またかかるようになるのですか。もし、かかるようになると

すると、業者はまたそこで接種をするというようなことが起こる可能性はないか。仮にそう

いうことが起こるとすると、休薬期間の問題は別途考えなければいけないのではないかと思

ったのですが、その辺を教えてください。 

○事務局 このワクチンの用法・用量は申請書のほうにありますように小さいサイズ、４ペー

ジの７番のところに体重約 30～90g となっております。この大きさは本当に小さな手のひら

サイズの大きさです。イリドウイルスといいますのは、この小さなサイズでしかかからない

病気ですので、夏を過ぎまして、次の年にはかからない病気ですので、今の山田先生の御懸

念は問題ないかと思います。 

○明石部会長 ほかにございますでしょうか。 

○鬼武委員 承認のことで本質的なことではないのですけれども、概-20 ページのアジュバン

トの個別の物質の説明のところで、３つ目の○の無水マンナトール・オレイン酸エステルと

いうのがあります。この途中の表記のところで、RTECS に記載が認められていない。これを

逆に安全性と読んでいるのかもしれませんが、これは別に RTECS の記載があるかないかでは

ないと思いますので、この点は、１つは削除をしたほうがいいのではないかと思います。 

  もう一点、その下のひまし油のことについては JECFA の評価があると記載をされているの

でしょうけれども、JECFA 自体はひまし油でポリオキシエチレン硬化ひまし油の評価はたし

かしていないと思いますので、これも確認の上、適切な表現に変えたほうがいいと思います。
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このページを見ると、全体にしてみればあまり正確な表現ではなくて、天然だからいいかと

か、海外だから認められているというふうに見えて、本質的なことではないですが、今の２

カ所だけは最低限修正していただいたほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。 

○明石部会長 事務局はいかがですか。 

○事務局 そちらにつきましては、申請者に確認をして修正したいと思います。ありがとうご

ざいます。 

○明石部会長 ほかにございますか。 

  それでは、ほかに御意見もないようですので、承認ということでよろしいですか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、ただいまの中込委員の御意見の修正と鬼武委員の修正意見を踏まえ

て、申請書を修正していただくということで承認としたいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。 

 一部資料の修正を条件に承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審

査期間は新剤型動物用医薬品ということで６年間とします。 

 

 （２）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

 

○明石部会長 それでは、審議事項の（２）に移りたいと思います。「（２）動物用生物学的製

剤基準の一部改正について」。 

 これについて、事務局のほうから御説明をお願いします。 

○事務局 当日配布資料６－１をごらんください。動物用生物学的製剤基準の一部改正につい

てということで、資料は黒の№６－１となります。 

  今般の動物用生物学的製剤の基準の改正でございますが、再審査が終了したことに伴い、

新たにひらめβ溶血性レンサ球菌症不活化ワクチンについて、医薬品各条に追加するため、

改正が必要なものでございます。 

  それでは、ひらめβ溶血性レンサ球菌症不活化ワクチンについての製剤基準（案）につい

て説明させていただきます。 

  １ページ「１ 定義」としましては、ストレプトコッカス・イニエの培養菌液を不活化後、

濃縮したワクチンとなっております。 

  「２ 製法」で、このワクチンのつくり方、製造方法について規定されておりまして、2.1

に製造用株、2.2 に製造用材料、2.3 に原液、2.4 に最終バルク、2.5 に小分け製品、製造の

各段階の製造法について規定されております。 

  「３ 試験法」となりまして、製造の各々における試験の内容が規定されております。 

  3.1 で培養菌液の試験となっておりまして、3.2 で不活化原液の試験、3.3 で小分け製品の

試験となっておりまして、各試験項目はそれぞれ規定されております。 

  「４ 貯法及び有効期間」について記載されております。有効期間は２年間とする。ただ

し、農林水産大臣が特に認めた場合は、その期間とすると規定がされております。 

  以上が動物用生物学的製剤基準（案）の内容でございます。御審議のほどよろしくお願い

いたします。 
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○事務局 引き続きまして、水産ワクチン以外のところについて御説明させていただきます。

事前にお送りしました赤の№６の資料をお手元に御用意ください。 

  こちらも動物用生物学的製剤基準の一部改正ですけれども、動物用生物学的製剤基準の各

条の一部を改正するものが２製剤。あとは製剤のシードロット化に伴い各条を追加するもの

が３製剤ございます。 

  まず、既にある各条の一部の改正するものの１つ目ですけれども、牛サルモネラ症（サル

モネラ・ダブリン、サルモネラ・ティフィムリウム）（アジュバント加）不活化ワクチンでご

ざいます。 

  ６ページ、新旧対照表がございます。左側が改正案となっております。本改正は新たな製

剤の承認に伴いまして、2.1.1.3 継代及び保存、2.3.1 における記載、製造用株の保存温度や

培養する培地の記載。また、2.3.2 不活化、製造工程や 3.1.1 以降の試験方法や判定につい

ての記載を新たな製剤の内容も反映させた内容となる改正となります。 

  23 ページ、２つ目でございますけれども、牛クロストリジウム感染症５種混合（アジュバ

ント加）トキソイド（シード）でございます。変更点につきましては、3.5.6 毒性限度確認

試験の注射後の体重測定日を３日目から４日目に変更しております。こちらは既承認製剤で

はあるのですけれども、承認申請時の試験設計につきまして、さらに市販後の複数のロット

を含めて詳細に検討した結果、３日目ではなく４日目とすることが適切と判断され、事項変

更承認が行われることに伴い、改正させていただくものとなっております。 

  24 ページ、製剤のシードロット化に伴い、新たに各条を追加するものの１つ目としまして、

豚伝染性胃腸炎（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）でございます。 

  「１ 定義」ですけれども、本製剤はシードロット規格に適合した豚伝染性胃腸炎ウイル

スを同規格に適合した豚由来の株化細胞で、培養でウイルス液を不活化し、アルミニウムゲ

ルアジュバントを添加したワクチンでございます。 

  シードロット製剤のとなりますので、「2.1 製造用株」のマスターシードウイルスの継代

数は５代以内であること。また、保存条件について規定しております。 

  「2.2 製造用材料」ですが、こちらは MPK-Ⅲa 細胞という豚由来細胞をマスターセルシー

ドとして、継代数につきましては 20 代以内、また、保存条件について記載しております。 

  25 ページ「３ 試験法」からマスターシードウイルスの試験として、同定試験、無菌試験、

マイコプラズマ否定試験、外来性ウイルス否定試験が規定され、外来性ウイルス否定試験に

つきましては、豚を対象としたウイルスが規定されております。 

  3.2.1 からマスターセルシードについては培養性状試験、起源動物種同定試験、無菌試験、

マイコプラズマ否定試験、外来性ウイルス否定試験、核学的染色体性状試験、腫瘍形成性／

腫瘍原性試験が規定されております。ほかはシードロット製剤ではないノンシードの基準と

同様な内容になっております。 

  30 ページ、産卵低下症候群―1976（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）でござい

ます。 

  「１ 定義」ですが、シードロット規格に適合した産卵低下症候群－1976 ウイルスを発育

鶏卵又は発育あひる卵で増殖させて得たウイルス液を不活化し、アルミニウムゲルアジュバ

ントを添加したワクチンです。 
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  こちらもシードロット化に伴い製造用株については 2.1.3 マスターシードウイルスの項で

継代数や保存について規定しております。 

  2.2 製造用材料は発育卵となっております。 

  3.1.1 にはマスターシードウイルスの試験として同定試験、無菌試験、マイコプラズマ否

定試験、外来性ウイルス否定試験があり、外来性ウイルス否定試験につきましては、鶏を対

象としたウイルスが規定されております。 

  32 ページ、3.2 から発育卵の試験として孵卵性状試験が規定されております。そのほかは

ノンシードの基準と同様な内容になっております。 

  35 ページ、こちらもシードロット化に伴い新たに追加するものの最後です鶏伝染性コリー

ザ（A・C 型）・マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合（アジュバント・油性アジュバ

ント加）不活化ワクチン（シード）でございます。 

  「１ 定義」としては、シードロット規格に適合したヘモフィルス・パラガリナルムＡ型

菌及びＣ型菌の培養菌液をそれぞれ不活化し、アルミニウムゲルアジュバントを添加したも

の並びに同規格に適合したマイコプラズマ・ガリセプチカムの培養菌液を不活化し、油性ア

ジュバントを添加したものを混合したワクチンになります。 

  製造用株につきましては、2.1.1.3 マスターシード菌としまして、各製造用株について 

  継代数が 10 代以内であること。作成、保存について記載しております。 

  マスターシード菌の試験としましては、38 ページの 3.1.1 から記載がございまして、同定

試験、夾雑菌否定試験が規定されている内容となっております。そのほかにつきましては、

既存のノンシードの基準と同様となっております。 

  以上、これらの製剤化基準の改正につきまして、御審議をお願いいたします。 

○明石部会長 それでは、ただいまの御説明について、御質問、御意見をお願いします。 

  再審査は終了して、動物用生物学的製剤基準に各条を追加するものと、製剤基準の各条の

一部を改正するもの。シードロット化に伴い各条を追加するもの。この３点ですが、御質問

はございませんか。 

  それでは、承認ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 では、承認していただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

  原案どおり、薬事分科会に報告させていただきます。 

 

 （３）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

 

○明石部会長 それでは、審議事項の３番目、動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部

改正について、これについては事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、事前にお送りしております赤№７を御用意ください。 

  審議経過票をごらんください。本件はバイエル薬品株式会社から申請されましたエンロフ

ロキサシンを有効成分とするバイトリル ワンジェクト注射液の承認申請に伴う使用禁止期

間の設定に関するものです。 
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  さきに資料とともに御連絡しておりますが、本件の審査そのものは事務局審査品目でござ

いますが、その承認に際しまして、動物用医薬品の使用の規制に関する省令の改正が必要で

あるため、その改正案につきまして、平成 24 年８月 20 日に開催されました動物用医薬品残

留問題調査会において御審議いただき、本部会に上程して差し支えないとの御判断をいただ

いたものでございます。 

  改正案につきましては新旧対照表にありますように、本剤につきまして、豚につきまして、

12 日間の使用禁止期間を設定するものでございます。本件につきましては、事務局審査の段

階で申請者と意見の相違がございまして、残留調査会には意見書が提出されております。そ

の内容がピンク色のタグ以下にございます。 

  内容につきましては、審査担当からの意見とそれに対する申請者からの回答でございます。

１枚めくっていただきました後の申請者からの回答がございますけれども、そこに動物医薬

品検査所からの意見もあわせて記載しておりますので、そちらをごらんください。 

  簡単に御説明いたしますと、提出された試験資料は当時の残留試験ガイドラインにのっと

って行われており、統計解析を行って使用禁止期間を算出しておりますが、注射部位に係る

データにつきましては、統計解析可能な要件を満たすデータがとれませんでした。このこと

から、申請者はそれ以外の部位に関するデータで最長となるデータを用いて、９日間として

申請しておりました。 

  これに対しまして審査担当からは、減衰傾向を除く統計学的妥当性を満たすデータから得

られた値として、17 日を提案しておりました。申請者からは回答の中で、減衰傾向を示さな

いデータを採用することにつきまして難色を示し、他の選択肢として統計学的評価が不可能

な場合として、統計学的手法によらず、２時点で連続 MRL を下回った点をもって設定すると

いう案も出されておりました。これは現行ガイドラインを含めて統計学的手法が示される前

のガイドラインでとられた手法でございます。 

  御審議いただきました結果、やはり統計学的手法によっては本件の使用禁止期間の設定は

難しいとのことで、次善の策として旧ガイドラインを参考とした方法で設定することはやむ

を得ないとの御判断をいただき、申請者がその方法にて提案しておりました 12 日間とする御

判断をいただいたものでございます。 

  簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御説明について、御質問、御意見をお願いします。 

 いかがでしょうか。休薬期間を 12 日に変更するということですが、特に御意見はございませ

んか。 

  そうすると、承認ということでよろしいですか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 承認していただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

  それでは、原案どおり薬事分科会に報告させていただきます。 

 

 Ⅱ）報告事項 
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 （１）動物用医薬品製造販売承認事項変更承認の可否について 

    ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

   ① 水産用ホスミシン 10％ 

 

○明石部会長 それでは、続いて、報告事項に移りたいと思います。 

  報告事項の「（１）動物用医薬品製造販売承認事項変更承認の可否について」。水産用医薬

品調査会関係で、水産用ホスミシン 10％について御説明をお願いします。 

○事務局 事前配布資料赤の№９の資料をお手元に御用意ください。 

  審議経過票をごらんください。水産用ホスミシン 10％です。 

  この製剤については、申請者は株式会社 科学飼料研究所となっております。 

  本剤の主剤ですが、ホスホマイシンカルシウム水和物が１g 中に 100mg（力価）含有された

ものであります。 

  今回の製造販売承認事項変更承認申請の内容ですが「６ 効能又は効果」にあります、す

ずき目魚類のエドワジエラ症を追加するものになっております。すずき目魚類、特にマダイ

におけるエドワジエラ症は養殖マダイでの魚病被害が深刻な問題となっている疾病であるに

もかかわらず、現在まで有効な治療薬はありませんでした。 

  本年８月 21 日の水産用医薬品調査会で審議を受け、本製剤については所定の審議を終了し

たものとし、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審議結果をい

ただきました。 

  以上、御報告させていただきます。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御報告に御質問、御意見をお願いします。いかがでしょうか。特に

御質問はございませんでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、御了解いただいたということにしたいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。 

 

 （２）動物用体外診断医薬品の承認の可否について 

    ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

   ① 富士ドライケムスライド vc-CRP-P 

 

○明石部会長 続きまして、報告事項の「（２）動物用体外診断用医薬品の承認の可否について」。

動物用一般医薬品調査会関係で富士ドライケムスライド vc-CRP-P の御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、赤の資料番号№８をお手元に御用意ください。 

  本品目の販売名は富士ドライケムスライド vc-CRP-P。 

  申請者は富士フイルム株式会社で、「６ 使用目的」にございますように、犬の血清又は血

漿中のＣ反応性蛋白濃度を測定する動物用体外診断用医薬品でございます。 

  本品は７にありますように、本年１月 24 日、５月 16 日及び７月 31 日の動物用一般医薬品

調査会での御審議の結果、承認を可とする御判断をいただいたものです。 
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  別紙１に本品の構造が記載されています。図のようにスライド状になった試薬フィルム部

分に検体を添加し、専用の測定器にセットし、試薬フィルム部分の反射吸光度の変化を測定

して目的とする値を得るものです。 

  別紙２、こちらに本品の使用方法が記載されておりますが、本品はキャリブレーション用

の検体を持たず、検量線データはロットごとにあらかじめ解析されたデータを QR コードとし

て印刷したカードが添付されており、それを測定器にセットすることで値を計算するように

なっております。これら専用の測定器と数種類の別用途のスライドは、既に承認、市販され

ております。今回、モノクローナル抗体を用いて CRP を測定することが新原理とされたもの

です。 

  簡単ですが、説明は以上です。 

○明石部会長 ありがとうございます。 

  それでは、ただいまの説明に御質問、御意見をお願いします。特に御質問はございません

でしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、御了解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。 

 

 （３）動物用医薬品の再評価について 

    ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

   ① 犬用生ワクチン 

 

○明石部会長 次に「（３）動物用医薬品の再評価について」について、犬用生ワクチンの御説

明をお願いします。 

○事務局 それでは、赤の№10 の資料を御用意ください。こちらは平成 24 年５月 24 日、前々

回の再評価調査会にて御審議をいただきまして、御了承いただきました対応（案）でござい

ます。犬用生ワクチン内に混入する RD-114 ウイルスへの対応ということで、こちらは先日の

生物調査会でも御報告済みのものでございます。 

  そもそもこの RD-114 ウイルスはレトロのウイルスで、ネコ科の動物に DNA の中にもう既に

組み込まれているようなプロウイルスでございまして、猫の細胞には必ず入っているような

プロウイルスなので、猫のワクチンなどを製造する際に、どうしても猫由来細胞を使った場

合に RD-114 ウイルスがプロウイルスとして細胞の中に入っていて、それが多少出てくるので

はないかということで、以前、猫のワクチンに関しても再評価調査会で御審議をいただいて、

対応（案）を御相談させていただいたところです。 

  今般、このウイルスの内在性レトロウイルスである RD-114 ウイルスの検出について、宮沢

先生という方がずっと研究をされておられるのですが、背景のところの説明に入りますけれ

ども、日本獣医学会において、犬用の生ワクチンについても猫の内在性レトロウイルスであ

る RD-114 ウイルスが検出されたという報告をされました。これは猫の場合は猫から猫でそれ

ほど問題がないかというところですが、犬用の生ワクチンに関しては犬に打たれるものです

から、レトロウイルスが犬に導入されるということはないのかということで、リスクを私ど



 

- 40 - 

ものほうでプロファイリングをしました。 

  まずは犬用生ワクチンは製造販売業者に、自分のところのワクチンにどのくらい入ってい

るかということについて意見をお聞かせくださいということで意見交換会を実施しまして、

ワクチンの製造用細胞における RD-114 ウイルス感染の有無の確認を依頼した結果、やはり猫

由来細胞はもともと持っていますので、プロウイルス DNA が出てくるという話がございまし

た。ただし、各ワクチンについては長期間の使用実績がございますし、現時点において副作

用と RD-114 ウイルスの因果関係は全く認められていないということです。 

  私どものほうで実施した犬への感染試験は、実際にこちらもかなりたくさんの量で犬に打

つということで感染試験をしました結果、感染はしなかったということ。それから、再評価

調査会において、これは平成 21 年の調査会ですが、本件に係る経過を御説明いたしまして、

発表予定文献等を臨時再評価スクリーニングということで、重要度Ａで再評価するかどうか

を考えましょうということで決定をしまして、意見照会を本格的に業者に行いました。業者

に調べてもらったところ、一部の業者からシードウイルス液から RD-114 ウイルス、製造用細

胞からプロウイルス DNA が出てきたという報告がございました。これについては、この後の

資料で別紙としてプロファイルシートを付けているのですが、そちらに詳細を書いてござい

ます。 

  また、平成 22 年の学術集会において、犬の腹腔及び精巣に宮沢先生らが RD-114 ウイルス

を高濃度、これは本当に高濃度ですけれども、これを直接ダイレクトに注射するということ

で、感染が成立し得る。ただし、分離はできなかったという報告がございました。 

  これらの現状を受けまして、特に１の（３）及び（６）の試験としては感染が成立しなか

った、もしくは成立し得るが分離はできないという試験によって、RD-114 ウイルスの感染性

や病原性を確認できなかったこと。これまで生ワクチンの接種に伴う RD-114 ウイルスによる

被害は報告されていないということで、現時点では製造販売の中止、製造方法の変更の指示

を行う必要はないと考えていますが、引き続き情報の収集を行うとしています。 

  その方針に基づいて具体的な対応（案）ですけれども、動物医薬品検査所において作成し

た RD-114 ウイルスに関するリスクプロファイルを参考に、犬用生ワクチンについて次案のと

おり対応するということで、長期的なリスクについて把握をするために次のとおりに対応す

るとして、推奨される最終製品中の RD-114 ウイルス検出方法をより詳しく、実際のものとし

て確立していくこと。情報収集の項目を製造販売業者と協議しながら科学的根拠に基づいて

整理をしまして、製造販売業者に示し、製造販売業者はこれに従いまして、自社が製造する

犬用生ワクチンの最終製品について、RD-114 ウイルスの有無の確認。自社が製造用販売する

犬用生ワクチンについての情報収集を今のところは１年に１回ということで、定期的に報告

をしてもらうということとしたいと考えております。 

  以下は参考になりますが、外国規制当局の対応状況として、米国では特段の対応はござい

ません。欧州 EU では動物用医薬品委員会のほうで評価をしまして、平成 22 年９月 15 日付で

意見文書が公表されています。これの結論としては、現時点では引き続き情報収集に努める

ことということで、これにつきましても別紙プロファイルシートのほうに詳細を書いてござ

います。 

  文献発表情報ですが、これについては宮沢先生らの文献が幾つか出ています。それから、
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動物医薬品検査所からも成嶋らが犬への高濃度の感染試験の結果等を報告しているものでご

ざいます。 

  次のページ以降につきましては、RD-114 ウイルスのリスクプロファイルシート、これはも

ともと食中毒菌のプロファイルシートの形式なので、この RD-114 ウイルスに当てはまらない

項目もあるのですが、その項目に従ってまとめたものでございます。 

  簡単に御説明しますと、RD-114 ウイルスは猫の DNA の中に入ってしまっているレトロウイ

ルス DNA ということで、猫属のうちのイエネコ種はこの DNA を持っています。ジャングルキ

ャット、ヤマネコ、ハイイロネコ等にもあります。それ以外のネコ科動物、犬のゲノム等に

はありませんし、人にも、もちろんありません。 

  自然状態では RD-114 ウイルスの病原性は動物種にかかわらず、とにかく知られていないと

いうことです。 

  次のページをめくっていただきますと、感染経路等が書いてありますけれども、自然感染

は普通はしないものですが、今般のワクチンの接種であるのかどうかということで実験をし

ています。その結果、105.3TCID50 等では全く感染が成立しません。108ffu というのは違う単

位になっているのですが、この 105.3TCID50よりはるかに多い量ということで、いずれにして

もかなりの量を身体に直接打ち込んでも、なかなか感染はしないというものですし、自然感

染例もありません。 

  ２ページの下のほうになりますが、分離検査方法としては今のところ、この LacZ マーカー

レスキューアッセイ法を宮沢先生らが開発しておりますが、この検出方法があります。その

ほか、フォーカスアッセイ法、RT-PCR、PERT アッセイ、市販の ELISA キットを用いた RT 検

出というものがいろいろと試されております。感度としては、LacZ マーカーレスキューアッ

セイ法が一番高いということですが、これはそれなりに手間もひまもかかるというものでは

あります。 

  ３ページ以降になりますが、これについては御一読いただいているかと思いますが、「８ 

海外におけるリスク管理措置としての取組」ということで、EU では動物用医薬品委員会のほ

うで下記の３点に取り組むこととして、ワクチン中の不要なウイルスはなるべく除去をして

いったほうがいいよねということ、マスターセルシードの変更手続などが科学的な業績見地

から了承される必要があることを、無理のない範囲でできれば、やったらということが勧め

られています。それから、動物用ワクチンの製造に使用される猫由来のマスターシード中の

RD-114 ウイルスの現行の検出法のバリデーション。実際にちゃんと検出できるかということ

を踏まえて、将来的には動物用ワクチンの製造に使用される猫由来細胞のマスターセルシー

ドの使用法プロトコールとして EP に収載する改正につなげていくことが望ましいというよ

うな報告書になっております。 

  ４ページ「11 その他参考となる情報」といたしまして、平成 22 年３月 16 日付で再評価

指定した文献に関して、業者に意見照会を行ったものが挙げられております。意見照会内容

としては、ここに挙げられている５項目です。業者からの回答として、特だしするべきもの

としては、下から２つ目のポツに、製造に猫由来細胞を用いていても感染性のウイルスが検

出されるワクチンはごく一部であるということ、 しかし、ウイルス自体の混入は猫由来細

胞を用いている場合には混入がそれなりにあるということと、犬用生ワクチンに混入する
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RD-114 ウイルスに関しては、ミンク細胞で製造されたものを除いては、多いもので

1,800TCID50程度であったということですが、ミンクでどうやら混入していたらしいものに関

しては、10,000TCID50/dose であったということがわかっています。 

  そのような形になっていまして、「12 まとめ」にまいりますが、RD-114 ウイルスの病原

性は動物種にかかわらず、今のところは確認されておらず、生ワクチン接種に伴う RD-114

ウイルスによる被害も今のところ報告されていないこと。副作用の発生状況等を比較しても

特段の差はないということがわかっています。 

  猫由来培養細胞を用いていても感染性ウイルスが出てくるものというのは一部であるけれ

ども、遺伝子の混入は認められること。ミンク由来の感染性の RD-114 ウイルスが検出されて

いるものがあるということ。 

  限界希釈法によるクローニングの実施により、レトロウイルスを始めとするほかのウイル

スのクリアランスを実施している製造販売業者があることがわかっているので、このような

ことは今後、必要に応じて進めていくということで、対応（案）のとおり対応させていただ

きたいと考えているところでございます。 

  御説明としては以上になります。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見はございますでしょうか。どうぞ。 

○田村委員 今回の事例はワクチンに含まれる迷入ウイルスの話だと思います。迷入ウイルス

だとすると、病原性のあるなしにかかわらず、その排除のための検討が必要だと私は思いま

すので、この対応の中になぜ、このウイルスが含まれないような製造方法の検討が入らない

のかどうかを教えてください。 

○事務局 これにつきましては、実は対応（案）のほうでは、まず一番最初の段階といたしま

して、検出方法や情報収集の項目を考えて業者に示しまして、その中で有無の確認をして定

期的に報告をさせて、クリアランスはここには書いてはいないのですが、取る方向で考えて

いきたいということでは考えていますが、確かに文言としては入っていない形になっていま

す。 

○明石部会長 今の御質問は恐らく、迷入ウイルスが検出されたにもかかわらず、その迷入ウ

イルスの排除をやらないで再評価に指定せず、調査はするけれども、それ以外の対策はとら

ないのはなぜかという御質問だと思います。 

○事務局 これについては、置きかえができるものについては置きかえをしていくということ

が最終目標としてはあるのですが、その前に検出方法の確立や、実際に由来細胞をそれぞれ

使っているワクチンは犬用生ワクチン全てということになりますので、これを直ちに短期的

にどうこうできるという状態ではないということがあるものですから、今後慎重に最終的に

はないほうがもちろんいいのですが、排除の方法についてですとか、検出方法についてです

とか、病原性についてということを確認しながら話を進めていきたいと我々としては考えて

いるところでございます。 

○明石部会長 いかがですか。 

○田村委員 検出方法を検討して、その対策が入っていないというのは何かおかしい感じがし

ますので、すぐにという意味ではないのですが、迷入ウイルスがわかった時点でそれは病原
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性の有無とは関係のない話で、無菌試験と同じような話なので、それが品質管理上は問題な

ので、それがないような製造方法にいつするとは言いませんけれども、それは対応に入って

いて当然だと私は思います。 

○明石部会長 検出方法の検討とおっしゃっているけれども、宮沢先生たちが開発した LacZ

のマーカーレスキューという方法はかなり高感度な方法で、なおかつ、まだ高感度な方法を

開発しようとされているのか、どうなのでしょうか。 

○事務局 高感度の方法を開発するということではございませんで、今やっている方法で、業

者も自分のところのワクチン株や細胞についてはいろいろな調査をされているのですが、確

認の方法も例えば PERT 法であったり、PCR であったりということで各自いろいろですので、

そこを業者の確認の結果で終わりにするのか、新たに検出方法を統一して、これで確認しな

さいよということで、今後の規格を決めていくのかというところで、今後の整理を進めてい

きたいと考えているところです。 

  業者からそれぞれ御意見をいただいたときに、ひととおり製造用細胞、製造用ウイルスに

ついては検体を調べていただいて、ウイルスとして陰性であるとかプロウイルス RNA は猫由

来細胞にあるのだけれども、ウイルス DNA はあるとかウイルス DNA は検出されずというよう

なことはやっていただいているのですが、要するに業者の方法で、検出されないものはそれ

でいいということで今のところは置いてある状態ですけれども、全体としてどういう検査方

法でどういうことをやったらよしとして、クリアランスをとっていくのかということについ

ても、そのやり方から整理をしなければならないので、まずはそこの話し合いをしながら科

学的根拠に基づいて、これでクリアランスということであればいいでしょうということで業

者に示して、その後その辺の確認をしていただいたり、それとともに定期的な情報収集をし

ていただいたりということで進めていこうと考えております。 

○明石部会長 赤堀先生、どうぞ。 

○赤堀委員 ただいまの田村委員の御発言はしごく当然のことで、事務局はあくまでも方法論

を述べているだけなのですね。そうではなくて、指摘されたことは適切で、対応としてはそ

れに取り組むということは大事なことかと思うので、是非そうしていただきたいと思います。 

○明石部会長 事務局、どうぞ。 

○事務局 先ほどの田村委員からの質問の中で、方法の件があったのですけれども、何で方法

が最初に書いてあるかというと、宮沢先生が開発した方法は特殊な細胞を使わなければいけ

ない。その細胞を分与していただけないということで、一般の業者が、みんなが使える方法

を動物医薬品検査所から提示をしたいということで動物医薬品検査所で検討して、そのめど

が立ったので、それを提示したいということが１点です。 

  もう一つ、迷入しているのがなくなるようにするのが当然ではないかと、本当にそのとお

りだと思います。実はこれがわかったときに業者に集まっていただいて、これは入っている

という情報があるから調べてくださいということで調べていただいて、大多数のところは入

っていたという報告がありました。 

  それをやった後に全部ではないけれども、複数の入っていた会社が、例えばシードにどう

も入っていたというところではウイルスクリアランスをやってきて、それであるロット以降

をうちで検出しても検出できなくなるようになってきたり、あるメーカーは同じ猫由来の細
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胞を使っても、全てが同じだけウイルスを排泄するわけではないわけです。それを調べて極

力排泄の少ない細胞に変えるとか、そういうことで今回こういうことをやったことによって、

結果的にこちらが全て変えるところまで方針は出していないのですが、実質的に変わってき

ているということはあります。 

  ただし、なかなか輸入の会社が動いてくれないんです。これにも書いてあるのですが、輸

入の会社は EU のほうでオーケーになっているのに、何で日本はさらにそういうことを言うの

だというようなことまでありまして、直接的なところが書いていないということもあります。 

○明石部会長 なかなか科学的ではない説明ですけれども。 

○事務局 もちろん、ウイルスクリアランスがとれることがすごく大事なことだとは思うので

すが、もともと猫由来培養細胞に入っていて、猫のワクチンなどにも使わざるを得ない部分

があるので、犬では置きかえられるものは置きかえていくということで、クリアランスをで

きる限りとっていくけれども、現実問題としては混入のないものに変更して、とにかく迷入

がないワクチンを製造することが急務ですし、そこは私どももそうしていくつもりでおるの

ですが、改良については非常に長期間がかかることと、現行ワクチンの使用と並行して開発

研究を進めなければならないことはありますので、そこの部分についてはこの対応（案）で

やらせていただきたいということです。 

  この対応（案）について、ウイルスクリアランスを将来的にはウイルスの迷入をさせない

ようにするという文言が必要であれば、そこは書き込んで対応（案）を改正したいと、その

方向に向けてということになるのかなと思います。 

○明石部会長 どうぞ。 

○山田委員 迷入ウイルス否定試験や外来性ウイルス否定試験は、決してゼロにするという試

験ではないわけですね。やり方によって試験法が決まっていて、その試験法に合致するもの

は少なくともないようにしましょうと。今の場合はそういう試験法でやってきていて、そこ

で引っかかってこなかったウイルスが入っていることはわかった。 

  わかった以上は迷入ウイルスではあるのですけれども、それをないようにしていくのは必

要なのだけれども、それをやる間にいろいろな問題が出てくる。その間はリスクとベネフィ

ットを今のわかっている範囲できちんと考えて、リスクはそれほど大きくないので、時間を

かけることは仕方がないけれども、再考の場合には細胞株を変える、あるいはシードを変え

るということも含めて、その間に対応策を見つけていきましょうと。 

  ただ、急激にやると、それのネガティブエフェクトのほうが大きいので、恐らくできない。

基本的に外来性ウイルス否定試験とか迷入ウイルス否定試験というのは全てをなくすという

ものではなくて、今後も新しい技術で見つかったものが出てくれば、その時点で別のものが

見つかる可能性が十分ある。見つかったときには、それは適切にそのリスクを判断して、で

きるものであれば、それを排除していく。ただ、それをやるがゆえにベネフィットが全くな

くなってしまうのであれば、逆効果である。そういうことを考えるときには必要だろうと思

います。 

○明石部会長 今、事務局に対する援護射撃があったわけですけれども、今の御意見どおり、

内在性レトロウイルスは非常に難しくて、今まで知られていないウイルスが本当にないのか

ということはないと思います。まだまだこれから内在性レトロは結構出てきて、その一部は
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ウイルスとして存在するものもあるのだと思います。現在のところは、この RD-114 についは

少なくともそのリスクの評価がはっきりできないので、そのリスクの評価をまずしたいとい

うのが事務局の考えだろうと思いますが、事務局としては、それでよろしいですか。 

○事務局 はい。それと、できる限り業者等にも科学的な妥当性がある範囲で、そこに見られ

た細胞を交換していただくということは必要かと思いますが、そういう方向に少なくとも向

けて努力をすることはできると。ただ、迷入があってはいけないので、それをなくすという

ことを書くべきではないかと言われると、事務局としては非常につらくて、今の段階ではな

かなか難しいのかなというところがあって、どのように目標というか、姿勢を書くべきかを

悩んでいるところでございます。 

○明石部会長 どうぞ。 

○赤堀委員 山田先生のおっしゃることは非常によくわかります。ただ、事務局が出している

対応（案）については、一体どちらを向いているかなという疑問があったので、田村先生の

ような御発言が出てきたのだろうと。山田先生の言うような御趣旨が反映されるような対応

策という文章の書き方を考えるべきではないでしょうか。 

○明石部会長 それはどう書くかというのは事務局が考えていただければいいことだと思いま

すが、この部会では少なくとも今、説明された事項について、我々が了承できるかどうかを

問われているのだと思います。現在のところはすぐに細胞を変えるなり何なりをして、迷入

を完全になくすことは非常に不可能だというのは事務局の説明。ただ、事務局としてはリス

クがどこにあるのだという、そのリスクプロファイルをおつくりになったし、これからその

リスクプロファイルをもう少し進めて、リスクの評価までをおやりになろうとしている。 

  その間、製造所に対しては細胞を変えるなり何なりして、迷入をなくすことができるのだ

ったら、それをやっていただくということで対応したいということだと思いますが、それで

いかがでしょうか。 

○鬼武委員 別の点でお尋ねしたいのですが、こういうリスクプロファイルをつくられたり、

対応というのがあるのですが、これはホームページに公表されたりはしないのですね。 

○事務局 今のところは、その検討はしておりません。 

○鬼武委員 わかりました。よく別紙のリスクプロファイルは、農林水産省が食品の安全の分

野だと微生物とかでリスクプロファイを公表されていて、いろいろな方が見えるようになっ

ていて、そういうふうな対応も一つは、それが牽制になるかどうかはわかりませんけれども、

現時点でこうわかっているということがある程度、世の中に公表されるということは、私は

重要だと思います。 

  前回のときも抗生物質か何かの話で御要望を出させていただいたのですけれども、耐性菌

が少し上がっている問題があるときにも、これはまだ内部の検討でなかなか外には出せない

というのがあったのですが、一方では努力していることもきちんと出していて、それは企業

にとっては牽制力になるだろうし、ほかの人たちにはこれだけやっているということになる

でしょうから、これは別の観点ですが、せっかくこうやってプロファイルをつくられたりし

たら、こういうものについても公表されたら研究者の人にもわかっていただけると思うし、

やっていることがなかなか伝わらないのではないかと私は常々思っています。せっかく熱い

議論はできるのですが、その後の対応の心配をしておりますので、そういうところも是非検
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討していただきたいと思います。 

○明石部会長 このリスクプロファイルは製造所社向けに示されるということですか。どこの

時点でのプロファイルなのでしょうか。 

○事務局 これは今のところは本当に内部資料というか、この調査会等でお示しをするために

まとめたものということで、特段の公開を前提につくったものではなかったので、今、御議

論をいただいたことについては全く考えていなかったです。 

○明石部会長 製造所社にも示すわけではないですか。 

○事務局 製造所社には、この形ではお示しをしていないのですが、一番後ろに付いています

文献については幾つかお渡しをして、御説明はしています。 

○明石部会長 最終的に一般公開という話になると、それがいいのかどうかというのは、なか

なか難しい議論があると思うのですが、少なくともつくっている側にどのようなリスクがあ

るということを示すのは非常に大切だと思うので、それは検討していただきたいと思います。 

○池田委員 ウイルスをやっているもので一言言わせてほしいのですけれども、内在性ウイル

スはとにかくレトロウイルスが多いのですが、なくすことはできないので、この RD-114 につ

いても内在性ウイルスからそのまま出てくるだけではなくて、広がっているのが一番間接性

を持っていると思うので、RD-114 をプロデュースしていない細胞を早く選ぶ。リミットダイ

リューションでストックからなくす。ここにちゃんと書いてあるように、その方法がいいと

思います。要するに業者がうまくやってくれることが一番いいと私は解釈するのですが、ま

さにそれがいいと思いますが、アッセイ法がもらえないんですか。そういうのがちょっと気

にかかります。 

○事務局 宮沢先生が発表している LacZ アッセイ法は RD-114 を直接生きた形で検出する方法

ですけれども、それに使う細胞を分与できない。宮沢先生も外国の研究者から分与されてい

るので、自分が再分与は禁止がかかっているから分与できないということです。それで一般

のメーカーはそれが入手できないので使用できないということで、みんなが使えるような検

出法を動物医薬品検査所で検討しています。 

○池田委員 やはり製造業者のほうが自主的にやるということは非常に重要だと思います。物

を共有できるようなこと。それから、この情報も動物医薬品検査所の論理かもしれないけれ

ども、公表して、こういう状況ですよとオープンにすることによって論議を深めたりできる

のではないかと思います。せっかく科学的ないいデータをそろえているので、ちゃんとオー

プンにして、科学的にやれるように下地をなるべくつくってあげてほしいなというのが希望

です。 

○所長 私は科学的なところはよくわからないのですけれども、こういったリスクプロファイ

ルをつくれと指示したのは実は私です。これはなぜかというと、食品安全のためのリスク管

理標準手順書を農林水産省と厚生労働省で共同してつくっているわけです。その初期作業と

して、リスクはどういうのがあるのかを項目ごとに、現在わかっていることを整理した上で、

そのリスク管理の優先順位を付けるとか、どういった管理措置を講じるべきだとか、どうい

う評価をしてもらうかとか、そういったための資料です。 

  食品安全のほうでは、先ほどやりましたように、消費・安全局は食品のリスクごとのリス

クプロファイルを公表しているわけですけれども、そういった意味では、これもどこまで公
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表できるか本省のほうとも相談をしながら、一般国民に公表するのか、あるいは先ほど御提

案のあったように、業者に限って公表するのか。そういったことも踏まえて、検討をさせて

いただきたいと思います。 

○明石部会長 どうぞ。 

○山田委員 その宮沢先生が分与してくれない細胞ですけれども、オリジナルの方に直接言え

ば、間違いなく分与してもらえるはずですので、そうされたほうが手っ取り早いと思います。

あるいは手紙を書けば、宮沢先生からもらえよということを言ってくれるケースのほうが多

いと思います。 

○事務局 もちろん、動物医薬品検査所にはいただいています。それで検討していますけれど

も、全てのメーカーには、なかなか難しいという話を伺っています。 

○明石部会長 まだまだ議論はあるかと思いますけれども、時間もかなり過ぎておりますので、

リスクプロファイルをつくられるのと、製造者に対して迷入があれば、それに対して対応を

するようにという御指導をされているということを御了解いただけますでしょうか。 

  それでは、いろいろと意見も出ましたので、全て参考にできるかどうかはまた別にして、

参考にできるような意見は参考にしていただいて、今後の対応をもう一度再検討していただ

くということにして、この RD-114 ウイルスへの対応については御了解いただいたということ

でよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、御了解をいただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

 １点確認ですけれども、なくしていくということに関しての目標やリスクプロファイルシー

トの公表をしたほうがいいという御意見は伺ったのですが、こちらに書いてある内容につい

ては、これで特段の御意見はよろしいでしょうか。 

○明石部会長 内容に関しては、このリスクプロファイルシートの取扱いという以外に、あと

の書いてあることについては、特段意見を出せるようなものではないような気がします。 

○事務局 ありがとうございます。 

 

 （４）動物用医薬品の再審査について 

    ＜動物用医薬品再評価調査会関係＞ 

   ① リマダイル注射液 

 

○明石部会長 それでは、次に「（４）動物用医薬品の再審査について」。 

  リマダイル注射液について、事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、リマダイル注射液の再審査審議経過票について、赤の№11 の資料をごら

んください。 

  リマダイル注射液はファイザー株式会社から再審査申請をされたものでございます。 

  「成分及び分量」は、主剤カルプロフェンです。こちらは犬の術前に体重１kg 当たりカル

プロフェンとして 4.4mg を１回皮下投与して、それによりまして、整形外科及び軟部組織疾

患に係る術中及び術後の疼痛の緩和ということで、効能・効果を承認されたものでございま
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す。 

  これにつきましては、昨年５月に再評価調査会にかかりまして、その結果、下から３番目

の枠の中でございますけれども、審議結果といたしまして、本剤の効能又は効果である術中

の疼痛の緩和に関して、この術中の疼痛の緩和というのはなかなか見えづらいところですの

で、有効性を評価するために追加試験を実施して、その結果を再審査申請資料の添付資料に

追記するか、当該効能を削除する承認事項一部変更承認申請を行うことということで御指摘

をいただきました。 

  これに対しまして、ファイザー株式会社で追加の試験をいたしまして、今般その追加試験

を添付したものを今年５月 24 日の再評価調査会に再びかけさせていただきました。 

  その結果、追加試験でも残念ながら、あまりはっきりとした術中の疼痛を緩和しているの

ではないかという成績が出ませんでしたので、審議結果といたしましては、効能・効果から

「術中」を削除するという承認事項変更申請を行うことを条件に、有効性・安全性に関する

評価に基づき有用性が認められるものとして上程して差し支えないという結論になりまして、

これについてファイザー株式会社も「術中」を削除する承認事項変更を行うということで了

承いたしまして、今般、部会に上程されているものでございます。 

  説明は以上になります。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御説明に御質問、御意見はございますか。どうぞ。 

○赤堀委員 犬に対する注意で副作用のところですけれども、これは獣医師の要指示薬で投与

経路が皮下投与にもかかわらず、副作用のところで「副作用が認められた場合には、速やか

に獣医師の診察を受けること」の意味は、どういうふうに理解をすればよろしいでしょうか。 

○事務局 この薬は術前に投与いたしまして、術中、術後の疼痛の緩和を目的に使うものです

けれども、恐らくここで言っているものに関しては、投与したときには術前や術中、術後で

獣医師が見ているところでは診察を受けなくても、副作用が出た場合に獣医師が気づいて、

対応が何らかできるのだろうと思うので、それ以外の場合で副作用が認められることがある

かもしれないということにおいて、恐らくこのディレクションが書いてあるものと私どもの

ほうで考えております。 

○赤堀委員 ここに書いてある副作用は、少なくとも安全性試験やいろいろなところで起こり

得る、あるいは観察し得る副作用があるから、その副作用が見られたときには獣医師の診察

を受けることということですね。そうしますと、手術中あるいは術前・術中、薬物を投与し

ておいて、その副作用が出てくる時期は大体想像がつくわけですね。それは少なくとも獣医

師の管理下に置いておいて、その期間を過ぎてから帰すというのが普通の臨床の対応だと思

いますが、少し整合性がないように思うのですが、いかがでしょうか。 

○明石部会長 下田先生、どうぞ。 

○下田委員 この薬は、使用期間を延長するということに何年か前になった薬です。そのとき

の条件として、少なくとも２週間に１回は獣医師に見てもらいなさいと。それを条件にたし

か使用期間を延長したと思います。ですから、２週間の間は獣医師が見ない期間があり得る

ということで、こういうことがあってもいいのかなと私は理解しています。 

○明石部会長 事務局の説明も同じですか。 
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○事務局 下田先生のおっしゃられた経緯もあるのかと思いますけれども、基本的な考え方と

して、本剤は注射ですので獣医師が行うわけでございます。これに関しましては術前投与と

なっておりますので、術後に疼痛緩和を発言するようにあらかじめ術前に打って、それで手

術を行って、それで帰すわけです。特に手術と言いましても、簡単なものもございますし、

大手術なものもさまざまでございます。その中では、実際に打って、簡単に麻酔をかけて手

術を終えて、そのまま帰すというもこともあるわけでございます。 

  本剤は皮下注でございますので、経口投与等に比べますと比較的その効果は長く続いて、

NSAIDs の最大のネックとなります副作用は恐らく消化管障害といったものかと思います。犬

ですと、それがわかってくるのが簡単な手術ですと、手術が終わって家に帰してからという

ことも恐らくあり得る話だろうと考えております。おっしゃいますように、獣医師の管理下

で完全に使うものに関して獣医師に相談するとか、そういったものは適切でないかと考えて

おりますが、少なくとも本剤に関しましては、恐らく消化管障害を初めとしますような副作

用が帰宅後にわかってくることはあり得るのかなと、私どものほうでは考えております。 

○下田委員 済みません。私は経口製剤と間違えていました。 

○明石部会長 今の御説明でよろしいですか。特にほかに御意見はございませんでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、御了承いただきました。 

 

 （５）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

○明石部会長 議事はこれまでですが、最後に報告事項として「（５）動物用医薬品の諮問・承

認状況について」、御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、当日配布資料黒の№12 をお手元に御用意ください。 

 動物用医薬品の諮問・承認状況について御報告申し上げます。前回、本部会のございました

６月７日から本日までの状況でございます。 

  諮問状況でございますが、事項変更もございます。現在、諮問されておりますものにつき

ましては１～２ページに記載されておりますが、全て本日御審議をいただいたものでござい

ます。“京都微研„ キャナイン－11、“京都微研„ カーフウィン６、“京都微研„ マリナ－４、

ノルバックス イリド mono、アトピカ内用液でございます。 

  この間に承認されたものにつきましては、３ページ以降に承認状況として記載しておりま

す。全て本部会において御審議をいただいたものでございます。 

  動物用生物学的製剤で、スパイロバック、ファイザー株式会社。承認年月日は平成 24 年８

月 24 日に承認しております。 

  同じく動物用生物学的製剤で、バンガードプラス 5/CV-L4、ファイザー株式会社。こちら

も同じく８月 24 日に承認しております。 

  以下、４ページでございます。 

  同じく動物用生物学的製剤で、バンガード L4、ファイザー株式会社。こちらも同じく８月

24 日。 

  “京都微研„ フィライン－CPR-NA、株式会社 微生物化学研究所。こちらは平成 24 年７月
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26 日。 

  ５ページ、同じく動物用生物学的製剤のインゲルバックフレックスコンボ、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。こちらも平成 24 年７月 26 日

に承認しております。 

  動物用一般医薬品調査会関係では、コンフォティス錠 140mg、同 270mg 及び同 560mg、日本

イーライリリー株式会社。こちらにつきましては、平成 24 年７月 13 日をもって承認してお

ります。 

  報告は以上でございます。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御報告に御質問、御意見等はございますか。よろしいですか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、御了解をいただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

 

 Ⅲ）その他 

   畜水産安全管理課からの情報提供 

 

○明石部会長 かなり長時間にわたって審議をしていただきまして、進行の不手際で申し訳ご

ざいませんでした。 

  それでは、これで審議関係は全て終わりですが、事務局から何かありますか。 

○事務局 １点、畜水産安全管理課からの御報告がございますので、能田から御説明をさせて

いただきます。 

○事務局 御報告というか、情報共有でございます。 

  平成 25 年度の概算要求が固まりました。これは農林水産省として出す要求で、これから財

務省に行きまして、いろいろと査定されるのですけれども、少なくとも農林水産省の考え方

ということで、来年度の予算としまして、希少疾病等用動物用医薬品実用化促進事業を年間

予算 8,500 万円で提案することが決まりましたので、簡単にお知らせしたいと思います。 

  これは急激なグローバル化や気候変動により、従来は発生のなかった疾病が相次いで侵入

していること。それから、養殖業、みつばちの蜂群が崩壊するとか、いろいろなことがござ

いまして、みつばちのダニ薬とかいうものに対する疾病の対策が急務になってきております。

しかしながら、こういう病気は市場規模が非常に小さくて開発コストが回収できないという

ことで、なかなか開発が進んでおりません。そういうことを勘案しまして、防疫上重要だが

日本で発生がない疾病、あるいは市場規模が小さくて動物の疾病等に対する動物用医薬品の

開発及び供給が不十分なもの。こういうものに対しまして、動物薬の安全性や有効性の試験

などの開発費用の援助を行う趣旨でございます。 

  実施期間は平成 28 年度までを年限としまして、定額の補助、事業実施主体は民間団体。ほ

とんどがメーカーになるかと思いますが、そういうところに補助をしたいと考えております。

それは 1 つの対策です。 

  予算とはまた別に、今、薬事法の改正が動いております。来年度の国会で薬事法の改正が
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なされる予定ですが、その中で希少疾病という項目が、実は薬事法の中にもともとございま

す。77 条の２にございますけれども、その中で人の希少疾病に対する手当はしているのです

が、動物用のほうには全くしていない状態で、希少疾病に対する要求が強まっていることも

踏まえまして、薬事法のなかで規定されている希少疾病に動物用も加えることができないか

どうかということを検討している最中でございます。 

  希少疾病に指定されますと、研究開発費の補助や租税免減措置とかいうことがいろいろと

あるのですが、財政状況が厳しい折にどこまでそれが認められるかどうかはわからないので

すが、農林水産省としてはそれが必要だと考えて、それを改正の折に動物のほうも含まれる

ようにしたいと考えております。 

  今後、部会とか調査会もしくは個別に希少疾病に対する考え方に関する御意見を委員の皆

様にお伺いする場合があるかもしれませんので、そのときはよろしく御議論をいただきます

ようにお願いいたします。 

○明石部会長 それでは、来年度の予算要求の現状を説明していただきましたが、特に御意見

はありますか。意見といっても、なかなか出しづらいと思いますけれども、何かあったら農

林水産省から委員の先生方に御相談があるかもしれないということですので、その際はよろ

しくお願いします。 

 

５．次回開催日について 

 

○明石部会長 それでは、委員の先生方から特に追加で御発言はございますでしょうか。ござ

いませんか。 

  それでは、最後に次回の部会開催日を決めたいと思いますけれども、事務局のほうからよ

ろしくお願いします。 

○事務局 事前の御連絡をいただきまして、どうもありがとうございました。委員の皆様から

御連絡をいただきまし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のは、平成 24 年 11 月 29 日木曜日でございます。この日の

開催とさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 次回は 11 月 29 日木曜日だそうです。なるべくたくさんの委員の先生方の参加

をお願いいたします。 

 

６．閉  会 

 

○明石部会長 では、本日はどうもありがとうございました。 


