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１．開    会 

 

○赤堀部会長 定刻になりましたので、ただいまから動物用医薬品等部会を開催させていただ

きます。 

  本日、熊谷委員、合田委員、東洋委員、中川委員、廣野委員の合計５名が御都合により御

欠席との連絡をいただいております。したがいまして、出席委員数が 13 名で定足数に達し

ておりますので、部会を開催いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

２．動物医薬品検査所長挨拶 

 

○赤堀部会長 まず初めに、動物用医薬品検査所長から御挨拶をお願いいたします。 

○動物用医薬品検査所長 動物用医薬品等部会の委員各位におかれましては、師走の大変お忙

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。私は、10 月１日付でここの所

長に就任いたしました境でございます。昨年７月までは消費・安全局の畜水産安全管理課長

を務めておりましたので、以前から委員の皆様方には大変お世話になっているわけでござい

ますが、引き続きよろしくお引き立ていただきますようにお願いしたいと思います。 

  この９月までは、熊本にあります九州農政局で生産経営流通部長を務めておりましたが、

農政局に六百数十人いる中で獣医師は私一人でございまして、４月 20 日の宮崎の口蹄疫の

発生に際しましては、すぐ「おまえ行け」と言われて、４月 27 日以降、宮崎県の畜産課な

どに通算 51 日間詰めて、県と国との間を調整するという役割を担ってきたわけでございま

す。その間、大学の先生方とか、独法の方の皆様方を初め、全国から御支援をいただきまし

たことに改めて感謝を申し上げる次第でございます。 

  ５月６日から毎日 10 例以上疑似患畜が出るような状況で、これはだめなんじゃないかと

思う時期もありましたが、全国からの御支援をいただき、また緊急に使用しましたワクチン

が予想以上に効果があったということで、何とか終息にたどり着けたと思っております。 

  先月 24 日に口蹄疫対策の検証委員会の報告が出まして、初動防疫の対応等いろいろ問題

点はあったということで、急ぎ改善策を講じているところでございますが、私自身、内部に

おりまして、やはりこういった防疫をきちっとやるためには、事前の準備と、それから県や

国をはじめ、関係者の方々の情報の共有と、それから信頼と連携が非常に必要だと。これが

うまくいったときに、防疫対策も大きく進展したんじゃないかと確信をした次第でございま

す。 

  一方で、現状を見ますと、御承知のとおり、11 月 29 日に島根県で高病原性鳥インフルエ

ンザが発生しておりますが、これは早急に対応をとられまして、12 月１日には殺処分を終了

し、いろんな防疫措置も完了しているということで、再発を見ていないわけでございます。 
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  一方で、韓国では同じ 11 月 29 日に口蹄疫が発生しておりまして、一昨日、７日までに既

に 31 例、合計で 10 万 4,000 頭の殺処分対象が出ていると聞いております。日本では、10

年前に口蹄疫が出て、それまでは一世紀に１回あるかなしかといった海外悪性伝染病だった

わけですが、今や口蹄疫にしても高病原性鳥インフルエンザにしましても、ウイルスは日本

に来ているという前提のもとに防疫措置を講じなきゃいけないという状況になっていると思

います。 

  したがいまして、ワクチンを初め、日ごろからの準備と、いつでも発生するという前提で

防疫措置を講じることが非常に重要になってきております。ワクチンに限らず、いろんな動

物用医薬品も防疫資材というのが重要でございますので、そういったものの安定供給を初め、

いろいろな技術的な御助言等につきましても、先生方の御支援を賜りたいと思っております。 

  動物用医薬品そのものの問題も山積しております。特に、今年３月に食品安全委員会でフ

ルオロキノロン製剤についての薬剤耐性菌のリスク評価の結果が出たわけでございます。こ

ういった対応にしましても、管理措置を適切にとる必要があるわけでございまして、その際

にはやはり科学的な根拠に基づいて、有効かつ獣医臨床現場で実施できるという対策を講じ

ていかなきゃいけないと考えておりますので、これにつきましても先生方の御指導を賜るこ

とが多々あろうかと思いますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  本日は、審議事項、報告事項、御相談事項と盛りだくさんではございますが、よろしく御

審議いただきますようにお願いいたしまして、ごあいさつを申し上げます。どうぞよろしく

お願いします。 

○赤堀部会長 心強いお話、ありがとうございました。 

 

３．配布資料の確認等 

 

○赤堀部会長 続きまして、事務局から本日の配布資料の確認と、薬事分科会審議参加規程に

係る申請資料の作成関与者と利益相反に関する報告をお願いいたします。 

○事務局 配布資料の確認をいたします。配布資料一覧で御確認ください。まず黒ナンバーの

方の資料ですが、クリップどめのもの、No.３－２、エクセネル RTU の関連になります。続

きまして、No.５－２になります。続きまして、No.13 に飛びまして、「動物用医薬品の諮問・

承認状況について」が入っております。エクセルの表になっております。続きまして、No.14、

「競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員について」でございます。続きまして、No.15

はクリップどめでついております。議事次第、出欠表、座席表、カレンダーの関係でござい

ます。次に、No.16、委員からの御意見ということでまとめております。次に、横の表にな

ります「シードロット化に伴う製剤基準の一部改正の概要表」ということで、No.17。最後

に No.18 ということで、１枚紙です。「動物用医薬品等の用法及び用量欄における他剤併用

の記載について（案）」でございます。以上が本日配布資料になります。 

  続きまして、事前に配布させていただきました資料を机の上に置かせていただきましたが、
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赤 No.１～No.12 まで事前にお送りしております。 

  本日の配布資料は以上でございます。もし、お手元に不足がありましたら、至急御用意い

たしますので、御確認ください。 

○赤堀部会長 先生方、いかがでしょうか。資料は全部おそろいでしょうか。ありがとうござ

いました。 

  続けてお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございます。 

  それでは、No.14 の資料をお手元にお出しいただきまして、競合品目・競合企業及び申請

資料作成関与委員について御説明いたします。まず１枚表紙をおめくりいただきまして、１

ページ～５ページまでが、本日の審議品目の５品目についてのそれぞれの競合品目等になっ

ております。 

  １ページ、品目が“京都微研„ピッグウィン－クロスト、申請者名が株式会社 微生物化学

研究所でございます。競合品目といたしましては、リターガードＬＴ－Ｃ、競合企業名がフ

ァイザー株式会社となっております。 

  これを選定した理由といたしましては、競合品目の効能・効果には、申請品目の効能・効

果である「哺乳豚のクロストリジウム・パーフリンゲンスＣ型菌による壊死性腸炎の予防」

が含まれているためとなっております。 

  ２ページをお開きください。２品目目のガルエヌテクトＣＢＬになります。申請者名が日

生研株式会社になります。競合品目は２品目、“京都微研„ポールセーバーＥＣ。２品目目が

ノビリス E.coli inac、株式会社インターベット。競合品目を選定した理由としましては、対

象動物（鶏）と対象疾病（鶏大腸菌症）が同じであるためとなっております。 

  ３品目目、３ページになります。エクセネル RTU、ファイザー株式会社。競合品目は３品

目出ておりまして、エクセネル注は、競合企業名は同じくファイザー株式会社です。２品目

目がセファゾリン注「フジタ」、フジタ製薬株式会社。３品目目が動物用セファゾリン注「明

治」、大洋薬品工業株式会社。 

  競合品目を選定した理由といたしましては、既承認のセフェム系注射剤のうち、売上高上

位３品目を選定した。エクセネル RTU の対象動物は牛、豚であるのに対し、セファゾリン注

「フジタ」及び動物用セファゾリン注「明治」については牛のみを対象とする製剤であるが、

いずれも効能・効果が類似製剤であるということです。 

  続きまして、４ページ、４品目目でございます。セレニア錠 16、同 24、同 60、同 160、

セレニア注。申請者名はファイザー株式会社。競合品目は３品目挙がっておりまして、プロ

ナミド錠 2.5 ㎎、同５㎎、企業名がＤＳファーマアニマルヘルス株式会社。競合品目２つ目

がプリンペラン注、株式会社インターベット。３品目目が動物用テルペラン注、あすか製薬

株式会社となっております。 

  選定した理由としましては、現在市販されている犬用制吐剤は上記の３品目であるという

ことです。 
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  ５ページにまいりまして、５品目目、コルタバンス、株式会社ビルバックジャパンとなっ

ております。競合品目は２品目で、デルスキン－Ｓ。これは競合企業名が２社共同申請とい

うことで、現代製薬株式会社とエア・ウォーター・ゾル株式会社になっております。２品目

目がペット用プレドミン、競合企業名が理研畜産化薬株式会社です。 

  選定した理由としましては、デルスキンの方が臨床試験の対照薬として用いたということ

です。ペット用プレドミンは、同種同効剤として動物診療施設に販売しているものとしてビ

ルバックジャパン株式会社が把握している品目ということで出されております。 

  続きまして、６ページ、７ページになりますが、動物用生物学的製剤基準の一部改正によ

り影響を受ける企業リストということで、「製剤のシードロット化に伴い各条を追加するも

の」として、これらの書かれています基準名と、影響を受ける企業、選定理由を一覧表にし

てございます。 

  ７ページの下にまいりますと、「動物用生物学的製剤基準の各条の一部を改正するもの」と

いうことで、１つ書いております。 

  ８ページにまいりまして、動物用生物由来製品の指定により影響を受ける企業リストとし

て、一覧表になっております。 

  ９ページ、10 ページになりますが、それぞれ本日の審議品目の中で挙がっておりますもの

で影響を受けるということで、「省令改正に影響を受ける企業リスト」が９ページ。10 ペー

ジに「基準改正により影響を受ける企業リスト」ということで、それぞれ載せております。 

  以上が No.14 の内容になります。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいま事務局から説明いただきましたが、委員の先生方で何か御質問等ございますでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、特に御発言がないようですので、ただいま御説明いただきました競合品目・競

合企業については、了解したことと致します。 

  それでは、これに基づきまして、委員からの申し出のあった状況について、事務局から説

明をお願いいたします。 

○事務局 各委員の先生方からのお申し出状況について御説明いたします。先般御提出いただ

きました利益相反に関する報告を取りまとめました結果、本日の審議事項１の“京都微研„

ピッグウィン－クロスト、３のエクセネル RTU 及び４のセレニア錠 16、同 24、同 60、同

160、セレニア注について、田村委員が議決に参加できませんので、御報告申し上げます。 

  他に審議に参加できない、あるいは議決に加われない委員はいらっしゃいませんでした。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 
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４．議   題 

 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„ピッグウィン－クロスト（株式会社 微生物化学研究所） 

 

○赤堀部会長 それでは、審議事項に入ります。まず初めに、（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です。それでは、①の動物用生物学

的製剤調査会関係で、“京都微研„ピッグウィン－クロストの製造承認の可否並びに再審査期

間の指定についてですが、動物用生物学的製剤調査会の座長である明石委員から御説明いた

だけますでしょうか。 

○明石委員 御説明いたします。“京都微研„ピッグウィン－クロストは、株式会社 微生物化

学研究所から製造販売承認申請されましたクロストリジウム・パーフリンゲンスＣ型菌

MC18 株で産生される培養上清濃縮液を有効成分とする豚用のトキソイドであります。 

  本製剤は、平成 22 年 11 月 17 日に開催されました動物用生物学的製剤調査会において、

事前の調査審議を終了し、本部会に上程されるものであります。なお、再審査期間は、新効

能動物用医薬品ということで６年となります。詳細については、事務局から説明があります。

よろしくお願いします。 

○赤堀部会長 事務局、お願いいたします。 

○事務局 それでは、事前にお送りいたしました赤の No.１の資料を御用意ください。本製剤

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ました“京都微研„ピッグウィン

－クロストでございます。１枚目の審議経過票をご覧ください。４の成分及び分量ですが、

本製剤はクロストリジウム・パーフリンゲンスＣ型菌 MC18 株培養上清濃縮液を主成分とし

ております。 

  用法及び用量につきましては、１mL を妊娠豚の頚部筋肉内に分娩前５～６週及び２週の

２回注射するものです。それによりまして、母子免疫を通じて哺乳豚のクロストリジウム・

パーフリンゲンスＣ型菌による壊死性腸炎の予防を目的とするワクチンでございます。 

  次に、「概要」と書かれておりますタグを開いていただきまして、概－３ページをお願いい

たします。横長の表になります。申請製剤と国内の類似製品の比較表でございますが、申請

製剤と同じ効能を持つ製剤としましては、リターガードＬＴ－Ｃがございます。こちらの製

剤は、クロストリジウム・パーフリンゲンスＣ型菌の他に大腸菌成分を含むもので、壊死性

腸炎の他に、子豚の大腸菌による下痢の予防も効能・効果としております。 

  いずれの製剤も、子豚において問題となる疾病に対し、妊娠豚を妊娠中に２回免疫するこ

とで、母子免疫により哺乳豚への効果を期待するものですが、既にある製剤については、注

射後に一過性の元気消失、食欲不振、注射局所の腫脹及び硬結等が認められることがあると
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のことで、使用上の注意にも注意喚起が行われております。 

  この副作用は、大腸菌由来の LPS が原因と考えられるとのことで、申請者はクロストリジ

ウム・パーフリンゲンスＣ型菌のトキソイドのみにすることで副反応が少ないワクチンを開

発したということです。 

  本剤の取り扱いですが、クロストリジウム・パーフリンゲンスＣ型菌による壊死性腸炎の

予防のみを効能・効果とする製剤はございませんので、本日、新効能動物用医薬品として御

審議いただくものです。 

  概－８ページをお開きください。製造用株の性状及び作出過程に関する資料となります。

本製剤の製造用株は、壊死性腸炎の事例から分離したクロストリジウム・パーフリンゲンス

Ｃ型菌のうち、β毒素産生量が強い MC18 株を製造用株としております。 

  病原性につきましては、10 ページにございます。本毒素は子豚に対して胃内に注入しても

臨床症状を引き起こしませんが、静脈内注射によって致死性を示しています。また、抗原性

につきましては、標準トキソイド抗血清及び標準抗毒素血清により中和されることから、国

際標準品と同様の抗原性を有するものと考えられます。 

  概－11 ページでは、培養条件について検討しております。β毒素は対数増殖期に菌体外に

放出されますが、不安定な毒素であることが知られていることから、培養時間は○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○こととしております。 

  概－13 ページをお願いいたします。こちらでは、菌の不活化と無毒化の条件を確認してお

ります。表 2.9 をご覧いただきますと、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ことが確認されています。 

  また、無毒化についてはマウスに皮下接種し確認しておりますが、次のページの表 2.10 の

成績より、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○とのことで、製

造工程中の不活化、無毒化の条件は本条件が採用されております。 

  概－19 ページ下からが、力価試験の設定に関する資料となります。本製剤の力価試験は、

モルモットにワクチンを接種後、採血した血清について毒素の中和活性を調べるために、毒

素と血清を混合し、マウスに注射してその生死により確認しております。本試験の設定に当

たり、まず、2.6.2.1 において、モルモットにおいて抗原量と中和抗体価の間で相関性が認め

られることを確認しております。 

  次のページに移ります。本クロストリジウムのワクチンに関する国際的な標準法につきま

しては、最初の免疫にモルモットではなくウサギを用い、中和には国際標準抗毒素を用いる

ということですので、国際標準法との比較を行っております。 

  実際のところ、モルモットとウサギとの動物での違いにおける力価試験への結果の影響と

いうことで、概－22 ページをご覧ください。ウサギを用いた場合、モルモットの試験法が比

較されております。ウサギを用いる方法の方がやや高い力価となる傾向が認められています

が、いずれの方法においてもドーズレスポンスが認められたことから、安価で扱いやすいモ

ルモット法を申請者は採用しております。 
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  概－24 ページから判定基準について検討しておりますが、１枚めくっていただきまして、

概－25 ページの横表をご覧ください。こちらに２ロット確認しておりますが、上の方のワク

チンＡが最小有効抗原量のワクチンでございます。こちらの成績をもとに、力価試験の規格

値としては 10IAU 以上としております。 

  概－36 ページをお開きください。安全性試験になります。本製剤の接種対象である妊娠豚

については 9.1 で、また非妊娠豚については 9.2 で確認しております。試作ワクチンの常用

量及び 10 倍量を、用法及び用量に従い、分娩予定日の５～６週前と２週前に接種し、さら

に２回目注射後８週目に追加接種しています。 

  いずれの試験においても、妊娠豚及び非妊娠豚の一般状態、分娩状況、注射後の体温、増

体量及び飼料摂取量、また生まれた子豚の検査においても一般状態、増体量ともにすべて異

常は認められていないという成績です。 

  注射部位の肉眼及び組織学的変化を確認した結果、３回目の注射後４週目には、組織学的

な修復過程と考えられる肉芽種様変化が認められておりますが、既にアジュバント様残留物

を含めた炎症像を認めなかったことから、出荷制限期間については４週間が設定されており

ます。 

  次に、薬理試験を御説明いたします。概－43 ページをお開きください。10.1 において、豚

に抗血清を受身免疫後、毒素攻撃をして最小有効抗体価を調べております。 

  表 10.1 に示しますように、中和抗体価が２倍以上で攻撃に対して防御していること、そし

て効果を期待する哺乳豚の移行抗体は母豚の血中抗体と同程度であり、その移行抗体の IgG

の半減期は 14 日間と言われていることから、壊死性腸炎の発生が危惧される生後 14 日目ま

で２倍の抗体価を維持するためには、哺乳豚の誕生時の抗体価は計算上、２倍の４倍となり

ます。これらのことから、最小有効抗体価につきましては、母豚の分娩時で４倍、哺乳豚の

生後１日で４倍、さらに哺乳豚の生後 14 日目で２倍としております。 

  抗体価については、マウスを用いた中和試験は処理できる検体数に限りがありますので、

申請者は ELISA による抗体測定法を次の 10.2 において検討しております。 

  最小有効抗体価となるように受身免疫した豚血清と、中和抗体陰性の豚由来の血清等を用

いて試験した結果、45 ページの表 10.2 が最小有効抗体価の２mLを接種した豚になりますが、

こちらは吸光度 0.45～0.71 を示しております。 

  また、抗体陰性豚につきましては、次のページの表 10.5.A に結果が示されておりますが、

平均値で 0.21 であり、抗体陰性豚の 99％信頼限界に基づいて、吸光度 0.49 以下を陰性、そ

れ以上を抗体陽性と設定することが妥当としております。 

  概－48 ページをお開きください。本 ELISA により有効抗体価について、試作ワクチンを用

いて子豚の中和抗体価及び攻撃試験を行い確認しております。 

  次のページに結果がございますが、母豚の分娩時の ELISA 抗体価は 100 倍以上、初乳では

400 倍以上を示し、子豚はすべて攻撃に対して耐過し、その際の ELISA 抗体価は 100 倍以上

であることから、ELISA による有効抗体価は、母豚及び子豚で 100 倍以上、初乳で 400 倍以
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上としております。 

  概－50 ページから臨床試験になります。有効性については、実施した２施設のいずれでも

対象疾病の発生は認められておらず、抗体応答により判定しております。母豚、子豚におけ

る ELISA 抗体価が先ほどの有効抗体価以上を示していることから、有効と判断しております。 

  また、安全性につきましては、臨床観察と投与局所の観察により実施しています。子豚に

おいて下痢が認められているのですが、発生率は対照群との間に有意差は認められていない

ということで、それ以外については母豚及び子豚ともに臨床症状及び注射局所における異常

は確認されていません。 

  最初の審議経過票に戻っていただきたいと思います。本剤については、本年２月８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、２つの御指摘をいただいております。１

つは、本剤の力価試験法についてでございます。 

  ２枚めくって、３ページをご覧ください。本調査会時で最初に申請者が設定してきた力価

試験法は、モルモットを用いて免疫後、少量の毒素で中和する方法でして、国際的な標準法

ではありませんでした。そこで、指摘としては、この方法について国際的な標準法との比較、

妥当性を説明することという指摘を受けております。 

  これに対して、申請者は、力価試験法としては実績のある国際的な標準法を力価試験法と

して採用することとしまして、モルモットの抗体価にドーズレスポンスが認められること、

またウサギを用いた国際標準法とモルモットを用いた国際標準法の試験成績に差が認められ

ないことから、安価で取り扱いが容易なモルモットを用いた国際標準法とし、規格値も国際

抗毒素単位で示す力価試験を設定し、資料を整備しております。 

  また、２ページをご覧ください。指摘の２番目としましては、有効性の判定に用いた ELISA

抗体価のカットオフ値についての根拠が不明確であったことに対する御指摘です。これにつ

きましては、先ほど資料の中で御説明いたしましたが、中和抗体陰性の豚の成績における

99％信頼限界より設定したことが明確になるよう、資料を整備しております。 

  これらの指摘について修正を行い、11 月 17 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、本日上程されるものでございます。 

  なお、事前に中込委員から御意見をいただいております。こちらについても御紹介いたし

ます。当日配布資料黒の No.16 の３ページをご覧ください。御意見としては、申請書の製造

方法には、静置培養との記載があるが、他の添付資料等には静置培養という表記ではなく、

ただ培養という表記しかないということ。また、静置培養では大量の培養は難しいのではな

いかといった御意見をいただいております。 

  これにつきまして申請者に確認しておりますが、本製造用株は嫌気性菌でございますので、

攪拌等を行わない静置培養で製造を行っているということで、添付資料でも培養は静置培養

で通常行っているため、静置という表記は特段していないが、申請書では明記をするために

静置培養と記載したということです。 

  また、培養規模についてなのですが、試作ロットは実製造スケールで製造されております。
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実際のところは 460L のタンクで 300L の原液を培養するというものでございまして、これ以

上大幅に増加することはないということで、静置培養で製造可能とのことを確認しておりま

す。 

  それでは、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいま御説明いただきましたが、委員の先生方から御質問、御意見等ござい

ますでしょうか。いかがでしょうか。 

  特に御発言、御質問等ないようですので、議決に入ってよろしいでしょうか。 

  それでは、大変恐縮ですが、田村委員には少しいすをお引きいただいて、議決には御参加

いただかないということでお願いいたします。 

 ただいま御説明いただきましたことに対しまして、事務局案どおり承認してもよろしいでし

ょうか。 

  ありがとうございました。承認ということにいたします。 

○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、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで、６年間といたします。 

 

   ② ガルエヌテクトＣＢＬ（日生研株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして②になりますが、同じく動物用生物学的製剤調査会関係です。ガル

エヌテクトＣＢＬの製造承認の可否並びに再審査期間の指定について、これも座長でありま

す明石委員から御説明をお願いいたします。 

○明石委員 御説明いたします。ガルエヌテクトＣＢＬは、日生研株式会社から製造販売承認

申請されました鶏大腸菌血清型Ｏ78 AESN1331 株を有効成分とする鶏用のワクチンであり

ます。 

  本製剤は、平成 22 年 11 月 17 日に開催されました動物用生物学的製剤調査会において事

前の調査審議を終了し、本部会に上程されるものであります。なお、再審査期間は、新有効

成分含有動物用医薬品ということで６年となります。詳細につきましては、事務局から説明

があります。よろしくお願いします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。事務局、お願いいたします。 

○事務局 それでは、事前にお送りいたしました赤の No.２の資料を御用意ください。表紙を

めくっていただき、審議経過票をご覧ください。本製剤は、日生研株式会社から製造販売承

認申請されましたガルエヌテクトＣＢＬでございます。４の成分及び分量としては、鶏大腸

菌血清型Ｏ78 AESN1331 株を主剤とした鶏用の生ワクチンでございます。 

  ５の用法・用量については、ワクチンを日局の生理食塩液を用いて 1,000 羽当たり 100～

300mL に溶解し、３～４週間隔で２回投与する。初回は噴霧器、第２回は噴霧器または散霧

器を用いて投与するものとしています。 
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  効能・効果は、鶏大腸菌症の予防となっております。 

  「概要」と書かれたピンク色のタグを開いていただきまして、概－３ページ、横書きの表

をご覧ください。左端が申請製剤になります。主成分の欄をご覧ください。鶏大腸菌症を対

象としたワクチンは既に２製剤ございまして、一つは真ん中のもので、種鶏に注射して移行

抗体で免疫する不活化ワクチン。右端のもう一つが１羽ずつ点眼投与するワクチンですが、

いずれも不活化ワクチンとなります。 

  今回、申請者は多数のひなに簡便に投与でき、広い有効性が期待できる弱毒生ワクチンの

開発を試みたということでございます。本製剤は、鶏大腸菌症に対する初めての生ワクチン

になりますので、新有効成分含有動物用医薬品として御審議いただくものです。 

  本製剤のワクチン株については、その隣の概－２ページの１－１－５に記載がございます

が、鶏に対する病原性発現やβ溶血性の表現型に関与しているサイクリック AMP リセプター

たんぱく質をコードする遺伝子である crp 遺伝子の中心部分に欠損変異が導入された遺伝子

欠損株となります。 

  製造用株の作出過程については、野外分離された親株の crp 遺伝子を、プラスミドベクタ

ーを用いて大腸菌同士の接合及び交雑により欠損型 crp 遺伝子に置きかえて作出したもので

すが、本欠損株については、欠損以外には薬剤耐性等の外部遺伝子の導入がなく、動物用組

換え DNA 技術応用医薬品調査会において、遺伝子組換え体に該当しないと判断されておりま

す。 

  概－８ページをご覧ください。製造用株の性状が記載されております。表概２－１－１で

は、製造用株の性状を親株 J29 株と ATCC の標準株と比較していますが、製造用株に特徴的

な部分としては、上から２つ目、DHL 寒天培地でのコロニーの色調、また糖分解のところの

一番上の D-マンニトール、D-ソルビトール等の糖の分解能が陰性であること、また、コンゴ

ーレッド吸着性が陰性であることが他の株と異なり、マーカーとなっています。 

  このマーカー性状につきましては、鶏で継代しても安定であったということが他の資料で

確認されております。なお、製造用株については、病原性に関連した遺伝子を保有していな

いことが確認されております。 

  隣の概－９ページに、製造用株の薬剤感受性がございます。本製造用株は、概－10 ページ

の表の上から４つ目の○○○○○○○○○○○○○○の薬剤に耐性を示した他は、親株と同

じであり、43 薬剤に感受性を示しております。この○○○○○の薬剤耐性につきましては、

染色体上の点突然変異によるものであることが確認されています。 

  隣の概－11 ページをご覧ください。製造用株の病原性についての成績になります。製造用

株を４日齢の SPF ひなへ噴霧投与した結果、臨床的な異常は認められておりません。 

 菌の分離の成績が、次のページの表概２－１－５にございます。下の段の親株は、○日目ま

で盲腸やＦ囊などを含めた臓器で分離されているのに対し、ワクチン株は投与後○日目に鼻

腔、眼窩下洞、肺から分離されますが、その後はいずれの臓器からも分離されておらず、生

体内への定着性が減弱していることが示されております。 
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  概－14 ページをご覧ください。次に、本菌の静脈内注射による LD50 について調べており

ます。表概２－１－８で親株と比較しておりますが、親株は○○○○に対し、製造用株は○

○○○であり、病原性がほぼ 10 倍低下していることが確認されております。 

  概－15 ページをご覧ください。免疫原性の資料になります。下の表になりますが、噴霧ま

たは散霧で４週間隔で２回ワクチンを投与し、２回目免疫後２週目に強毒株で攻撃を行い、

臨床スコアと死亡率を見ています。 

  表概２－１－11 の表を見ていただきますと、死亡率は免疫していない対照群が 80％死亡

したのに対し、免疫群は 10％以下、また臨床スコアも有意に低いという結果となっておりま

す。 

  次のページに同居感染性が記載されております。ワクチンを免疫していない同居区は、ワ

クチン投与後○日目に同居させておりますが、投与後○日目及び○日目に菌分離を行った結

果では、１回目投与、２回目投与のいずれでも製造用株が検出されないという結果であり、

同居感染性は認められておりません。 

  概－25 ページ、安定性試験に関する資料につきましては、製造後 39 カ月間の安定性が確

認されておりますので、有効期間につきましては検定期間３カ月を差し引いた 36 カ月、す

なわち３年間が設定されております。 

  概－27 ページからが安全性試験になります。ガイドラインに従い、本製剤の１用量及び

100 倍濃度を 1 倍量接種した 100 用量群を設定し、３週間隔で２回投与しています。適用量

群及び高用量群のいずれにおいても、体重や臨床症状に異常は認められていませんが、概－

28 ページの表概９－１のとおり、適用量群では６日目、高用量群では７日目に各１羽死亡し

ております。しかし、剖検所見では大腸菌症に罹患した像は認められず、卵黄遺残や筋胃炎、

また消化器等の血管炎像が認められていたことから、ワクチン株に起因するものではないと

判断しております。 

  その下の表概９－３をご覧ください。剖検所見、または組織学的所見に関して取りまとめ

た表となります。剖検所見では、対照群でも認められている卵黄囊の遺残や腎臓の腫大が認

められた他は、病変は認められておりません。 

  病理組織学的検索では、適用量群及び高用量群で鼻粘膜や気嚢、肺に炎症性の組織変化が

１日目に認められています。これらの炎症性変化は、ワクチン接種に対する一過性の反応と

考察されております。なお、ワクチン接種鶏群での増体重の低減や、臨床症状等も認められ

ず、安全性が確認されております。 

  概－31 ページからが薬理試験に関する資料です。表概 10－１が最小有効量の検討の結果

です。ワクチンを１羽当たり○○○CFU に調整して、４週間隔で２回噴霧投与し、免疫後２

週目に強毒株で攻撃しております。その結果、○以上で、死亡率及び臨床スコアの平均にお

いて対照群と比べて有意に低かったことから、最小有効量は１羽当たり○CFU とし、これに

基づき成分及び分量が設定されております。 

  投与間隔の検討につきましては、次のページの表概 10－２にございます。投与間隔○○○
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週までの群を設定し、攻撃を行ったところ、投与間隔が３週と４週で有効でしたが、○週目

では効果が認められなかったことから、用法及び用量の投与間隔は３～４週間としておりま

す。 

  次に 33～34 ページにつきましては、免疫の成立及び持続に関する資料になります。免疫

成立は２回目投与後○日目から有効であり、○週は免疫効果が持続したという成績がついて

おります。 

  また、35 ページにおきましては、２回目投与で噴霧または散霧投与における効果を比較し

ております。表概 10－６に示すように、いずれの投与方法でも有効性が確認されたことから、

本製剤の第２回目投与としては、散霧と噴霧が適用可能と確認されております。 

  概－36 ページから臨床試験になります。表概 14－１に示しますように、４施設で試験を

実施し、初生時及び３～４週齢時にワクチンを投与しております。このうち実施施設１では

大腸菌症の発生が認められたため、有効性については臨床症状の発生頻度、育成率、増体率、

出荷成績により評価しております。なお、それ以外の施設につきましては、攻撃試験の成績

によって評価しております。 

  大腸菌症の発生が認められた実施施設１では、育成率、出荷率の成績が対照群と比較して

有意に高い結果となりました。また、攻撃試験により評価を行った結果、実施施設２では攻

撃後の死亡率及び臨床スコアにおいて、また実施施設３では死亡羽数、臨床スコア、増体率

において、実施施設４では増体率及び心外膜炎スコアにおいて改善が認められたとのことで、

すべての実施施設で有効と評価されております。 

  なお、安全性につきましては４施設ともにワクチン投与に起因する臨床的な異常は認めら

れず、育成率、増体重にも異常は認められておりません。 

  それでは、最初の審議経過票に戻っていただきたいと思います。本剤については、11 月

17 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まして、本日上程されるものでご

ざいます。 

  それでは、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、事務局から御説明いただきましたが、委員の先生方で何か御質問、御意見等ご

ざいますでしょうか。 

 お願いいたします。 

○西川委員 概－28 ページに、「病理組織学的検査で適用量及び高用量投与後の呼吸器系に認

められた炎症性変化は被験物質に対する一過性の反応と解された」とありますが、表９－３

を見ますと、何を根拠に一過性と言えるかということを確認したいのです。 

○赤堀部会長 事務局、よろしいでしょうか。お願いいたします。 

○事務局 呼吸器系ということですので、本菌を投与した際に一過性に増殖する部位がござい

ます。例えば、概－12 ページに菌が分離されている成績がございますが、恐らく、接種後１

日目鼻腔、眼窩下洞、肺から分離されておりますので、一過性の定着または増殖による反応
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ということだと思うのですが、より明瞭に記載した方がよいということであれば、記載を指

示することも可能だと思います。 

○西川委員 一過性で炎症反応が減弱したというところまでは、この表ではわからないので。 

  指摘の中にスコアをつけるということがあって、その指摘に対して写真を添付したとあり

ますが、そのスコア化した表が確認できないので、もしあればそれを確認したいと思います。 

○赤堀部会長 先ほどとまた別の御指摘になるわけですね。最初の一過性という表現では、な

ぜ一過性としたかという根拠を明確にしておいた方がいいということですので、事務局の方

では、そういう指摘であればしても構わないということですから、先生、これはしていただ

いた方がよろしいと考えてよろしいのでしょうか。 

○西川委員 はい、お願いします。 

○赤堀部会長 そういうことで、なぜ一過性としたか、根拠を文書として表現しておいてほし

いということで、資料の整備をお願いいたします。 

  もう一点、先ほどの質問ですが、よろしくお願いします。 

○事務局 済みません、もう一度御意見をよろしくお願いします。 

○西川委員 一過性とも絡むのですが、炎症をスコア化して、それが低下したという経過がわ

かれば一過性ということも言えると思うのですが、それもわからないので、確認できるもの

なら確認していただきたいということです。 

○赤堀部会長 スコアが軽減されていると記載されているが、それが読み取れる資料なりデー

タがついていないということですが。 

○事務局 添付資料の安全性試験のデータにはスコアが書いており、経時的に変化を見ており

ますので、それについての結果も概要に記載するという方向で整理したいと思います。 

○赤堀部会長 概要書の中で、読んでわかるように資料を少し整備させていただくということ

でよろしいでしょうか。 

  御指摘をいただいたということで、よろしくお願いいたします。 

  その他、いかがでしょうか。 

  特にないようですので、資料の概要のところを少し整備することを条件に、事務局案を了

承したいと思います。 

○事務局 それでは、概－28 ページの安全性試験のところにつきましては、一過性と判断した

根拠、またそれにつきまして、スコア等についても記載について充実することを条件に承認

を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審査期間は新有効成分含有動物

用医薬品ということで、６年間といたします。 

 

    ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

   ③ エクセネル RTU（ファイザー株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、審議事項１の③になりますが、エクセネル RTU です。これは動物
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用抗菌性物質製剤調査会関係ですので、座長の尾崎委員からお願いいたします。 

○尾崎委員 はい。御説明いたします。ファイザー株式会社のエクセネル RTU は、セフチオフ

ル塩酸塩を有効成分とし、牛及び豚の細菌性肺炎を効能とするものです。 

  用法及び用量は、１日１回体重１kg 当たりセフチオフルとして牛では１mg を３～５日間、

豚では１～３mg を３日間筋肉内に注射することとしています。 

  本製剤は、平成 22 年 11 月５日に開催された動物用抗菌性物質製剤調査会及び平成 22 年

11 月 10 日に開催された動物用医薬品残留問題調査会において、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、事務局から説明があります。 

○赤堀部会長 はい。ありがとうございます。では、事務局、続けてお願いいたします。 

○事務局 それでは、概要に従って本剤の概略を御説明申し上げます。緑の「概要」と書かれ

たタグをお開きいただきまして、概要１－１ページをお開きください。本剤は、ただいま御

説明いただきましたが、セフチオフル塩酸塩を主剤とする懸濁注射剤でございます。これに

対しまして、セフチオフルの塩が異なる製剤につきまして、既承認あるいは別途申請中のも

のがございます。いずれも申請者、承認取得者はファイザー株式会社でございますが、これ

らの製剤につきましては、次のページにその内容をまとめております。 

  既承認であるエクセネル注は水性注射剤で、休薬期間も短く設定されておりますが、３日

間ないしは５日間の連続投与が必要でございます。また、投与時に溶解する手間がかかると

されております。一方、申請中のエクセーデＳ及びＣは、１回投与で効果を発揮いたします

が、休薬期間は長目に設定されております。対しまして、本剤は比較的短目の休薬期間で、

用時溶解の手間はございませんが、同じように連続投与を必要とする製剤でございます。こ

れらを上市することで状況に合わせた使い分けが可能になると、申請者は述べております。 

  １－５ページをお開きください。さきの製剤成分では、セフチオフル原薬につきまして、

塩の形態は異なりますが、水溶液中ではいずれも遊離セフチオフルとして挙動いたしますこ

とから、表１－３に挙げられました資料につきましては、セフチオフルナトリウムの資料を

用いて本剤は申請されております。 

  ２－１ページからは、物理的・化学的試験に関する資料。 

  ３－１ページからは、製造方法に関する資料をまとめておりますが、こちらにつきまして

の御説明は割愛させていただきます。 

  次に、５－３ページをお開きください。こちらより、セフチオフル塩酸塩の安定性試験成

績を、順次まとめております。 

  その結果、５－９ページにありますが、室温で若干の規格逸脱が認められておりますが、

原薬の保存条件を遮光・冷凍とし、５年間の安定性を確保しております。 

  ５－12 ページからは、本製剤の安定性試験をまとめております。その結果、製剤に関しま

しては、通常の保存条件下におきまして規格を逸脱した項目はございませんで、３年間の安
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定性が得られているものと考えております。 

  次に、6/7/8－１と書かれたページに、本剤有効成分の毒性に関する資料をまとめてござ

います。こちらは、本剤有効成分とは塩違いでございますセフチオフルナトリウムの資料を

中心に構成されております。 

  ７－１ページは、亜急性及び慢性毒性試験について記載されております。本剤に特徴的な

所見といたしましては、造血系に対する障害が見られておりますが、それを含めまして、見

られた徴候はいずれも高用量の徴候であり、後の対象動物を用いた安全性試験におきまして

も特に徴候は見られておりませんことから、特に対応はいたしませんでした。その他、特殊

毒性につきましても、投与と関連する重大と考えられる徴候は見られませんでした。 

  ９－１ページには、対象動物を用いた安全性試験の結果について記載しております。牛に

対しましては常用量及び 10 倍投与群を設定し、５日間連続投与を行っております。その結

果、用量に依存した体重及び飼料摂取量の増加以外には、本剤投与に起因すると考えられる

徴候は見られなかったとしております。 

  同じく豚につきましては、９－10 ページに記載しております。豚に対しましては、常用量

及び５倍量を投与し、やはり体重の増加が見られる以外には、投与との因果関係が示唆され

た徴候は見られませんでした。 

  10－１ページからは、効力を裏づける試験をまとめております。こちらでは、対象菌種に

対する MIC に関する試験、用量設定試験等が記載されております。 

  11－１ページからは、一般薬理に関する試験結果がございます。こちらに関しましての詳

細な説明は割愛させていただきます。 

  12－１ページからは、薬物動態に関する資料をまとめております。 

  12－５ページに試験の結果をまとめておりますが、資料番号「参１」となっている資料に

つきましては、セフチオフルナトリウムの資料を用いております。 

  牛に対する主な薬物動態パラメータは、12－６ページの表 12－３に記載されております。 

  また、１ページめくっていただきまして、図 12－３には推定される代謝経路が示されてお

ります。 

  豚に対する薬物動態パラメータにつきましては、12－12 ページの表 12－10 に示されてお

ります。 

  14－１ページからは、臨床試験に関する資料をまとめております。牛に対する臨床試験と

いたしましては、表 14－１にありますように、４牧場で計 162 症例を組み入れて、アンピ

シリンナトリウムの注射剤を対照薬といたしまして、投与後３、５及び７日目の臨床スコア

による改善率によって評価することにより行われました。 

  結果につきましては、14－５ページに記載しております。いずれの評価日におきましても、

対照薬との間で有意な差は見られませんでした。 

  14－17 ページにありますように、安全性につきましても、投与と関連した問題となる有害

事象は見られませんでした。 
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  14－18 ページからは、豚に対する臨床試験が記載されております。本試験は、無投与群を

対照群とし、被験薬１mg/kg 投与群、３mg/kg 投与群の３群で、２農場合計 90 症例を用い

て行われております。主要な評価項目は、同様に一般臨床観察スコア、判定日は３、５及び

７日目でございます。 

  結果につきましては、14－22 ページ以降にまとめておりますが、表 14－39 の合計の臨床

スコアでは、いずれの評価時点におきましても、無投薬対照群と比較いたしまして有意にま

さる結果が得られております。また、投与との関連が疑われる有害事象も特に観察されてお

りません。 

  本剤は第３世代セフェム系抗生物質でありますことから、二次選択薬としての使用に限定

されておりますが、このことから、二次選択薬としての有効性を検証する試験を行っており

ます。 

  14－37 ページからは、牛に対する二次選択薬としての試験を記載しております。２農場合

計 24 頭ではございますが、一次選択薬による治療が無効であると判断した症例に対しまし

て本剤を投与いたしまして、さきの試験と同様の評価を行っております。なお、本試験にお

きましては対照群は置いておりません。 

  その結果、表 14－68 にありますように、合計臨床スコアでは、投与前と比較していずれ

の評価時点におきましても有意に改善が見られた他、１枚めくっていただきまして、表 14

－71 では、投与７日目では合計 75％の改善率が得られております。 

  次に、豚に対しましては、14－46 ページから記載いたしております。試験デザインはやは

り同様でございます。合計 22 頭が組み入れられました。 

 その結果、14－50 ページの表 14－82 にありますように、いずれの評価時点におきましても

有意な改善が見られた他、14－53 ページの表 14－86 では、投与後７日目では合計 50％の

改善率が得られております。 

  残留試験に関しましては 15－１ページからまとめております。 

  15－24 ページ、他に得られました減衰曲線を順次示しておりますが、総じて、得られた組

織、乳汁中の残留濃度は投与後１日目から MRL 以下の値となるケースが見られました。その

ことから、当初、申請者はガイドラインの方法とは異なり、個別の測定時点の信頼区間を用

いて休薬期間を設定する方法を提案しておりました。 

  これにつきまして、動物用医薬品残留問題調査会での審議の結果、やはりガイドラインの

方法による解析結果を採用することとなり、15－63 ページ以降にありますように、牛で 12

日、乳で 12 時間、豚では３日間の休薬期間が提案されました。 

  最後に、毒劇薬の指定に関する事項でございます。さきに御説明いたしました毒性試験の

結果などから、本剤につきまして、特に毒劇薬の指定は要しないものと考えております。 

 なお、当日配布資料３－２といたしまして、記載整備になりますが、本部会の審議に先立ち

まして委員の先生からいただきました質問事項について、申請者からの回答を配布いたして

おります。当日配布資料 No.16 もあわせてご覧いただければと思います。 



- 17 - 

  No.16 の３枚目で、中込委員からいただきました御指摘がございます。真ん中以降、エク

セネル RTU についてということでございます。これは、残留溶媒の試験の各溶媒の相対保持

時間に関してですが、実際に記載されておりますものとクロマトグラムの方と保持時間が異

なるのではないかという御意見をいただいております。 

  これに関しまして、当日配布資料 No.３－２でございます。部会事前指摘回答となってお

りますが、いただいた御指摘につきましてメーカー側に照会したものでございます。こちら

によりますと、端的に申しますとクロマトグラフに用いたものと相対保持時間に用いたデー

タが異なりまして、調整した時間を相対保持時間の記載に用いていたために、このような記

載となったということでございました。そこで、申請者側からは注を記載する、その他の差

しかえの案が示されて、これを No.３－２の後ろの方に添付しております。 

  事務局からは以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいま御説明いただきましたが、委員の先生方から御質問、御意見等ござい

ますでしょうか。 

  お願いいたします。 

○田村委員 一般論なのですが、この製剤の最終製品はγ線照射していると思うのです。従来、

γ線照射滅菌をした医薬品については慎重な審査をしていたと思うのですが、現在の審査方

針について教えてください。 

○赤堀部会長 事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 γ線滅菌を用いた製剤は、かなり出てきております。これにつきましては、少し前

になりますが、どのように評価するかということで、調査会等で議論になりまして、その結

果を受けて「放射線滅菌された動物用医薬品の承認に必要な資料について」という案をまと

めまして、現在、それに基づいて各調査会で審査を行っていただいております。 

  この製剤につきましても、その案に基づいて必要な資料を添付させて、それを審査すると

いう形で、γ線滅菌を用いたことに伴うリスクを評価していただいて、オーケーとされたも

のでございます。 

○赤堀部会長 田村委員の御質問に対し、理解しやすいように、その案について概要をかいつ

まんで少し御説明いただけますか。 

○事務局 これは、目的といたしまして放射線滅菌された動物用医薬品の安全性の確保の観点

から、品質を担保するために、必要な場合に求められる申請添付資料の試験項目を例示する

ためにつくったものでございます。 

  対象となる動物用医薬品として、最終製剤とか原材料、放射線滅菌を用いたものを対象と

しておりまして、例えばコバルト 60 とかセシウム 137 から発生するγ線による滅菌。それ

から、電子線によるものも含んで評価するということになっています。 

  審査の段階で要求する資料でございますが、放射線滅菌による品質変化に関する資料、つ

まり物理・化学的な性質の変化を求める資料を提出させるということが一つでございます。
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その他に、照射線量とか分析方法についても、具体的に示させることとしております。 

  それから、放射線滅菌による影響といたしまして不純物が問題になりますので、それにつ

いて医薬品等の不純物等に関するガイドラインというのを既に設定してございますが、それ

を参考に整備するとか、それから、放射線特有の問題でございますが、誘導放射能の有無に

関する問題。それから、毒性試験といたしまして最終製剤での急性毒性の変化があるかない

か。そういったことを資料として添付させることとしておりまして、それに基づいて評価す

ることにしております。 

○赤堀部会長 そういった部会の経過を受けて、事務局レベルでも対応して、調査会では先ほ

どお話しになったようなことについても確認して、部会に上がってきたと理解していいわけ

ですね。 

  先生、それでよろしいですか。 

○田村委員 ということは、今の方針に従ったデータを添付すれば、放射線滅菌の製剤はオー

ケーであるという解釈でよろしいですか。 

○赤堀部会長 それで上がってきていると理解したのですが、いかがでしょうか。基本的な御

質問をいただきましたが。 

○事務局 今のガイドラインに基づいて審査していただきまして、問題がなければオーケー。

例えば、急性毒性が大幅に増加しているといったことになりますと、それは別途いろいろ課

題を検討するということになります。 

○赤堀部会長 今の基準で安全性を担保するには不十分だという御指摘をいただいて、それに

ついてもう少し議論しなければならないとなると、また少し話が戻ってくるかもしれません

が、どのレベルで議論するかになると思います。先生、どうでしょうか。 

○田村委員 それで結構です。 

○赤堀部会長 そうですか。 

○事務局 補足させていただきたいと思います。赤の No.３の「ヒアリング指摘事項回答集」

というタグがついている黄色い紙がございます。そちらをめくっていただきまして、5／39

ページに、先ほど○○から申し上げました、放射線滅菌に対する安全性等ガイドラインの案

に基づいて資料を整備するようにという指摘をヒアリング段階でしております。 

  それに基づきまして、黄色いタグの１－３の別添１－３のところで、必要な資料を追加し

ております。 

○赤堀部会長 よろしいでしょうか。 

  ありがとうございました。 

  どうぞ、お願いいたします。 

○田村委員 これは第３世代のセファロスポリンで、医療上一番重要な医薬品になります。こ

れをよく見ていると、同じ会社から、同種同効品が５種類出るということになると、ここに

アメリカと EU のデータが出ていますが、こういった製品が出るとどうしても過剰使用にな

っていくということがありますので、こういった製剤が世の中に出たときの適正使用という
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のはどういうふうに考えているか教えてください。 

○赤堀部会長 難しい御質問が出ました。事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 第３世代セフェムということで、適正使用ということになりますが、本剤について、

もちろん二次選択薬としての位置づけがまずございまして、他剤で有効でない場合について

のみ使うことを前提としているということです。それにつきましては、この製剤の使用上の

注意等に記載されておりまして、それに従って使うということになろうかと思います。 

  その他、いろんな対策といたしまして JVARM（Japanese Veterinary Antimicrobial Resistance 

Monitoring Program）とかいったこともやっておりますので、そういったことでモニタリン

グしながら、もし問題があればまた取り上げて、耐性菌問題として取り組むという体制も、

行政の方にもできているということになります。 

○赤堀部会長 どうぞ。 

○田村委員 現行品とこれを比べると、効能は若干違いますが、ただの利便性がよくなるだけ

の製剤ですね。そういうものを増やすということは、先ほど言いましたように過剰使用につ

ながる。過剰使用につながるということは、耐性菌が出てくるということになりますので、

その辺の方針をきちっとしておく必要があると私は考えています。 

○赤堀部会長 それは御意見として。 

  その他、いかがでしょうか。 

  小川先生、どうぞ。 

○小川委員 休薬期間を設定するときに、測定値が検出限界以下になった場合がありましたが、

その場合の値の評価については、検出限界の２分の１にするという決まりになっているので

すか。これは一般的にそういう取り扱いをするのでしょうか。根拠がよくわからないので、

質問します。 

○赤堀部会長 いかがでしょうか。 

○事務局 検出限界以下の値の取り扱いは、非常に難しい問題なのです。それをどのように取

り扱うかということは、具体的には当方のガイドラインでは決めていないということになっ

ております。 

  実際には、例数が、検出限界近くになってきますと、例えば５検体とるにしても、そのう

ち２検体は検出限界以下になるということになると、統計処理がうまくいかないということ

もございまして、その対策は各社いろいろと講じているところなのです。 

  EU では、そういった数字は検出限界の２分の１を当てはめるということがルール化されて

おりまして、この製剤についてもそれを見倣ってきたということでございます。 

○赤堀部会長 妥当性について、余り明確でないが、一般的に行われる。これは、将来見直さ

れることはあり得るのですか。 

○事務局 これについては、今のところ、見直しという予定はしておりません。 

○赤堀部会長 という回答ですが、いかがでしょうか。 

○小川委員 安全なところをとるということになれば、検出限界以下の場合は検出限界値をと
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るという考え方もあると思って質問しましたが、いかがなのでしょうか。 

○事務局 この製剤ではこのようにやっておりますが、結局のところ、検出限界付近の値とい

うことになりますと、例えば検出限界の値を全部当てはめてしまうということになると、少

し高めの数字を当てはめることになって、安全を見越すという形にもなりますが、逆に検出

限界以下の値が余りに多いと、今度は標準偏差が狭まってしまって、かえって休薬期間が短

く設定されてしまうという懸念もあるということになります。そういうのを勘案して、EU

は多分２分の１を当てはめるということをやっておると思います。 

  残留調査会で個別に審議いただきますときは、もし問題がある場合については、いろんな

当てはめ方法を行って、そのうち一番長いものを検討するといったこともかつてはやられた

こともございますが、今までのところ、余り差がなかったということもございまして、現状

ではこういった２分の１というのも結構行われている方法だと認識しております。 

○小川委員 確定した方法ではなくて、場合によっては違う基準を使って休薬期間等を設定す

ることもあり得るということでいいのですか。 

○赤堀部会長 今の事務局はそういうお話だったと思ったのですが。 

○事務局 そのとおりです。 

○赤堀部会長 よろしいでしょうか。 

  その他、いかがでしょうか。 

  田村委員から御質問、御意見をいただいたのですが、二次選択薬であると言いながら、臨

床試験はそれにふさわしい臨床試験ではないような気がして少し引っかかっているのです。

調査会でもその辺が指摘されていて、先ほど、事務局からは、二次選択薬としての臨床試験

もしたということなのですが、そこには対照薬も置いていないということを考えますと、臨

床試験のあり方に調査会で指摘されたような問題がかなり含まれていて、（議論の必要性が）

出てきたのかなという気がしております。あわせて、田村委員の御発言を考えますと、議論

をしておいていただきたいところかなという気もしておるのですが、いかがでしょうか。 

○事務局 当然、フルオロキノロン製剤とか、この第３世代セフェムは二次選択薬に該当する

わけなのですが、こういったものを、二次選択薬として使われるわけですから、それなりの

有効性なり安全性なりを評価しなければならないというのは当然であろうと思っております。 

  ただ、二次選択薬の概念が導入されたのがそんなに古いことではございませんので、それ

に合わせての試験がまだルール化されていないという一つの問題点がございます。製剤によ

っても違うということもありますが、二次選択薬の有効性をどのように評価するかというル

ールをつくることがまず必要であろうかと思っております。 

  当方といたしましては、去年、おととしくらい、そのルール化のためのガイドラインづく

りをしようということで、予算獲得に少し頑張った経緯もあったのですが、残念ながら取れ

ておりませんので、引き続きまたそういったことを踏まえまして、二次選択薬としてどのよ

うな評価ルールがあればいいかということを早く決めてまいりたいと思っております。 

○赤堀部会長 適切なルールが定まっていないこの時点で申請されてきたから、やむを得ない
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んだということですね。それに対して、田村委員は、利便性だけのある薬であって、本当に

この薬を二次選択薬として使わなければならないかという観点に立つと、どうも少し不安が

残るという御発言があったわけです。その辺を含めて、いかがでしょうか。 

○事務局 利便性の問題というのは、また別の問題ではないかなと思っております。利便性が

高まるから二次選択薬でなく使われるとか、使用量が増えるということは多分ないであろう。

これは１回注射で済むということ──RTU というのは Ready To Use の略でございますが、溶

かさずにそのまま１回打てば使えるということで、獣医師にとっては非常に使いやすい製剤

であるということは事実ですが、それが投与機会を増やすといった問題ではないと考えてお

ります。あくまで二次選択薬として、必要なときに必要な場面にしか使われない。そのとき

の使い方が便利になっているだけだと認識しております。 

○赤堀部会長 便利であるから使われるということに対して、不安があるということですよね。

そういうことで、本当に二次選択薬として必要な薬であるという立証がされて、初めて世に

出てくるべきだろうが、どうも臨床試験を見ると、その辺のところがそうでもないというと

ころがあるのです。これは、一応二次選択薬としての試験をして実施され、その成績がでて

きて、そのデータで調査会は指摘をしたが認めてきたという経緯を含めますと、承認された

後、本当に二次選択薬として正しい臨床試験のあり方に基づいた試験のやり方を再度求めて

いくことはできるのですか。実際に使われていく段階で。 

○事務局 それは、承認された後に何か特に検証をという理解でよろしいでしょうか。 

○赤堀部会長 本来だと、それ（二次選択薬としての適切な臨床試験）がないと承認できない

という御発言があってもやぶさかではないと思うのです。承認されるということであれば、

今後の二次選択薬としての臨床試験のあり方も踏まえて、事務局である程度煮詰まっていれ

ば、それに基づいたような、臨床試験データというか、実際に使われていったデータを出し

てもらうということも必要かなと。そういうことを考えますと、田村委員の御発言も少し御

理解いただける方向に進んでいくかなと思ったのですが。 

  つまり、なぜ新しくこの薬を使わなければならないのかというところが、いまひとつ説得

力がない。 

○事務局 まず、先ほど○○からも話がありましたが、なぜこの製剤なのかというところです。

おっしゃいますように、利便性という点で、他の類似する有効成分になりますとセフチオフ

ルの製剤が合計３製剤となるわけでございますが、まず臨床の先生方が選択される上では、

二次選択薬として治療を考えた場合に、セフチオフルを選択するという考えがあるのではな

いのかなと思います。 

  それに対しまして、その場その場で使用の実態に合わせた形でどれかの製剤を選択すると

いったことであれば、それが必ずしもセフチオフルを過剰に使う機会を増やすことになるか

どうかというと、少し考えるところがあるのかなと考えております。 

  また、二次選択薬としての有効性というお話で、一応、動物用抗菌物質製剤調査会の方で

はこういったデータである程度お認めいただいたということもございますが、申請者側の事
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情ではございますが、この試験が設定されたころには、まだ二次選択薬としての有効性を明

確に示すといった流れではございませんで、開発当時の状況に従って試験を設定したといっ

た事情がございました。そういったところから、調査会におきましては、現状あるデータで

どの程度評価可能かということで御審議をいただいたものと思いますが、もしこれで補完す

るデータが必要であるといった御判断を部会の方でいただけるのであれば、製造販売後に有

効性と安全性を検証する試験を申請者に指示をした上で、承認するといった選択肢もござい

ます。 

○赤堀部会長 田村先生、そういうことでしょうか。 

○田村委員 私が言っているのは、概要の１－28 ページなのですが、ここを見ていきますと、

それぞれの製剤が増えるたびに、それぞれの単独の製剤の販売量はそれほど変わらないので

す。ただ増えていくだけですよね。そのことを言っていまして、例えばセフチオフルは非常

に重要な薬であって、獣医療では必要だと僕は思っています。ただ、必要なのを、同種同効

品を増やすことがいいのかどうかということを提起しているだけです。 

○赤堀部会長 そういう意味でも、二次選択薬として本当にこれは必要だという客観的で妥当

性のあるデータが示されれば、これはそれに使うだけの意味があるだろうということですが、

今の審議の段階では、そこまでは考えられないという御発言をいただいております。また、

調査会でも同じような指摘があったと思いますし、部会でも同じような御指摘をいただきま

したので、事務局として対応できることはございますでしょうか。 

  先ほど、承認した後、それを立証するようなちゃんとしたデータのとり方を求めていくと

いう御発言が事務局からあったのですが、その点、田村先生、いかがでしょうか。後先にな

ってしまうような気もするのですが、少なくとも必要であるということを証明するデータを

求めていくと言っておりますが。事務局として、承認後に再審査、再評価までの間にそうい

うことをすることは可能ですか。 

○事務局 部会から御指示をいただけましたら、可能でございます。 

○赤堀部会長 いかがでしょうか。 

  尾崎先生、調査会の委員として何か御発言ございますでしょうか。 

○尾崎委員 私どもも第３世代セフェムということで、慎重に考えなければいけないという議

論はしてまいりました。ただ、調査会としては、与えられた資料の中で、現時点で最も適切

な判断をするということでこのような結果を出させていただきましたが、販売後にそういっ

た再評価のことを念頭に置いて、次回の基準は少し厳しくなるかもしれないということをあ

らかじめ製造メーカーに伝えておくということは、一つの方法ではないかと思います。 

○赤堀部会長 ありがとうございます。 

  事務局、このような御発言もいただきましたので、御対応いただけますでしょうか。 

○事務局 それでは、再審査、再評価。これは新薬として承認されますので、その過程で二次

選択薬としての有効性を確認するという形で行いたいと思います。 

○赤堀部会長 その他、いかがでしょうか。 
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  それでは、承認につきましては附帯事項がつく形になりましたが、議決に入らせていただ

いてよろしいでしょうか。 

  それでは、田村委員、いすをお引きいただきまして、よろしくお願いいたします。 

  それでは、承認後にデータを求めていくということですかね。事務局、まとめていただき

たいと思いますが、そういう条件をつけて承認を可としてよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

○事務局 それでは、再審査でデータを収集する中でということでよろしいでしょうか。 

○赤堀部会長 その辺は事務局のレベルになってくると思いますから、私もよくわかりません

が。 

○事務局 それでは、市販後の調査におきまして、本剤の二次選択薬としての有効性について

データを収集するといったことを指示することを条件にいたしまして、承認を可といたしま

して、薬事分科会に報告いたします。 

○赤堀部会長 私が一番気になりますのは、再審査のときに、承認時の審査レベルで有効性を

否定するものではないからということで承認されていっていますね。したがって、承認時に

一度通っていきますと、再審査時には、有効性を否定するデータがない限り認められてしま

す。そうでないのだと、改めて厳しい基準で評価するんだということを、調査会の座長の尾

崎先生から御発言があったように、そういう対応をしていただければということではないか

と思うのです。 

○事務局 承知しました。その旨を申請者にお伝えすることといたします。 

○赤堀部会長 少しお待ちいただけますか。 

○中込委員 田村委員が御指摘になったのは、有効性じゃなくて、使用法の方だと思うのです

よね。 

○赤堀部会長 はい。ただ、済みません、私、先んじたかもしれませんが、有効性も明確にな

っていない段階でなぜ使う必要があるのかというところまで、少し広げて御発言させていた

だいた。ですから、使わなければいけないところでもあやふや、それからそんなにたくさん

の製剤が承認され使っていいかということを含めたつもりだったのですが。 

  事務局、お願いいたします。 

○事務局 そういうことで、部会から御指摘いただきましたことを申請者にお伝えいたしまし

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、再審査期間につきましては、新有効成分含有動物用医薬品ということで、６年間と

し、また毒劇薬には指定しないことといたします。 

 

 （４）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 

   ＜動物用医薬品残留問題調査会関係＞ 

 

○赤堀部会長 それでは、条件付きで承認されましたので、これに関連いたしまして、審議事
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項（４）「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」というのがございま

す。こちらを審議してよろしいでしょうか。 

  それでは、事務局よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、あらかじめ送付いたしました赤で No.８と書かれた資料を御用意くださ

い。１枚紙になっております。 

  それでは、説明いたします。この紙は、動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改

正案でございます。先ほど御審議いただきましたエクセネル RTU を承認するに当たって、同

省令の新しい各条を設けるというものでございます。 

  裏のページをご覧ください。新旧対照表が載っております。具体的には、「硫酸セフキノム

を有効成分とする注射剤」という欄の下に、「塩酸セフチオフルを有効成分とする注射剤」と

いう欄を設けるものです。 

  使用対象が牛の場合は、用法及び用量は１日量として体重１kg 当たり１mg（力価）以下

の量を筋肉内に注射することとし、使用禁止期間は食用に供するためにと殺する前 12 日間、

または食用に供するために搾乳する前 12 時間となります。 

  また、使用対象動物が豚の場合の用法及び用量は、１日量として体重１kg 当たり３mg（力

価）以下の量を筋肉内に注射することとしまして、使用禁止期間は、食用に供するためにと

殺する前３日間となります。 

  なお、本件につきましては平成 22 年 11 月 10 日に動物用医薬品残留問題調査会にて審議

されたものでございます。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、委員の先生方から御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  特に御発言がないようですので、事務局案を承認したことといたします。 

○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。 

 

 （５）動物用抗生物質医薬品基準の一部改正について 

   ＜動物用抗菌性物質製剤調査会関係＞ 

 

○赤堀部会長 次ですが、同じ関連事項になりまして、審議事項（５）「動物用抗生物質医薬品

基準の一部改正について」に入りたいと思うのですが、いかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

  では、事務局、続けてお願いいたします。 

○事務局 それでは、赤で No.９と書かれた資料を御用意ください。動物用抗生物質医薬品基

準の一部改正案でございます。これもエクセネル RTU を承認するに当たって、動物用抗生物

質医薬品基準に新しい各条を設けるというものでございます。 

  具体的には、４ページに新旧対照表を載せております。動物用抗生物質医薬品基準には、
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セフチオフル類として注射用セフチオフルナトリウムの各条が既に設けられています。その

セフチオフル類の説明文の後に、塩酸セフチオフル油性懸濁注射液の各条を追加するもので

ございます。 

  こちらの案は、エクセネル RTU の製剤及び規格及び試験方法をもとに作成されたものでご

ざいます。なお、本件につきましても、平成 22 年 11 月５日の動物用抗菌性物質製剤調査会

で御審議いただいたものです。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、委員の先生方から御質問、御意見等ございますでしょうか。いかがでしょうか。 

  特に御発言ないようですので、事務局案を承認したことといたしたいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。それでは、原案どおり薬事分科会に報告いたします。 

 

    ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

   ④ セレニア錠 16、同 24、同 60、同 160、セレニア注（ファイザー株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、動物用一般医薬品調査会関係の審議事項に入りたいと思います。

④になります。セレニア錠 16、同 24、同 60、同 160、セレニア注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です。これは動物用一般医薬品調査会の和

田委員から御説明いただけますでしょうか。 

○和田委員 セレニア錠 16、同 24、同 60、同 160 及びセレニア注。これは、ファイザー株式

会社から製造販売承認申請されたマロピタントを有効成分とし、犬における急性嘔吐の抑制

及び予防、乗り物酔いによる嘔吐の予防を効能または効果とする経口投与剤、または犬にお

ける急性嘔吐の抑制及び予防を効能または効果とする注射剤でございます。 

  本製剤は、平成 22 年 10 月 26 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。お願いいたします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  続けて、事務局、お願いいたします。 

○事務局 それでは、お手元に赤の No.４の資料を御用意ください。まず、紫色の「審議経過

票」と書かれたタグをお開きください。本剤の販売名は、ただいま御説明いただきましたが、

セレニア錠 16、同 24、同 60、同 160 及びセレニア注でございます。申請者はファイザー株

式会社。有効成分はマロピタントクエン酸塩一水和物で、各錠剤は犬の急性嘔吐の抑制及び

予防、乗り物酔いによる嘔吐の予防を効能・効果とし、１日１回２mg/kg を最大５日間、乗

り物酔いの予防に対しましては１日１回８mg/kg を最大２日間投与いたします。注射剤は犬

の急性嘔吐の抑制のみで、用法・用量は１mg/kg を最大５日間皮下に投与いたします。 
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  それでは、概要に従いまして本剤の概略を御説明いたします。緑の「概要」と書かれたタ

グをお開きいただきまして、概要の１－１ページをお開きください。本剤有効成分でありま

すマロピタントは、ニューロキニン－１受容体においてサブスタンスＰに対して拮抗作用を

示すことにより、中枢及び末梢的に嘔吐を抑制する薬剤でございます。 

  本剤の同種同効品といたしましては、１－３ページにありますように、正確に効能・効果

は同一ではございませんが、モサプリドクエン酸塩水和物、塩酸メトクロプラミドを有効成

分とする製剤が承認されております。 

  次に、１－７ページをお開きください。海外での本剤の承認状況でございますが、表１－

４にありますように、EU 諸国、米国を初めとした諸外国で既に承認されております。 

  ２－１ページからは、物理的・化学的試験に関する資料。 

  ３－１ページからは、製造方法に関する資料をまとめております。本項に関する説明につ

きましては、省略させていただきます。 

  ５－１ページからは、本剤の安定性に関する資料を記載しております。 

  原薬につきましては、５－２ページから記載しておりますが、通常の保存条件下における

長期保存試験を初め、加速試験、苛酷試験条件下でも安定であることが確認されております。 

 製剤につきましても、５－９ページから記載しております。長期保存試験及び加速試験とも

に、良好の安定性を示し、通常の保存条件下におきまして、３年の安定性が確認されており

ます。 

  次に、6/7/8－１と書かれたページをお開きください。こちらには、本剤の毒性試験の概

要をまとめております。個別の試験の詳細につきましては説明を省略いたしますが、急性経

口毒性試験では、マウスで 100mg/kg の投与で死亡例が見られております。 

  また、亜急性及び慢性毒性では、無毒性量は 2.5 ないし５mg/kg/日とされており、特殊毒

性につきましてはいずれも問題となる結論は見出されませんでした。 

  次に、対象動物を用いた安全性試験についてですが、９－１ページ、表９－１にまとめて

おります。急性嘔吐の抑制及び予防に対する用量につきましては、15 日間で常用量、３倍量

及び５倍量、乗り物酔いの予防に対する用量に対しましては、６日間で常用量及び３倍量を

投与しております。その結果、体重及び摂餌量につきましては、比較的常用量に近い付近で

影響が見られております。その他、臨床検査値等につきましても影響は見られておりますが、

いずれも臨床的意義はないと結論づけられております。 

  10－１ページからは、本剤の薬理作用について記載しております。in vitro の系を用いた試

験では、本剤の作用機序でございますサブスタンスＰ拮抗作用につきまして、対象動物を用

いた試験では、各効能に対する用量設定試験が実施されております。 

  11－１ページからは、一般薬理試験に関する事項が記載されておりますが、本項に関する

説明は割愛いたします。 

  次に、12－１ページをお開きください。本剤の薬物動態に関する試験結果でございますが、

単回経口投与時の薬物動態パラメータは12－２ページの表12－２にまとめられております。
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経口投与と皮下投与の比較もされておりますが、このデータにより経口投与の２mg/kg と、

皮下投与の１mg/kg では同等の動態プロファイルが得られるとしております。 

  12－９ページからは、分布に関する資料がございます。こちらから１枚めくっていただき

ますと、血漿たんぱく結合率に関する記載がございますが、本剤の血漿たんぱく結合率は、

いずれの濃度域におきましても、99％以上と高い値であることが示されております。 

  12－12 ページからは、代謝及び排せつに関しての記載がございますが、本剤の主代謝物は

水酸化体とされており、主に糞中に対して排せつされると見られております。 

  次に、14－１ページからは、臨床試験に関する資料をまとめております。嘔吐に対する試

験は、対照薬をメトクロプラミド製剤とし、無作為割り付けによるセレニア錠投与群、セレ

ニア注投与群及びメトクロプラミド注射剤投与群の３群による二重盲検試験により行われま

した。有効性評価項目は、嘔吐の有無及びその重症度です。なお、本試験は国内及び海外で

行われておりますが、試験デザインは類似したデザインとされております。 

  有効性の結果につきましては、国内臨床試験の結果について、14－11 ページの表 14－10

をご覧ください。本剤は、注射剤、経口剤とも投与当日の評価におきまして対照薬と比較し

て有意に優れた嘔吐抑制が見られております。また、要因別の解析におきましては、特に要

因による有効率の偏り等は見られませんでした。 

  安全性に関しましては、本剤投与群の一例では、神経系に対すると考えられる事象が見ら

れておりますが、因果関係につきましては不明とされております。 

  なお、海外臨床試験につきましては、有効性では国内臨床試験と類似の結果が得られてい

る他、安全性では注射部位の疼痛等が見られております。 

  次に、乗り物酔いに対する試験でございますが、14－９ページをお開きください。乗り物

酔いに対する試験は、プラセボを対照とし、クロスオーバー試験として設計されております。

試験には 49 症例が組み込まれ、全症例が評価対象となっております。 

  結果は、14－36 ページをご覧ください。本剤投与群は、プラセボ投与群と比較して明らか

に嘔吐の発現が少ないという結果が得られております。各要因解析におきましても、一部の

カテゴリで有意差が見られていないものの、おおむねプラセボを上回る成績が得られており

ます。 

  また、安全性の観点におきましても、特に投与に起因すると思われる有害事象は見られま

せんでした。 

  国外臨床試験におきましても、ほぼ同様の臨床試験デザインにより行われ、投与時期のみ

が異なる試験が行われておりますが、いずれも国内試験と同様の傾向を示す結果が得られて

おります。 

  次に、本剤の毒劇薬の指定に関する件でございますが、先ほどの 6/7/8－１ページをお開

きください。本剤の急性毒性試験におきまして、致死量といたしましてマウスで 100mg/kg

との値が得られていること、また本資料にはございませんが、これより高い濃度でもさらに

死亡数が増加しており、その他得られております治験から、本剤は原薬及び製剤とも劇薬に
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指定することが相当ではないかと考えております。 

  最後になりましたが、委員の先生方から事前にいただきました質問等につきまして、御紹

介いたします。当日配布資料 No.16 の一番最後のページをご覧ください。こちらに、中込先

生より５点ほど御質問をいただいております。１番目として、申請書「定量法」がほとんど

の場合、含量（％）を求める式が表示されておりますが、これでよいのかということでござ

います。 

  これにつきましては、先生の御指摘どおり、局方では定量法につきましては、質量数（mg）

で求める式を採用しておりますが、動物用医薬品では定量法の部分につきましては、含量を

求める式が間違っていない限りは、その表示で認めてきてしまっているのが現状でございま

す。また、事務局といたしましては、項目名を含量とするのも、審査の横並びの観点から難

しいと考えておりまして、このあたりの状況を踏まえ、御理解をいただければと思います。 

  ２．といたしまして、30 ページ８）オボムコイドを結合したアミノ化シリカゲル、LC 用

との注釈で、「GC 用に製造したもの」とありますがということでございますが、こちらにつ

きましては、申請者にあらかじめ問い合わせいたしましたところ、回答をいただいておりま

して、こちらは誤記であったということで、「液体クロマトグラフィ用に製造したもの」とい

う訂正の申し出を受けております。 

  ３．でございますが、31 ページ「血漿セルロースの規格及び検査方法」、「乳糖水和物の規

格及び検査方法」、「クロスカルメロースの規格及び検査方法」に「定量法」という項がない

ということでございます。こちらにつきまして、御指摘いただきました血漿セルロース、乳

糖水和物、クロスカルメロースにつきましては、日本薬局方におきましても定量法の項目が

ございません。また、規格及び検査方法につきましては、日局方に準じた記載を求めており

まして、これらの成分につきましては、主剤ではないということから、局方以上のものを求

めるのは難しいと考えております。こういったことで御理解をいただければと考えておりま

す。 

  ４．で、２－12 ページのアミンの解離定数の pKa が 4.12 となっているのは誤りではない

か、アミンの共役酸の pKa ではないかという御指摘でございます。こちらに関しまして、申

請者からは二級アミンのところで、二級アンモニウムに訂正したいという申し出をいただい

ております。 

  最後に５．でございますが、２－45 ページの定量法のマロピタントの量（％）を求める式

が正しいかどうかということでございます。こちらは、一度事務局で再計算をいたしました

が、こちらで正しいと考えております。また、細かいところは式を見ながら御説明いたした

いと思いますので、また中込委員に御相談いたしたいと思っております。 

  事務局から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。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

 まず初めに、中込委員から御質問、御指摘をいただいておりますが、事務局の対応、答えは

いかがでしょうか。 
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○中込委員 それで結構だと思いますが、定量法が含量（％）でもいいというのは、結局は含

量を㎎で出した上でパーセントに置きかえるのですね。したがって、質量数で出しても何ら

問題はないと思うのですが、何でパーセントでもいいのかというところは、いまだによくわ

からない。 

○赤堀部会長 事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 従来から、動物用医薬品の含量をどのように表記するかということで、パーセント

を用いてやっておりました。各種製剤基準、動物用抗生物質医薬品基準等においてもパーセ

ント表示にしておりますので、そういったものの横並びからパーセント表示で規格を設定す

るということを認めてきておったところでございます。そういった歴史的経緯ということで。 

○赤堀部会長 歴史的経緯はよくわかったのですが、中込委員のおっしゃるように、そろそろ

改めたらどうだろうかというニュアンスが少しあるのですが、いかがですか。 

○事務局 日局方でもそうですが、規格書はパーセント表示をまだ採用しておりますので、そ

れに準拠していくということは比較的有用だと考えておりまして、mg 表示といった表示に

統一するという考えは、今のところ持っておりません。 

○赤堀部会長 日局方が訂正されない限り、まだ対応する必要はないと考えているということ

ですが、いかがでしょうか。 

○中込委員 でも、今は大体ガスクロとか液体クロマトグラフィで全部定量しているので、絶

対量で数値は出ているはずなので、したがってそっちの方が楽じゃないかと私は思うのです

が。 

○赤堀部会長 事務局レベルとしては、日本薬局方の記載の仕方に従って対応していきたいと

お考えなのですね。 

○中込委員 結構です。私の意見ですので。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  その他、いかがでしょうか。 

  お願いいたします。 

○下田委員 解離定数のところで、二級アンモニウムとありますよね。これは二級アミンに水

素イオンが結合して二級アンモニウム。それで共役酸ということなのですよね。三級アミン

というのは共役酸の表示ではないように思うのですが、ここはいかがなのでしょう。 

○事務局 実は、中込委員から御指摘をいただいたときに、こちらの意図を私どもも 100％く

み取れなかったということなのかなと考えております。事務局といたしましても、三級アミ

ンの方も三級アンモニウムとすべきかと考えておりますので、もしそれで正しいということ

であれば訂正を指示したいと考えております。 

○下田委員 三級アミンの場合には、水素で四級アンモニウムになると思います。 

○事務局 承知いたしました。そのように訂正を指示したいと思います。 

○赤堀部会長 どうも御指摘ありがとうございました。 

  その他、いかがでしょうか。 



- 30 - 

  それでは、下田先生から御指摘いただいたところは、事務局レベルで訂正することにさせ

ていただきまして、事務局案を了承と。議決に入りたいので、田村委員は御参加できません

ので、済みませんが、いすをお引きいただきまして、議決に入りたいと思います。事務局案

を了承するということでよろしいでしょうか。 

  ありがとうございました。 

○事務局 ありがとうございます。 

  それでは、本剤につきましては承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。な

お、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間とし、また本薬は原薬、

製剤とも劇薬に指定することといたします。 

 

   ⑤ コルタバンス（株式会社ビルバックジャパン） 

 

○赤堀部会長 続きまして、同じく動物用一般医薬品関係ですが、⑤のコルタバンスの製造販

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です。これも座長の和田委

員から御説明をお願いいたします。 

○和田委員 コルタバンスは、株式会社ビルバックジャパンから製造販売承認申請されたヒド

ロコルチゾンアセポン酸エステルを有効成分とし、犬のアレルギー性皮膚炎による症状の緩

和を効能または効果とする噴霧剤でございます。 

  本製剤は、平成 22 年 10 月 26 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、事務局から説明があります。よろしくお願いいたします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。では、続けて事務局、お願いいたします。 

○事務局 それでは、お手元に赤の No.５の資料を御用意いただきまして、最初のページ、審

議経過票をお開きください。 

  ただいま御説明いただきましたが、本剤の販売名はコルタバンス、申請者は株式会社ビル

バックジャパン。有効成分はヒドロコルチゾンアセポン酸エステルで、犬のアレルギー性皮

膚炎による症状の緩和を効能・効果としたスプレー式の外用液剤でございます。用法及び用

量は、審議経過票５にございますが、患部まで約 10cm の距離から、患部の面積 10cm×10cm

当たり１回２噴霧、製剤として 260μL/100cm2 を１日１回、７日間噴霧して使用するとのこ

とでございます。なお、本剤有効成分のアセポン酸エステルとは、酢酸とプロピオン酸の２

つの酸によるエステルのことでございます。 

  それでは、概要に従いまして、本剤の概略を御説明いたします。「概要」と書かれたタグを

お開きいただきまして、起源または開発の経緯－３ページをお開きください。本剤有効成分

でありますヒドロコルチゾンアセポン酸エステル、以下 HCA とさせていただきますが、ヒド

ロコルチゾンをジエステル化することにより皮膚への浸透性を向上させたものであります。
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本剤は、これをスプレー剤として製剤化したものです。 

  続く６ページには、同種、同効品をまとめております。 

  ９ページには、海外での承認状況がまとめてありますが、本剤は現在までに EU 及び周辺

諸国で承認を取得し、販売されております。 

  次に、物理的・化学的試験の１ページからは、本剤及び原薬の物理的・化学的試験につき

ましてまとめております。また、その後に製造方法に関する記載もございますが、これらの

説明につきましては、省略いたします。 

  次に、本剤の安定性でございます。安定性－１ページをお開きください。本剤有効成分は、

長期保存試験、加速試験の両試験条件下で高い安定性が認められておりますが、光に対しま

しては分解される可能性が見出されております。 

  同様に、６ページからは、製剤の安定性試験に関する記述がございます。こちらにおきま

しても、同様に高い安定性が認められておりますが、原薬が光に対して不安定であることが

示唆されておりますことから、製剤は遮光とし、遮光を担保する容器を用いることにより、

光に対する安定性を確保しております。 

  次に、毒性－１ページをお開きください。こちらに、本剤の毒性試験に関する結果をまと

めております。一般特性の結果につきましてはご覧のとおりでございます。 

  17 ページから、ラット及びウサギを用いた催奇形性試験が記載されております。こちらで

は、副腎皮質ホルモン共通に見られる催奇形性作用が認められております。このことから、

使用上の注意におきましては、実験動物で催奇形性が見られている旨の情報提供を行ってお

ります。また、それ以外におきましては、ウサギを用いた試験におきまして、目に対する刺

激性が認められております。 

  その後に続きます安全性－１ページをお開きください。安全性試験におきましては、通常

用量及び３倍と５倍の用量を対象動物に投与し、反応を観察しておりますが、３倍及び５倍

投与群におきましては、本剤によると考えられる副腎重量の低下などの副腎皮質ホルモンに

よる全身作用が認められております。 

  これに対しまして、６ページに記載されておりますように、全身作用の回復試験を行って

おります。これによりますと、３倍投与群では 14 日間連続投与後 63 日、５倍投与群では同

様に 77 日で回復が認められております。 

  続きまして、薬理学的試験に関する記載がございますが、こちらにつきましての御説明は

省略いたします。 

  その後、吸収、分布、代謝、排泄－１ページからは、本剤の薬物動態に関する記載がござ

います。 

  ２ページに記載されております表に、試験をまとめてございます。実験動物を用いまして、

ヒドロコルチゾンを対照として、トリチウムラベル化した被験物質を投与して動態を観察し

ております。 

  その結果、本剤は皮膚に比較的滞留し、内部組織への移行は、皮膚から血中への移行が比
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較的緩徐であるということが示されました。 

  その後は、脱エステル化を受け、通常のヒドロコルチゾンと同様に、主にふん中に排せつ

されることが示唆されております。 

  臨床試験－１ページをお開きください。本剤の臨床試験は、７施設 114 症例が組み入れら

れ、既承認の酢酸プレドニゾロンを有効成分とするスプレー剤を実薬対照として行われまし

た。 

  主たる有効性評価項目は、臨床症状を７段階の評価で記録したものの総評価から改善率を

算出し、改善率から総効能程度を有効率として評価しております。 

  主な試験結果につきましては、８ページの表９にまとめております。有効率は、統計学的

有意差は認められませんでしたが、本剤投与群の方が高い有効率が得られました。また、安

全性に関しましても、特に有害事象は見られなかったとしております。 

  次に、本剤の毒劇薬に関する事項ですが、毒性－１ページに戻ってご覧いただけますでし

ょうか。本剤は、毒性指標としてはおおむね毒劇薬に指定する必要はないのではないかと考

えられ、また臨床試験でも特に有害事象等は観察されていないことから、毒劇薬の指定は不

要かと考えております。 

  最後になりましたが、事前に委員の先生方からいただきました御意見を御紹介させていた

だきます。資料 No.５－２と書かれた資料を御用意ください。また、先ほどから用いており

ます資料 No.16 もあわせてご覧いただければと思います。 

  まず、資料 No.16 を１枚めくっていただきまして、本日欠席でございますが、合田委員か

ら本薬ヒドロコルチゾンアセポン酸エステルの NMR のデータ等につきまして、プロトン

NMR のデータの表示の仕方は、アサインを含めておかしいのではないかと御意見をいただい

ております。 

  これらにつきまして、事前に申請者に照会いたしまして、回答をいただいておりますのが

資料 No.５－２でございます。詳細な内容につきましては省略させていただきますが、現在、

合田先生に御確認をいただいているところでございます。 

  次に、資料 No.16 の一番最後のページでございますが、中込委員から添付資料の概要につ

いてということで御質問をいただいております。これにつきましては、審査の担当の者から

御回答差し上げます。 

○事務局 中込委員からいただきました御意見の１つ目につきまして、申請者に照会いたしま

した。申請者からの回答としましては、S/N 比３を基としたノイズ、こちらは原薬と不純物

を加えていない溶液です──アセトニトリルと水を混合した溶液なのですが、こちらのブラ

ンク溶液を６つ用意しまして、それらのクロマトグラムから得られたノイズを平均して、S/N

比３を計算したとの回答でございます。 

  ２つ目の御意見につきましても申請者に照会しました。申請者からの回答としては、物理

的、化学的試験－58 ページをご覧いただけますでしょうか。図２－19 検量線（標準溶液）

というものでございます。こちらは 0.29mg/mL を中心として、その 80％～120％をとって
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おります。申請製剤を定量法に従いまして希釈すると、最終的に得られる試料溶液の理論濃

度が約 0.29mg/mL になりますので、この標準溶液のちょうど中心付近となります。製剤の

含量規格は、95％～105％となっておりますので、それよりも広い範囲の検量線を調べてい

るということになっております。 

  したがいまして、この 80％～120％の範囲での直線性が示されれば、品質管理を目的とし

た定量では十分な定量範囲を有していると考えるとのことでございます。 

  また、この点について事務局から補足させていただきますと、品質の分析法バリデーショ

ンのガイドラインにおいては、直線性を調べる範囲は 80％～120％となっておりますので、

申請者はそれに従って分析をしているものと考えております。 

  また、添加回収試験で用いた添加濃度が検量線の範囲外という点につきましては、有効成

分の濃度はこちらの 0.47、0.58、0.70mg/mL になるように、有効成分を製剤のプラセボの試

料に添加します。その添加したものを定量法に従って処理をしますと、最終的に得られる試

料の有効成分の濃度がこちらの 0.29mg/mL の 80％～120％になるということで、やはり直

線性の見られる検量線の範囲で試験を行っているということでございます。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  まず、中込委員の御指摘、御質問に対しての事務局の回答ですが、よろしいでしょうか。 

○中込委員 結構です。少しおかしいなと思うのですが。 

○赤堀部会長 わかりました。御了解いただいたということで、ありがとうございます。 

  合田委員の質問に対しては、指摘どおり訂正するという先方の回答が来ておりますので、

これでよろしいかと思います。 

  その他、先生方で御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  私から一つ。これは浸透性の非常に高い製剤ですよね。これを一般の飼い主の方が使うこ

とになるわけですね。そうすると、添付文書の中に使用者に対する注意事項が他の注意事項

と同じように書かれていて、こういう程度の書き方でいいのかどうか少し気になります。 

  といいますのは、前回も薬事分科会で動物用医薬の添付文書は人の方の医薬品の添付文書

に比べると極めてお粗末で極めて不親切である意味の御発言をいただいており、少し考えな

さいということで、事務局も人の医薬品の添付文書に近い形で整理するように今努力してお

りますと答えておられましたので、もしできましたら、ここは使用者に対する影響ですから、

しかも素人の方ですから、警告で、わかりやすいような形で少し注意する必要があるのかな

と思ったのですが、いかがでしょうか。 

  例えば、人の医薬品添付文書の右肩に、警告のような形で赤く囲むということがあります

よね。そういう形で何か強調しておかないと、これをぱっと見ても一般の方はなかなか対応

ができないんじゃないかという気がしているのですが、いかがでしょうか。 

○事務局 今までも強調するということはよくありまして、他製剤で、使用上の注意で特に強

調すべきところを上に持っていったり、赤い字で記載したりという対応をいたしてきており
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ます。本剤についても、そこの部分について強調表示をするようにしたいと思います。 

○赤堀部会長 ありがとうございます。 

  その他、いかがでしょうか。 

  どうぞ、お願いいたします。 

○西川委員 言葉遣いの問題で、本質的なことではないのですが、毒性－12 ページの慢性毒性

試験で、一番最後の行に「無影響量」と書いてあります。これは明らかに毒性ですので、「無

毒性量」に書き直した方がいいと思います。 

  同様に、催奇形性ありと書いてあって、その結論が、毒性－19 の下から２行目に「無影響

量」とありますが、これもやっぱりまずいし、それから生殖発生毒性試験についても、毒性

－22 ページの下から２行目ですが、結論が「無影響量」となっておりますので、これは「無

毒性量」に修正をお願いします。 

○赤堀部会長 御指摘どうもありがとうございました。 

  事務局、よろしいでしょうか。 

○事務局 はい。適宜整備を指示したいと思っております。 

○赤堀部会長 その他、いかがでしょうか。 

  それでは、資料を整備することと、それから添付文書も整備することを条件に、事務局案

を承認してよろしいでしょうか。 

  ありがとうございました。 

○事務局 ありがとうございます。本剤につきまして、いただきました添付文書及び資料の整

備を条件といたしまして、承認を可とし、薬事分科会に報告いたします。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年間とし、また毒劇薬には指定しないことと

いたします。 

○赤堀部会長 それでは、この部会を開催いたしまして２時間過ぎておりますので、トイレ休

憩ということで、あの時計で 30 分から再開ということでよろしくお願いいたします。 

 

〔暫時休憩〕 

 

 （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＞ 

 

○赤堀部会長 それでは、再開の時刻になりましたので、再開したいと思います。 

  審議事項（２）になりますが、動物用生物学的製剤基準の一部改正についてです。事務局

から御説明をお願いいたします。 

○事務局 事前にお送りいたしました赤の No.６を御用意ください。それと、当日配布いたし

ました黒の No.17 もお手元に御用意ください。動物用生物学的製剤基準の一部改正について

御説明いたします。製剤のシードロット化に伴い各条を追加するものが、今回 14 製剤。各
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条の一部を改正するものが１製剤ございます。 

  まず、シードロット化に伴う一部改正でございますが、14 製剤ございますので、シードロ

ット化に伴う変更点についての概要をまとめて御説明いたしたいと思います。そちらが、黒

の No.17 の資料になります。 

  シードロット化に伴う変更は、既存の基準に製造用株及び細胞等の製造用材料のシードの

規格を新たに追加するものとなります。各シードで追加される試験については、同じく製剤

基準のシードロット規格において規定されております。 

  本資料の一番最後のページをご覧ください。参考として、シードロット規格として各シー

ドで規定される試験をまとめております。この表を説明いたします。製造用株であるワクチ

ンシードとしては、MS のマスターシードですと、ウイルスで生ワクチンの場合には同定、

無菌、マイコプラズマ否定、外来性ウイルス否定、対象動物を用いた免疫原性試験、対象動

物を用いた安全性確認、病原性復帰確認試験を設定しております。 

  細菌の生ワクチンでは、同定、夾雑菌否定、対象動物を用いた免疫原性試験、安全性確認

試験、病原性復帰確認試験が設定されております。 

  不活化製剤については、試験項目は少なくなっております。 

  ワーキングシード及びプロダクションシードについては、ウイルスの場合は無菌試験とマ

イコプラズマ否定試験。細菌の場合は夾雑菌否定試験が設定されております。 

  また、セルシードにつきましては株化細胞の試験項目として、培養性状、起源動物種同定

試験、無菌、マイコプラズマ否定、外来性ウイルス否定、核学的性状及び腫瘍形成性／腫瘍

原性となっております。 

  初代細胞についての試験項目は、培養性状、無菌試験、マイコプラズマ否定試験の３つと

なっておりますが、基本的に SPF 動物由来ということが規定されております。 

  ワーキング及びプライマリーのセルシードも、この３項目となっております。 

  発育鶏卵につきましては、SPF 規格のものですが、試験としては孵卵性状試験が設定され

ております。 

  これら各試験のセットを略号として、例えばウイルスの生ですと MVL、ウイルスの不活化

ですと MVK というふうな略号を概要表の上のところに記載しております。 

  なお、マスターシードから製品までの継代数は、ウイルスが５代、細菌が 10 代、細胞で

は株化細胞で 20 代、初代細胞では 10 代という規定を加えております。 

  それでは、表の紙に戻っていただきまして、まず上の１～５までは豚コレラ生ワクチン、

豚オーエスキー病（ｇⅠ－、ｔｋ－）生ワクチン、豚伝染性胃腸炎濃縮生ワクチン、豚伝染

性下痢生ワクチン、豚伝染性胃腸炎・豚流行性下痢生ワクチンのシードの基準ですが、いず

れも豚用のウイルス性生ワクチン製剤です。 

  マスターシードにつきましては、先ほどのマスターシードの試験（MVL）のセット及びワ

ーキングシード、プロダクションシードの試験セットが設定されております。 

  なお、豚コレラ生ワクチンの製造用株 GPE－株については、通常の製剤の各条の他に、原
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種ウイルスの規格が規定されております。そこで、現在原種ウイルスの規格で設定されてお

りますマーカー試験等の試験項目についても、規定することとしております。 

  また、製造用材料につきましては、豚コレラ生ワクチンについてはモルモットの初代細胞

を用いていますので、初代細胞の試験セットを。２～４までの製剤については株化細胞です

ので、株化細胞の試験セットが規定されております。 

  ワクチンシード及びセルシードで規定されている外来性ウイルス否定試験のうち、特定ウ

イルス否定試験については、製剤の対象動物及び細胞の由来となる動物により規定されてお

ります。いずれも豚を対象動物とするので、一般試験の対象ウイルスとしましては、豚繁殖・

呼吸障害症候群ウイルスが規定されていますが、細胞の由来により豚コレラ生ワクチンはげ

っ歯類の細胞ですので、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、また猿由来細胞の場合ですと内在

性レトロウイルスが規定されております。 

  個別ウイルス否定試験につきましては、豚コレラウイルス、豚サーコウイルス、牛ウイル

ス性下痢粘膜病ウイルス、ロタウイルス、日本脳炎ウイルス及び狂犬病ウイルスが規定され

ています。 

  これらのシードに関する規格が既存の基準に追加になり、また小分け製品では迷入ウイル

ス否定試験が削除している他は、既存の基準と同じになります。 

  次に、６～７が豚用の細菌製剤になります。６の製造用株の豚丹毒生ワクチンについては

細菌の生ワクチンのシードの規格。７は豚大腸菌性下痢症。８はヘモフィルス・パラスイス

（２・５型）感染症の不活化ワクチンでございますので、細菌の不活化ワクチンのマスター

シードの規格試験が設定されています。 

  なお、豚丹毒生ワクチンについては、先ほどの豚コレラ生ワクチンと同じく、ワクチン株

である小金井株について、豚丹毒生ワクチン製造用原種菌という規格が既に基準にございま

すので、そこに規定されている試験項目についても実施することとしております。これらの

項目が加わった他は、既存の製剤と同じ内容となっております。 

  次のページをめくってください。９～12 が、鶏用のワクチンになります。鶏痘生ワクチン、

伝染性ファブリキウス囊病生ワクチン（大ひな用）、次が同じくひな用中等毒、鶏脳脊髄炎生

ワクチンと、いずれも生ワクチンになります。マスターシード及びワーキング、プロダクシ

ョンシードの規格試験は、生ワクチンで設定された試験セットとなります。製造用材料はい

ずれも SPF 鶏群由来の発育鶏卵となりますので、孵卵性状試験が設定されています。 

  また、外来性ウイルス否定試験につきましては、個別ウイルス否定試験のところへ鶏白血

病ウイルス、細網内皮症ウイルス、さらには鶏脳脊髄炎。生ワクチン以外につきましては、

鶏脳脊髄炎ウイルスが特定ウイルス否定試験の一般試験または個別ウイルス否定試験のいず

れかで実施することが規定されております。これらにつきまして、小分け製品の迷入ウイル

ス否定試験が削除されますが、それ以外につきましては既存の基準と同じとなります。 

  最後、13 と 14 がジステンパー・犬アデノウイルス（２型）感染症・犬パラインフルエン

ザウイルス・犬パルボウイルス感染症・犬コロナウイルス感染症混合ワクチンと、さらに同
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じ成分で犬レプトスピラ病混合ワクチンが入った犬用ワクチンとなります。 

  ウイルス成分のうち、コロナウイルスについては不活化成分であります。また、レプトス

ピラについては不活化の細菌成分になります。製造用株につきましては、シードロット規格

に規定の試験が設定されています。 

  ウイルス成分の製造用材料ですが、犬腎株化細胞、または猫腎株化細胞、他、製造に適当

と認められた細胞としております。 

  外来性ウイルス否定試験の対象ウイルスについては、一般試験の対象ウイルスは細胞の由

来動物が猫の場合には猫白血病ウイルス、猫肉腫ウイルス。サル由来細胞を用いる場合には

内在性レトロウイルスとしております。 

  個別ウイルス否定試験では、牛ウイルス性下痢粘膜病ウイルス、犬パルボウイルス、また

は猫汎白血球減少症ウイルス、日本脳炎ウイルス、または狂犬病ウイルスの否定試験が設定

されております。これらの規格が追加となり、製造工程中の試験として迷入ウイルス否定試

験を削除している他は、既にある基準と同じとなっております。 

  以上、詳細については No.６にそのような形で反映させております。 

  次に、赤の資料 No.６の下の段にあります動物用生物学的製剤基準の各条の一部改正につ

いて御説明いたします。資料の後ろから３ページをご覧ください。ロイコチトゾーン病（油

性アジュバント加）ワクチン（組換え型）についての新旧対照表がございます。改正点につ

きましては、表題のところのみとなります。 

  右側の現行につきましては、表題に「不活化」と入っておりますが、本成分は組換え型の

コンポーネントワクチンですので、このような製剤の基準名としては「不活化」の記載をせ

ず、「組換え型」という表現とすることで、後追いといたしたいという修正のための改正とな

ります。 

  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。 

○赤堀部会長 わかりやすく明快に御説明いただき、ありがとうございます。 

  委員の先生方で御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  お願いいたします。 

○吉川委員 シードロット製剤のところの豚の項目も、あるいは猫もそうなのですが、特定ウ

イルス否定試験の一般試験の中に、内在性レトロウイルスあるいはサル由来細胞の場合。こ

れはサル由来の内在性レトロウイルスという意味なのですか。内在性のレトロウイルスがい

ちゃいけないという規定ですか。 

○事務局 そうです。製造にサル由来細胞を用いている場合には、それが入っていてはいけな

い。否定する。 

○吉川委員 猫とかいう場合も、みんなそう。 

○事務局 対象動物が猫とかに対しても、製造用細胞がそれであったら否定をするということ

になります。 

○吉川委員 大丈夫なのかな。この前、僕、別のところであれをやっていたとき、培養細胞の
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中で、内在性レトロウイルスが結構みんな出ているのですよ。猫もそうですが。ミヤザワ君

がかなり問題にしていたのですが。豚、この間、牛も２つくらい捕まえちゃっていて。その

ワクチンの中に入ってくるんじゃないかと彼は少し心配をしていたのですが、本当に否定し

て、いないと言えというと、もう一回使っている細胞も見直さなきゃならないんじゃないか

なという気がするのですが。 

○事務局 サル由来細胞を用いているものについてだけ、対象としております。猫由来の細胞

は内在性レトロウイルスは入っておりません。 

○吉川委員 入っていてもいいということなの。入っていないということは、入っていても仕

方がないということ。 

○事務局 現在のところは、そういうような状況になっております。 

○事務局 シードロットシステムの外来性ウイルス否定試験につきましては、対象動物に対し

て感染するおそれがあるものについて否定するとともに、製造段階で用いる株化細胞の動物

由来のウイルスについても検査することにしています。 

  今回、この内在性レトロウイルスというのは、サル由来細胞のサルの内在性レトロウイル

スのみを対象にしたもので、猫に使用するワクチンについても、猫の内在性レトロウイルス

を検出するのではなく、製造用に用いるサル由来細胞に迷入しているおそれのあるサルの内

在性レトロウイルスを検出するものです。 

  猫の内在性レトロウイルスにつきましては、猫に使われるワクチンでは投与される猫の遺

伝子に既に組み込まれておりますので、それについては現段階では、特段問題ないだろうと

いう御意見を当審議会でいただいているかと思います。 

○吉川委員 そうすると、単純に言うなら、Vero と書いてあるところを横に読めば、それはす

べて内在性レトロウイルスを否定しろというふうに読めということなのですか。 

○事務局 はい、そうです。 

○吉川委員 はい。 

○山田委員 Ｃタイプ、Ｄタイプと書いてあるので、ウイルス粒子がなければ、たとえゲノム

断片が PCR か何かで検出されても構わないという理解でいいのですか。何か変なものをひっ

かけてくるようなシステムがあると、今後何が出てくるかわからないので、粒子が見えなけ

ればいい。例えば電顕で見てそういうものはないですよ、それから構造たんぱくができてい

ませんよという、構造たんぱくの遺伝子を見るとかいうことをやればいいということですよ

ね。 

○事務局 そうです。粒子ということでございます。 

○事務局 先生、感染性の粒子ということですか。 

○山田委員 感染性まで見るわけで。 

○事務局 感染性で見るということです。 

○赤堀部会長 吉川先生、よろしいでしょうか。 

○吉川委員 レトロウイルスの例なんていうのはくさるほどありますから、いつ何どきどうい
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う格好で飛び出すかはだれにもわからないので、言っちゃって、後で。そのときは直すしか

ないかもしれないですが。 

○山田委員 ＣタイプとＤタイプに限って言ったら、それも大丈夫ですよね。 

○赤堀部会長 よろしいでしょうか。その他、いかがでしょうか。御質問、御意見等は特にな

いようですので、事務局案を承認したことといたします。 

○事務局 ありがとうございます。原案どおり、薬事分科会に報告いたします。 

 

 （３）動物用生物由来製品の指定について 

   ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

 

○赤堀部会長 それでは、審議事項の（３）になります。動物用生物由来製品の指定について

です。事務局から御説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、事前にお送りいたしました赤の資料 No.７を御用意ください。農林水産

省が出しております生物由来製品を定めている告示の改正についてでございます。 

  まず、１の（１）をご覧ください。本日、動物用生物学的製剤基準医薬品各条のワクチン

（シードロット製剤）の部に、先ほど御説明いたしました豚コレラ生ワクチン（シード）及

び豚丹毒生ワクチン（シード）の基準を追加する一部改正案について御審議いただきました。 

  （２）をご覧ください。豚コレラ生ワクチン及び豚丹毒の生ワクチンにつきましては、そ

れぞれ家畜伝染病予防法第２条に基づく家畜伝染病、いわゆる法定伝染病と言われているも

のです。法定伝染病である豚コレラに対するワクチン株、それから豚丹毒生ワクチンの方は、

人獣共通感染症であります豚丹毒に対するワクチン株を含有しております。そのため、農林

水産省告示第 1034 号（農林水産大臣が指定する生物由来製品を定める件）という告示にお

いて、生物由来製品に指定されております。そのため、感染症定期報告等の義務が製造販売

業者に課せられているものになります。 

  （３）をご覧ください。生物製品指定告示による指定というのは、製剤の一般的名称によ

り行われております。今回、シードという基準を新たに設けますので、一般的名称が異なる

ということで、これらのシードロット製剤について告示の改正を行いまして、追加となりま

す。 

  改正点につきましては、次のページが改正案になります。下が現行、上が改正案です。ご

覧いただきますと、上の（21）、（22）に線が引いてありますが、（21）として豚コレラ生ワ

クチン（シード）。（22）として豚丹毒生ワクチン（シード）を追加する改正案になります。 

  以上でございます。御審議のほど、お願いいたします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいま事務局から説明がありましたが、委員の先生方で御質問、御意見等ございますで

しょうか。 

  特に御発言ないようですので、事務局案を承認したことといたします。 
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○事務局 ありがとうございます。原案どおり、薬事分科会に報告いたします。 

 

 Ⅱ）報告事項 

 （１）動物用医薬品の承認の可否について 

    ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

   ① ファローシュアゴールドＢ（ファイザー株式会社） 

 

○赤堀部会長 審議事項は（４）、（５）、２つありますが、これは既に終わっておりますので、

以上をもちまして審議事項は終わりで、報告事項に移らせていただきます。 

  まず、報告事項（１）動物用医薬品の承認の可否について、動物用生物学的製剤調査会関

係で、ファローシュアゴールドＢの報告を事務局からお願いいたします。 

○事務局 事前にお送りいたしました赤の No.10 の資料を御用意ください。審議経過票に沿っ

て御説明いたします。ファイザー株式会社より申請されましたファローシュアゴールドＢの

承認申請についての、調査会審議結果に関する御報告でございます。 

  ４の成分及び分量の項をご覧ください。本剤は、豚パルボウイルス NADL-7 株、豚丹毒菌

CN 3342 株、レプトスピラ・インテロガンスの６種類の血清型、ブラティスラーバ JEZ 株、

カニコーラ C-51 株、グリッポチフォーサ MAL1540 株、ハージョ WHO 株、イクテロヘ

モラジー NADL11403 株、ポモナ T262 株を有効成分とする豚用の不活化ワクチンです。

アジュバントとしては、水酸化アルミニウムゲル及びレシチン加軽質流動パラフィンを含ん

でおります。 

  ６効能または効果としましては、豚パルボウイルス感染症及び豚丹毒の予防並びにレプト

スピラ病６種の血清型による異常産の予防でございます。 

  本剤の用法及び用量は５に記載しておりますが、繁殖雌豚に３週間隔で２回、種付け３週

前までに筋肉内注射し、次回以降は１回注射とされております。本剤の類似品としまして、

同じ製造販売業者が承認を取得しておりますファローシュアプラスＢというものがございま

す。１頭当たりの有効成分の抗原量及び接種回数については同じとなりますが、接種量が類

似品が５mL であるのに対し、２mL と少量となっている点が異なります。そのため、主剤と

なる抗原の濃度が濃くなり、また接種量が減少した分、アジュバント等の他の分量も少量と

なっているものです。 

  そのため、本剤につきましては、新用量動物用医薬品として取り扱いをし、平成 22 年 11

月 17 日の動物用生物学的製剤調査会で御審議いただき、御了承をいただいております。 

  以上、御報告申し上げます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいま事務局から御報告いただきましたが、委員の先生方で特段の御質問等

ございますでしょうか。 

  特に御発言ないようですので、事務局案を了解したことといたします。 
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○事務局 ありがとうございます。 

 

 （２）動物用体外診断用医薬品の承認の可否について 

    ＜動物用生物学的製剤調査会関係＞ 

   ① ヨーネライザ・スクリーニングＫＳ（共立製薬株式会社） 

 

○赤堀部会長 続きまして、報告事項（２）になりますが、動物用体外診断用医薬品の承認の

可否について、動物用生物学的製剤調査会関係ですが、ヨーネライザ・スクリーニングＫＳ

の報告を事務局からお願いいたします。 

○事務局 事前にお送りいたしました赤の No.11 の資料を御用意ください。こちらは、動物用

体外診断用医薬品の審議結果に関する御報告でございます。本剤は、共立製薬株式会社より

申請されましたヨーネライザ・スクリーニングＫＳでございます。ヨーネ病の感染の有無の

スクリーニングに用いるキットになります。 

  本剤は、既に承認されておりますヨーネライザⅡというキットをベースに、スクリーニン

グ用途に使用できるよう開発されたキットになります。原理や測定項目は既承認製剤のヨー

ネライザⅡと同一でございますが、本剤は家畜伝染病予防法の診断に用いる家畜衛生上重要

な製剤であることから、平成 22 年 11 月 17 日に開催されました動物用生物学的製剤調査会

で御審議いただき、御了承をいただいております。 

  本剤は、ELISA の原理を利用した抗体検出系でございます。次のページの別紙１をお願い

いたします。まず、成分・分量ですが、抗原固相化プレート。これはマイコバクテリウム・

アビウム亜種アビウム P-18－NIAH 株精製抗原を固相化したプレートでございます。次に、

指示陽性血清、指示陰性血清。サンプル希釈液。これはマイコバクテリウム・フレイ 354－

NIAH 株可溶化たんぱくが含まれます。続いて、標識抗体、基質、反応停止液等から構成さ

れておりまして、ELISA に必要な試薬がすべて同梱されている形となっております。 

  次に、使用方法ですが、３枚目の別紙２をお願いいたします。使用方法は、血清をサンプ

ルとし、血清サンプルとフレイ菌の入ったサンプル希釈液を反応させて、非特異反応を除去

いたします。その後サンプルを固相化プレートに加え、一次反応を行い、続いて標識抗体を

用いた二次反応、基質反応を行います。発色した反応液の吸光度により抗体の陽性、抗体陰

性の判定を行います。 

  使用目的ですが、１枚目の審議経過票をお願いいたします。本剤の使用目的は、６使用目

的の欄の記載にありますように、牛血清中のヨーネ菌に対する抗体の予備的検出でございま

す。 

  なお、事前に赤堀先生から御意見をいただいております。最後のページの別紙３をお願い

いたします。こちらは、使用上の注意になっております。３項目の【使用時の注意】の（５）

に、「血漿及び著しい溶血がみられた検体は測定に使用しないこと」と、検体という言葉が入

っておりますが、これは血清サンプルのことでございますので、これを明確な記載とするた
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めに、「血清サンプル」に改めることで整備したいと考えております。 

  以上、御報告いたします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいま事務局から御説明いただきましたが、特段の御質問等ございますでしょうか。 

  お願いいたします。 

○吉川委員 審議のときにも言ったのですが、陽性のやつは陽性でいいとしても、感染してい

て３割近くは陰性になっちゃうというスクリーニング方法で、それをちゃんとわかるように、

使う人に注意を喚起すべきであるというふうに、あのときの審議でなったと思うのですが、

これだと私にはそう読めないのですが。 

○赤堀部会長 事務局、いかがでしょうか。 

  先生、それは調査会での話。 

○吉川委員 調査会での。 

○赤堀部会長 調査会での意見が反映されていないということですが。 

○事務局 調査会の中で、そういう議論も確かにございました。具体的にどういうところを整

備するというところで、今回変更したところはございません。そこにつきましては……。 

○吉川委員 そうすると、この使用上の注意の「感染の有無の判定は、予防法規則別表１の判

定基準」というのは、別表１はどこにあってどう書いてあるのですか。 

○事務局 こちらにつきましては、今、スクリーニングについてのキットが一つございます。

家畜伝染病予防法施行規則につきましては、本製剤が承認されるときには、いわゆる野外で

使用されるときには、あわせて施行規則も改正されることとなるかと思います。それにつき

まして、このキットの取り扱いが規定されることになるかと思います。 

○赤堀部会長 調査会での議論を私は存じ上げませんが、今の吉川先生の御指摘ですと、精度

とか信頼性の問題から考えるとかなり貴重な御意見をいただいておりますので、これは対応

しなければいけないかなという気がするのですが、いかがでしょう。 

○事務局 使用上の注意等でそういう部分を記載するというような、例えば、陽性が陰性とな

る場合もあるということを踏まえた記載を加えるという理解でよろしいでしょうか。 

○吉川委員 そうしないと誤解してしまうんじゃないかと、あのとき議論になったと思うので

すよ。これが１％とか２％、それでも本当は困るわけですが、実際感染している牛が陰性に

なる。それはスクリーニングの試験だからしょうがないとして、しかし、あのときのデータ

では、見逃すのが３割近くあったと思うのですよ。これは陰性だから大丈夫だと現場でとら

れたら困るので、そうとられないように注意書きをしておくべきであるという意見だったと

私は思うのですが。 

○赤堀部会長 座長の明石先生。 

○明石委員 内輪もめをしてもしょうがないのですが。今言った議論が出ました。ただ、この

ヨーネライザについては検出系としてはこれで改善の余地は、あるのかもしれないですが、

現時点でどうしろということが指摘できないということで、これをスクリーニングに使う分
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については承認いたします。ただ、実際に、今吉川委員の言われたように、ELISA としての

弱点は持っているので、もう少し信頼性の高い検出法とか、検出法の改善については、しか

るべき研究者なり研究所なりが努力をしていただきたい。それのサポートは農林水産省とか

公的な機関がやっていただきたいというコメントをつけて、承認ということにしてあります。 

  したがって、この使用のマニュアルで今のことを補完するというのは、なかなか難しかろ

うと思っています。 

○赤堀部会長 この検査法の信頼性といいますか、限界はどこかで明記しておかないといけな

いという吉川先生の御発言はごもっともだと思うのですが、事務局、何らかの形で対応でき

ますか。 

  吉川先生、何か。 

○吉川委員 要は、陽性が出たら陽性だが、陰性だからといって感染していないのではないと

いうことがわかるように、どこかに注意書きをしておく必要があると思うのですよ。でない

と、これは絶対混乱を起こしてくる。もし本当にヨーネを何とかコントロールしようと考え

ているなら、その点をはっきりさせておかなければスクリーニングをやる意味も、どこかで

なくなってくるような不安を私は感じるのですが。 

○赤堀部会長 ありがとうございます。 

  事務局、これは対応するということでよろしいですか。 

○事務局 他の製剤との横並びということもございますので、この製剤だけに限って対応する

か、また他の製剤にも波及する可能性もございますので、現段階ではお答えは難しいかなと

思っております。事務局で検討させていただいてよろしいでしょうか。 

○赤堀部会長 濱岡先生、どうぞ。 

○濱岡委員 調査会の議論を存じ上げないので、単なる意見なのですが。このヨーネのそもそ

も ELISA 自体がもともと、吉川先生が今御指摘になった、本当に感染しているものをどれだ

けひっかけているかというところだと思うのです。それで３割ぐらい逃しているというお話

でしたが、もともとヨーネの ELISA 自体が感度が低いというか、抗体の出てくるもの、感染

しているものがすべて抗体が出てくる時期にヨーネを ELISA で調べられるわけではないので、

基本的に、通常の他の感染症の抗体検出系の検査法とは、少し違うのですよ。ですから、も

ともとの感度が低い。いわゆる、抗体があるのに見逃しているということではなくて、感染

しているが抗体が出ていない時期もあるというところだと思うのです。 

  事務局から御説明した、いわゆる別表第１に記載されていて、確定診断ができるヨーネラ

イザⅡの ELISA の感度と比べて、今回新しくなったスクリーニング用のこの系の感度は、考

え方としてはどっちかと言うと少し上がっているんじゃないですか。 

○事務局 そうです。感度が上がって幅広くとるような形になっております。 

○濱岡委員 ですから、スクリーニングですので、考え方としてはできるだけ広くとって、ヨ

ーネライザⅡで確定の検査をするというシステムなのですよね。 

  そもそもヨーネの ELISA 自体が非常に感度の低いもので、さまざまな診断法を組み合わせ
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ないとヨーネの摘発ができないというのが現状になっていて、ヨーネ病の診断については、

ELISA にしろ何にしろ、さまざまな検査法を組み合わせましょうというのが現状なんだとい

うことなのです。ですから、その辺も、通常の診断用の抗体検出系の検査法とは少し違うの

かなという気がしています。 

○赤堀部会長 吉川先生、どうぞ。 

○吉川委員 その旨であれば、その旨がわかるように。使う人は一般ですから、そう書かない

と陰性だからうちの牛は大丈夫だと思われると、これは大きな間違いで、もともとそういう

限界を持っているならそういう限界を。だから、陽性の方は拾う。しかし、陰性は拾い切れ

ていないんだということをわからせるべきだと思うのですよ。その事情はどうあれ、今のテ

クニックがどうあれ、そういう試験なんだということがわからないと、明らかな誤解を起こ

すと私は思うのですが。 

○赤堀部会長 陰性と出ても感染している可能性がありますよと言ったら、売れないかもしれ

ないですよね。キットを使わないかもしれませんよね。 

○吉川委員 陽性のやつは陽性なのだから、そっちの使い方を使う。例えば、排除するのにで

すね。しかし、陰性だからといってかなりのものを見落としているということも理解してお

いてもらわないといけない。 

○赤堀部会長 それは、サイエンティフィックに考えると重要なことですから。 

○事務局 わかりました。確かに、キットで陰性だからといって必ずしも陽性ではないという

のは、他のキットにおいても犬猫用診断薬においても記載されております。ですので、この

製剤に限る話ではないので、他の……。 

○吉川委員 済みません。しかし、よく考えてみてください。せいぜい５％～10％に抑えよう

としてみんなつくるわけですよ。まともなやつであれば、その特異性にしても、感度にした

って５％前後ですよ。しかし 30％というのは、一般論として、当然潜伏期もあればどんな感

染症だってある。別に 100％は要求していないが、３割見逃されるキットというのは、私に

とっては半分キットの意味を持っていない。それは一般論として片づけるべき問題ではない

し、ヨーネ病という面倒くさい病気を考えれば、本当は特にそうだと思うのです。コントロ

ールしにくいからこそ大変なわけであって、そいつで網のかけ方を間違えたら、かけやすい

ものよりもっと結果は悪い。本来であれば、コントロールしにくいなら精度も感度も最もい

いものを使うべきだが、実際にはそういうものはないので、別に悪いと言っているわけじゃ

ない。ただ、本当のことがわかるように、伝えるように書くべきであると言っているわけで

す。 

○事務局 的確に使用者に伝えるということは重要なことだと、こちらも理解しております。

ですので、そういうところにつきまして、ヨーネ病のキット全体につきまして、使用上の注

意等でそういうところの文言を加えるという方向で事務局で検討いたしたいと思います。 

○赤堀部会長 貴重な御意見ですので、この御意見を何らかの形で反映させるということにし

て御了解いただくしかないかと思います。それは使用上の注意に書くのが適切か、あるいは
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別のやり方があるかもしれませんが、それは事務局にお任せしてよろしいですか。 

  ということで。 

○事務局 わかりました。恐らく調査会等でも御相談差し上げた方がよろしいかと思いますの

で、伺いながら決めたいと思っております。ありがとうございます。 

○赤堀部会長 よろしくお願いいたします。 

  その他、いかがでしょうか。 

  その他、ないようですので、先ほどの御意見を踏まえて対応するということで、事務局案

を了解したことといたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 

 （３）動物用医薬品の再審査について 

    ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

   ① イリド・レンサ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） 

 

○赤堀部会長 続きまして、（３）動物用医薬品の再審査についてですが、水産用医薬品調査会

関係で①イリド・レンサ混合不活化ワクチン「ビケン」について、御報告をお願いいたしま

す。 

○事務局 一般財団法人阪大微生物研究会から申請のありました、イリド・レンサ混合不活化

ワクチン「ビケン」について御報告いたします。お手元には、赤の事前配布資料 No.12 を御

用意ください。 

  １枚めくっていただきまして、審議経過票に沿って御説明いたします。販売名がイリド・

レンサ混合不活化ワクチン「ビケン」でございます。申請者が一般財団法人阪大微生物病研

究会でございます。 

  再審査期間が、平成 14 年 12 月 24 日～平成 20 年 12 月 23 日までの６年間となっており

ます。 

  主剤はマダイイリドウイルス Ehime-1/GF14 株不活化ウイルス液及びラクトコッカス・ガ

ルビエ No.43 株不活化菌液となっております。 

  用法及び用量ですが、ブリ属魚類の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mL を１回注射すると

いうことになっております。 

  効能・効果ですが、ブリ属魚類のイリドウイルス感染症及びα溶血性レンサ球菌症の予防

となっております。 

  本年 10 月 25 日に開催されました水産用医薬品調査会で御審議いただきまして、本剤につ

きましては添付資料等を整備し、座長一任ということで本調査会の御了解を得た上で所定の

審議を終了したものとし、動物用医薬品等部会に報告して差し支えないという結果をいただ

きました。今般、資料は整いまして、座長の御了解をいただきましたので、御報告いたしま

す。 
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  なお、赤堀先生より事前に、審議結果の（２）の対応のところの書きぶりといたしまして、

「その他の死亡原因は痩せ、スレ、寄生虫、腐乱及び原因が特定できないもの」となってお

りますが、この痩せと腐乱等は、死亡原因が特定できるというところには不適切という御指

摘をいただきましたので、これらについては死亡原因が特定できないものの方に含める記述

に変更いたします。 

  以上でございます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいまの御説明に関しまして、特段の御質問等ございますでしょうか。 

  特にないようですので、御報告を了解いたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 

 （４）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

○赤堀部会長 続きまして、報告事項（４）になりますが、動物用医薬品の諮問承認状況につ

いて、事務局から報告をお願いいたします。 

○事務局 それでは、当日配布しております No.13 の資料をお手元に御用意ください。前回、

本部会が開催されました 10 月１日より、本日までの間に動物用医薬品で、薬事・食品衛生

審議会に諮問された品目及び承認された品目について御報告申し上げます。 

  まず、諮問状況でございますが、現在諮問されておりますのは、本日御審議いただきまし

た５製剤でございます。“京都微研„ピッグウィン－クロスト、株式会社微生物化学研究所。

ガルエヌテクトＣＢＬ、日生研株式会社。エクセネル RTU、ファイザー株式会社。セレニア

錠 16、24、60、同 160 及びセレニア注、ファイザー株式会社。コルタバンス、株式会社ビ

ルバックジャパンでございます。 

  いずれも諮問年月日は平成 22 年 12 月３日でございます。 

  続きまして、この期間中に新たに承認された品目について御紹介申し上げます。 

  裏側のページをご覧ください。こちらで、まず生物学的製剤でスワイバックＥＲＡ、共立

製薬株式会社でございますが、こちらは承認年月日平成 22 年 11 月 18 日に承認しておりま

す。 

  また、プレビコックス 57、同 227、メリアル・ジャパン株式会社につきましては、平成

22 年 10 月 25 日。 

  アドレスタン 10 ㎎、同 30 ㎎、同 60 ㎎、共立製薬株式会社につきましては、平成 22 年

11 月２日付で承認をいたしております。 

  以上、御報告申し上げます。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいまの報告で、御質問等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

  特にないようですので、御了解いただいたことといたします。 
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 Ⅲ）その他 

  ① 動物用医薬品等の用法及び用量欄における他剤併用の記載について 

 

○赤堀部会長 続きまして、その他になります。動物用医薬品等の用法及び用量欄における他

剤併用の記載について、事務局からお願いいたします。 

○事務局 このたび、タイトルにございますが、動物用医薬品等の用法及び用量欄における他

剤併用の記載について、御相談申し上げたくお出ししております。資料 No.18 でございます。

こちらにつきまして御相談させていただきました背景といたしましては、事務局では日常的

に申請者から承認の方向性とか多岐にわたることにつきまして相談を受けておりまして、そ

れにつきまして相談に乗っておるわけでございます。 

  その中で、新たに承認を取得する際に臨床試験を行うわけでございますが、その臨床試験

の中で、他剤を併用した臨床試験を行っていくケースもございます。そういったところで、

併用する相手の製剤を特定の製剤に限ってしまうようなことが可能かどうかということがご

ざいました。 

  具体的には、自社の製剤を併用薬として 100％臨床試験を行ってしまいますと、併用薬剤

としては、その製剤に限るというふうになってしまいます。そういったことが現実的に可能

であるかどうかといったケースもございました。こういったケースに関しまして、事務局と

いたしましてある一定の方向性について明確にしておくべきではないかといったことから、

このたび御相談申し上げた次第でございます。 

  具体的には、この用法及び用量欄における他剤併用につきましては、２行目にございます

が、製剤の用法及び用量欄に他剤の併用を記載することは、以下の理由から原則として認め

られないと考えております。 

  その理由といたしましては、動物用医薬品等の審査は、原則として医薬品の評価でござい

ます。ですので、あくまでレジュメ等でございますような治療法の評価ではございません。

ただし、医薬品の評価に対して治療法を全く無視して行うというわけではなく、あくまでそ

の医薬品に対して評価を行っていく。それが基本的な考えではないかと考えております。そ

の観点からいたしまして、その製剤の承認事項である用法及び用量には、その製剤の評価に

基づく製剤についての記載とすべきであると考えております。 

  また、先ほど申しました例のように、みだりに他剤の併用を承認事項に記載するというこ

とは、裏を返しますと、それ以外の同種同効薬を獣医師が選択するということになりますと、

それが適用外に該当する可能性も考えられます。そういった観点から、臨床における診療行

為を不当に制限することにつながるといったような併用に対する記載については、認めるべ

きではないと考えております。 

  ただし、有効性または安全性の向上が科学的に立証されたものであって、薬事・食品衛生

審議会で適当とされるもの等については、別途記載が可能ではないかと考えております。 
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 具体的に過去の事例を下に挙げておりますが、以前御審議いただきましたマストリチンの例

では、用法及び用量は、こちらに記載しておりますとおり、「１分房当たり 10mL（グリチル

リチン酸として 600mg）を泌乳期の乳房炎発症乳房内に注入する。投与は１症例につき１回

とする。本剤投与後、直ちに泌乳期用乳房注入剤（有効成分セファゾリン）を用法・用量に

従って投与する」とございます。こちらを記載した経緯といたしましては、審議会におきま

して有効性について指摘されまして、臨床試験でセファゾリンとの併用でのみ有効性が確認

されたことから、こういった記載を指定したものでございます。 

  また、２番目のピレキシン 10％に関しましては、最後に「適正な抗菌剤とともに使用する

こと」と記されておりまして、こちらでも、審議会におきまして、用法・用量欄に抗菌剤と

の併用を記載するよう指摘されたといった経緯がございます。 

  以上のことから、事務局といたしましては、こういった基本的な考え方に基づいて審査等

を行っていきたいと考えております。 

  これについて、御意見等ございましたらいただければ幸いでございます。よろしくお願い

いたします。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  ただいまの御報告に関しまして、御質問等ございますでしょうか。 

  特にないようですので、御報告を了解いたします。 

  それでは、予定しておりました議事が終了いたしましたが、委員の先生方から何か御発言

ございますでしょうか。 

  特にないようですが、事務局からございますか。お願いいたします。 

○事務局 審議会委員の改選につきまして御説明いたします。皆様の委員の任期でございます

が、２年間となっております。ですので、来年の１月 22 日までが任期となっております。 

  そこで、現在厚生労働省におきまして、委員改選の手続を行っているところでありまして、

今後、大臣、副大臣、政務官の政務三役に説明して了解を得るという段取りになっておりま

す。 

  そのため、年末年始、もしかすると、大変お忙しい中でございますが、何か手続のために

少し事務をお願いするかもしれませんが、その点御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

  現在、小川委員、熊谷委員、合田委員、中川委員、福安委員、和田委員が御退任される予

定となっております。長きにわたりまして動物薬事行政に御協力いただき、まことにありが

とうございました。この場をおかりしてお礼申し上げますとともに、紹介いたします。 

  以上です。 

○赤堀部会長 ありがとうございました。 

  委員の先生方の方で何か御発言ございますでしょうか。 

  特にないようですので、ありがとうございます。 

  これで予定しておりました議事がすべて終了いたしましたが、その他、事務局から何かご

ざいますか。 
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○事務局 特にございません。 

 

５．次回会議日程について 

 

○赤堀部会長 次回の日程等は何かございますか。 

○事務局 それでは、日程なのですが、ただいま○○から説明がございましたように、薬事・

食品衛生審議会の委員改選に伴いまして、当部会の委員の異動があると思われます。当部会

に御所属いただく委員が決まり次第、御連絡いたしたいと思いますので、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の午後を次回の開催予定といたしたいと考えてお

ります。おおよその目安といたしましては、平成 23 年２月下旬～３月上旬を考えておりま

す。 

  以上です。 

 

６．閉    会 

 

○赤堀部会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

  それでは、本日、予定時間を大幅に超過してしまいまして、進行の不手際がございました。

おわび申し上げるとともに、御審議に御協力いただきましたことを厚く御礼申し上げます。

ありがとうございました。 


