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１ 開   会 

 

○明石部会長 それでは、定刻になりましたので動物用医薬品等部会を開催したいと思い

ます。 

  まず今回、部会長代理の選出をしたいと思います。薬事・食品衛生審議会令の第７条

第５項に「部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから

部会長をあらかじめ指名する者が、その職務を代理する」となっております。 

  この規定に従いまして、部会長代理を選任したいと思うのですが、今まで部会長が部

会長代理を指名していたということだそうです。したがいまして、今回、私の方で指名

をするということでよろしいでしょうか。  

  御異議ないようですので、部会長代理として、再評価調査会の座長を務められており

ます下田委員にお願いをしたいと思います。下田委員、よろしくお願いいたします。  

（拍手起こる） 

○明石部会長 それでは、議事に入りたいと思います。  

  本日は、越久田委員、鬼武委員、甲斐委員、田村委員が御欠席ということで、岩田委

員が乗り継ぎの都合で時間が遅れるということをお伺いしております。現在の出席委員

数は 15 名ということで、部会開催の定足数に達していることを御報告いたします。  

  まず初めに、動物医薬品検査所長から御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお

願いします。  

 

２ 動物医薬品検査所長挨拶  

 

○動物医薬品検査所長 所長を務めております、境でございます。動物用医薬品等部会各

委員におかれましては、大変蒸し暑い中、御出席を賜りまして、誠にありがとうござい

ます。日ごろから動物用医薬品行政に種々、御理解、御指導を賜っておりまして、御礼

を申し上げる次第でございます。  

  まず最初に、先だっても御紹介しましたけれども、東日本大震災と原発事故に絡みま

して、動物用医薬品業界も少なからず被害を受けているところがございまして、その関

係で製造所を代わるとか、あるいは原薬とか資材の調達先を変更するといった緊急の対

応が必要になってきております。それに対しましては、優先的に承認をするというよう

な対応で、動物用医薬品の安定供給に努めているということをまず御報告申し上げたい

と思います。  

  家畜衛生の関係ですけれども、先だって家畜伝染病予防法の一部改正がなされており

ます。それを簡単に御紹介したいと思います。４月６日に公布をされておりまして、３
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か月以内あるいは６か月以内に施行ということになっております。実は今日７月１日付

で一部施行がされている部分がございます。これは殺処分になった家畜に対する手当金

の部分でございます。従来は患畜であれば、評価額の３分の１の手当金が出る。疑似患

畜であれば、５分の４の手当金を出してきたわけでございます。  

  しかしながら、近年、畜産経営も非常に大規模化しているわけでございまして、５分

の１の自己負担といっても、これが非常に経営としては圧迫するという、再建できない

という形になってくる。このことが今回のような口蹄疫が発生したときにも、早期の届

出をちゅうちょすることになるわけでございます。したがいまして、そういったことを

なくすという意味で、家畜伝染病予防法第 16 条で非常に重要な疾病について、と殺の

義務があるわけですけれども、口蹄疫、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ、こうい

ったものにつきましては、通常の手当金のほかに特別手当金を出すということで、併せ

まして、評価額の満額 10 分の 10 を出すといった仕組みに改めております。  

  残りの部分につきましては、今のところは 10 月１日に施行される予定になっており

ます。例えば第２条の家畜伝染病の範囲の中で、高病原性鳥インフルエンザが今、規定

されているわけですけれども、これを２つに分けて、高病原性と低病原性と２つに分け

て、それぞれ特性に合った法規制を取ろうということがございます。  

  もう一つは、農業経営者自らが農場の出入口に必ず消毒施設を設けなさいということ

で、そこに出入りする車、乗っている人もそこを利用して消毒をするという規定が設け

られております。  

  飼養衛生管理基準という９項目か 10 項目だったと思いますけれども、非常に基本的

な遵守事項が規定されておりましたが、それでは足らないということでございまして、

そこの内容の充実を図る。その中には、畜主自らが万が一の場合に埋却する土地を用意

するように努める。こういったものも入ってきております。  

  我々や大学も同じですけれども、これから対応しなければいけないのが、病原体の所

持についての許可とか届出といったものが入っております。その中にはとりあえず許可

を取る、施設とか構造の基準がありますし、主任者を置かなければいけない、規程をつ

くらなければいけない、記帳義務がある、あるいは震災が起こった場合に漏れないよう

にする。そういったことについての義務が課されるということになってきております。

あと数か月しかないわけですので、体制を作りながら、耐震施設もありますので、そう

いったところに重要なものは移すという対応を取るということをやってきております。 

  動物用医薬品の関係ですけれども、先週６月 24 日に動物用インフルエンザワクチン

国内製造用株選定委員会を開かせていただきました。これは人用のインフルエンザワク

チンと同じように、株を大臣が指定し、それを変える部分は承認なしでやるということ

で、スピーディーに新たなインフルエンザの発生に対応していこうというものでござい

ます。これまで動物用はそのシステムがなかったわけですけれども、そういった仕組み

をつくりましたので、その株をどうするかということで御議論をいただいたということ
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であります。鶏用と馬用が今はございますけれども、これについてはいずれも当面、株

の変更は必要ないという結論になってきております。  

  来週ですけれども、もう一つ大きな宿題として、薬剤耐性菌問題への対応がございま

す。来週７月５日に第１回目の動物用抗菌性物質製剤リスク検討委員会といったものを

開催することにしております。これはこれから食品安全委員会から次々と抗菌剤に対す

る薬剤耐性菌についてのリスク評価結果が出てくるものと見込んでおりますが、これに

きちんと対応するということと併せまして、やはり獣医臨床現場で対応可能なリスク管

理措置でなければならないといったことで、こういったリスク管理措置をどう講じてい

くか。そういったリスク管理のオプションといったものを用意して評価が出てきた場合

に、有効な実行可能な方策を取っていくべく対応する予定にしております。  

  本日は生物学的製剤を中心に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 ありがとうございました。  

  それでは、続きまして、事務局の方から本部会の委員改選及び部会開催に当たっての

注意事項、配布資料の確認、更には申請資料作成と利益相反に関する報告と盛りだくさ

んですが、順次よろしくお願いいたします。  

 

３ 配付資料の確認等 

 

○事務局 それでは、委員の任命につきまして、御説明をいたします。３月の分科会にお

きまして、分科会で審議する医薬品の区分が変更されております。その変更に伴いまし

て、分科会で審議されないこととなった医薬品につきましても、獣医学、薬学以外の有

識者の方の御意見をいただくため、新たに本部会の委員としまして、お二人の方を任命

しております。  

  まずお一人目が消費者の立場から、日本生活協同組合連合会組織推進本部安全政策推

進室の鬼武一夫室長。  

  もう一名が動物用医薬品の使用者であります畜産分野から、中村学園大学流通科学研

究科長の甲斐聡教授。  

  このお二人が任命されましたので、御報告を申し上げます。今日はお二人とも残念で

すが、都合により御欠席になっております。  

  以上です。  

○事務局 続きまして、配布資料の確認をさせていただきたいと思います。当日配布資料

の№７をめくっていただきますと、配布資料一覧が付いてございますが、こちらの方を

ご覧ください。  

  まず当日配布資料といたしまして、黒の№5「動物用医薬品の諮問・承認状況につい

て」。 
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   №６「競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員について」。  

   №７「議事次第、出欠表、座席表」。  

   №８「承認審査の迅速化について」。 

   №９「委員からの意見・質問等」。  

  事前送付資料といたしまして、赤の№1「ポーシリス APP＋ERY」。 

   №２「“京都微研„  牛異常産－５」。  

   №３「動物用医薬品生物学的製剤基準の一部改正について」。  

   №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」。  

  これらの資料をお配りさせていただいております。  

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

により影響を受ける企業について、御説明をさせていただきます。当日配布資料の黒の

№６になります。  

  １ページ、競合品目・競合企業リストとしまして、申請品目はポーシリス APP＋ERY。

申請年月日は平成 19 年８月 23 日。申請者名は株式会社インターベットというものがご

ざいます。  

  こちらの方は競合品目を３つ挙げてございまして、そのうち１つが“京都微研„  ピッ

グウィン-EA。２つ目が日生研豚 APM 不活化ワクチン。３つ目が日生研豚 AP ワクチン

125RX でございます。  

  これらの競合品目を選定した理由といたしましては、アクチノバシラス・プルロニュ

ーモニエ（以下、App という）を主剤の一つとして含有する混合不活化ワクチンが現在、

２製剤市販されているということで、この中で“京都微研„  ピッグウィン-EA が同主製

剤の同種同効薬であるため、競合品目１として選定している。  

  日生研豚 APM 不活化ワクチンは、App とマイコプラズマ・ハイオニューモニエとの混

合不活化ワクチンであるが、申請製剤と同様に App を主剤の一つとして含有することか

ら、競合品目２として選定しているということです。  

  日生研豚 AP ワクチン 125RX は、App 単独の不活化ワクチンでありますが、申請製剤

と同様に App を主剤としまして、自社のポーシリス APP-N の次に売上高からあることか

ら、競合品目３として選定をしているということでございます。  

  ２ページ、申請品目として“京都微研„  牛異常産－５。こちらは申請年月日は平成 21

年５月 15 日。申請者名は株式会社 微生物化学研究所でございます。  

  こちらは競合品目として３つ挙げてございますのが、牛異常産 AK・KB・AN 混合不活

化ワクチン“化血研”。  

  日生研牛異常産３種混合不活化ワクチン。  

  ポビバック ACA でございます。  

  これらの競合品目を選定した理由ですが、申請品目の効能又は効果は牛のアカバネ病、

チュウザン病、アイノウイルス感染症、イバラキウイルス及びピートンウイルスの感染
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による異常産の予防ということで、競合品目１、２、３はすべてイバラキウイルス及び

ピートンウイルスの感染による異常産の予防は含まれないが、牛のアカバネ病、チュウ

ザン病、アイノウイルス感染症による異常産の予防を効能又は効果とするワクチンであ

るということで、選定がなされております。  

  ３ページ、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して、

まず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、基準名は牛流行熱（アジ

ュバント加）不活化ワクチン（シード）。影響を受ける企業は株式会社微生物化学研究所。

選定した理由は、改正の対象となる製剤であるためということで、シードロット化に伴

い各条を追加するものについては、すべてのこの理由でございます。  

  このほかに、豚ボルデテラ感染症不活化・パスツレラ・ムルトシダトキソイド混合（ア

ジュバント加）ワクチン（シード）。こちらは日生研株式会社。  

 牛 RS ウイルス感染症生ワクチン（シード）。こちらは株式会社 微生物化学研究所。こ

れらのものが影響を受けるということになってございます。  

  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、基準名はマイコ

プラズマ・ハイオニューモニエ感染症（カルボキシビニルポリマーアジュバント加）不

活化ワクチン。こちらは影響を受ける企業は、ベーリンガーインゲルハイムベトメディ

カジャパン株式会社です。選定した理由は、改正の対象となる製剤であるためというこ

とです。 

  イリドウイルス病不活化ワクチン。こちらは該当はございません。  

 その下のイリドウイルス病・ぶりビブリオ病・α溶血性レンサ球菌症混合不活化ワクチ

ン。こちらも該当はございません。 

  競合企業並びに基準の改正により影響を受ける企業に関しましては、以上となります。 

○明石部会長 ありがとうございました。  

  それでは、配布資料で過不足はございませんでしょうか。よろしいですか。  

  では、次の競合品目・競合企業及び製剤の基準改正に伴って影響を受ける企業リスト。

この説明について、何か御意見、御質問はございますでしょうか。よろしいですか。  

  それでは、御了解をいただきましたので、報告状況の御説明をお願いします。  

○事務局 ありがとうございます。  

  それでは、各委員の先生方からの申出状況について、御説明をさせていただきます。

先般、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た結果、本日の審議

事項について、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。  

  事務局からは以上です。  

 

４ 議  事 

 Ⅰ）審議事項  
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 （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＞ 

   ① ポーシリス APP＋ERY（株式会社インターベット）  

 

○明石部会長 ということですので、早速議事に入りたいと思います。  

  それでは、議事の第１番目の審議事項としまして「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約の指定について」。動物用生物学的製剤調査会関係で２

件あります。まず第１件がポーシリス APP＋ERY。これについて、動物用生物学的製剤

調査会の座長である池田委員、御説明をお願いします。  

○池田委員 ポーシリス APP＋ERY は株式会社インターベットから製造販売承認申請され

たアクチノバシラス・プルロニューモニエ ApxⅠ、Ⅱ、Ⅲのトキソイド及び菌体外膜タ

ンパク OMP 並びに豚丹毒菌アルカリ処理菌体抗原を有効成分とする豚用のワクチンで

す。 

  本製剤は平成 23 年５月 24 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№１の資料を御用意ください。  

  本製剤は株式会社インターベットから製造販売承認申請されましたポーシリス APP＋

ERY でございます。最初の黄色のタグ「審議経過票」をご覧ください。  

  成分及び分量の欄ですが、本製剤はアクチノバシラス・プルロニューモニエのトキソ

イド ApxⅠ、Ⅱ、Ⅲの３種類と菌体外膜タンパク OMP 及び豚丹毒菌 M2 株（血清型２型）

アルカリ処理菌体抗原を有効成分とし、トコフェロール酢酸エステルをアジュバントと

した豚用のワクチンでございます。  

  ５の「用法及び用量」としましては、６週齢から 11 週齢の豚にワクチン２mL を２週

間隔、又は４週間隔で２回、頚部筋肉内に注射するものです。  

  ６の「効能又は効果」としましては、アクチノバシラス・プルロニューモニエ血清型

１、２、５、９及び 10 型菌感染症、すなわち豚胸膜肺炎と豚丹毒の発症防御となって

おります。  

  概要と書かれた黄色のタグを開いていただきまして、概-7 ページをご覧ください。横

長の表となります。左端から申請製剤になります。  

  本製剤は豚胸膜肺炎と豚丹毒の両方を効能・効果とするワクチンですが、本製剤と同

じ有効成分を含む片方の効果についてのワクチンというのが、既に承認されております。

それが右側の３つになりますが、３つのポーシリス APP「IV」とポーシリス APP-N「IV」

とポーシリス ERY「IV」です。  

  申請製剤のアクチノバシラスの有効成分につきましては、右から２番目のポーシリス
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APP-N「IV」と同じで、豚丹毒菌につきましては右端のポーシリス ERY「IV」と同じで

す。その有効成分の量及びアジュバントの種類も同じものとなります。  

  豚胸膜肺炎と豚丹毒は肥育豚が感染しやすいとされる疾病でして、両ワクチンの一般

的な接種時期は離乳以降から肥育豚舎へ移る生後 70 日前後の間となっていて、本製剤

の用法としましても６～11 週齢の豚を対象としております。申請者は既に両製剤のワク

チンは持っているのですけれども、生産現場から混合化を望む声もあり、開発されたも

のとなります。  

  国内では既に両疾病を予防する同種同効品としましては、申請製剤の隣にあります“京

都微研„  ピッグウィン-EA がございますが、こちらはアクチノバシラス・プルロニュー

モニエのトキソイドではなく、菌体抗原を有効成分とし、アジュバントも申請製剤とは

異なっております。申請製剤のアクチノバシラス・プルロニューモニエ及び豚丹毒菌の

各主剤について、単味のワクチンについては既に承認されたものがございますが、両成

分を含む製剤につきましては初めてとなりますので、本申請製剤は本日、新動物用配合

剤として御審議いただくものです。 

  概-29 ページ、表１をご覧ください。表の左側にアクチノバシラスの血清型と表現パ

ターン Apx のⅠ～Ⅲ、OMP のパターンが記載されております。血清型につきましては１

～12 となっておりますが、現在は１～15 型まで確認されているとのことです 

  本製剤のアクチノバシラスの製造用株につきましては、このうち血清型１、２、７、

10 型の４株が用いられておりまして、１型から OMP、２型から Apx の２と３、７型が

Apx のⅡ、10 型が Apx のⅠが製造用株となります。これらの毒素３種類をカバーすると

いうことで、幅広い株に対しての効果を期待している製剤となります。また、豚丹毒菌

につきましては、血清型２型菌で全菌体抗原よりも効果が高いということから、アルカ

リ抽出抗原を用いております。  

  これらの株につきまして、いずれも既承認の単味製剤と同じ有効成分となりますので、

添付資料につきましても既承認製剤の申請書の資料を用いています。ですので、今回は

本製剤に追加された新しい資料について説明させていただきます。  

  概-57 ページ、ここでは申請製剤のポーシリス APP＋ERY について、両成分を混合す

ることによる有効性、安全性と品質への影響について、ポーシリス APP-N 又はポーシリ

ス ERY の単味製剤と比較しております。  

  概-58 ページ、表１をご覧ください。試験にはポーシリス APP-N 単味のもの、ポーシ

リス ERY 単味のものの製剤。また、これらの抗原量を同じとしたポーシリス APP＋ERY、

申請製剤の群につきまして、安全性及び有効性を比較しております。いずれの群も臨床

反応、局所反応は認められていないという結果になっております。  

  また、有効性の方ですけれども、概-64 ページを開いてください。表７には抗体応答

の成績がございます。上の１群の申請製剤と２群、３群の各単味の群について比較をし

ていただきたいのですけれども、APP＋ERY の混合製剤の場合でも、抗体価については
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同程度の抗体応答が認められ、混合による影響がないことが確認されております。  

  概-78 ページ、本製剤の規格検査について記載されております。ただ、基本的に既承

認製剤と同じ内容となっておりますが、より製剤に適した品質管理方法とするため、試

験方法の一部について、若干変更した部分がございます。それにつきましては、安定性

試験のところで御説明をしたいと思います。  

  概-152 ページの表に 36 か月までの安定性の成績が記載されております。  

  概-151 ページの中ほどに「※」がございます。毒性限度確認試験については、試験条

件につきまして、審査の過程で一部変更をしております。  

  概-157 ページ、ほかに App の力価試験がございます。こちらにつきまして、試験に用

いる動物の規格につきましても、それぞれ審査の過程で、より品質確認に適している方

法に変更されているため、ところどころ判定不能、不適合が出ております。これにつき

ましては、しかしながら、36 か月目にはすべて適合し、安定性が確認されているという

状況です。 

  次に安全試験です。概-160 の表１をご覧ください。本申請性製剤の適用の最小週齢で

ある６週齢の子豚に１用量と 10 ドーズ分の高用量及び PBS 接種群の３群に分け、頚部

筋肉内に注射をして、10 週齢時に再注射を行い、臨床観察、体温測定、体重測定、血液

検査、剖検及び接種局所等について調べております。  

  概-161 ページの表２にございますように、一般臨床観察成績につきましては、注射後

６～24 時間目において食欲の消失。 

  概-162 ページに表３がございます。こちらについても体温の上昇が認められておりま

すが、これらにつきましては、１日目から２日目には回復しております。  

  注射局所につきましては、高用群では注射部位の硬結と発赤が５日目まで認められて

おりますが、常用量群では注射翌日には所見は認められておりません。剖検において臓

器等における異常は認められておりません。注射局所につきましては、常用量群の注射

後１週目で肉眼的にワクチンの残留等は確認されず、病理組織学的にも１週目にマクロ

ファージの浸潤等が認められた以外の所見は認められていませんので、使用制限期間に

ついては付いておりません。  

  安全性試験につきましては、概-166 ページからの成績もございます。これは先ほどと

違う点につきましては、接種間隔が先ほどは４週間隔だったんですけれども、これにつ

きましては接種間隔が２週間という試験内容になっておりまして、成績としては同じよ

うな内容となっております。  

  次に薬理試験です。概-174 ページ、本申請製剤の注射間隔は２週と４週という２つあ

りますが、これらの注射間隔について２週間、４週間、８週間でも差がなかったという

成績となります。  

  概-178 ページからが免疫の持続について調べております。これらにつきましては、２

回目注射後、12～16 週の間で持続するということで、豚の出荷時期までほぼカバーをす
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るということが確認されております。  

  次にここの薬理試験ですけれども、通常ならば抗原量の検討や攻撃試験などが行われ

るところではあるのですが、既承認の製剤と有効成分及び量が共に同じですので、効果

については有効抗体価で評価しております。  

  その有効抗体価につきましては、概-198 ページに有効性に関する考察ということで、

既承認の製剤の資料を基に、有効抗体価についての説明が記載されております。App に

つきましては、その隣の表１をご覧ください。既承認製剤の成績になりますが、既承認

製剤はワクチン用量を１対１から１対 20 の接種をした群についての抗体価が示されて

おります。抗体価につきましてはログ換算になっておりますので、対照群 2.0 未満とい

うのは ELISA 抗体価なのですが、ELISA 抗体価 100 倍未満ということになります。対照

群ではすべて 100 倍未満で、ワクチン群では 100 倍以上となっております。  

  概-200 ページの表２がございます。これらの群につきまして、App１型菌又は２型菌

で攻撃をしたところ、死亡のところですが、App１型菌は対照群で３分の２と死亡した

のに対して、Ⅰ型菌では１対 20 でも３分の１であった。また、肺病変のスコアにつき

ましては 4.0 が 3.0、あとは 3.3 と低下があり、App２型菌におきましても、死亡又は肺

病変のスコアが低くなっているという効果が確認されているということから、対照群は

100 倍未満というところを取りまして、100 倍以上あれば有効であろうということで、

App につきましては最小有効抗体価を 100 倍以上としております。  

  また、豚丹毒菌につきましては、概-201 ページの表３をご覧ください。血清型１型菌

で攻撃したときの抗体価と攻撃後の有効性の関係を示しております。調査項目が７項目

ございますが、左側に攻撃時の抗体価、一番右端にこれらの調査項目の有効項目数を示

しております。攻撃時の抗体価は 16 倍以上ですと、すべての項目で有効であったとい

うことです。  

  その次の表４につきましても、攻撃菌が血清型の２型の菌になりますが、こちらにつ

きましても 16 倍ですべての項目について有効と判定され、これらの成績より豚丹毒菌

の場合の有効抗体価は 16 倍としております。なお、これらの部分につきましては、生

物学的製剤調査会時の資料においては、文章の説明だけで具体的な成績が示されていな

かったことから、有効抗体価の根拠となる成績と説明を加えるように御指摘を受けまし

て、整備しております。  

  次に臨床試験になります。概-210 ページの表１をご覧ください。臨床試験は２か所の

農場で実施し、申請製剤接種群と陽性対照群１として、APP と ERY の各単味製剤を接種

したもの。陽性対照群２として、同種同効品であるピッグウィン-EA を接種したものを

設定しております。  

  判定基準につきましては、概-216 ページの（６）から記載がございます。有効性につ

きましては、臨床観察、抗体応答及び疾病流行時の肥育成績やと畜検査成績等で評価を

しております。臨床観察で判断をするのは、疾病の流行が認められたとき、発生の程度
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や死亡率が陽性対照群と比較して有意差がない場合は有効となり、発生が認められなけ

れば判定不能となります。  

  抗体応答につきましては、第２回注射後４週目に試験群の 70％で有効抗体価以上を示

せば有効で、無効とは４週以降、12 週まででいずれかの成分の抗体価が有効抗体価を下

回れば無効となります。また、途中疾病の流行があれば、抗体での有効性判定が不可能

となり、判定不能となります。  

  肥育成績及びと畜検査成績についても、肥育成績が陽性対照群より統計的に低ければ

無効、同等以上なら有効とし、と畜場での App による肺病変や豚丹毒菌の発生率につい

ても陽性対照群より統計的に高ければ無効、同等以下なら有効となります。安全性につ

きましては、臨床観察及び投与局所についてスコアを調べ、陽性対照群との有意差を確

認します。  

  まず有効性の評価についてですが、概-222 ページ、表５をご覧ください。ここに臨床

症状が記載されております。試験期間、App の流行を示す抗体上昇が確認され、食欲不

振や発咳などが認められたのですが、その臨床症状発現率は陽性対照群に比べて有意差

は認められていません。抗体価につきましても、２つの農場ともに有効の判定基準が満

たされております。  

  肥育成績やと畜検査成績における App による肺病変と App 分離については、概-227

ページの表８に結果がございますが、陽性対照群と App 菌分離成績、肺病変保有頭数に

つきましては陽性対照群と同じであり、有効と判定されました。なお、豚丹毒による枝

肉廃棄等はいずれの群もなかったことから、判定不能となっております。  

  安全性については、表９にございます。臨床症状としては、試験群で第１回投与後、

体温の上昇、呼吸異常が認められ、直ちに解熱鎮痛消炎剤を投与して、翌日には治癒し

たという事例が認められましたが、それ以外にワクチンに起因すると考えられるものに

ついては、局所反応も含めて、認められておりません。なお、○○○の○○農場の１頭

は臍ヘルニアの破裂によるものということです。 

  以上が臨床試験になりますが、まとめとして概-230 ページに表がございます。この中

で２の○○子豚農場の成績となりますが、有効性についてですけれども、判定不能とい

う記載がございます。成績のところを見ていただきますと、陽性対照薬の用法外使用に

よるという一文が入っております。実はこの農場では独自のプログラムでワクチン接種

間隔を最初の４週間ではなく２週間として接種していましたが、これは陽性対照群の用

法とは異なるものであったため、有効性の評価が一部できないと考えられ、判定不能と

いう記載となっております。しかしながら、両農場ともに抗体応答につきましては有効

と判断されましたので、有効性があると評価されるという考察となっております。  

  以上が本申請書の概要となります。 

  一番最初の審議経過票に戻ってください。一番下になりますが、本製剤は平成 23 年

５月 24 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た。調査会におい
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ては、先ほど概要の中で御説明させていただきましたが、資料番号 10.5 ポーシリス APP

＋ERY の豚丹毒及び APP に対する有効性に関する考察における APP 及び豚丹毒に対する

最小有効抗体価については、根拠となる成績を示した上で、その妥当性について説明す

ることを条件に了承されております。これをもって、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。  

○明石部会長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御説明について、御意見、御質問をお願いいたします。既承認

の製剤２種を混合して、新動物用配合剤として申請したものという御説明でしたが、い

かがでしょうか。特に御意見はございませんでしょうか。  

○濱岡委員 中身の話ではないので恐縮ですが、今、部会長もおっしゃったように、既承

認製剤を平たく言うと、混ぜたものなわけです。全般をぱっと見たときに気になるのは、

申請から今日に至るまでの時間が非常に長くかかっていますね。４年近くかかっている

わけですので。一般的な間隔としては、例えば用法として２週間間隔という一つの新し

い用法を追加されたりして、申請時の書類が違ったとか、いろいろなことがあるでしょ

うけれども、非常に長いというのが印象です。  

  今はより早くというニーズがあって、既承認の有効なものを新しい形にするという製

剤ですので、こういうものを例にして、できるだけ早くこういうものが承認に至るよう

なやり方というのでしょうか。一つのケーススタディーになるのではないかという気が

します。 

  ですから、メーカー側はより申請書を出す段階までに、科学的な合理性をもって用量・

用法とか有効性とかを証明できるようなものをちゃんとそろえて持ってこいとか、いろ

いろあると思います。非常に御苦労の跡がうかがえるんですけれども、より一層、こう

いうものがより早く申請できるような形になったらいいなと単純に思うものですから、

一言申し上げました。中身については、特に問題はないかと思っていますので、よろし

くお願いします。  

○明石部会長 事務局から何かコメントはありますか。  

○事務局 これにつきましては、濱岡委員のおっしゃるとおり、審査の中で資料の整備が

かなり時間がかかったという経緯がございます。臨床試験につきましても、ああいうト

ラブルがあったりて、また新たにデータを追加したりというようなこともございました

ので、こちらの指摘と申請者の対応にも時間がかかったということが実態です。  

  実際のところの中身としては、そんなに難しい内容ではないんですけれども、結果と

して、このようにかかってしまったので、出す際には申請者の方に十分注意という感じ

になるのでしょうけれども、出てきてからになってしまったので、このような時間がか

かったということです。  

○明石部会長 どうぞ。  

○事務局 今、説明いたしましたように、双方の対応に問題があると思うんです。資料が
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きちんと体系だってつくられていないと、後の対応も時間がかかるということでござい

ます。 

  実は１か月ほど前に一番難しい一般薬について、概要書をこう書いてくださいという

細かなガイドラインを作成いたしました。その代わりに添付資料でＡ４で書かれたもの

は、もう翻訳は不要という形にさせていただいて、申請者側もきちんと概要書をつくり、

添付資料を整備することによって、審査する側も適正に早く審査ができるようにすると

いうねらいでございます。  

  一般薬はそういうことで出しましたので、あとは抗菌剤、生物学的製剤、いつになる

かわかりませんが、年度内をめどにそういった概要書のガイドラインをつくるようにと

いうことで、今、作業中でございますので、そういったことを活用しながらスピーディ

ーに審査をしてまいりたいと思っています。  

○明石部会長 今の説明でよろしいでしょうか。なるべく早くというのは世の趨勢といい

ますか、要求だろうと思います。では、書類が雑でいいのかというと、そういうわけで

もないということで、この件については今おっしゃった事情があるということだと思い

ます。だんだん早くなってきているということは事実だろうと思いますので、これから

も事務局の方で正せる点があったら改正して、審査の迅速化をお諮りいただきたいと思

います。 

  ほかに御意見はございますでしょうか。どうぞ。  

○中込委員 私も別に意見を１枚述べさせていただきました。英文の技術的な訳のところ

が余りにもお粗末でして、学生がこんな答案を書いたら不合格にせざるを得ないという

ような用語の誤解釈が目立ったんです。さっきの濱岡先生の意見と同じように、申請書

を出す段階で、もう少しきちんと技術的な内容も整備していただくといいのではないか

ということで、重々注意をお願いしたいと思います。  

○明石部会長 これについては、事務局の方から追加で御説明をお願いします。  

○事務局 今、中込委員の方からも説明があったのですけれども、本日配布しました№９

の資料をお手元に御用意ください。委員の方からこの件につきまして、３点御指摘をい

ただております。  

  １点目、まず指摘回答 p74 にポーシリス APP-N「IV」が２回続けて記載されています。

どちらかポーシリス APP「IV」だと思いますということで、これにつきまして確認した

ところ、御指摘のとおり誤記でございましたので、修正いたします。併せまして、概要

の方も同じような記載がありました。添付資料の方にもありましたので、これについて

は記載を整備したいと考えております。  

  ２点目、今お話がありました製造販売承認申請書の 37 ページに別紙規格というもの

でポリミキシンＢ硫酸塩がございます。こちらにつきましては、液体クロマトグラフ法

の和訳が不備です。カラム名なし、静止相、流量率、反応時間、分解は誤訳であり、そ

れぞれ固定相、流速、保持時間、分離度が正解ですということで御指摘をいただきまし
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て、メーカーの方にも確認をしましたところ、やはり全体的に誤訳が多いところで、ほ

かのところも例えば、規格値が何％以下という以下の部分が抜けていたりとか、幅広い

部分で記載整備が必要というところで、整備させることを考えております。  

  次に３点目です。概要の p 概-8 に国内既存品との比較のページがございますが、保管

上の注意に直射日光又は凍結とありますが、ほかの医薬品に記載されている加温による

影響は記載しなくてよいかということです。これにつきましても確認をしましたところ、

やはり加温については必要だということで、記載したいという意向を確認しております

ので、こちらについても整備をしたいと考えております。  

  以上です。  

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

  今、誤記ないし資料の整備について、整備をしたいという事務局の回答があったわけ

ですけれども、これは後ほど承認かどうかを決めるときに、附帯事項ということで付け

たいと思います。  

  ほかに本製剤について、何か御質問、御意見はございませんでしょうか。  

○尾崎委員 概要の概-201 ページの表３の※４で、抗体価の差が１管以上とあります。１

管は何か専門用語なのでしょうか。  

○野上委員 管は試験管のことで、試験管を用いて検体を段階希釈することがあり、抗体

価の差の単位に管を用いることがあります。 

○明石部会長 事務局、追加はありますか。  

○事務局 希釈の１管分、１希釈分ということです。  

○明石部会長 野上委員から御説明があったように、微生物学で結構使うようです。  

  ほかはよろしいですか。それでは、御意見がないようですが、承認でよろしいでしょ

うか。 

（「はい」と声あり）  

○明石部会長 では、承認としたいと思いますけれども、先ほどの中込委員の御意見もあ

りましたので、全般的に誤記の修正をお願いするということを条件にして、承認とした

いと思います。  

○事務局 ありがとうございます。  

  それでは、御指摘をいただいた部分についての誤記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、再審査期間は新動物用配合剤ということで、

６年間といたします。  

 

   ② “京都微研„  牛異常産－５（株式会社 微生物化学研究所）  

 

○明石部会長 それでは、２番目の“京都微研„  牛異常産－５につきまして、同じく動物

用生物学的製剤調査会の池田委員、よろしくお願いします。  
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○池田委員 “京都微研„  牛異常産－５は、株式会社 微生物化学研究所から製造販売、

承認申請されたアカバネウイルス、カスバウイルス、アイノアイルス、イバラキウイル

ス、ピートンウイルスの５つの不活化抗原を有効成分とする牛用のワクチンです。  

  本製剤は平成 23 年５月 24 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、部会に上程されるものです。なお、再審議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。 

○事務局 それでは、１ページを開いていただきまして、審議経過票をお願いいたします。  

  審議経過票項番号４「成分及び分量」ですが、本剤は培養細胞で培養した５つのウイ

ルス、アカバネウイルス E-24TC 株、カスバウイルス K-47TC 株、アイノウイルス

JaNAr28TC 株、イバラキウイルス IA-1TC 株、ピートンウイルス NS/3TC 株を主成分とす

る牛用の不活化ワクチンです。  

  アジュバントといたしまして、水酸化アルミニウムゲル液が使われ、保存剤としてホ

ルマリンを使用しております。  

  項番号５「用法及び用量」とありますが、牛の筋肉内に２mL ずつ、約１か月間隔で

２回注射となっております。  

  項番号６「効能又は効果」は、牛のアカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染

症、イバラキウイルス及びピートンウイルスの感染による異常産の予防とされておりま

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-9 ページをお願いいた

します。表 1.1-9「“京都微研„  牛異常産３種混合ワクチンとの比較表」をご覧ください。

左から申請製剤、その隣に既承認製剤の牛異常産３種混合不活化ワクチンが並んでおり

ます。 

  成分及び分量の主剤の欄をご覧ください。既承認の３種混合ワクチンはアカバネ、カ

スバウイルス、アイノウイルスを含みますが、申請製剤はこれにイバラキウイルスとピ

ートンウイルスを加えた製剤となっております。 

  申請製剤の特徴といたしましては、アカバネウイルスをご覧ください。アカバネウイ

ルスについては３種混合ワクチンでは OBE-1 株でありましたが、今回の申請製剤ではよ

り交差性の広い E-24TC 株を使用しております。 

  カスバウイルス、アイノウイルスにつきましては、３種混合ワクチンと同じ株となっ

ております。  

  イバラキウイルスにつきましては、国内では既承認製剤がありますが、それらは咽喉

頭麻痺や発熱等の症状の予防を目的としたものでして、今回は異常産の予防を目的とし

たワクチンは、国内では初めてになります。また、製造用株 IA-1TC 株は既承認製剤とは

別の株になります。  

  最後のピートンウイルスですが、ピートンウイルスの感染による異常産の予防を目的
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としたワクチンもこれが初めてのものになります。  

  アジュバントといたしましては、３種混合ワクチンはリン酸アルミニウムであったの

に対して、申請製剤は水酸化アルミニウムを用いております。  

  続きまして、今回、新規性のあるアカバネとイバラキとピートンについての検討内容

をウイルスごとに御説明いたします。  

  まず、アカバネウイルスです。概-18 ページはアカバネウイルスの抗原性状に関する

試験成績でございます。概-18 ページの表 2.1.1.3.1「アカバネウイルス株間の交差中和

試験」をご覧ください。左側に中和用ウイルス、上段にモルモットで作成いたしました

免疫血清を並べた中和試験成績となっております。  

  中和用ウイルスといたしまして、一番上の JaGAr39 株はアカバネウイルスのプロトタ

イプ、OBE-1 株は既承認ワクチンのワクチン株、E-24 は今回の申請製剤、Iriki は上の２

つの JaGAr と OBE-1 と遺伝子性状が異なると言われている株になります。中和抗体価で

すが、申請製剤の E-24TC 株で免疫した血清は、ほかと比べてより広い交差性を示すこ

とが示されております。  

  概-108 ページ、アカバネウイルス抗原の設定に関する資料となっております。第１パ

ラグラフの２行目後半にありますように、既承認製剤であります“京都微研„  牛異常産

３種混合不活化ワクチンと同等以上の有効性、すなわちアカバネウイルス JaGAr39 株に

対して中和抗体価を２倍以上保持させるために要する製造用株の E-24TC 株の免疫量を

検討しております。  

  本ページの上の表「注射材料Ａ～Ｃ」をご覧ください。注射材料は不活化前ウイルス

含有量 106.50TCID50 から 105.50 までを用いております。  

  下の表「注射材料の投与（割り付け）」をご覧ください。３～６か月齢のホルスタイン

種を各群２頭ずつ用い、用法・用量に従って注射いたしまして、その２週間後に製造用

株とのホモ株で攻撃をして、観察を行っております。  

  概-109 ページの表 10.2.1.1「攻撃後の臨床症状」をご覧ください。対照群である牛番

号７と８では、白血球減少やウイルス血症が認められておりますが、免疫された牛番号

１～６では異常は認められておりません。 

  概-110 ページの表 10.2.1.2「抗体応答」をご覧ください。中和試験は製造用株である

E-24TC 株と JaGAr39 株を中和用ウイルスとして用いております。既承認製剤である“京

都微研„  牛異常産３種混合不活化ワクチンの有効性の評価指標は、JaGAr39 に対して中

和抗体価は２倍以上となっておりますが、今回の結果では一番右側にありますように、

牛番号１～４でその基準の２倍以上となっております。  

  この結果から、ワクチン中に含む E-24TC 株抗原量の下限値を 106.0TCID50 と結論づけ

ております。なお、中和抗体価の下限値は E-24TC 株を中和試験用ウイルスとした場合、

中和抗体価４倍以上としております。  

  続きまして、イバラキウイルスの検討内容を御説明いたします。  
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  概-26 ページ、表 2.1.4.3「イバラキウイルス株間の交差中和試験」をご覧ください。

左側に中和用ウイルス、上段にモルモットで作成した免疫血清を並べた中和試験成績と

なっております。中和試験用ウイルスのうち、一番上の№２は既承認ワクチン株、Y87061

株は 1987 年に分離された株です。これら２つの株は共に成牛で咽喉頭麻痺や発熱を起

こす従来から知られた株となっております。IA-1 株から IA-4 株までは 1997 年に分離さ

れた株でして、IA-1 株は本申請製剤の製造用株になります。中和抗体価ですが、申請製

剤の IA-1 株で免疫した血清はほかと比べて、より広い交差性を有することが示されてお

ります。 

  概-111 ページは、イバラキウイルス抗原量の設定に関する資料となっております。こ

ちらも先ほどのアカバネと同様、抗原濃度を振り、用法・用量に従い免疫し、ホモ株で

攻撃をしております。  

  概-112 ページの表 10.2.4.1「攻撃後の臨床症状」をご覧ください。対照群である牛番

号７と８及び低用量群の牛番号５と６では、ウイルス血症等が認められておりますが、

牛番号１～４では異常は認められておりません。 

  概-113 ページの表 10.2.4.2「抗体応答」をご覧ください。中和試験は製造用株である

ホモ株を中和用ウイルスとしております。今回の結果では一番右端にありますように、

牛番号１～４で２倍以上となっております。この結果から、ワクチン中に含む IA-1TC

株抗原量の下限値を 107.0TCID50 と結論づけております。なお、中和抗体価の加減値は２

倍としております。  

  概-114 ページの表 10.2.4.3「妊娠牛における攻撃後の臨床症状」をご覧ください。こ

ちらは先ほど確認された最小有効抗原量のイバラキウイルス抗原で免疫された妊娠牛１

頭と未接種の妊娠牛１頭を用いた攻撃試験の成績になります。牛番号１が免疫した牛、

２がコントロールです。免疫した牛では臨床症状等が抑えられております。表 10.2.4.4

「攻撃後の胎子の臨床観察及びウイルス分離成績」では、免疫された牛からはウイルス

は分離されておりません。  

  ピートンウイルスの検討内容を御説明いたします。  

  概-33 ページの表 2.1.5.3.1「ピートンウイルスとアカバネウイルス、アイノウイルス

間の交差中和試験」をご覧ください。左側に中和試験用のウイルス、上段にモルモット

で作成した免疫血清を並べた中和試験成績となっております。中和試験用のウイルスの

うち、PEAV NS/3TC 株は申請製剤の株。PEAV KSB-1/P/06 株は 2006 年に分離されたピ

ートンウイルス。AKAV はピートンウイルスと同じブニヤウイルス属に属するアカバネ

ウイルスのワクチン株。AINOV は同じブニヤウイルス化に属するアイノウイルスのワク

チン株になります。中和抗体価ですが、申請製剤 PEAV NS/3TC 株で免疫した血清は、ピ

ートンウイルスのみに反応して、アカバネウイルス、アイノウイルスで免疫した血清も

それぞれホモの反応のみが認められており、交差性がないことが示されております。  

  概-117 ページ、ピートンウイルス抗原量の設定に関する資料です。先ほどと同様、抗
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原濃度を振り、用法・用量に従い免疫し、ホモ株で攻撃しております。  

  概-118 ページの表 10.2.5.1「攻撃後の臨床症状」をご覧ください。対照群である７と

８及び低用量群の５と６では、○○○○○○○が認められておりますが、牛番号１～４

では異常は認められておりません。  

  概-119 ページの表 10.2.5.2.2「抗体応答」をご覧ください。中和試験は製造用株であ

る NS/3TC 株を中和用ウイルスとして用いております。今回の結果では中央の成績にな

りますが、攻撃時の抗体価は牛番号１～５で２倍以上となっております。これらの結果

から、ワクチン中に含む NS/3TC 株抗原量の下限値を 107.0TCID50 と結論づけております。

なお、中和抗体価の下限値は８倍としております。  

  概-100 ページ、妊娠牛における安全性試験です。このページの下の表「試験動物の割

付」をご覧ください。本試験では妊娠牛２～４か月齢のホルスタインを各群３頭ずつ用

い、未処置群１頭当たり２mL を接種する常用量群、１頭当たり 20mL を接種する 10 倍

用量群を持ちました。  

  ワクチンプログラムといたしましては、上の表になります。こちらは妊娠４か月齢の

牛のプログラム例ですが、妊娠４か月に１回目、その１か月後に２回目、その２か月後

に３回目を注射しております。調査項目といたしましては、臨床観察、飼料摂取率、血

液学的検査等を行い、分娩後 28 日目に剖検及び病理学的検査を行っております。分娩

産子についても出生後 28 日まで観察を行っています。  

  その結果になりますが、評価等はございませんが、母牛、申請子牛、共に臨床的に問

題となるような異常は認められておりません。  

  概-103 ページ、子牛における安全性です。先ほどは妊娠牛でした。概-103 ページの下

の表「試験動物の割付」をご覧ください。本試験では３か月齢のホルスタインを各群３

頭ずつ用い、未処置の対照群、常用量群、10 倍用量群を用いました。ワクチンプログラ

ムとしては、上の表になります。３か月齢に１回目を右臀部、その後１か月間隔で２回

目を左臀部、３回目を右頚部、４回目を左頚部、５回目を右頚部、６回目を左頚部に注

射しております。調査項目としては、臨床観察、飼料効率、血液学的検査等を行い、注

射６回目の１か月後に剖検及び病理学的検査を行いました。その結果ですが、こちらも

表等はございませんが、臨床的に問題となるような異常は認められておりません。  

  注射部位のアジュバントの消長ですが、観察期間が最も短い注射後 28 日目に当たる

６回目の注射部位においても、本ワクチン由来と思われる異物は確認されておりません。

また、常用群で１回目注射後に一過性の腫脹及び硬結が認められたことから、この局所

反応の可能性については使用上の注意で喚起することとしております。  

  続きまして、臨床試験ですが、概-127 ページの表 14-1-4「症例１～３の合計」をご覧

ください。試験群として申請製剤を接種した 70 頭、無接種対照群を 14 頭、対照群とし

て同社の３種混合ワクチンを接種したものを 12 頭用いております。  

  概-129 ページ「③ 有効性の評価方法及びその基準」が記載されております。評価方



18 

法ですが、当該疾病の流行の有無によって評価基準を規定していますが、結果といたし

ましては流行がありませんでしたので、流行がなかった場合を説明いたします。  

  概-129 ページの中段少し下に「抗体応答」とございますが、こちらは当該疾病の流行

が認められない農場にあっては、抗体応答で評価することとし、条件アとして、被験薬

投与時の中和抗体価がアカバネウイルス、アイノウイルスでは４倍未満、カスバウイル

スでは 32 倍、イバラキウイルスでは２倍、ピートンウイルスでは８倍未満のとき、投

与時それらの抗体価を上回った場合、有効とするとされております。なお、これらの抗

体価の数値は、薬理試験で設定した数値となっております。  

  条件イといたしまして、被験薬投与時の抗体価がアで示した抗体価以上の場合、被験

投薬時以上の抗体価を示した場合は有効とするとしております。  

  概-130 ページ「④ 安全性の評価方法及びその基準」が記載されております。「臨床

観察」として、ア、被験薬の投与後 14 日間、元気、食欲、呼吸器及び消化器症状等の

臨床上の異常の有無を毎日観察し、試験群において、一過性の元気あるいは食欲の低下

といった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。  

  イ、試験群の臨床的異常の発現率は、陰性対照群と比較して差を認めないこと。  

  「注射局所の観察」として、試験群において、注射局所の一過性の腫脹あるいは熱感

といった軽度の局所反応以外の、被験薬に起因する局所反応を認めないことと規定され

ております。  

  概-130 ページの下の方に「14.3 成績」といたしまして「① 有効性に関する成績及び

考察」がございます。今回、当該疾病の流行は認められなかったことから、抗体応答に

よる有効性の評価を行っておりますが、その抗体応答につきましては６か月後で 95.5～

100％、９か月後で 63.5～95.5％程度の割合で有効抗体価を保持することが示されてお

ります。 

  分娩後において死流産等の異常を示した牛が５頭おりましたが、これらからはウイル

ス分離及び中和抗体価の結果から、対象ウイルスに起因している症例とは判断されてお

りません。安全性に関しましても、臨床上、被験薬に起因すると考えられる異常は認め

られておりませんでした。  

  審議経過票の項番号７をご覧ください。本申請につきましては、平成 23 年５月 24 日

の動物用生物学的製剤調査会で御審議いただきまして、附帯事項を条件に本日上程され

るものでございます。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品として６年とさ

れております。  

  その附帯事項について御説明いたします。資料番号 10.2.5 ピートンウイルスの感染防

御試験に必要な抗原量に関する資料において、攻撃試験後、抗体価の成績等を追加し、

攻撃後のウイルス血症の有無に関する成績の妥当性を補足説明すること。また、ピート

ンウイルス感染において、妊娠牛でウイルス血症を示さないことが異常産の予防効果を

示すと判断する理由にいて説明すること。  
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  これらの指摘は今回ピートンウイルスの感染による異常産の予防効果を○○○に○○

○○○が示されなかったことから、○○○の○○○○○○を示していない成績の妥当性

と、そのことが○○○に異常産の予防を示す説明を求めたものでございます。これに対

しまして、申請者は次のように対応しております。  

  概-119 ページに先ほど説明いたしました表 10.2.5.2.2「抗体応答」ですが、調査会時

には攻撃時までの成績しかありませんでしたが、今回、攻撃２週間後の成績を追加して

おります。この結果により、攻撃時に○○○が○○○○であった牛では、攻撃２週間後、

抗体の上昇は認められておらず、感染防御が成立し、○○○○○○も○○されたものと

考察しております。  

  概-115 ページ、こちらは○○○○○○の○○を調べた試験方法の妥当性について、説

明したものです。今回、○○○○○○の○○を RT-PCR で確認しておりますが、この

RT-PCR 法の妥当性を検討した試験成績が新たに追加されております。表 10.2.5.1

「HmLu-1 細胞を用いたピートンウイルス NS/3TC 株の分離成績」。こちらではウイルス

希釈倍率 105.0 までウイルスが分離されております。 

  図 10.2.5.1「RT-PCR 法によるピートンウイルスの電気泳動結果」では、同じくウイル

ス希釈倍率を 105.0 まで PCR 産物が検出されております。このことから申請者は RT-PCR

工程中の希釈を考慮すると、RT-PCR 法は有用なウイルス検出法であると判断をしており

ます。 

  最後に○○○○○○の○○が○○○における○○○の○○につながると判断をした理

由について、御説明をいたします。  

  概-118 ページの上部にフロー図がございます。こちらはピートンウイルスの体内動態

を示したものです。  

  「①吸血昆虫の吸血行動によりウイルスが母獣体内に侵入」。 

  「②吸血部位あるいはその近縁でウイルスが一時的に増殖」。 

  「③増殖箇所より、○○○○○○○○○○が誘導」。 

  「④○○や○○○○○の働きによりウイルスが体内に拡散」。 

  「⑤その一部のウイルスが胎盤に到達すると、胎盤を構成する層（栄養膜細胞など）

で盛んに増殖」。 

  「⑥胎盤で増殖したウイルスの一部が胎盤を通過し、胎子に感染」。 

  「⑦ウイルスは胎子が免疫抵抗性（抗体産生開始）を有するまで増殖を続け、非化膿

性病変を形成」としております。  

  このようなことから、○○○○○○が○○された場合は、異常産の予防においても有

効であると考察しております。  

  以上、申請者の調査会附帯事項に対する対応です。  

  最後に、事前に中込委員から御意見をいただいておりますので、御紹介いたします。

当日配布資料黒の№９の上から４番目をご覧ください。  
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  製造販売承認申請書 p18、別紙規格１水酸化アルミニウムゲル液の規格及び検査方法、

とありますが、検査方法はどこに記載されていますかという御質問です。このことにつ

いて申請者に確認をいたしましたところ、検査方法は欧州薬局方を準用した試験法を採

用しており、その内容を追記することで対応したいとの回答を得ております。  

  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。  

○明石部会長 ありがとうございました。  

  それでは、ただいまの御説明について、御質問、御意見をお願いします。既に同社が

持っておられるアカバネウイルス、アイノウイルス、カスバウイルスの３種類のウイル

ス感染による牛異常産に対する予防にプラスして、イバラキウイルス及びピートンウイ

ルスの感染症による牛異常産の予防を追加したというものですが、いかがですか。  

○赤堀委員 概要書の概-103 ページになります。子牛における安全性試験ですが、３か月

齢から始まりまして、毎月１回、６回ワクチン接種をして安全性を見ているということ

ですけれども、この安全性試験のプロトコールの意義はどう考えればよろしいでしょう

か。こういう接種の仕方をしないと、子牛に対する安全性が確認できないということで

しょうか。  

○事務局 こちらに関しましては、恐らくアジュバントの残留を見るという観点から、注

射部位を変えまして、それぞれ毎月のように打ちますと、終わりから見ますと、例えば

６回目ですと注射後１か月後、５回目ですと注射後２か月間の局所の残留性を見ること

ができますことから、こういった安全性試験の確認をしているものと思われます。  

○赤堀委員 それは一般的なんでしょうか。本来なら小さな動物ですと、一頭一頭使って

ワクチン接種経過後の反応を見ていきたいということですが、牛ですので一頭一頭使う

のは大変だから、１頭で全部やってしまうという形で、こういう安全性試験になったと

理解してよろしいでしょうか。  

○事務局 先生のおっしゃられたように、牛では頭数がなかなか使えないということで、

注射部位を変えることによって頭数を減らすことにしているものと思われます。  

○明石部会長 よろしいですか。安全性を見るのと同時に、残留についても検査をしたと

いうことで、２つの試験が一緒になっているために、少し煩雑な打ち方をしているとい

うことです。  

  ほかはございませんでしょうか。どうぞ。  

○濱岡委員 ２点お伺いしたいです。まずイバラキウイルスですが、イバラキウイルスの

異常産予防が今回初めてだという話でしたけれども、この製剤で咽喉頭麻痺、いわゆる

イバラキ病というものに対する効果は期待できるかできないか、明確なのかということ。 

  もう一点は、調査会で問題になった、異常産の予防を効能・効果に掲げておられるわ

けですけれども、○○○○○○を○○○○○○○するということで、今の考察の説明も

あったわけです。常識的にその説明はなるほどということで納得はできるわけですが、

あえて感染防御とかいう割と直接的な効能・効果にせずに、その考察をもって異常産の



21 

予防という割と具体的な効能・効果を掲げて承認するということの是非といいましょう

か。調査会で附帯事項が付いているので議論があったんだと思いますが、○○○に○○

○の○○を証明できる試験系がなかなか難しいというのは重々理解をしていますけれど

も、今回の説明でもって、あえて異常産の予防ということを掲げていることの是非。仮

に調査会で議論があったのだったら、その辺のことを御紹介いただければと思います。 

○明石部会長 事務局、よろしくお願いします。 

○事務局 まず１つ目の御質問ですが、イバラキ病の咽喉頭麻痺等の従来からの症状の予

防効果を期待できるかどうかという御質問ですが、今回はそういったデータは示されて

おりませんので、効能・効果の方も異常産に限定して付けさせております。ですので、

効くか効かないかは明言をすることはできないと思います。  

  ２つ目の御質問ですが、委員のおっしゃられたように、○○○に○○○○を示したデ

ータが示されていないことが調査会でも議論になりました。ただ、やはり○○○○○○

の○○さえすれば、恐らく異常産は起こらないだろうという話もありまして、追加のデ

ータをもって考察をさせたところでございます。 

○明石部会長 多少歯切れの悪い回答ですが、濱岡委員、よろしいですか。異常産関連ウ

イルスは先ほど御説明をいただいたように、まず○○○○○○をもって○○に○○して、

胎盤から胎児へ行くことが既にわかっておりますので、その○○○○○○を○○すれば、

胎児に対する影響も予防できるだろうという考察ということですが、ほかはよろしいで

しょうか。どうぞ。  

○廣野委員 追加で出されたという実験の概-115 ページです。言葉の問題ですけれども、

「RT-PCR によるウイルス回収」という言葉が出てくるんですが、RT-PCR でウイルスは

回収できないと思いますが、この言葉遣いでよろしいですか。 

○事務局 ここに関しては、用語を修正させるように指導いたしまして、RT-PCR による

RNA の検出とか PCR 産物の検出とかといった適切な言葉に変えさせたいと思います。  

○廣野委員 あともう一つ、この実験でお聞きしたいんです。牛の血液をサンプルとして

CPE を見るのと RT-PCR で見ていますけれども、牛の血液の検体を使うと CPE だけを見

ても、その目的のウイルスが増殖して CPE が出ているのか、もしかしたら違うウイルス

がこの細胞に感染しているのかはわからないと思うので、この２つの実験を比較する意

味があるのかなという気がしたんですけれども、いかがでしょうか。  

○明石部会長 事務局、いかがですか。  

○廣野委員 試験管で培養したウイルスで、その検出感度を比較したという実験だったら

わかるんですけれども、この説明に「牛のヘパリン加血液を希釈し」ということは、生

体の牛を使って採血したというわけではないですか。  

○事務局 希釈液といたしまして、血液を使ったという事になります。  

○明石部会長 よろしいですか。ほかにございますか。特にないようでしたら、承認とい

うことでよろしいでしょうか。  
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（「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。 

 

 （２）動物用生物学的製剤規準の一部改正について  

   ＜動物用生物学的製剤調査会＞  

   ＜水産用医薬品調査会＞  

 

○明石部会長 それでは、次に審議事項の「（２）動物用生物学的製剤基準の一部改正につ

いて」。この説明を事務局の方でお願いします。 

○事務局 それでは、事前に送付しました、赤の№３の資料をお手元に御用意ください。

動物用生物学的製剤の一部改正の内容ですが、製剤のシードロット化に伴い、シード製

剤の各条を新たに追加するものが３製剤。また、既にある基準の各条の一部を改正する

ものが３製剤ございます。  

  シードロット化に伴う一部改正でございますが、既にあるノンシードの製剤基準の内

容に、新たにシードの規格等が追加されるものとなります。製剤のシードロット化によ

り新たに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

されているものとなります。  

  １ページ「牛 RS ウイルス感染症生ワクチン（シード）」でございます。  

  「１定義」でありますが、本製剤はシードロット規格に適合した弱毒牛 RS ウイルス

を同規格に適合した株化細胞で増殖させて得たウイルス液を凍結乾燥したワクチンでご

ざいます。  

  製造用株については、2.1.3 にマスターシードウイルスについて、作製方法、最高継代

数が５代以内であること。保存方法等が規定され、2.1.4 でワーキングシードウイルス、

2.1.5 でプロダクションシードウイルスにおいて、増殖及び保存が規定されております。 

  また「2.2 製造用材料」として、製造に用いる細胞としては、ハムスター胚由来培養

細胞でして、マスターセルシードについては 2.2.3 に作製保存及び継代数が規定され、

2.2.4 ではワーキングセルシード、2.2.5 ではプロダクションセルシードについて記載さ

れております。  

  ２ページ、3.1.1 からマスターシードウイルスの試験について規定されております。試

験項目につきましては、製剤基準のシードロット規格に基づき、3.1.1.1 から同定試験、

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、対象動物を用いた安全

性確認試験、病原性復帰確認試験が規定されております。  

  なお、外来性ウイルス否定試験の 3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験としては、接種対象

動物の牛及び製造用細胞の動物種のげっ歯類より、3.1.1.4.2.1 にリンパ球性脈絡髄膜炎



23 

ウイルス及びブルータングウイルスが、次の個別ウイルス否定試験につきましては牛ウ

イルス性下痢粘膜病ウイルス、ロタウイルス、牛白血病ウイルス、日本脳炎ウイルス及

び狂犬病ウイルスが対象に規定されております。ワーキングシードウイルス及びプロダ

クションシードウイルスについては、無菌試験及びマイコプラズマ否定試験が設定され

ております。マスターセルシードの試験としては、3.2.1 から培養性状試験、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。  

  ワーキングセルシード及びプロダクションセルシードにつきましては、無菌試験とマ

イコプラズマ否定試験が設定されております。その他の部分につきましては、小分製品

の試験で迷入ウイルス否定試験が削除された以外は、既存のノンシードの製剤の基準と

同じとなっております。  

  ７ページ「牛流行熱（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）」でございます。  

  定義としては、シードロット規格に適合した牛流行熱ウイルスを同規格に適合した株

化細胞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。  

  こちらも製造用株につきましては、2.1.3、2.1.4、2.1.5 に各シードウイルスについて

作製、継代数等が規定されています。  

  2.2 製造用の細胞としましては、HmLu 細胞を用いるものですが、2.2.3、2.2.4 及び 2.2.5

に各セルシードの増殖や保存について記載されております。  

  3.1 から製造用株の試験が規定されておりまして、マスターシードウイルスの試験と

しては、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

定されております。外来性ウイルス否定試験の 3.1.1.4.2 特定ウイルス否定試験としまし

ては、接種対象動物の牛及び製造用細胞の動物種のげっ歯類より、3.1.1.4.2.1 でリンパ

球性脈絡髄膜炎ウイルス、牛 RS ウイルス及びブルータングウイルスが、次の個別ウイ

ルス否定試験では牛ウイルス性下痢粘膜病ウイルス、ロタウイルス、牛白血病ウイルス、

日本脳炎ウイルス及び狂犬病ウイルスが対象に規定されております。  

  マスターセルシードの試験としましては、3.2.1 から培養性状試験、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。ワーキングセルシード及びプロダク

ションセルシードについては、無菌試験とマイコプラズマ否定試験が設定されます。そ

のほかの部分につきましては、ノンシードの製剤の基準と同じとなっております。  

  13 ページ「豚ボルデテラ感染症不活化・パスツレラ・ムルトシダトキソイド混合（ア

ジュバント加）ワクチン（シード）」の基準でございます。  

  定義としては、シードロット規格に適合したポルデテラ・ブロンキセプチカの培養菌

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もの及び同規格に適合したパ

スツレラ・ムルトシダの培養菌体より得た皮膚壊死毒素を部分精製した後、不活化し、
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アルミニウムゲルアジュバントを添加したものを混合したワクチンです。  

  2.1 の製造用株として、2.1.1.3 にマスターシード菌について、作製、保存及び最高継

代数が 10 代ということが規定されております。 

  2.1.1.4 にワーキングシード菌、2.1.1.5 にプロダクションシード菌について増殖継代数

等が記載されています。これらのシード菌の試験については、15 ページの 3.1 にござい

ます。マスターシード菌の試験としては、同定試験と夾雑菌否定試験。ワーキングシー

ド菌及びプロダクションシード菌の試験としては、夾雑菌否定試験が規定されています。

そのほかの部分につきましては、既存のノンシードの基準と同じとなります。  

  以上がシードロット製剤に関する基準となります。  

  続きまして、24 ページからが既にある製剤基準の各条の一部を改正するものでありま

す。 

  24 ページ「マイプラズマ・ハイオニューモニエ感染症（カルボキシビニルポリマーア

ジュバント加）不活化ワクチン」がございます。 

  33 ページ、新旧対照表となっております。右側が現行で左側が改正案になります。本

改正は本基準と類似の製剤の承認申請がございまして、申請製剤につきましては事務局

で審査を進め、承認に向けて作業をしておりますが、製法や品質検査の試験が先発品と

異なる点がございましたので、基準の一部を改正するものでございます。  

  具体的には「２製法」では濃縮の過程が入ったり、3.2.2 の抗原量定量試験、3.2.3 の

不活化試験、3.3.8 の力価試験が先発品と申請製剤で異なるので書き分けるといった改正

となっております。  

  残りの２製剤は、いずれもイリドウイルス病に関するワクチンとなります。これらの

変更点ですが、44 ページをご覧ください。もう一製剤につきましては、一番最後のペー

ジに新旧対照表がございますが、変更部分につきましては、製剤名の「イリドウイルス

感染症」を「イリドウイルス病」に変更するというものです。  

  本改正の背景ですけれども、新たにイリドウイルス成分を含むワクチンが承認申請さ

れまして、その効能・効果には既承認ワクチンの記載であるイリドウイルス感染症と異

なり、イリドウイルス病と記載されておりました。同じ対象疾病ですが、製剤により名

称が異なることは望ましくないため、病名を統一することを検討したところ、このイリ

ドウイルス病につきましては、90 年代初めではイリドウイルス感染症が使用されており

ましたが、90 年代後半からイリドウイルス病が使われ初め、2004 年の魚病学会や OIE

マニュアルでは、マダイイリドウイルス病と記載されております。  

  ただ、対象魚種にブリ等もございますので、ブリに対するマダイイリドウイルス病と

いうのもわかりづらいという点もございます。そで本名称の変更につきまして、平成 23

年６月２日に開催されました水産用医薬品調査会において御相談をしまして、現状のイ

リドウイルス感染症からイリドウイルス病に変更するということで御了承をいただきま

した。それを受けての改正となります。  
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  以上が動物用生物学的製剤基準の一部改正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。  

○明石部会長 ありがとうございました。 

  ただいまシードロット化に伴う各条の追加と製剤基準の一部改正を両方続けて御説明

をいただきました。ただいまの御説明について、御意見、御質問はございますでしょう

か。よろしいでしょうか。どうぞ。  

○赤堀委員 確認させていただきたいんですけれども、21 ページの付記７の因子血清のと

ころです。ウサギが「兎」と漢字で書かれておりまして、そのほかは片仮名になってい

るんですが、これはこれでよろしいでしょうか。 

○事務局 恐らく基準の中で統一されていると思いますので、確認して修正したいと思い

ます。 

  あと一点、調査会のときに申し忘れましたが、付記８にラウリル硫酸ナトリウムと SDS

と略すならば、ドデシルではないかと言われておりまして、それを修正するのも忘れて

おりました。こちらも記載整備させていただきます。  

○明石部会長 ということだそうです。ほかに御質問等はございますでしょうか。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。若干整備をさせていただきまして、薬事分科会に報告

させていただきます。  

○明石部会長 事務局、休みを取りますか。それとも、このままでよろしいですか。あと

どのくらいの時間を予定されていますか。  

○事務局 時間は十分ございますので、お休み時間を取っていただいて結構でございます。 

○明石部会長 そうしたら、10 分休憩を入れたと思います。この時計で 55 分まで休憩と

いうことにしたいと思います。  

 

（休  憩） 

 

 （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  

    ＜動物用医薬品残留問題調査会＞  

 

○明石部会長 それでは、議事を進めたいと思います。  

  審議事項「（３）動物用医薬品の使用の規制に関する症例の一部改正について」。これ

について、事務局の方から御説明をよろしくお願いします。  

○事務局 先ほどの一番冒頭で当日配布資料の№６ということで、競合品目及び競合企業

の資料作成関与委員についてというものを配らせていただきましたが、こちらの方から、
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これから御審議いただく審議事項（３）の使用規制省令に関する省令の一部改正につい

て、この改正により影響を受ける競合企業の御説明をさせていただくのを事務局の方で

失念しておりまして、こちらの方は追加で説明をただいまさせていただこうと思います。 

  先ほど１枚紙を追加でお配りさせていただきましたもので、省令改正により影響を受

ける企業リストということで、動物用医薬品の使用の規制に関する省令の改正について、

影響を受ける企業ということで企業が３つ、株式会社インターベット、ナガセ医薬品株

式会社、あすか製薬株式会社を挙げてございます。  

  こちらの方は選定した理由としたしましては、企業１は今回改正を行う要請を行った

企業であること。企業２及び３はクロプロステノールナトリウム塩を有効成分とする注

射剤の中から売上高を基に選定したということで、挙げさせていただきました。  

  こちらの企業に関しまして、作成関与をされていらっしゃる委員もいらっしゃいませ

んでしたので、ここで追加で御説明を差し上げます。申し訳ございませんでした。 

○明石部会長 それでは、続いて御説明をお願いできますか。  

○事務局 それでは、事前に配布させていただきました赤の№４－１及び№４－２とシー

ルの付いた資料を御用意ください。４－２は１枚紙となっております。  

  №４－１の表紙の審議経過票をご覧ください。本要請書は株式会社インターベットよ

り平成 22 年６月 11 日付けで提出されましたクロプロステノール又はそのナトリウム塩

を有効成分とする注射剤の使用規制省令の一部改正の要請書でございます。  

 成分及び分量は、１mL 中、クロプロステノールナトリウムをクロプロステノールとし

て 0.250mg 含有する注射剤となっております。 

  用法及び用量は、牛１頭当たり下記の量を筋肉内に注射する。牛の性周期の同調の場

合は２mL を 11 日間隔で２回投与する。なお、排卵後５～16 日の黄体期にある牛に対

しては、２mL を１回投与するとなっております。牛の黄体退行遅延に基づく卵巣疾患

の治療については、２mL を１回投与するとなっております。  

  効能・効果につきましては、牛の性周期の同調、黄体退行遅延に基づく卵巣疾患の治

療となっております。  

  現在、当該有効成分の牛に対する使用禁止期間は食用に供するため、と殺する前７日

間又は食用に供するために搾乳する前 12 時間となっていますが、乳に関する使用禁止

期間の削除を要請しています。本件は平成 23 年５月 23 日に開催されました動物用医薬

品残留問題調査会で審議されまして、動物用医薬品等部会に上程して差し支えないとさ

れたものです。  

  次に要請書の概要をお開きください。この表紙がありまして、次にピンクの紙があり

ます。その次が指摘回答となっております。そのまた後ろにピンクの紙がございまして、

こちらが要請書の頭紙となっております。更にピンクの紙をめくっていただきまして、

こちらが概要書になっております。「クロプロステノール又はそのナトリウム塩を有効成

分とする注射剤の乳に関する使用禁止期間の削除に関する要請書」と表記されているも
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のが概要書となっております。  

  「１ クロプロステノールを有効成分とする動物用医薬品について」という項をご覧

ください。  

  表 1-1 に国内で承認されているクロプロステノール製剤が記載されております。クロ

プロステノールはプロスタグランジン F2αの合成類縁体でございまして、ラセミ体、dl

体として合成されますが、プロスタグランジン F2α様の生理作用を示すのは d-体のみで

あることが知られています。この表では dl 体はクロプロステノールナトリウムと記載さ

れておりまして、d-体につきましては d-クロプロステノールと記載されております。  

  使用規制省令につきましては、クロプロステノールナトリウムと d-クロプロステノー

ルは別項目となっておりますので、今回の使用規制省令の乳の使用禁止期間の削除の要

請に該当する製剤につきましては、上の方のクロプロステノールナトリウムに書いてあ

る製剤になります。  

  次に、概要書の２ページ「2.2 残留基準」の項をご覧ください。dl-クロプロステノー

ルにつきましては、残留基準は設定しないこととしまして、一律基準 0.01ppm が適用さ

れております。  

  「３ 搾乳牛における乳汁中の残留試験」をご覧ください。  

  概要書の３ページにあります表 3-1 は、エストラメイトの申請時に提出された残留試

験成績です。臨床適用量 0.5mg/頭において、一番高い高濃度で検出されました９時間後

の濃度は、0.036 ppb で一律基準をクリアーしている濃度となっております。  

  表 3-2 はエストラメイトの EU での承認申請時に提出された資料です。これは以前の

当該製剤の使用規制省令の改正の要請時にも提出された資料です。クロプロステノール

は投与後、１～２時間後に高濃度を示し、その後、減少する傾向が見られております。

高濃度で検出された場合でも一律基準をクリアーする濃度となっております。  

  ４ページは先ほどの表 3-2 のデータを残留ガイドラインに従って統計処理をした結果

が示されております。  

  ５ページの図 3-3-2 と６ページの図 3-3-3 に直線回帰直線と最大許容濃度の 95％上限

値が示されております。解析により得られた値は、どの時点におきましても 95％、上限

値は MRL 未満という結果でございました。このことにより、要請者は当該成分の使用規

制省令の乳に関する使用禁止期間の削除を要請しております。  

  次に、№４－２の資料を御用意ください。こちらは今回の要請に伴う使用規制省令の

一部改正案でございます。新旧対照表をご覧ください。右側が現行でございます。使用

禁止期間の欄の乳の出荷に関する部分、アンダーラインが引いてある部分ですが、これ

を削除するというものでございます。  

  以上、御審議のほど、よろしくお願いします。  

○明石部会長 ありがとうございました。  

  それでは、ただいまの御説明について、御質問、御意見をお願いいたします。  
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○赤堀委員 教えていただきたいんですけれども、№４－１で最初のピンクの紙を１枚め

くった後なんですが、その裏の２ページになります。  

  「3.1 承認申請時に提出した残留試験成績」で修正前と修正後があるんですけれども、

修正前のところで斜線が引いてありまして、１mg 投与では 0.01ppb であり「一律基準

以下であることが確認された」。この表現が不適切で、その代わりに「その残留性は一律

基準を十分にクリアーする ppb オーダーであることが確認されている」。これはどうし

て前が悪くて、後がいいのでしょうか。  

○明石部会長 事務局、いかがですか。  

○事務局 回答いたします。平成 20 年当時の辺りだと思いますけれども、厚生労働省の

方で dl-クロプロステノールの残留基準値について評価した際に、この資料の中には一律

基準以下が適用されると記載されているんですが、その後、厚生労働省の対応が少し変

わってまいりまして、本成分はホルモン作用により少量でも生体に影響を与えるという

ことがありまして、必ずしも一律基準ということではないというようなことが省庁間で

話し合われております。  

  よって残留量が十分に低いということで、一律基準を適用するということではなくて、

この製剤の投与において、十分に残留量が低いということをもってして、MRL を設定し

ないというような形の厚生労働省の御意見になっております。それに従って、訂正いた

しました。  

○赤堀委員 私がよく理解できなかったのは、一律基準以下であることが確認されたとい

うことと、一律基準を十分にクリアーする ppb のオーダーであることが確認されたと。

この表現で修正しなければいけないほどの違いがあるのかどうか。  

  特に一律基準は 0.01ppm ですね。ということは 10ppb が一律基準になっているんで

すけれども、それを十分にクリアーする ppb のオーダー。これは pp 値のオーダーであ

るならわかるんですけれども、10 ppb が基準であって、それを下回るクリアーする ppb

のオーダーであるからという表現は理解しづらいところがあったんです。  

○事務局 その点につきましては、勿論 ppb 以下ということで、ppb の方がよろしかった

かとも思いますので、その点については訂正をしたいと思いますが、いわんとしている

ところは、一律基準で判断しているのではなくて、それよりも十分に低いということを

いわんとしたところでございます。  

○明石部会長 ということですが、私も先ほどの説明はよくわからなくて、厚生労働省は

人に対する影響があるかもしれないから、一律基準より下回らなければいけないという

ような考えをもっておられるという御説明でよろしいですか。ということは、厚生労働

省は一律基準の数字は高過ぎるのではないかということを考えていて、今、交渉中だと

いう御説明ですか。  

○事務局 このことにつきましては、基本的には多分、厚生労働省の方は 10ppb。その辺

は厚生労働省との間で考え方に違いがあるところでして、現在も厚生労働省と種々の面
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で意見を統一してきているところですけれども、この件については確実に意見は統一さ

れておりません。  

  このクロプロステノールにつきましては、EU におきましては ADI は設定されている

んですが、MRL は設定されておりませんし、アメリカにおきましては０ADI も MRL も設

定されていないという微妙な製剤でございまして、その辺について確実な量がまだはっ

きりと決まっていない状態だということでございます。  

○明石部会長 どういう状況だけれども、ここで言うところの 0.018ppb の数値は非常に

低い数値であるから、一律基準ないしは今、問題になっている MRL が設定できないとい

うような状況を見ても、人に対して影響はないだろうというところで、乳に対する表記

を削ってほしいという理解でよろしいですか。  

○事務局 そうでございます。EU の ADI を参考にいたしましても、１人当たり 4.5μg/日

でございますので、今回一番高いレベルでございます 0.1ng/mL を１人当たり 10L 飲ん

だとしても１μg/人/日になりまして、十分低いのではないかということで、これで厚生

労働省の方に提出しても大丈夫ではないかと判断をした次第でございます。  

○明石部会長 という御説明ですけれども、いかがですか。  

○赤堀委員 まだ理解できていないんですけれども、仮に毒性学の専門家がこの数値を見

たときに、一律基準があるけれども、その一律基準以下だから、少しでも低いから安全

だよということではなくて、もっとリスクのあることを配慮しなさいと。だから、その

数値というのは非常に気になるんだと書けば、この数値をそのまま入れていた方がいい

ように思うんです。数値を取ってしまって、ppb のレベルでやって十分に一律基準をク

リアーしているから大丈夫とか、そういう表現は非常に漠然としてわかりにくいのかな

と思ったんです。それらも踏まえて、訂正前と後の表現がどれだけどう違うのかなとい

う疑問がわきました。今の御説明では少し理解しがたいところがありますが、それはお

任せいたします。  

○明石部会長 どうぞ。  

○下田委員 これは F2αの類縁体ということですけれども、プロスタグランジン F2α自

体も類似した目的で使われているわけですね。厚生労働省の考え方は既に生体内物質で

あるので、生体内レベルを上回ってはだめだと、そういう判断をしていると。そうする

と、これは類縁体でつくられたものですけれども、F2αそのものがそういう管理をされ

ているということで、恐らく 10pp ということではまずいかもしないと。だから、もっ

と低くというようなお考えが事務局の方にあるのではないかと思います。  

○明石部会長 という御説明ですが、ほかの委員の方々はいかがでしょうか。  

○赤堀委員 十分という言葉が入っていれば、意を介しているということになるわけです

か。十分が入っていないからいけないので、十分が入っているからいいと。  

○下田委員 確かに文章そのものはもう少し考慮した方がいいと思いますけれども、意図

としてはそういうところにあるということだと思います。  
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○明石部会長 ただいまの御説明でいかがでしょうか。本件について承認してよろしいで

すか。 

  特に反対の御意見はないようですので、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、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  

 （１）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

○明石部会長 それでは、審議事項は終わりまして、報告事項に移りたいと思います。  

  報告事項の「（１）動物用医薬品の諮問・承認状況について」。事務局から御説明をお

願いします。 

○事務局 それでは、当日配布資料の黒の№５をお手元に御用意ください。  

  現在の薬食審の諮問状況でございます。現在、諮問されています品目でございますが、

本日御審議いただきましたポーシリス APP＋ERY、株式会社インターベット及び“京都

微研„  牛異常産－５、株式会社 微生物化学研究所の２件でございます。  

  諮問年月日は一番右にございますけれども、ポーシリス APP＋ERY が平成 23 年６月

23 日、“京都微研„  牛異常産－５も同じく平成 23 年６月 23 日でございます。  

  申し訳ございません。申請年月日はお手元の資料で記載ミスがあるかと思います。ポ

ーシリス APP＋ERY の方の申請年月日は平成 19 年８月 23 日が正式な年月日でございま

す。また、牛異常産－５の方は平成 21 年５月 15 日が正しい日付でございます。  

  裏に行っていただきまして、承認状況でございます。前回の当部会の会議から現在ま

でに承認された品目でございますが、生物学的製剤のノビリス MGMSR、株式会社イン

ターベット。オンシオール２％注射液、ノバルティスアニマルヘルス株式会社。セレニ

ア錠 16、同 24、同 60 及び同 160、ファイザー株式会社。セレニア注、ファイザー株式

会社。レベンタ、株式会社インターベット。アジタ１％粒及びアジタ 10％溶解用、ノバ

ルティスアニマルヘルス株式会社。  

  以上でございます。一番右にありますが、承認年月日におきまして、承認をしており

ます。 

  御報告は以上でございます。  

○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ついて、御質問等はございますでしょうか。特にござ

いませんか。  

  それでは、御了承いただいたものと認めます。  

 

 Ⅲ）その他  
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  ① 承認審査の迅速化について－承認申請書の記載方法の改正（案）－追記  

 

○明石部会長  報告事項は終わりまして、その他の「承認審査の迅速化について－承認

申請書の記載方法の改正（案）－追記」ということですが、先ほども話に出ていました

審査の迅速化のことに関する情報だと思います。事務局から御説明をお願いします。  

○事務局 それでは、本日いたしました黒の№８を御用意ください。「承認審査の迅速化の

対応について－承認申請書の記載方法の改正（案）－追記」でございます。  

  まず背景でございます。近年、輸入製剤が増加しており、それらの製剤では、成分と

して欧州薬局方（EP）又は米国薬局方（USP）の収載品が使用されることが多いことか

ら、EP 又は USP の収載品の記載方法を簡素化するための改正（案）を平成 23 年３月 16

日開催の本部会で提案して了承されました。  

  この了承の際には、合田前委員の了承も必要ではないかとの御意見がありましたので、

本部会の後に合田前委員に確認いたしまして、御了承いただきまた。  

  現在、通知の改正作業を行っているところですが、製造販売業者から USP には国民医

薬品集（National Formulary、NF）が含まれるものかどうかという問い合わせがございま

した。 

  USP には原薬及び製剤が収載されておりまして、NF には賦形剤が収載されています。

そして、USP-NF として１冊の公的な医薬品基準書となっております。こちらについて本

日お配りした№８の裏のページをご覧ください。 

  これは国民医薬品集の参考として、米国薬局方のホームページから持ってきたもので

ございます。「What is the USP－NF？」に「The United States Pharmacopeia–National 

Formulary (USP–NF) is a book of public pharmacopeial standards.」と記載されているとお

り、USP と NF は１冊の本として公的な医薬品の基準となっており、USP と NF は二つで

一つの扱いになっています。  

  モノグラフとして実際に何が登録されているかが次のところにあります。USP には原

薬と製剤が、NF には Excipient monographs ということで賦形剤が収載されています。  

  １ページに戻ってください。そのため、ICH（これは人の医薬品の米国と日本とヨー

ロッパの調和作業でございますけれども）の薬局方の調和作業におきまして、NF は USP

と併せて薬局方の一部として取り扱われております。  

  これらを踏まえ、NF は USP と同様の記載方法でできるように改正（案）を修正する

ことについて、本部会に提案することといたしました。  

  実際には国民医薬品集をわかりやすいように米国国民医薬品集としまして、米国薬局

方の後に併記いたしまして、米国国民医薬品集も米国薬局方と同様の記載にできるよう

に改正したいと考えております。なお、欧州薬局方、米国薬局方の収載品の記載の簡略

化の際に、以下の条件を付けておりますが、米国国民医薬品集の収載品についても同様

の条件を適用したいと考えております。 
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  条件は資料の①、②、③にありますように、新有効成分の場合には和訳とバリデーシ

ョンの資料を添付させること、EP、USP 又は NF の規格では適切であると認められた場

合には、適切な別紙規格を設けること、審査上必要がある場合には、新有効成分ではな

くても和訳を添付させることの３つを挙げております。  

  以上で御報告を終わらせていただきます。  

○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ついて、御質問等はございますでしょうか。どうぞ。  

○山田委員 そこの文章の中にダイエトリーサプリメンツも含むと書いてあると思うんで

すけれども、これもよろしいんですか。  

○事務局 USP にはダイエタリーサプリメントが含まれておりますので、適用はいたしま

す。しかし、医薬品としてその規格に問題があれば、その規格を修正をさせる対応をと

ることを考えております。 

○明石部会長 今の説明でよろしいですか。ほかにございますでしょうか。特にございま

せんか。それでは、御了承をいただいたものとします。  

 

   ② 文書報告について  

 

○明石部会長 その他について、事務局の方から何か追加でありますか。  

○事務局 本部会から文書による報告が行われますが、これにつきまして、早速御説明を

させていただければと思いますが、よろしいでしょうか。  

  それでは、前回の部会におきまして御報告をさせていただきましたが、今回から審議

区分の変更がありまして、今回の当部会より新たに文書により報告させていただくとい

う事項ができております。従来、分科会におきましては、文書による報告という形式を

取っておりましたが、当部会におきましては、今回から新たに取り扱うこととなります

ので、簡単に御説明を申し上げます。  

  具体的に文書報告となります案件は、今回、審議区分表はお配りしておりませんが、

区分９に該当します新効能動物用医薬品、新用量動物用医薬品及び類似処方動物用配合

剤であって、新動物用医薬品の適用毒性副作用等から見て、調査会審議が適当であると

部会長が決定するものが部会報告に際しまして、文書による報告を行うこととされてお

ります。 

  これは主に事務局の審査におきまして、必要が認められたものにつきまして、部会及

び部会長の御判断によって、各調査会におきまして御審議をいただくものでございます

けれども、その結果に関するものということでございます。文書によります報告は部会

開催に先立ちまして、お送りいたしております審議資料に併せまして、報告文書をお送

りさせていただくことによって行います。  

  しがいまして、特に本日のような会議上では特に取り扱うことはいたしません。もし
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報告内容につきまして、御質問等がございましたら、事務局まで個別に御連絡をいただ

きますようお願いいたします。なお、その御質問につきまして、必要がある場合には当

然、本会議上において御説明させていただくこともあるかと思います。  

  以上でございます。  

○明石部会長 ありがとうございました。前回の本部会で文書報告というカテゴリーをつ

くるということについては御了承いただいたわけですけれども、それの第１号が今の御

説明ということで、文書を報告一覧でお送りいただいているので、これを文書報告いた

しますというくらいは御説明いただけませんか。 

  ノルバックス PLV３種 Oil を文書報告で委員の先生方にお送りしたということで、こ

れについて何か意見があれば、事務局の方へお出しいただくということでよろしいです

か。 

○事務局 ありがとうございます。事前送付資料に併せまして、ノルバックス PLV３種 Oil

というものを送付させていただいたと思いますが、こちらに相当しますような文書報告

一覧でございます。この中で何かございましたら、個別に事務局までお問合わせいただ

ければということでございます。  

○明石部会長 ということですので、本部会ではこれからこういう文書報告については、

特に言及はしないと。ただ、こういう格好で文書報告を委員の先生方にお送りするので、

何かあれば、事務局へ直接御意見をお願いしたいということです。  

  そのほかに事務局からございますか。  

○事務局 特にございません。  

○明石部会長 それでは、先生方の方で何かございますでしょうか。追加で御発言等はよ

ろしいですか。  

  それでは、次回の開催日について、事務局の方からよろしくお願いします。  

○事務局 閉会に先立ちまして、次回の開催日を決めさせていただきます。事前に事務局

から送付させていただきましたカレンダーに皆様の御都合を記入していただいておりま

して、委員の先生化には早めに開催日をお知らせさせていだきたいために、その結果を

事務局より事前に連絡をさせていただきました。 

  次回開催予定ですが、平成 23 年９月６日火曜日の午後とさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。  

 

５ 閉    会 

 

○明石部会長 それでは、次回は９月６日の午後ということで、御予定のほどよろしくお

願いします。  

  それでは、これで閉会としたいと思います。ありがとうございました。  


