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１ 開   会 

 

○明石部会長 定刻より少し前ですが、御出席予定の先生方は既に全員御着席ということです

ので、「動物用医薬品等部会」を開催したいと思います。 

  本日は、岩田委員、鬼武委員、下田委員、東洋委員、中込委員、野上委員が御欠席という

ことです。したがいまして、本日の出席人数は 14 名となっております。部会開催の定足数

に達しておりますので、当部会が成立していることを御報告いたします。 

 

２ 動物医薬品検査所長挨拶 

 

○明石部会長 それでは、まず初めに動物医薬品検査所長からごあいさつをお願いいたします。 

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

出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

  また、日ごろから動物用医薬品行政に種々御理解と御指導を賜っておりますことにつきま

して、この場をお借りして御礼申し上げる次第でございます。 

  まず、本日は甲斐委員に本年度から委員に御就任いただいておりますが、今日は初めての

御出席をいただいております。前回、鬼武委員の御紹介のときにも申し上げましたけれども、

今年度から承認の迅速化を図ろうということで、薬事分科会で審議する品目数を減らすとい

うことで、動物用医薬品につきましては実質的に本部会で最終的な審議を終えるということ

になろうかと考えております。 

  したがいまして、分科会で消費者側の委員の意見などを聞いておったわけですが、部会の

方で医薬品のユーザーでございます家畜生産者や最終の消費者の立場から、甲斐委員には御

意見を賜れればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○甲斐委員 甲斐でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○所長 最近の動きを幾つか御紹介させていただきたいと思います。 

  まず最初に、本年４月に改正家畜伝染病予防法が公布されたわけでございます。その中で

殺処分の手当金については、従来は疑似患畜につきましては評価額の５分の４ということだ

ったわけですけれども、これを 10 分の 10、満額支給。この改正につきましては、既に７月

１日付で施行されております。 

  残りの規定について、例えば鳥インフルエンザは、高病原性鳥インフルエンザと低病原性

鳥インフルエンザに分けるといった規定。農場の出入口にちゃんと消毒設備を設けるとか、

あるいは万が一の殺処分に備えて、個々の農家で埋却地を用意しておく。こういった飼養衛

生管理基準の強化。口蹄疫などの指定された症状を示した家畜の届出義務。それから、私ど

もも非常に関係があるわけですけれども、病原体の所持についての許可制度の新設。こうい
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ったものが 10 月１日付で施行されたということでございます。 

  やはり現場の話を聞きますと、今、御紹介した中で埋却地を農家ごとに設けるというのは

非常に難航しているということですが、いずれ国有地とか県有地といったものを活用するこ

とも十分考えられるわけでございますけれども、地域の実情に合った埋却地の設定とか、ど

ういうふうに死体を運ぶかとか、そういった相談がこれから必要になってくると考えており

ます。 

  いずれにしましても、御承知のように、最近は口蹄疫とか高病原性鳥インフルエンザがお

隣の中国とか韓国とか台湾で常在化しつつありますので、我が国にもいつどこに入るか、こ

れはもう予断を許さない状況になっておりますので、こういった埋却地の準備やワクチンの

備蓄。現在、国は口蹄疫と高病原性鳥インフルエンザ、豚コレラといったもののワクチンを

備蓄しておりますけれども、こういった事前対応が非常に重要になってきているということ

でございます。 

  ２点目は、こういった家畜伝染病のグローバル化よりももっと早いのが経済のグローバル

化でございまして、御承知のとおり TPP とか ASEAN＋６とか、そういった経済連携協定の動

きが活発化しているわけでございます。聞くところによりますと、米国、EU、韓国といった

ところは、医薬品の取扱いも非常に関心が高いと聞いておりますから、ひょっとしたら近い

将来、こういった国々との間で相互承認ということもあり得ると考えているわけでございま

す。動物用医薬品につきましては、VICH という承認申請に添付して科学データがたくさん付

いてくるわけですが、それをそれぞれの地域ごとに申請のたびにつくり直さなくてもいいよ

うに、共通のガイドラインをつくるといった VICH の取り組みがありまして、これは日、米、

EU、三極が正規のメンバーになっておって、その他にカナダ、オーストラリア、ニュージー

ランド、これがオブザーバー国になって議論を進めているわけでございます。 

  今月の 14 日から 17 日にかけて、この東京でスティアリングコミッティの会合が開催され

たわけですけれども、その中に６の地域以外に 11 か国、これは中国、韓国、ブラジル、ア

ルゼンチンといったところも呼びまして、また、ASEAN といった地域代表、世界の三地域の

代表にも参加をしていただいて、スティアリングコミッティの委員と意見交換を行ったとい

うところでございます。次回６月にはブラッセルで次のスティアリングコミッティの会合が

開かれるわけですけれども、その場には正式にグローバル・アウトリーチ・フォーラムとい

う形で場を設定して、そういった非 VICH 国との意見交換を進めていくということが予定さ

れております。 

  したがいまして、この VICH の取組みも今後は限られた地域から、もっともっと世界的に

広がっていくことになろうかと考えております。当所からは、この VICH にも約 10 名の専門

家を派遣しておりますし、昨年５月には OIE のコラボレーティングセンターにも認定をされ

ておりますので、こういった役割を果たしながら、VICH の成果の普及とか、あるいは教育訓

練といったものにも取り組んでまいりたいと思っております。 

  ３つ目が今日の議題にもございますけれども、薬剤耐性菌問題の取組みでございます。一
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番最後の報告事項で御紹介をさせていただきたいと思いますけれども、この耐性菌問題に取

り組むために、当所の中に動物用抗菌性物質製剤リスク検討委員会というものを設定させて

いただいておりまして、７月～10 月までに３回にわたって、リスク管理措置の在り方につい

て御検討をいただいております。その成果として、この動物用抗菌性物質製剤のリスク管理

措置策定指針案といったものをつくっていただきました。これを遅くとも今年度内には通知

として発出いたしまして、まずは食品安全委員会のリスク評価が済んでおります牛、豚用の

ニューキノロン製剤といったものからリスク管理措置の見直しを行ってまいりたいと考えて

おります。 

  本日は３品目の承認についての御審議をいただく。あるいはシードロットシステムの導入

に伴います動物用生物学的製剤基準の一部改正等について、御審議をいただくことになって

おります。よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

 

３ 配布資料の確認等  

 

○明石部会長 それでは、続きまして、配布資料の確認と申請資料の作成関与者と利益相反等

に関する報告をお願いいたします。 

○事務局 それでは、配布資料を確認させていただきます。お手元の配布資料一覧により説明

をさせていただきます。配布資料一覧の１枚紙をご覧いただければと存じます。 

  当日配布資料といたしまして、№３－２「サーチフェクト（申請者からの回答）」 

   №５－３「シードロット化に伴う製剤基準の一部改正の概要表」 

   №７－２「アセトアミノフェン製剤の比較表」 

   №12「動物用医薬品の諮問・承認状況について」 

   №13「競合品目・競合企業及び申請資料作成関与委員について」 

   №14「議事次第、出欠表、座席表、カレンダー」 

   №15「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№２～11 までございますので、お手元の資料を御確認

いただきまして、過不足がございましたらお知らせいただければと存じます。 

  それでは、続きまして、本日の審議事項に関する協合品目・競合企業リスト並びに基準の

改正等により影響を受ける企業について、説明をさせていただきます。 

  こちらは資料番号が黒の№13 となります。よろしいでしょうか。 

  それでは、中身を説明させていただきます。 

  １ページ、今回の審議品目の１つ目、シンプリセフ錠でございます。 

  申請者ファイザー株式会社から出ております。 

  これについての協合品目として３つ、リレキシペット錠 75、300、600。こちらは株式会

社ビルバックジャパン。 
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  ビクタスＳ錠 10、40mg。こちらは DS ファーマアニマルヘルス株式会社。 

  動物用ウェルメイト錠 15、50、100、粒 10％。こちらは Meiji Seika ファルマ株式会社。 

  これらの協合品目を選定した理由といたしましては、犬の細菌性皮膚感染症に対する効能

を持つ動物用医薬品のうち、リレキシペット錠は申請品目と同系統のセファロスポリン系抗

菌性物質を有効成分とすることから、また、ビクタスＳ錠及び動物用ウェルメイト錠につき

ましては、申請品目と同様に第二次選択薬として犬の細菌性皮膚感染症に使用されている経

口剤であることから選定したとになってございます。 

  ２ページ、今回の審議品目に関連しまして、基準の改正をいたしますので、これにより影

響を受ける企業リストということで、シンプリセフ錠に同じとなっておりますが、１ページ

の３品目が同じように関係してくるということで、申請者から上がってございます。 

  ３ページ、本日の審議品目２つ目のサーチフェクト。 

  こちらはメリアル・ジャパン株式会社から申請されているものです。 

  こちらの競合品目といたしまして、プロメリスドッグ、プロメリスドッグファイザー、日

本農薬株式会社とファイザー株式会社からそれぞれ出ているものでございます。 

  競合品目の２つ目といたしまして、プラクーティック。こちらはノバルティスアニマルヘ

ルスから。 

  競合品目の３つ目といたしまして、フォートレオン。こちらはバイエル薬品株式会社から

出ているものが上がってございます。 

  これらの選定理由ですが、効能・効果及び剤型の類似性から選定したとなってございます。 

  ４ページ、本日の審議品目３つ目のオーシャンテクト VNN。 

  こちらは申請者が日生研株式会社でございます。 

  こちらの競合品目は該当なしでございまして、その理由といたしましては、対象魚種及び

対象疾病が同じである既承認製剤がないためとなってございます。 

  ５ページからは、動物用生物学的製剤基準の一部改正による影響を受ける企業リストとい

うことで、それぞれ再審査が終了して各条を追加するもの。各条の一部を改正するもの。製

剤のシードロット化に伴い各条を追加するものということで、リストをアップしてございま

す。これらの選定理由はいずれも改正の対象となる製剤であるためということでございます。 

  ６ページ以降、ずっと続きがございまして、７ページにはシードロットに伴い各条の一部

を改正するものということで３品目。こちらも改正の対象となる製剤であるためということ

で、リストアップされてございます。 

  ８ページ、使用規制省令の一部改正についての影響を受ける企業リストということで、こ

れについてはアレンジャー10 及びアレンジャー30 と同じということで、更にその次のペー

ジになりますが、９ページをご覧ください。 

  ９ページにアレンジャー10 及びアレンジャー30 ということで、Meiji Seika ファルマから。

これについての協合品目はピレキシン 10％、日本全薬工業株式会社でございます。 

  この選定理由につきましては、本剤と同一の主成分アセトアミノフェンで同一の効能・果
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を有することによる。なお、当該製剤は動物用医薬品製造販売承認申請中であるということ

でございます。 

  競合品目・競合企業リストについての説明は、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、ただいまの協合品目、選定理由等につきまして、御質問、御意見はございます

でしょうか。よろしいですか。 

  それでは、利益相反の結果の報告をお願いします。 

○事務局 それでは、各委員の先生方からのお申し出状況について、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、田村委員が審議事項（１）の①シンプリセフ錠及び②サーチフェクトの議

決に御参加いただけません。その他の委員の方で審議に参加できない、あるいは議決に加わ

れない先生はございませんでした。 

  また、申請企業からの申告により審議品目、申請資料の作成等に関与された委員はいらっ

しゃいませんでした。 

  事務局からは以上でございます。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、①と②の議決について、田村先生、いすを少し引いていただくということでよ

ろしくお願いします。 

 

４ 議   事 

 Ⅰ）審議事項 

 （１）動物用医薬品の製造販売承認等の可否並びに再審査期間及び 

   毒劇薬の指定について 

    ＜動物用抗菌性製剤調査会関係＞ 

   ① シンプリセフ錠（ファイザー株式会社） 

 

○明石部会長 それでは、審議事項に入りたいと思います。 

  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」。 

  動物用抗菌性物質製剤調査会関係で「①シンプリセフ錠」。 

  動物用抗菌性物質製剤調査会の座長の岩田先生が御説明されるのですが、本日は御欠席と

いうことで、福山先生からよろしくお願いします。 

○福山委員 今お話がありましたように、本日は岩田先生が御欠席ということで、資料をいた

だきましたので、御報告を代理でさせていただきます。 

  ファイザー株式会社のシンプリセフ錠は、セフポドキシムプロキセチルを有効成分として、

犬の細菌性皮膚感染症を効能とするものです。 
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  用法及び用量は１日１回基本用量、体重１kg 当たりセフポドキシムプロキセチルとして５

mg 力価を原則として７日間経口投与すること。ただし、臨床症状に応じて体重１kg 当たり

セフポドキシムプロキセチルとして 10mg 力価に増量してもよいとしています。 

  本製剤は平成 23 年 11 月７日に開催された動物用抗菌性物質製剤調査会において事前の審

査を終了し、劇毒薬に指定しないこととし、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年間となります。 

  詳細につきましては、事務局より御説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、赤の№２の資料をお手元に御用意ください。 

  審議経過表をお開きください。本剤はファイザー株式会社から申請されましたシンプリセ

フ錠でございます。福山先生から御紹介いただきましたが、有効成分はセフポドキシムプロ

キセチル、第３世代セフェム系に分類される抗生物質でございます。 

  用法及び用量、効能又は効果は、本表に記載のとおりでございます。 

  それでは、概要に沿って御説明いたします。概要と書かれたタブの 1-1 ページをお開きく

ださい。 

  本剤の開発に当たりましては、米国ファイザー社が米国において承認を有する同様の製剤

がございまして、当初はこれを輸入することを計画したようでございます。しかしながら、

米国での製剤に配合されている添加物が我が国の規制によって使用できないものでありまし

たことから、我が国では承認を取ることはできないものでした。 

  このことから申請者は、同じ有効成分の製剤が我が国で承認されております人用医薬品で

第一三共製薬株式会社のバナン錠として承認されていることから、その○○○である○○○

○○○○○○の○○○○○○○○○○○○○○○○○を○○に○○して開発を行い、このた

び申請されたものでございます。ただし、本剤は半錠単位での投与が必要であることから、

人用製剤にはない割線が施してございます。 

  1-4 ページ、本剤を含め第３世代セフェム系抗生物質は、いわゆるフルオロキノロン等の

取扱いを受け、二次選択薬としての使用に限られます。また、薬剤耐性に関する情報を承認

時のほか、上市後も定期的に報告することが求められます。資料はこの規定に基づき、公衆

衛生上、家畜衛生上の事項等について記載したものです。こちらに人の臨床分離菌株に対す

る感受性率の調査報告がまとめられています。これによりますと、データの多少のばらつき

はございますが、セフポドキシムはここに挙げられております菌株に対しては一定の効果を

維持しているものと考えられます。 

  1-5 ページには、株の数は少ないものの、犬及び猫分離菌株に対する感受性の報告が示さ

れています。各ブドウ球菌には一定の耐性が見られますが、連鎖球菌、大腸菌及びプロテウ

スにつきましては、耐性は見られていないとのことです。 

  1-8 ページに開発の意義が記載されております。表 1-7 が本剤の対象疾患であります犬の

皮膚感染症に一次選択薬として効能を持つ製剤でございます。表 1-8 は同じく二次選択薬と

しての効能を持つ製剤がまとめてあります。第３世代セフェム系抗生物質としましては、注
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射剤が１品目ありまして、経口投与剤はこれまでございません。家畜用としましては、現在、

第３世代セフェム系抗生物質はセフチフルナトリウム、セフキノロン製剤が承認されており

ます。 

  事務局からは、近年、Staphylococcus pseudintermedius について再分類がされておりまして、

犬からは pseudintermedius が分離されていないことから、申請者に記載の再点検を求めまし

た。申請者からは、試験に用いた菌株等の確認を行いまして、資料等の修正がなされており

ます。 

  また、本申請資料全般にわたりまして、試験によって国内人用製剤や海外承認製剤など用

いている製剤が同一ではないということについて、用いた各試験での妥当性も含めて正確な

記載を求めました。申請者からは、用いた試験の目的等から、試験の妥当性に影響がある差

異はないことが説明をされ、各部分における記載を正確なものとする旨の回答がなされまし

た。事務局といたしましては、これらの回答を了承いたしました。 

  事務局からは加えまして、臨床試験において設定されている一次選択薬であるセファレキ

シンに耐性の株については、これらの資料でも高率でセフポドキシム耐性となっていること

につきまして、本剤の二次選択薬としての有用性について、申請者に尋ねました。申請者か

らは、臨床試験の成績ではセファレキシン無効症例に対しても本剤の有効性が示されている

症例がございまして、臨床における有効性と MIC とは必ずしも一致しないと回答いたしまし

た。 

  事務局からは更に、それであれば MIC を調査した株が本剤の臨床現場での耐性菌の状況等

を把握する上で妥当な菌株であったのかどうなのかを問いました。申請者からは、更に臨床

試験における分離菌株の感受性試験の結果などから、臨床試験における有効性と MIC の結果

との不一致例について、具体を示して説明を行いました。事務局といたしましては、申請者

の回答を了承するものの、本剤は二次選択薬としての有用性は臨床試験等で十分検討される

べきと考えました。 

  2-1 ページ、本剤の物理的・化学的試験に関する資料について、記載されております。本

剤の原薬は製剤とは別の原薬製造業者が製造いたしますが、その物理的・化学的性質、規格

及び検査方法、安定性及び製造方法につきましては、原薬等登録簿に登録されており、これ

らにつきましては、事務局において別途審査を行っております。なお、本薬の規格としまし

ては、日局品であるとされております。 

  2-4 ページ、こちらに本剤の規格及び検査方法がまとめております。規格としましては、

含量、性状、確認試験、質量偏差試験、溶出試験及び定量法でございます。この規格及び検

査方法の規格値につきましては、日本薬局方外医薬品規格の記載を参考としておりますが、

本剤は実測値につきましては、これを十分に満たす結果が得られております。 

  3-1 ページ、こちらに本剤の製造工程に関する記載がございます。 

  3-2 ページにその流れが記載されておりますが、本剤の製造は通常、錠剤の製造によく用

いられます造粒後に打錠し、フィルムコーティングをかけます。これを PTP 包装し、アルミ
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ピロー包装をかけて紙箱に収納いたします。 

  5-1 ページ、本剤の安定性試験が記載されております。表 5-2 にありますように、長期保

存試験、加速試験及び苛酷試験として、光安定性試験が行われております。 

  5-3 ページに長期保存試験の結果がございますが、提出されているデータは 12 か月までの

ものであり、その期間にわたって試験品は規格値を満たしました。なお、このことから本剤

の有効期間としては 12 か月が申請されております。また、引き続き、本試験は 36 か月まで

継続中であり、結果によって有効期間の延長が申請される予定です。 

  5-5 ページには、加速試験結果がございます。類縁物質に若干の増加傾向が見られますが、

特に本剤の品質に影響を与える程度とは考えられませんでした。 

  5-7 ページには、光安定性試験がありますが、特に顕著な変化は見られませんでした。 

  9-1 ページからは、対象動物安全性試験成績がございます。７か月齢のビーグル犬に本剤

の常用最高用量である 10mg/kg 及びその 10 倍量に相当する 100mg/kg を最長投与日数であ

る 14 日間投与して、安全性に関する項目を調べております。その結果、血液生化学的検査

値について変動が見られましたが、特に本剤の投与との因果関係はないものと判断されまし

た。また、尿検査、器官重量で見られた若干の変動も因果関係は否定されており、病理組織

学的所見におきましても、異常は報告されておりません。 

  10-1 ページからは、効力を裏づける試験資料としまして、薬理学的試験成績が記載されて

おります。本薬の抗菌活性についてですが、次のページの表 10-1 には、国内の家畜又は犬の

糞便由来株に対する MIC 成績がまとめられております。 

  10-4 ページには、米国の野外における皮膚感染症例から分離された株に対する成績を示し

ております。これらの成績から、本剤の有効性はブドウ球菌、連鎖球菌、大腸菌、プロテウ

ス属に対して有効性が見込まれることが示唆されております。 

  10-5 ページからは、有効性が見込まれる菌種につきまして、国内の臨床皮膚感染症例から

分離しました株を用いまして、他の有効成分との効力比較を行っております。 

  以下、10-8 ページまでに結果が記載されておりますが、いずれも他の成分と同等かそれ以

上の成績を得ております。 

  10-9 ページ、本剤の臨床用量についての検討結果が記載されております。犬の大腸菌及び

Staphylococcus pseudintermedius、皮膚感染症病態モデルを用いまして、表 10-9 にありますよ

うに、陰性対照群のほか、投与群を設定して、本剤の申請用量であります５mg/kg 及び

10mg/kg 投与群と効果を比較しました。主要評価項目は創傷部位の分泌物による接種菌の培

養コロニー数を曲線化面積としました。なお、アモキシシリン・クラブラン酸の合剤、セフ

チオフルにつきましては、我が国におきまして、犬に対する承認を有する製剤はございませ

ん。 

  結果は 10-11 ページにございます。大腸菌につきましては、本剤の５mg/kg 投与群の成績

は、アモキシシリン・クラブラン酸の合剤群と有意な差はなく、10mg/kg 投与群では有意に

勝る結果が得られております。Staphylococcus pseudintermedius につきましては、次ページに
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ございますが、本剤投与両群ともアモキシリン・クラブラン酸の合剤群と有意な差はござい

ませんでした。これらの成績から、本剤の用量としまして５mg/kg 及び 10mg/kg の有効性

は認められたとしております。 

  12-1 ページ、本剤の薬物動態に関する試験成績が記載されております。本剤の経口投与時

の薬物動態パラメータですが、12-3 ページの表 12-2 にありますような結果が得られており

ます。なお、本剤は割錠の上で用いられることがありますが、分割によっても薬物動態には

ほとんど影響がないことが示されております。 

  同様に 12-4 ページには、５mg/kg 投与時のデータがございます。両データの比較の結果

等は符合しませんが、用量を変えて行った試験結果からは 100mg/kg 程度までは投与量に対

して薬物動態学的に線形性が見られるとしております。 

  12-6 ページにもありますが、本剤を反復投与した成績からは、特に本剤について蓄積性は

ないものと結論づけております。 

  12-8 ページからは、本剤の分布についての結果がございます。この中で 12-9 ページ、下

から次のページにかけまして、ラットを用いた試験ではございますが、胎子への移行試験を

行っております。この結果、母体血漿中濃度の約１～５％程度ではありますが、胎子へ移行

する可能性が示唆されております。このことと安全性試験では妊娠動物への安全性について

は評価されていないということから、使用上の注意におきましては、妊娠動物は使用しない

旨の注意がなされております。 

  12-12 ページには、本剤有効成分の代謝物に関する記載がございます。図 12-5 にあります

ように、セフポドキシムから一番右端の６員環の二重結合の位置が異なるデルタ２体、プロ

キセチル基が加水分解により脱離したセフポドキシムを経まして、最終的にはラクタム環が

開環したものに代謝されると考えられております。なお、本剤の活性体はセフポドキシムで

あることが次ページの成績から示されております。 

  加えて、排泄は 12-14 ページにありますように、吸収されましたセフポドキシムプロキセ

チルは主に尿中に排泄され、糞中のものは主に吸収されなかったものであると考えられてお

ります。 

  事務局といたしましては、５mg/kg の試験と 10mg/kg の試験におきまして、線形性が見

られなかった理由につきまして、胃内 pH の差異を申請者が理由としていることにつきまし

て、その根拠を尋ねました。申請者からは、具体的に胃内 pH を測定しているわけではない

ものの、本剤成分が pH に対して溶解性と安定性が変化することが知られていることから、

そのように考察したと説明されました。 

  加えまして、事務局からは胃内 pH が影響するのであれば、餌を食べることが本剤の生物

学的利用能に影響を与えるおそれを指摘し、申請者に対応を求めました。申請者は給餌によ

る吸収率の変動のおそれを認めまして、添付文書におきまして情報提供をする案を提示して

おります。 

  事務局といたしましては、給餌の有無が本剤の血中濃度に大きく影響する可能性があるも
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のの、各種試験が給餌の有無を考慮せずに行われまして、特に本件が影響をしたと考えられ

る有害事象は見られていないことから、現実的に考え得る変動幅につきましては、有効性及

び安全性に与える影響は許容できるものであると考えまして、申請者の提案を了承いたしま

した。 

  14-1 ページ、本剤の臨床試験に関する記載がこちらからございます。本申請に係る臨床成

績といたしましては、14-2 ページから記載されております本剤の効力を一次選択薬との比較

において評価した試験。及び 14-27 ページから記載されております二次選択薬としての有効

性に関する試験の２つが提出されております。 

  まず一次選択薬等の比較による試験につきまして、御説明を申し上げます。14-2 ページに

お戻りください。本試験は国内 14 施設を試験実施期間として組み入れまして、表在性ある

いは深在性の膿皮症で来院した犬、合計 110 症例を被験製剤５mg/kg 投与群、10mg/kg 投与

群及び対照薬としてセファレキシン製剤投与群の３群に均等に割り付け、並行群間試験とし

て行っております。 

  被験製剤は申請の用法・用量、対照群は承認内容に従って投与しております。また、本剤

投与の対象外である細菌感染以外による症例の組み入れを防止するため、14-3 ページにあり

ますような選定基準、除外基準を設定するほか、供試、検査におきましても、マラセチアな

どによる疾患を否定する検査を行っております。 

  観察項目は 14-4 ページにありますような患部の臨床症状、体重、分離細菌の同定や薬剤感

受性測定などの細菌学的検査のほか、有害事象の有無についても調べております。なお、７

日間投与後に被験薬投与群につきましては、追加投与の必要性について判断を行っておりま

す。 

  14-6 ページ及び 14-7 ページをご覧ください。有効性評価は臨床観察スコアに基づく改善

率から有効率を算出し、有効率が 70％以上、かつ対照群と同等以上であることを評価基準と

設定いたしました。なお、副次的ではございますが、細菌学的評価を行っております。 

  14-9 ページからは、結果につきまして、記載しております。表 14-6 をご覧ください。本

試験は組入れ症例のうち、コンプライアンス違反、組入れ基準違反、同意撤回などにより、

有効性評価からは合計 17 症例が除外されております。また、投与日以外に全く来院がなか

った２症例につきましては、安全性評価からも除外されております。 

  14-10 ページからは、試験症例の背景情報がございます。年齢、性別、体重、犬種とも、

特に群間での偏りは見られませんでした。 

  14-13 ページの表 14-10 にありますように、対象疾患にも偏りはありませんでした。表在

性の膿皮症に対する各臨床観察項目のスコアの推移が 14-14 ページの表 14-12-1 にございま

す。各群ほとんどのスコアにおきましては、投与前と比較して有意に減少が見られましたが、

対照群と被験薬投与群の間では、ほとんど有意な差は見られませんでした。 

  深在性膿皮症に対しましては、14-15 ページの表 14-12-2 にありますが、５mg 投与群では

投与終了時、投与終了後７日目におきまして、投与前と比較して有意な改善が認められてい
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ますが、10mg/kg 投与群は有意な差が見られたスコアは少数にとどまりました。この原因と

して、申請者は 10mg/kg 投与群に割り付けられた症例から分離された病原体に、本剤に感受

性の低いものがあったことによると考察しております。 

  14-16 ページには、原因菌の陰性化率につきまして、記載されております。 

  菌の消失率につきましては、３群で 50～60％程度となっております。有効率につきまして

は、14-18 ページの表 1-16 でございます。試験薬投与群では、すべての時点におきまして、

70％以上の有効率を示しましたが、対照群との間に有意な差は認められませんでした。 

  これらの結果につきまして、多角的解析といたしまして、犬種ごとの解析を行っておりま

す。これらの結果が 14-19 ページに続きますが、性別、犬の大きさによる分割では、本剤の

有効性に問題は見られず、８歳以上に対する５mg/kg 投与及び深在性脳腫瘍に対する

10mg/kg は有効率が低くなる傾向が見られたものの、対照薬との間に有意差はありませんで

した。 

  14-23 ページの表 14-21 をご覧いただきますと、14 日間投与を要しました症例では、５

mg/kg 投与群では試験７日及び 14 日の有効性は低くなる傾向が見られ、そのような症例で

は 10mg/kg を投与する方が有効性は高い可能性が示唆されました。 

  14-24 ページには、試験期間中に再発が疑われた３例が記載されております。これらはい

ずれも 10mg/kg の７日間投与群でした。 

  14-26 ページには、安全性に関する結果がございます。投与との因果関係が否定できなか

った症例はいずれも対照群のもので、被験薬投与群には該当症例はございませんでした。 

  次に、本剤の二次選択薬としての有効性を確認する臨床試験について、御説明いたします。

14-27 ページをご覧ください。国内３施設の他の一次選択薬で無効であった 19 症例を対象と

いたしまして、対照群をおかずに本剤の５mg/kg あるいは 10mg/kg 投与群に均等に割り付

け、投与スケジュールや臨床観察等は一次選択薬としての試験と類似した方法により有効性

及び安全性を評価いたしました。 

  14-33 ページから結果がございますが、有効性評価に用いられました症例は各群８頭であ

り、安全性評価ではすべての症例が供されました。対象症例の一次選択薬につきましては、

14-35 ページに記載しております。 

  有効性の結果は 14-38 ページの表 14-37 にございますが、投与量に関わらず一定の成績が

得られております。また、安全性に関する評価では、14-40 ページにございますように、

10mg/kg の投与群の１例に見られた軟便は、因果関係が否定できない有害事象として報告さ

れております。 

  事務局としましては、本臨床試験が体重３kg 以上の犬を対象とした試験でありましたこと

から、それ以下の体重の犬に対する有効性及び安全性を確保されていないことから、使用上

の注意において、体重の制限をするように申請書にございました。申請者からはこれに対し

まして、体重３kg 以下の犬には使用しない旨の記載案が提示され、事務局としましては、こ

れを了承しました。また、二次選択薬としての試験の際、一次選択薬が無効であったとの判
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断におきまして、分離菌の MIC では有効性を示唆する結果が得られていることについて、組

入れ症例が二次選択薬適応症例であったのか、申請者に尋ねました。 

  申請者からは、一次選択薬が無効との判断時には、臨床スコアは正式なものではないもの

の、多様な値であったこと。獣医師は臨床スコアだけではなく、症例ごとの病態や既往歴な

どを考慮して判断していることなど、必ずしも MIC とその判断は一致しないことを説明しま

した。 

  更に事務局からは、臨床試験成績におきまして、一部の疾患を除いて５mg/kg に対する

10mg/kg の有意性が示されなかったことから、基本用量は５mg/kg とすることを申請者に求

めました。ただし、速やかな効果を期待する場合や症例の重篤度によっては、10mg/kg を投

与する有用性もあると考え、獣医師の判断によって増量できる設定が望ましいと考えました。

申請者からは、５mg/kg を基本用量とし、獣医師の判断によって 10mg/kg を投与できる旨

の用法・用量の修正案が提出され、事務局としましては、これを了承いたしました。 

 それでは、最初の審議経過表にお戻りいただきまして、２ページをご覧ください。 

  以上のような内容につきまして、平成 23 年 11 月７日に開催されました動物用抗菌性物質

製剤調査会において御審議をいただきまして、本剤投与に係る給餌の影響等について、使用

上の注意の記載整備を行うほか、資料の整備に関する御指摘をいただき、本部会に上程して

差し支えないとの御判断をいただき、このたび本部会におきまして、御審議をいただくこと

になった次第です。本剤の毒劇薬の指定につきましては、特に指定を要しないこと。再審査

期間は６年が相当との御判断をいただいております。 

  なお、本件につきまして、本日御欠席の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。当日配布資料の№15 をお手元に御用意ください。 

  それでは、御紹介申し上げます。シンプリセフ錠に関する部分でございますが「申請書 p31、

及び概要 p2-8、溶出試験の項の標準溶液調製の操作に記入ミスあり」ということで、誤記を

御指摘いただいております。こちらにつきましては、事務局から申請者の方に伝えまして、

適切に修正をさせたいと思います。 

  以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○明石部会長 説明をありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明について、御意見、御質問等はございますでしょうか。 

○田村委員 同じ申請者で同じ第３世代セファロスポリンの同種同効品があるのですけれども、

あの製剤については１回の投与で２週間、血中濃度を維持するということで、コンプライア

ンスにかなう製剤ということで、非常に宣伝して売っているのですが、この製剤は毎日投与

するわけですね。その使い分けはどういうふうに考えているかを教えてください。 

○明石部会長 事務局、いかがですか。 

○事務局 セフォベシンを有効成分とする注射剤がこの申請者のファイザーの方から販売され

ておりまして、セフォベシンは第３世代セフェムの中でも非常に有効期間が長い、１回打て

ば長期間有効という製剤であります。基本的には抗生物質製剤と、それから、この製剤は錠
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剤と注射剤の使い分けということになりますが、その部分につきましては、注射剤ですと獣

医師の下でということになりますので、そこで１回注射してということになるのですけれど

も、頻回、例えば獣医師に診療にかかるというような状況ですと、また錠剤の方がいいとい

う場合もあるというとで、その辺は品ぞろえという点もございますけれども、使いやすさに

合わせて品ぞろえをして、需要に応えるというような形での開発がなされていると御理解を

いただければいいかと思います。 

○田村委員 最初はセフォベシンが非常にいい考え方で過剰使用にならないだろうということ

で開発されたのに、企業の姿勢としてはどうかなと感じました。 

○明石部会長 追加で事務局からコメントはありますか。 

○事務局 特にコメントというほどではございませんけれども、セフォベシンという製剤とこ

れとの製剤、実際には臨床現場では錠剤を飼い主さんにお渡しをするという場面が非常に多

いということでございますので、注射というのは獣医療行為に直接つながるものですから、

そういった形ではなくて治療するというのも、選択肢としてはあっていいのではないかと思

っております。 

○明石部会長 飼い主の利便性を高めるために品ぞろえを増やすような御説明ですけれども、

いかがでしょうか。なかなか難しい問題だと思いますが、本剤の有効性そのものに疑義があ

るわけではないけれども、使い方として、こういうふうに毎日投与をするのはいかがなもの

かというお考えだと思います。これはなかなか難しい話だと思いますけれども、ほかの先生

方で何か御意見はございますでしょうか。 

○濱岡委員 本質的には似たような質問なものですから、1-15 ページにアメリカのシンプリセ

フの添付文書の比較が今回の申請製剤と載っているのですが、用量・用量のところの投与期

間で、事務局とのヒアリングの中でも指摘をされてやり取りがあるようですけれども、アメ

リカの場合は急性感染の場合、投与開始後３～４日で治療への反応が認められないときは投

与を継続しないと。しないと釘を刺しているわけですね。 

  日本の場合は、総合的にはアメリカが 28 日までというのを 14 日までということで、総量

規制としては日本の方が厳しいのかなと思いますけれども、日本のこの記載には７日間投与

後、追加投与、改善が期待される場合は追加投与をしていいよというか、使うという方向で

釘を刺す表現が入っていないんです。中身については何ら異存はないのですが、その表現の

仕方として、やはり適正使用は適正使用なのでしょうけれども、慎重使用というのでしょう

か。できるだけ少なくするのだという姿勢が表現上、アメリカに比べると日本の場合は出て

いない。これは小動物用ですし、人間に一番近いところで使われる薬で、二次選択薬とはい

え、表現上は何か釘を刺すような表現を盛り込む工夫があってしかるべきかなという気がい

たしました。 

○明石部会長 事務局、今の御意見にコメントはありますか。 

○事務局 承認審査の過程でございますけれども、臨床の先生方の便に供するということが、

こういった製剤については必要なことであろうかと思っております。釘を刺すということに
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なりますと、薬剤耐性菌の問題ということが重要になるのですが、それに関しては二次選択

薬であるとか、その他いろいろな対策が別途講じられておるわけでございまして、ここでは

有効性ということに着目して、獣医師に判断をお任せするというような形の用法・用量とい

う形になってございます。 

○明石部会長 ということですが、これでいいだろうという事務局のお考えですが、田村委員、

濱岡委員のおっしゃったように、慎重使用というのは抗菌薬については常々言われているこ

とだと思うので、事務局の方で何かそういうような表現を盛り込むような知恵はありますか。

追加で投与することも可能だと、使用上の注意で書いてあるわけですけれども、そこのとこ

ろの表現をもう少し工夫することはできますか。 

○事務局 ７日間投与の上乗せで 14 日までということですが、現在の記載は投与開始から 14

日間を上限として、適切な期間を投与するというふうにしております。適切な期間というこ

とは審査側の考えとしては、適切な期間がいわゆる必要な期間ということで、それ以上の投

与はしていただかないと。そういったような形で考えていたものでございますけれども、も

し何かしら、そこのところを若干強く強調するということであれば、この適切な期間という

ところをより好ましい文言等がございましたら、いただければ変えることはできるかと思い

ますが、いかがでございますでしょうか。 

○明石部会長 濱岡委員、田村委員、何か表現方法として、よさそうな表現方法はありますか。 

○事務局 例えば「必要な期間」ですとか、「必要と認められる期間」ですとか、そういった言

葉もあるかと思いますが、いかがでございますでしょうか。 

○明石部会長 いかがでしょうか。なかなか難しいですか。 

  ここで修正をしないと承認ということにならないと思いますが、このままでも今の慎重使

用が読めそうであれば、それでお認めいただければいいと思いますが、このままでは慎重使

用の考え方が余りきちんと伝わらないということであれば、ここで修正をして、その修正を

条件として承認ということにならざるを得ないのですが、いかがでしょうか。 

○田村委員 このアメリカの表現というのは、入れるということはどうなのでしょうか。 

○明石部会長 「治療への反応が認められないときは投与を継続しない」という文章を入れる

という御提案がありました。「適切な期間を投与する」の次に「症状改善が認められない場合

は投与を継続しない」という一文を入れるというお考えだと思いますが、いかがですか。 

○事務局 実は米国の添付文書で、投与開始後３～４日で治療への反応が認められないときに

投与を継続しないということはございますが、国内の臨床試験におきまして、この投与開始

後３～４日に相当する、それを記載するための根拠となるデータが現状で得られていないと

いう問題がございます。 

  したがいまして、実は本剤は７日から必要に応じまして、臨床試験でも 14 日まで延長が

可能ということで行っているところですが、やはり 14 日間投与することによって、初めて

効果が認められている。そういったようなものもございますので、３～４日というのをその

まま日本の方の添付文書に入れてしまうのは、根拠的に厳しいのかなと考えます。 
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  ですので、もしこの文章を日本の方に反映させるとしますと、単に「治療への反応が認め

られないときは投与を継続しないこと」。こういったような形のものであれば、用法・用量の

文章の一番最後に入れることは可能かと考えます。 

○明石部会長 具体的な数値を入れないで、常識的な文章で、症状改善がない場合には投与を

継続しないということを入れるということでいかがですか。 

○濱岡委員 私も３～４日というのがどこに根拠があるのかなと思っていますので、今の事務

局の提案で納得させてもらいたいと思います。 

○明石部会長 それでは、この件は後で修正をしていただくことにして、ほかに御意見、御質

問等はございますでしょうか。 

○事務局 先ほどいただきました「適切な」というような文言でございますけれども、それは

「適切な」ということで、ある程度の意味は一応果たしているとお考えいただいてもよろし

いでしょうか。 

○濱岡委員 はい。 

○事務局 ありがとうございます。 

○明石部会長 いろいろと御意見もあるかと思いますけれども、その部分についてはそのまま

ということでよろしいということになると思います。 

  ほかにございませんか。ないようでしたら、用法・用量の記載を修正するということで承

認していただけますでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 では、承認ということでお願いします。 

○事務局 ありがとうございます。本件につきましては、ただいまいただきまた用法・用量の

記載の最後に「治療への反応が認められないときは投与を継続しないこと」という一文を入

れることを条件といたしまして、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。な

お、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年間とし、毒劇薬には指定し

ないことといたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 

 （２）動物用抗菌性物質医薬品基準の一部改正について 

 

○明石部会長 それでは、関連がありますので、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」、説明を事務局からお願いします。 

○事務局 それでは、あらかじめ送付させていただきました赤の№８の資料を御用意ください。 

  それでは、説明させていただきます。こちらは動物用抗生物質医薬品基準の一部改正案で

ございます。今、御審議をいただきましたシンプリセフ錠を承認するに当たって、動物用抗

生物質薬品基準の新しい各条を設けるというものでございます。 

  セフポドキシムプロキセチル及びセフポドキシムプロキセチルを含有する製剤は、今まで
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に動物用としては承認されていませんので、セフポドキシムプロキセチルの各条総則及び各

条をセフチオフル類の注射用セフチオフルナトリウムの後に設けることとします。当該、動

抗基につきましては、御審議いただきましたシンプリセフ錠の規格及び検査方法を基に作成

したものです。 

  表紙をめくっていただきまして、こちらが各条になるのですが、セフポドキシムプロキセ

チル錠の各条を記載してあります。確認試験、力価試験を載せてあります。また、規格とし

ましては、本品は表示された力価の 90～120％を含むとさせていただいております。 

  なお、本件につきましては、平成 23 年 11 月７日の動物用抗菌性物質製剤調査会で御審議

をいただいたものです。 

  以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御説明について、御質問、御意見をお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 それでは、御了承いただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

  それでは、原案どおり、薬事分科会に報告させていただきます。 

 

 （３）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（つづき） 

    ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 

   ③ サーチフェクト（メリアル・ジャパン株式会社） 

 

○明石部会長 続きまして、動物用一般医薬品調査会関係で「②サーチフェクト」。 

  これにつきまして、動物用一般医薬品調査会座長の野上先生が御欠席ですので、袴塚先生、

御説明をお願いします。 

○袴塚委員 代理で御説明をさせていただきます。 

  このサーチフェクトはメリアル・ジャパン株式会社から製造販売、承認申請されたフィプ

ロニル、（Ｓ）－メトプレン及びアミトラズを有効成分とするスポットオン製剤でございます。 

  効能・効果といたしましては、これは読み間違えるといけないので、資料の赤の№３の申

請書の効能・効果を見ながらお聞きください。犬のノミ及びマダニの駆除及び寄生予防並び

にそれに伴うマダニ媒介性疾患、バベシア（Babesia canis によるバベシア症及び Borrelia 

burgdorferi によるライム病）の感染機会の低減。ただし、Babesia gibsoni によるバベシア症

は除くというのを効能・効果としております。 

  本申請製剤は平成 23 年 10 月 31 日に開催された動物用一般医薬品調査会において事前の

審議を終了し、本部会に上程されるものであります。なお、再審査期間は新動物用配合剤と
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いうことで６年となります。 

 詳細につきましては、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、赤の資料番号№３の資料でございます。表紙の次の審議経過票をお開き

ください。 

  本剤はメリアル・ジャパン株式会社から申請されましたサーチフェクトでございます。成

分及び分量、効能又は効果、用法及び用量は、袴塚先生から御説明いただきましたが、こち

らに記載されているとおりでございます。 

  次に、概要と記されたタブをお開きください。以後、概要を中心に御説明を申し上げます。 

  1-1 ページ、起源又は開発の経緯をお開きください。本剤は同効既承認製剤において用い

られておりますフィプロニル及び（Ｓ）－メトプレンに加えまして、アミトラズを含有する

製剤を別途組み合わせ、一体型容器として同時に投与するように設計された、犬に寄生する

ノミ及びマダニの駆除を目的としたスポットオン製剤でございます。 

  既承認品目であるフィプロニル及び（Ｓ）－メトプレンを有効成分とし、犬を対象とする

スポットオン製剤もノミ及びマダニの駆除に関する効能を有し、既に上市されておりますが、

本剤はこれに殺ダニ剤であるアミトラズを配合することにより、迅速にマダニを駆除し、マ

ダニが媒介する疾患の感染を低減することを目的として開発された製剤でございます。 

  1-4 ページには、マダニ媒介性疾患に関する申請者の主張が記載されております。犬のバ

ベシア症につきましては、従来、西日本で発生が見られたものの、最近の報告では関東以北

への広がりが懸念されているとのことでございます。 

  1-8 ページ、主にマダニの駆除に関連する成分はフィプロニルとアミトラズでございます

が、両者は作用機序が異なるものの、フィプロニルを既承認製剤と同様の投与量とし、これ

に単独では殺ダニ効果を示さない量のアミトラズを同時投与することによって速やかにマダ

ニを駆除し、マダニ媒介性疾患原因微生物の感染を防ぐことを目的としております。 

  1-10 ページ、海外におきましては、本製剤は申請時点におきまして、EU 及び米国におき

まして承認申請中でございます。 

  1-14 ページからは、本剤の同種同効薬につきまして、まとめております。同社の承認を有

しますフロントラインシリーズを始め、各社から上市されております。 

  本剤の申請当初のマダニ媒介性疾患に関する効能又は効果は、マダニ媒介性疾患の予防で

ありましたが、これに対しまして、事務局では本剤が直接これらの疾患を予防するものでは

なく、提出されているデータは非臨床において構築された理論的なものであり、臨床試験に

おいて直接予防効果を確認したものではないこと。投与後、早期に感染が成立してしまう事

例も認められることから、本効能・効果につきましては、削除を求めました。申請者は現在、

マダニ媒介性疾患の予防を効能又は効果とする動物用医薬品は、我が国におきまして承認さ

れておらず、マダニ媒介性疾患の難治性をかんがみて審査対象とすることを回答にて要望し

ております。 

  これに対しまして、事務局といたしましは、申請者の主張をかんがみた上で、本効能又は
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効果を削除しないのであれば、申請者の主張を最大限に考慮した上で承認される可能性があ

るものとして、申請効能又は効果をマダニ媒介性疾患の感染機会の低減とすることを提案し

ました。申請者は本提案を受諾し、申請効能又は効果をマダニ媒介性疾患の感染機会の低減

としましたが、その効能・効果が認められるかにつきましては、調査会の場でその可否及び

記載内容の妥当性について議論をしていただくことが相当と考え、動物用一般医薬品調査会

において御議論をいただきました。本件につきましては、後ほど御説明いたします。 

  2-1 ページ、ここからは本剤の物理的・化学的性質に関する資料について、記載しており

ます。本剤の有効成分のうち、フィプロニル及び（Ｓ）－メトプレンについては、既承認の

フロントラインプラス、申請者が承認を保有しておりますが、それと同一であり、原薬の物

理的・化学的性状に関する資料は省略されています。また、製剤につきましても、両成分を

含有する溶液につきましては、フロントラインプラスと同一です。 

  アミトラズにつきましても既承認の成分でございますが、物理的・化学的性状に関する資

料は添付されております。化学構造に関する資料、各種スペクトラムに関する資料等が添付

され、原薬の規格及び検査方法が設定されております。規格につきましては、2-25 ページを

お開きください。こちらに示しておりますような規格が設定されております。 

  次に、製剤につきましては、2-61 ページをご覧ください。こちらは検討された項目を列記

しておりますが、このうち選択した旨が記載されております項目が設定されておりますが、

フィプロニル及び（Ｓ）－メトプレン溶液につきましては、フロントラインプラスと同一の

ものであり、規格も同様のものが設定されております。 

  また、アミトラズ製剤につきましては、2-64 ページにありますように、○○○○、○○、

○○、○○、○○○、○○○○○○○、○○○、○○○○が設定されております。 

  事務局といたしましては、当初、申請された規格値が全体的に実測値と比較して大きな余

裕を見た設定になっていることを考慮いたしまして、より適切な比較値を設定するよう申請

者に求めました。申請者は再度規格値を見直し、回答として提示し、事務局といたしまして

は、回答を了承いたしました。 

  3-1 ページ、製造方法に関する資料でございます。こちらに本剤の原薬及び製剤の製造方

法が記載されております。本剤の製造方法のうち、フィプロニル及び（Ｓ）－メトプレン溶

液につきましてはフロントラインプラスと同一であり、資料及び記載は省略されております。 

  本剤の製造上の最大の特徴は、さきに御説明いたましたとおり、二重ピペット構造になっ

ていることですが、これはアミトラズが水分に対して不安定によることによりますが、その

ため製造も無水条件下によって行われます。包装はプラスチック製二重ピペット容器を更に

アルミブリスターに入れた構造となっておりますが、本包装につきましては安定性試験の項

で御説明いたしますが、液漏れによる問題を受けて改善措置が図られており、同時に水分に

対して不安定なアミトラズの保存性をより高めるため、○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に変更しております。 

  5-1 ページ、安定性に関する資料でございます。フィプロニル及び（Ｓ）－メトプレン原
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薬は、申請者自ら既承認製剤を保有しておりまして、これと同等でございますので、特に資

料は添付されておりません。アミトラズ原薬及び製剤に関しましては、試験成績が添付され

ております。 

  5-2 ページ、アミトラズ原薬の安定性に関する資料は、ガイドラインに基づき 25℃±２℃、

60℃±５℃、５℃±３℃の長期保存試験、30℃±２℃、65℃±５％湿度の中間的試験及び

40℃±２℃、75℃±５％の相対湿度の加速試験、並びに苛酷試験といたしまして、光安定性

試験が添付されております。長期保存試験、中間的試験は 18 か月まで、加速試験は６か月

まで試験成績が提出されており、長期保存試験は 36 か月まで継続予定とのことでございま

す。 

  5-3 ページからその結果をまとめてあります。長期保存試験におきましては、５℃条件下

及び 25℃条件下においてデータが得られている 18 か月までの間、すべての項目におきまし

て、規格値を満たしました。中間的試験におきましては、18 か月の測定時点において○○○、

○○○○及び○○○○○○で規格外となりました。加速試験におきまして、６か月目におい

て性状、定量値及び類縁物質含量において規格外となりました。また、光安定性試験の結果

からは、特に光に対し不安定という知見は得られておりません。これらの結果から、現時点

における原薬の保管条件は 25℃とされております。 

  製剤に関しましても同様にガイドラインに基づき、長期保存試験、申請資料中では長期保

存試験として記載されておりますが、中間的試験及び加速試験並びに苛酷試験として光安定

性試験及び温度サイクル試験が行われ、その成績が添付されております。記載は 5-13 ページ

からになります。 

  本試験はその試験中に製造方法の項で述べましたように、容器からの液漏れが認められ、

長期保存試験、中間的試験及び加速試験は途中で中止され、改良後の包装で再度試験を行っ

ております。この結果、申請時に評価可能な試験データは、長期保存試験におきまして、６

か月となっております。 

  結果といたしまして、長期保存試験、中間的試験、加速試験とも一部サイズの○○○○○

○以外は６か月目の時点におきまして、規格値を満たしました。○○○○○での逸脱につき

ましては、申請者は概要中におきまして、本逸脱は安定性試験の途中で○○○の規格が変更

になったことによる逸脱であり、その逸脱幅も軽微であることから、安定性に問題はない旨

の説明を行っております。このことを受けまして、本剤の有効規格としては６か月が申請さ

れております。 

  なお、安定性試験は継続中であり、承認までに 18 か月までの追加成績を提出する予定で

ある旨の意向が申請者より示されております。本審議におきましては有効期間は６か月とし

て御審議いただきますが、承認を可とする御判断をいただきました場合には、承認までに提

出された成績が妥当であるものであることが事務局で確認できました折には、長期安定性試

験の実測値に基づきます有効期間として承認をさせていただければと考えております。 

  本剤の光安定性試験におきましては、アルミブリスターによる二重包装を施したものにつ
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きましては、試験終了時において、いずれの規格も満たしております。また、本申請には上

記試験に加えまして、一時的に極端な温度条件にさらされることによる影響を考慮した温度

サイクル試験が添付されております。その概要は 5-22 ページにございます。温度サイクル試

験におきましては、○○○から○○までの間を○○○サイクルで○○○○○変化させて品質

の変化を確認しておりますが、その結果、製剤の品質に影響はなかったとしております。 

  6-1 ページ、毒性に関する資料についてでございます。本剤有効成分は３成分とも既承認

成分であり、各成分の毒性に関する資料は評価資料としてではなく、参考資料として添付さ

れております。評価資料といたしましては、6-2 ページの一番下からになります。３成分の

併用による毒性試験のほか、製剤を用いた急性毒性試験及び各種刺激性に関する試験資料が

添付されております。 

  各成分の相互作用による毒性の検討として、SＤラットに各有効成分単独投与及び３成分を

同時投与し、神経薬理学的特性及び薬物動態において、同時投与による影響について試験を

行っております。その結果、神経薬理学的特性につきましては、特に３成分の同時投与によ

る毒性の増強等の変化は見られませんでした。薬物動態学的評価におきましても、各成分単

独投与時と比較して、同時投与による明確な薬物動態学的パラメータの変化は見られません

でした。 

  6-14 ページ、本製剤の急性毒性につきましては、SD ラットにフィプロニル、（Ｓ）－メト

プレン溶液 0.61mg/kg、アミトラズ溶液 0.01mL/kg を経口投与した成績が提出されておりま

す。その結果、14 日間の観察期間によって死亡は確認されず、８日目までの間に歩様異常、

異常姿勢、活動性低下、体調低下、被毛変色、斜視、毛づくろいの低下、立毛が観察されて

おります。体重には試験期間にわたって生物学的に重要と考えられる変化はなく、併せて肉

眼的所見にも観察されませんでした。 

  6-16 ページ、本剤の投与経路でございます経皮毒性につきましても 5,000mg/kg を 24 時

間暴露させた後、14 日目まで観察しています。全期間にわたりまして死亡は確認されば、7

日目までの雌に歩様異常、異常姿勢、被毛変色、斜視、毛づくろいの低下、立毛が観察され

ました。投与部位には皮膚刺激の症状は認められませんでした。 

  8-24 ページ、本剤は犬の背中に投与するスポットオン製剤でございますが、本申請の資料

中では本剤を投与した後の使用者、人でございますが、人に対する安全性につきまして考察

した結果が参考資料として添付され、その中で投与前、投与中及び投与後について、各々一

定の想定に基づきまして、そのリスクを評価しております。暴露による影響が大きいと考え

られる子ども、２～３歳でございますが、これが M サイズ製剤を用いたとし、暴露マージン、

これは NOAEL を暴露量で除したものでございますが、これで評価を行っております。投与

前につきましては、経口及び経皮による暴露マージンはそれぞれ 7.1 及び 35.7、投与中はす

べての想定におきまして、安全係数を含まない段階で 100 以上、投与後についても同じく 100

以上と推定しています。 

  事務局といたしましては、使用者の暴露に関する考察におきまして、特にフィプロニルの
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長期暴露に関する試算が ADI に近いものになることを指摘し、食品由来ではない原因によっ

て ADI に近い量を暴露することの影響について、申請者に考察を求めました。申請者は実際

には食品中の残留農薬の１日平均摂取量調査におきまして、フィプロニルの摂取量はほとん

どないこと。各試算値は 100 など十分な安全係数を取っていることなどから、安全上問題は

ないと考察しております。 

  事務局といたしましては、本件につきましては申請者が行った計算方法によりますと、フ

ィプロニルについては非投与動物や投与後に接触する人の年齢等によりましては、ADI を超

える暴露があり得ると試算しました。しかしながら、本来、食品からの長期摂取を想定した

ADI との比較につきましては、議論の余地があると考え、本件につきましては調査会の場に

おいて議論していただくことが妥当と考えました。 

  その他、事務局におきましては、本剤に添加剤として用いられている○○○○○につきま

して、安全性に関する議論があることから、申請者に毒性学的な情報の提供を求め、申請者

は○○○○○について公表資料等を収集し、概要中において、その内容を考察しております。

その内容につきまして、事務局としましては、おおむね申請者の対応で問題はないと考えま

した。 

  9-1 ページ、こちらからは安全性に関する資料について記載されております。本剤の対処

動物に対する安全性試験につきましては、9-2 ページにまとめられていますが、成犬におけ

る反復投与試験、子犬に対する安全性試験、繁殖雌犬に対する安全性試験及び経口摂取時の

安全性試験の各試験成績が添付されております。 

  まず、成犬における反復投与安全性試験でございますが、申請用量の１倍、３倍及び５倍

量を９～10 か月齢のビーグル犬に２週間隔で計６回投与し、臨床症状、体重、飼料摂取量、

血液生化学的検査、血液凝固検査を経時的に行うとともに、投与後 84～85 日目に安楽死さ

せ、解剖所見、臓器重量及び組織病理学的検査を行っております。 

  その結果は 9-6 ページから記載されておりますが、記載が長いために簡潔に結果を申し上

げますと、安楽死までに死亡した個体はおらず、投与との因果関係が示唆された項目は、臨

床観察における全頭の各投与直後の投与部位に白色の堆積物、油っぽい被毛、塊状になった

被毛のほか、血液学的検査値の主に赤血球に関する項目の変動でしたが、いずれも生物学的

変動の範囲内と結論づけられております。 

  血液生化学的検査値につきましては、血中尿素窒素、グルコース、カルシウム、無機リン、

カリウム、一部投与量ですがナトリウム、ASТにつきまして、いずれも一過性の変化ではあ

りますが、投与との因果関係が示唆されました。このうち必要があると判断されましたグル

コースに関するもののほか、被毛等に関する事項につきましては、使用上の注意に反映して

おります。 

  9-40 ページ、子犬における安全性試験について、記載されております。7.3～8.4 週齢、体

重 2.09～3.83kg のビーグル犬に申請用量の１倍、３倍及び５倍量を単回投与し、成犬の試験

と同様の検査を行っております。結果といたしまして、成犬による試験に対して、新たな投
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与との因果関係を示唆される項目は元気消失のみであり、このことにつきましては、添付文

書に反映させております。 

  9-60 ページからは、繁殖雌犬に対する安全性試験が記載されております。雌ビーグル犬に

28 日周期で本剤の１倍及び３倍用量を周期的に試験終了まで投与いたしまして、繁殖前にも

加えて投与して、身体検査、臨床観察、体重測定及び子犬の状態など、繁殖に関するデータ

を得ております。また、死亡動物につきましては、解剖学的、病理学的検査を行っておりま

す。その結果、特に本剤との投与の因果関係が示唆される所見は見られませんでした。 

  9-66 ページからは、本剤を誤って経口摂取した場合の安全性試験について、まとめられて

おります。ビーグル犬に申請用量の 0.1～0.4 倍量を経口投与いたしまして、投与後 75 日目

まで臨床観察、身体検査、体重、血液生化学的検査につきまして、知見を得ております。 

 その結果につきましては、9-70 ページから記載されておりますが、0.2 倍量からアミトラズ

によると考えられる、主に神経症状を中心として所見が見られております。0.3 倍量以上で

は症状が顕著に見られており、治療を必要といたしました。このほかの検査項目につきまし

ては、特に投与との因果関係が示唆される項目はありませんでしたが、本剤が経口で許容さ

れる量は 0.2 倍量までと考えられました。 

  なお、申請者の見解によりますと、本剤投与後に被投与動物に明確な忌避反応が見られた

ことから、多量摂取する可能性は低いと考察しております。事務局の審査におきましては、

本剤を経口摂取した場合の知見につきまして、申請の案で十分であるか、申請者に確認いた

しました。申請者からは、本試験で見られた症状がアミトラズによるものであることから、

同成分を含有する他製剤の記載を参考とし、一過性の忌避行動、活動低下、低体温について、

追加の記載を申し出ました。 

  また、経口摂取につきまして、子犬に対する安全性についても申請者に指摘を行っており

ます。申請者からは直接な安全性の試験成績はないものの、繁殖試験におきまして、子犬が

母犬に投与された薬剤を経口摂取することができる条件におきましても懸念されるような症

状等は認められていないことから、特に懸念されることはないと考える旨の回答がなされま

した。事務局といたしましては、これらの回答をおおむね了承いたしました。 

  10-1 ページ、効力を裏づける試験でございます。本剤の各有効成分単独での効力につきま

しては、いずれも既承認の成分でありますことから、その資料を参考資料として添付されて

おります。本申請にかかる評価資料といたしましては、フィプロニルとアミトラズの相乗作

用に関する試験成績のほか、フィプロニル及び（Ｓ）－メトプレン溶液の用量は実質的に本

溶液と同製剤であります既承認製剤のフロントラインプラスと同一とし、組み合わせるアミ

トラズの用量につきまして、検討した資料となります。 

  10-7 ページ、開発の経緯におきましても御説明いたしましたが、本剤はマダニに対する即

効性を一つの開発の意義としております。このことにつきまして、フィプロニルとアミトラ

ズの併用によりまして、マダニに関する効力に相乗効果が見られるか検討しております。そ

の結果、10-9 ページの図 10-3-1 にありますように、用いましたクリイロコイタマダニに対
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するフィプロニルの単独接触時と比較しまして、単独ではマダニに効力を示さない用量のア

ミトラズを併用することによりまして、EC50、EC90 曲線がシフトすることが確認され、この

ことから両成分の併用による相乗作用が確認されたとしております。 

  その機序といたしましては、その続きに記載されておりますが、両成分併用による運動性

の観察を行った結果、10-14 ページに結果がまとめられておりますが、両成分の併用により

まして、フィプロニル単独暴露時と比較して運動性が増大することにより、薬剤暴露量が増

加することによるとしております。 

  10-15 ページ、こちらには先ほど申し上げましたアミトラズの用量設定試験が記載されて

おります。フィプロニル、（Ｓ）－メトプレン、アミトラズの用量を３群設定いたしまして、

ビーグル犬に投与し、投与後７日ごとにクリイロコイタマダニの人工感染と効果計測、除去

を６回行っております。 

  10-19 ページの図 10-4-1 にありますように、アミトラズの用量といたしましては、８mg/kg

が至適であるとの結論を得ております。 

  この結果を受けまして、対象とする標的寄生虫の数種につきまして、非臨床試験における

有効性を確認しております。各試験の詳細につきましては割愛させていただきますが、10-21

ページからの表に試験の概略が記載されております。主に表の左から２番目実施場所、試験

期間、供試動物の項の最下部に対象寄生虫が記載されておりますので、こちらをご覧いただ

ければと思います。 

  なお、10-26 ページには、マダニ媒介性疾患でありますバベシア症、10-27 ページには同

じくライム病の効果に関する試験が記載されております。これらの試験につきまして、御説

明を申し上げます。 

  10-57 及び 10-58 ページをご覧ください。本項では、バベシア症の予防効果について検討

しておりますが、犬に本剤を単回投与した後、バベシア感染マダニを人工感染させ、一定期

間後にバベシアにつきましては、血清中抗体を間接蛍光抗体法によって測定しておりますが、

人口感染の 28 日前に投与した７頭中２頭及び７日前に投与した７頭中２頭に抗体陽性が確

認されました。これにつきましては、臨床兆候を示さなかったこと、血液及び PCR では感染

が確認されなかったことから、スポロゾイトの断片など感染増殖につながらない抗原が侵入

したことによると考察しております。 

  10-62 ページ、こちらにはライム病の病原体であるボレリアの予防効果につきまして、検

討しております。バベシアの場合と類似の試験デザインを用いまして、ボレリアは市販の検

出キット、ELISA 法及びウエスタンブロット法を用いまして、検出しております。その結果、

いずれの検査項目によりましても、本剤投与群においては感染を示唆する成績はありません

でした。 

  このほか、水浴及びシャンプーに対する影響を調べられておりますが、詳細な説明はここ

では割愛させていただきます。 

  事務局におきましては、フィプロニルとアミトラズに相乗作用が認められることに対し、
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フィプロニルの原料等、用量を検討しなかった理由について問うております。申請者からは、

アミトラズはノミに対しては無効であり、ノミに対する有効性は確保する上でフィプロニル

の用量を減量することは適切でないと考えた旨の回答を得ております。事務局といたしまし

ては、これらの非臨床試験における有効性評価につきましては、特に承認の可否に影響する

問題は見られなかったと考えております。 

  12-1 ページからは、本剤の薬物動態に関する試験成績がまとめられております。試験は大

きく分けまして、血中薬物動態に関する資料及び被毛中の薬物動態に関する試験となってお

ります。 

  12-2 ページ、血中におけます薬物動態試験は、本剤を構成する２液をそれぞれ単独に投与

した場合と同時に投与し場合について、試験を行っております。まずフィプロニルの測定結

果につきましては、12-4 ページに図がございますが、その薬物動態パラメータにつきまして

は、12-5 ページの表 12-1-3 にございます。これによりますと、各薬物動態パラメータにフ

ィプロニル投与の２群間で差は見られておりません。また、フィプロニルの主要代謝物であ

ります○○○○○○○○○○につきましても測定しており、結果は 12-6 ページにございます

が、やはり薬物動態学的パラメータに差は見られておりません。 

  （Ｓ）－メトプレンにつきましては、12-7 ページの冒頭に記載されておりますとおり、す

べてのサンプルにおきまして、定量限界未満でした。アミトラズにつきましても同様に、ほ

とんど定量限界未満でありましたことから、薬物動態学的パラメータの比較はできませんで

した。 

  被毛中の分布に関してですが、12-9 ページに記載されておりますように、予備試験によっ

て測定対象物の設定を行っております。この結果、各有効成分とともに、先ほど出てまいり

ました○○○○○○○○○○のほか、アミトラズの代謝物である○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○が検出対象として挙げられました。 

  この結果を受けまして、12-12 ページから記載されております分布測定試験を行っており

ます。その数値の結果につきましては、12-14 ページ、グラフにつきましては 12-15 ページ

以降に記載されております。投与部位に近い背部中央がいずれの成分につきましても高い値

を示しておりますが、それ以外の部分につきましても、濃度の上昇とその後の減少はほぼ同

様の推移をたどるとされました。 

  事務局におきましては、まず血症中アミトラズ濃度の測定につきまして、アミトラズが加

水分解されやすいことから、アミトラズそのものを測定することの妥当性につきまして、申

請者に尋ねております。申請者からはアミトラズの測定に関しまして、測定バリデーション

に関する資料を提出した上で、被毛中からは 58 日後までもアミトラズが検出されているこ

とから、アミトラズ本体を測定することが妥当である旨の説明がなされました。 

  また、被毛中の分布につきましては、既承認製剤との差異につきまして説明を求めました。

申請者からは、既承認製剤に関する資料を提示した上で、両者の同成分間でほとんど差がな

い旨の説明がされ、いずれの回答につきましても、事務局といたしましては了承いたしまし
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た。 

  14-1 ページ、こちらからは本剤の臨床試験について記載されております。 

  14-2 ページ、国内臨床試験の概要がまとめてあります。 

  14-4 ページからは、海外臨床試験について、まとめてあります。このうち 10-10 及び 10-11

と記載されている試験につきましては、効力を裏づける試験と同じ試験となっております。 

  なお、14-5 ページから記載されておりますように、本臨床試験のほか、これまでの試験成

績でも多数の成績に共通しますが、本臨床試験では最終製品の包装形態ではなく、各製剤を

シリンジにて滴下することによって投与しております。これにつきまして申請者は、最終製

剤と同じように投与することは可能であった旨を主張しております。 

  事務局といたしましては、少なくとも臨床試験におきましては、最終的に市販される製剤

において行われることが原則であり、その投与器材や包装も含めて評価対象であると考えて

おります。結果的にこれらの包装の差異が試験に影響したと考えられる結果はなかったこと

から、やむを得ず、本申請資料におきまして評価をしておりますが、さきの考え方からいた

しますと、妥当な開発方針ではなかったと考えております。 

  14-7 ページ、こちらからは国内でのノミを対象とした臨床試験について記載しております。

国内 17 施設、合計 95 頭のノミの寄生が認められる来院犬を組み入れ、既承認製剤であるフ

ロントラインプラスドッグを対照薬として並行群間盲検試験として行われました。組入れは

各施設ごとに３頭ずつのブロックを構成いたしまして、試験薬と対照薬を２対１で割り付け

て、割付表に基づきまして、割り付けております。 

  用法及び用量は、試験薬は申請の用量、対照薬は承認内容によります。検査項目は身体検

査は投与日、投与から２日目及び 84 日目、生存ノミ数の計測が投薬直前、投薬から２日目、

28 日目、56 日目及び 84 日目に行い、併せてノミ糞及び卵の確認も行いました。また、各投

与日には 14-10 ページに記載されておりますスコアによる臨床評価も行っております。 

  主要有効性評価項目はノミの寄生の有無により、二値化したスコアによる２項分布を用い

た非劣性検定における非劣性で、非劣性マージンは 10％に設定しております。このほか 14-11

ページにありますように、ノミの減少率につきましても評価をしております。安全性につき

ましても 14-10 ページに記載されておりますようにスコア化して、評価しております。 

  結果につきましては、14-13 ページから記載されております。群間におきまして、ノミ寄

生数、ノミ減少率につきましては有意な差が認められませんでしたが、事前に定義いたしま

したノミの寄生の有無による非劣性につきましては、14-14 ページの表 14-1-7 にありますよ

うに、投与後２日目において非劣性は証明されず、クリアーすることはできませんでした。 

  14-14 ページの下に記載されておりますが、犬の個体、環境要因やシャンプーの影響等に

つきまして解析した結果、特に影響を及ぼしたと考えられる因子はありませんでした。 

  14-20 ページ、ノミの卵と糞に関しましての結果ですが、ほぼ両群は同様の推移が観察さ

れております。安全性につきましては、その下に記載されております。併用薬につきまして

は、特にその影響は認められておりません。 
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  14-21 ページには有害事象が認められておりますが、観察されたすべての有害事象につき

ましては、投与との因果関係は否定されております。事務局からは、申請当初の内容では、

本内容に加えまして、被毛の状態、投薬の状態、犬の行動様式及び全身状態をスコア化して

評価しておりましたが、これに対しまして、評価が主観的評価でありますことから、特に本

試験では試験施設が 17 ありますことから、試験施設間での評価の同等性が担保されている

かを申請者に尋ねました。 

  申請者からは回答におきまして、日常診療において評価される項目について設定したもの

ではございますが、施設間の判断の差異までは均一化されていないということから、これら

の項目につきましては削除される旨の申し出がなされました。事務局としましては、評価方

法によっては、これらの項目から有用な評価も可能と考えますが、客観性を保つことは評価

上重要であると考えまして、申請者の申し出を了承いたしました。 

  また、評価日によってノミの再寄生が認められていることから、ノミの寄生予防の観点か

ら、これらの含めた評価を求めました。申請者からは、評価時点によって１～２例の再寄生

が認められていますが、その程度は群間で差がないことを説明いたしました。事務局といた

しましては、申請者の説明を了承いたしました。 

  なお、本試験におきましては、非劣性評価におきましては、事前に定義しました基準をク

リアーすることはできませんでしたが、非劣性が証明できなかった時点が投与後２日目のみ

のであること。ノミに対する作用を有する製剤は同製剤で同一であること。そのほかの評価

項目では群間で差が見られていないことなどから、一定の評価は可能であると判断いたしま

した。 

  14-22 からは、マダニに対する試験成績が記載されております。試験の設計はノミに対す

る試験と類似したものとしておりますが、群間の症例数比はほぼ一対一とされております。

また、マダニに対する寄生数の評価につきましては、14-24 ページの表 14-2-3 によって分類

の上で記録をしております。 

  有効性評価は 14-25 ページ上のスコアにより評価するほか、ノミの試験と類似したものと

しております。 

  結果につきましては、14-28 ページの表 14-25 にありますように、すべての時点におきま

して、群間でマダニ数及び減少率に差は見られず、有効性スコアの非劣性試験におきまして

も、14-2-6 にありますように、すべての事例におきまして、非劣性基準をクリアーいたしま

した。 

  ノミの試験等の結果と同様に、14-30 ページにありますように、犬の個体、環境要因やシ

ャンプーの影響等について解析しました結果、特に影響を及ぼしたと考えられる因子はあり

ませんでした。次のページから記載されておりますように、安全性につきましても本剤の投

与との因果関係が示唆される有害事象はありませんでした。 

  14-33 ページからは、海外におけるバベシア症の感染予防を評価した試験成績が記載され

ております。ハンガリーにおきましては、本剤投与群及び無投薬対照群に各 10 頭置き、バ
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ベシア常在地域を散歩させることによって自然感染を促しました。 

  その結果につきましては、14-36 ページの表 14-35 にありますように、対照群の４頭では

バベシア症の感染が認められたのに対し、本剤投与群では感染症例はありませんでした。な

お、以降の２試験につきましては、効力を裏づける試験と同じ試験であるために、説明は割

愛させていただきます。 

  事務局としましては、これら海外の臨床試験につきましては、飼育環境、感染の状況など、

いずれも本剤が上市された際の臨床状況に基づく設定ではなく、臨床的有効性を評価してい

るのではないと判断し、これらの海外臨床試験については、申請者に臨床試験の効果を削除

するよう求めました。申請者はこれらの試験が GCP に基づいて行われていること。通常想定

される野外環境よりも過酷な条件になることから、臨床試験としての評価が妥当であると回

答で主張いたしました。 

  事務局といたしましては、これらの申請者の主張は、それが臨床試験として評価されるか

という事項ではなく、やはりこれらの試験は臨床試験としての評価は不可能であると考えま

したが、申請者の主張では、これらの厳密な意味での臨床試験は不可能であるとの主張から、

これらの効能が認められる論理としましては、国内臨床試験に置きましては、マダニ媒介性

感染症の評価を行っていないことから、これらの海外試験を非臨床試験として評価した場合

におきまして、その他、非臨床試験も併せまして、国内臨床試験においてマダニに対する効

能をもって、効能を認めるか否かによると考えました。 

  その点におきまして、海外試験が臨床試験として認められるかは重要な論点ではないこと

から、このことにつきましては、これ以上の議論はいたしませんでした。その上で、これら

のマダニ媒介性疾患に対する効能が認められるか否かにつきましては、調査会による審議に

委ねることが相当と判断いたしました。 

  資料の最初の方で、意見書と書かれたタブをお開きください。併せて最初の審議経過票も

適宜御参照下さい。これらは事務局における審査の結果、なお、申請者との間で意見の相違

がある点につきまして、このように意見書として事務局の考え、及びそれに対する申請者の

意見をまとめ、平成 23 年８月２日に開催されました動物用一般医薬品調査会におきまして、

御審議をいただきました。 

  なお、審議に際しまして、意見書の項目に通常、動物用一般医薬品調査会ではなじみが薄

い ADI に関する考え方の事項がございましたことから、このことにつきまして、参考人とい

たしまして、東京農工大学教授の三森国敏先生にお願いいたしまして、御意見をいただいて

おります。 

  その結果、第１回調査会と書かれたタブの内容を御指摘いただき、継続審議とされました。

その内容と申請者からの対応ですが、使用上の注意におきまして、暴露量が ADI を超えるこ

とを防ぐ記載とすること。 

  室内犬への使用を前提として適切な記載とすることにつきまして、この第１回調査会と書

かれたタブの中でございますが、２ページの下にあります案が提示されました。 
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  同様の暴露量の計算につきまして、更に精査を求めたことにつきましては、精査の結果を

基に３ページの下にある変更が提案されました。 

  本剤はその投与に当たりまして、適切な獣医師の指導が不可欠であるとのことから、３ペ

ージの④のように、獣医師の指導を受けた後に使用するように注意を促すよう指摘され、申

請者からは対応が示されました。 

  更に、化学物質過敏症の人に対する注意といたしまして、４ページの上にありますような

注意が追加されました。 

  同じページ、⑥の犬に対する肝障害の懸念につきましては、申請者で安全性試験成績を再

度精査した結果、特に必要はないとの回答がされております。 

  ６ページでは、マダニ媒介性感染症につきまして、効能を削除するか、国内臨床現場での

有効性を立証できる試験資料を追加する旨の指摘につきまして、申請者は国内臨床試験の実

施の困難さ、及び非臨床試験の成績から、バベシアの株を限ることにより有効性は立証され

ると回答いたしました。 

  概要中の不純物の薬理作用に関する記載について、適切なものとする旨の記載につきまし

ては、７ページ下にありますような修正案を提示しております。 

  これらの回答につきまして、改めて平成 23 年 10 月 31 日の同調査会におきまして御審議

をいただきました結果、第２回調査会と書かれた、黄色いタブでございますが、この中にあ

りますような結果によりまして、薬事法第 79 条の規定に基づく承認条件としまして、こち

らに記載されているように、再審査までに本剤投与症例におけるマダニ媒介性感染症の罹患

率を調査し、有用性を立証することが課され、更に指摘事項として申請者が提案した効能の

変更が指示されました。 

  これらの事項を条件として、動物用医薬品等部会に上程して差し支えないとの御判断をい

ただき、このたび本部会におきまして、御審議をいただくもものでございます。 

  既にアミトラズを含有する製剤につきましては、劇薬に指定されておりますことから、本

剤につきましても劇薬の指定が相当とされ、再審査期間は動物用新配合剤として６年が相当

との御判断をいただいております。 

  なお、本件につきましても、本日御欠席の中込先生から御意見をいただいております。黒

の№15 の当日配布資料をお手元にご覧ください。 

  紹介させていただきます。品目名サーチフェクトの項です。 

  「本剤は、獣医師の指導により飼育者が投与するものと思われます。審議経過票にもある

ように、幼児の暴露量が一時的にでも ADI を超える可能性があるので、一般の人にもきちん

とわかるように、『なぜ３歳以下の幼児と投与した犬との接触を避けなければならないか』の

理由をある程度記載しておいた方が良いのではないでしょうか」ということでございます。 

 これにつきまして、事前に申請者の方にこういった問題について提示いたしまして、回答を

得ております。これが当日配布資料の黒の№３－２がお手元に配布されているかと思います。 

  申請者からは、御指摘に対しまして、下線部を追記した使用上の注意案を提案しますとい
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うことでいただいております。下線部のみでございますが「３歳以下の幼児が投与後の犬に

触れた場合、その手を口に持っていく可能性があり、体重あたりの薬剤暴露量も大人より大

きくなるので」という一文を追加するとの提案を受けております。 

  次に、中込先生からの御意見の２番です。 

  「概要 p1-14 以降の付表１、『成分分量』の表記法がよくわかりません。 

  ・フロントラインプラスドッグは、液剤で 100.0mg と 90.0mg と規定されていますが、何

mL 中もしくは何 g 中でないと適切ではありません。 

  ・フロントラインスポットオンドッグは 10.00ｇ、フロントライン・スプレーは 0.25ｇと、

表示の単位も違っていると思われます。 

  ・錠剤は、１錠あたり含有量となっているかと思います。 

  以下、正しい表示のもありますが、おおかたは不適切な表示と見受けられます。出典元が

違っているのか、転記ミスかはわかりませんが。」ということでございます。 

  こちらは事務局の方でもチェックミスでございましたけれども、実は単位量が違ってござ

いまして、フロントラインプラスドッグの方は 100.0mg/mL でございます。対しまして、フ

ロントラインスポットオンドッグの方は 10.00mg/100mL の値でございまして、そういった

何 mL、又は 100mL 当たりという部分が抜けておりました。 

  こういったミスでございますけれども、これにつきましては申請者の方に適切に修正をす

ることを求めますが、元となりましたデータが一部、当省のホームページにありますデータ

ベースによるところがございまして、そちらの方の現在確認しておりますので、適切に対処

させていただければと思います。 

  事務局からの御説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  ただいまから審議に入りたいと思いますが、その前に田村委員については、この製剤につ

いても審議には加わっていただきますが、議決には加わっていただかないということでよろ

しくお願いします。 

  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。かなり長い説明

になりましたけれども、いかがでしょうか。 

  調査会ではかなり議論になったという御説明ですが、特に問題はありませんか。 

○西川委員 ADI についてですけれども、これがフィプロニルに関しての ADI 設定ですが、そ

の設定に使用した無毒性量がどこにあるかを探していたのですが、この概要の 7-2 にそれら

しきデータがあるのですが、混餌投与の場合の ppm という記載しかなくて、mg/kg 体重換

算の数値が出ていないので、これは可能な限り併記していただければと思います。それが１

点。 

  もう一つは、7-1-2 に慢性毒性とありますが、ラットにしろ、犬にしろ、13 週間の試験で

あって、これは通常、亜急性あるいは亜慢性の試験としかみなされないものだと思いますが、

これは単なる記載ミスでしょうか。 



- 30 - 

  以上の２点をお願いします。 

○明石部会長 今のは ADI の数値があるかということと、13 週が慢性毒性でよろしいのかとい

う御質問でよろしいですか。 

○西川委員 そうです。 

○明石部会長 今の御質問について、いかがですか。 

○事務局 ADI の数値でございますけれども、基本的にはこの ADI の現在使われている数値と

いうのは、厚生労働省で検討がなされました数値がそのまま使われているということになり

ます。0.0002 という数値です。 

○西川委員 その設定の根拠となった無毒性量が 0.02 と書いてありますが、それが十分に目を

通せなかったせいもあるのですが、確認できないんです。 

○事務局 そのデータそのものは、ここには出てきてございません。毒性の数値については、

平成 13 年の厚生労働省で開催しました毒性部会・残留農薬合同部会で資料が出ておりまし

て、そこで ADI が決定したということですが、その資料はこの会社がつくったものではござ

いませんので、今回は出していないという形になります。したがって、結果として、国の部

会で検討された数値がそのまま使われているのが実際でございます。 

○西川委員 わかりました。もう一点は、この ppm を mg/kg 体重に換算する簡単な式もある

わけですので、それがないとどちらが高いのか、簡単には比較できないと思います。ですか

ら、可能な限りこれは追記していただければ判断がしやすいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○事務局 そのように整理をさせていただきたいと思います。 

○西川委員 ２つ目の 13 週間の試験を慢性毒性試験の範疇に入れていいかどうかというのは、

右のページの 7-3 にも同じような部分がありますが、いかがですか。 

○事務局 局長通知の方のガイドラインがございまして、そちらの方が亜急性が３週間以上、

慢性毒性が３か月以上となっておりますので、それに従ってやったものと思っております。 

○西川委員 そうすると、7-3 のアミトラズの試験は、90 日試験が亜急性毒性試験に入ってい

ますね。何か一貫性がないような気がして、できれば通知があるのであれば、それに従った

記載方法にしていただきたいと思います。 

○事務局 その点は整理させていただきます。 

○明石部会長 ほかにございますでしょうか。 

○田村委員 マダニの駆除剤で、こういう病気の予防とか定検というのは初めてだと思います

が、ほかの事例があるのか、今、海外で申請中と書いてありますが、海外の効能・効果はど

うなっているのかをお聞きしたいと思います。 

○明石部会長 事務局、お願いします。 

○事務局 これまで同様のこういった殺ダニ剤とか、そういったもので媒介性疾患を予防する

といったような効能を取ったものはございません。海外での申請状況ではございますが、海

外での申請中の効能又は効果までは把握しておりませんので、申し訳ございませんが、今は
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わかりかねます。 

○田村委員 海外はわからないとしても、初めてのということであれば、国内で臨床試験で確

認してからでも入れるということは考えなかったのか。というのは、ダニの駆除剤でダニ媒

介性と言うと、非常に効能が広くなってしまって影響が大きいと考えるものですから、お聞

きしたいと思います。 

○事務局 確かに私どもの方からの御説明にもありましたように、当初この審査を事務局の方

でやっている段階では、こちらの効能又は効果に関しては、削除するように申請者の方に求

めた経緯もございます。ただ、翻って、そういったダニ媒介性疾患の予防に本剤を使いたい

というような用途は、少なくとも海外ではないだろうということも念頭にはございました。 

  本剤のこのダニ媒介性疾患に関する臨床試験でございますけれども、具体的にどういった

ような臨床試験が考えられるかと申し上げますと、こちらに関しまして、動物用一般医薬品

調査会の御専門であります野上先生を始め、御相談をいただいたのでございますが、実際に

有効性を立証するだけの臨床試験を行っていくというのは、かなり困難を伴うだろうと。つ

まり承認申請のための臨床試験としてやってくると。そういうところについては、かなり困

難を伴うだろうというような御意見をいただいておりまして。 

  そういったことから、可能であれば臨床試験をやってくる。それに基づいて効能・効果を

付けるということは基本でございますけれども、それでなくして、必要性が認められる場合

でございますけれども、効能・効果を認めるということであれば、再審査期間は６年間ござ

いますので、その中で使用した症例につきまして、すべて疾患の有無について確認して、そ

れによって予防疫学的な有用性を確立する。御説明にもありましたように、承認条件として、

そういったことを課すことによって、承認をすることは可能ではないかと考えた次第でござ

います。 

○明石部会長 いかがでしょうか。 

○田村委員 ということは、証明できなければ削除するということでよろしいですか。 

○明石部会長 ６年間の再審査期間中にその事実が証明できなければ、この効能・効果は認め

られないということになりますね。 

○事務局 はい。そういうことで考えております。 

○明石部会長 非常に歯切れの悪い議論ではありますけれども、それでいかがでしょうか。 

○赤堀委員 事務局としては臨床例がないということを指摘したと。調査会では現実に臨床例

がないので、臨床試験を求めることはできないと。したがって、臨床試験がなくても承認し

ようということですか。もしそのように臨床試験成績がなくても有効性を認めたとして前例

をつくると、今後もそういう事例が出てくる可能性はあるということでしょうか。 

○事務局 今後のことにつきましても、御懸念をいただきました。念のために申し上げますと、

調査会の方が積極的に承認の方で動いたということではなく、承認するのであれば、こうい

った形で承認することもやむを得ないという御判断だったと理解しておりますけれども、今

後につきまして、それは一言で申し上げますとケース・バイ・ケースになるかと思います。 



- 32 - 

  当然のことではございますけれども、単に臨床試験をやってこなくて、後から臨床試験を

やらせてくれということについて認めるということは、当然ございません。臨床試験が行え

るのか、行えないのか。また、その効能・効果が野外において必要とされるのかどうなのか。

あらゆることを総合的に判断しまして、そういったことで認めるかどうかを今後も検討して

いくものと考えております。 

○明石部会長 いかがですか。臨床試験で実際に組むのは恐らく不可能であるけれども、この

バベシア症やライム病の防除にこの薬を使うということは、非常に意味があることだろうと

調査会でお考えになったということで、袴塚先生、それでよろしいですか。 

○袴塚委員 いいと思います。 

○明石部会長 調査会の方では、有効性はきちんと証明されていないけれども、そういう病気

を抑えるために、こういう効能・効果を付ける。ただ、そのためには６年間にデータをきち

んと集めなさいということで承認をしたという御説明だったのですが、いかがでしょうか。 

  どこで歯止めがという話は今の説明で非常に限定された局面だけで、こういうことを承認

するので、どんな病気でも、データがなくても承認になるということではないという説明で

すが、いかがでしょうか。 

○山田委員 ここの効能・効果の文章を読む限りは、バベシア症やダニ媒介性疾患の予防では

なくて、ダニの寄生を予防することによって感染機会を減少させる。それはそれなりにそう

いう読み方ができると思います。決してその疾病の予防ではない。 

○明石部会長 事務局が説明されたように、疾病防御という語句はこういうふうに修正させた

という御説明をされていました。 

○赤堀委員 もしそういうふうに一般的な表現をするとすると、ある種のバベシアについては

除外するという書き方をされていますが、そこに矛盾が出てきませんか。 

○山田委員 そこは先生のおっしゃるとおりだと思います。これはあくまでもダニ媒介性の疾

患の一般的な感染機会を落としているということだろうと思います。非臨床試験のところで

こいつらをやっていて、それは実際に効果が認められたから、そこは強調したいということ

だろうと思いますが、私は先生のおっしゃる方が正しいと思います。 

○明石部会長 そうすると、いかがでしょうか。ダニ媒介性疾病の感染機会の低減を削除する

ということも可能ですか。 

○事務局 今の御意見は、効能・効果の但し書きが不適切であろうというお話であったかと理

解したのですが、それでよろしいでしょうか。 

○山田委員 もしそうだとすると、ここでダニ媒介性疾患というひっくるめた言い方はやめて

しまって、Babesia canis とボレリアの２つだけに対して感染機会を減らせるという書き方に

するべきだと思います。それ以外のダニ媒介性脳炎とか、そういったものに対しては全く関

係ないのだと。あくまでもバベシアの試験をされたものとボレリアの試験をされたライム病

だけに絞ると。 

○事務局 そういたしますと、効能・効果のところでございますけれども、並びにそれに伴う
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Babesia canis によるバベシア症及び Borrelia burgdorferi によるライム病の感染機会の低減と

するということでございますでしょうか。 

○明石部会長 今の修正について、特にほかに御意見はございませんか。 

  では、そういう格好で修正をしていただくということにしたいと思います。 

  そのほかに御意見はございませんか。 

○廣野委員 中込先生からの御意見に関する文章ですけれども、本剤を使用する場合は、投与

した犬と幼児との接触を完全に避けることとありますが、これはどのくらいの期間、完全に

接触を避ければいいのでしょうか。素人的な質問です。 

○明石部会長 事務局、お願いします。 

○事務局 これは完全にということでございますので、投与した動物との接触は避けるという

ことは、本剤の有効期間中は６週間くらいまで行けるということになっておりますけれども、

その期間中は当然避けるということになります。 

○廣野委員 そうすると、そういう但し書きは必要になってくるのかなと思います。 

○事務局 期間を入れた方がいいということですか。 

○廣野委員 もしこの使用者に対する注意を獣医師以外の使用する一般の人も読んで使うので

あれば、どれくらいだろうと素人的には思ってしまいます。 

○事務局 では、その辺は業者の方に確認をしまして、明確に記載するようにさせたいと思い

ます。 

○明石部会長 ほかにございますか。 

○尾崎委員 その件は例えばお風呂に入れるまでとか、そんなようなことでもいいのではない

かという気はしました。 

  概要の 1-1 のところで、主成分の情報のところですが、フィプロニルの薬理作用の説明の

ところです。この文章中は理解しにくいところが１か所あるのですが、これはともかくとし

て、実はこの図 1-1-1 が何を言いたいのか全く理解できないんです。フェーズ１、フェーズ

２の説明もありません。イオンチャネル、これはクロールチャンネルだと思うのですが、そ

れに対するナトリウムの刺激による神経細胞の興奮という意味もわかりませんし、その右側

にあるクロールによる細胞興奮抑制の阻害という意味もわかりません。 

  これは多分、薬理学とか生理学を理解しない方が何かオリジナルの文献を持ってきて、自

分なりに解釈をして書いたものだと思います。もし必要でしたら、私がこの担当の方と話を

して、図の差し替えなどをやらせていただければと思います。 

○事務局 業者の方と話し合いまして、よろしく御指導をいただきたいと思います。 

○明石部会長 それでは、尾崎委員と後で相談をしていただいて、業者の方にどういうふうな

修正をすればいいのか、指示を事務局の方で出していただくということでよろしいですか。 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

  そうすると、かなり議論もあったのですが、本製剤の承認の可否については、特に否定す

る御意見ではなかったように思います。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、効能と効果について修正をしていただく。使用者に対する注意の文

章の直していただくということを条件として、承認をしたいと思います。 

○事務局 ありがとうございます 

  それでは、ただいま部会長からいただきました修正を条件といたしまして、その他、先生

からいただきました毒性に関するところの単位といった記載整備についても併せて、させて

いただければと思います。図 1-1-1 でございますけれども、先生に御指導をいただきまして、

こちらの方も適切に整理をさせていただければと思います。 

  以上のようなことを条件といたしまして、承認を可とし、薬事分科会に報告をさせていた

だきます。なお、再審査期間は新動物用配合剤ということで６年間とし、製剤は劇薬に指定

することといたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

 かなり時間が経ちましたので、この時計で４時半まで 10 分間の休憩を取りたいと思います。 

 

（休  憩） 

  

   ＜水産用医薬品調査会関係＞ 

   ③ オーシャンテクト VNN（日生研株式会社） 

 

○明石部会長 それでは、審議事項の水産用医薬品調査会関係で「③オーシャンテクト VNN」

の審議に入りたいと思います。 

  それでは、水産用医薬品調査会の座長の廣野先生から御説明をお願いします。 

○廣野委員 それでは、説明させていただきます。 

 オーシャンテクト VNN は、日生研株式会社から製造販売承認申請されました水産用不活化ワ

クチンで、E-11 細胞培養ウイルス性神経性壊死症ウイルス SGEhi00-N 株を主剤としておりま

す。 

  本製剤は本年 10 月 17 日の水産用医薬品調査会において事前の審議を終了し、本部会に上

程されるものです。なお、再審査期間は新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、事務局から説明していただきます。 

○事務局 続きまして、概要書の概-1 ページをご覧ください。 

  本製剤の開発の経緯ですけれども、マハタにつきましては、スズキ目ハタ科に属しており

まして、国内はもとよりアジア諸国において高い需要があることから、国際競争力を有する

新規養殖魚種として注目されております。近年、水産総合研究センターや県の水産研究施設

で人工種苗の生産技術が開発されておりますが、ウイルス性神経壊死症（以下、「VNN」とい

う。）による被害が本種の安定養殖を阻む最大の要因となっております。 
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 マハタの VNN の毒性ですが、原因ウイルスはベータノダウイルス属であり、詳細については

1-2 のとおりです。 

  表概 1-1 をご覧頂きたいのですが、至適増殖温度が高く、水温が高い時期に好発するもの

となります。主要魚種を含めた多くの魚種でも感染が認められておりますが、主にマハタと

しての病原体は遺伝子型が RGNNV タイプ、血清型はＣ型とされております。 

  概-2 ページをご覧ください。ハタを含めた VNN に罹患する温水性海産養殖魚の主な発生

地域は西日本で、過去の養殖過程で発生した VNN は 1995 年～2007 年の実績によると、15

府県 369 例ですべて RGNNV（Ｃ型）でありました。 

  以上のことから、新規有用魚種であるハタ類及びその生産上の重要疾病である VNN のワク

チンは、未だ実用化されておらず、現場ニーズの高いものとして 1-3 にお示しするとおり、

さまざまな関係機関の協力を経まして、承認申請に至っております。 

  概-6 及び概-7 ページ、表概 2-1-3 及び 2-1-4 をご覧ください。VNN のワクチン製造用株で

ある SGEhi00-N 株の免疫原性については、攻撃試験により検討しています。今回は小サイズ

及び平均 128ｇの両サイズのマハタにおいて試験されております。その結果、小サイズにお

いては、対照群の死亡率は 80％に対し、○○○の試験群では死亡率は 16％と低減され、ま

た、128ｇの大きいサイズでは対照群の死亡率 64％に対し、○○○の試験群では死亡率は

16％と低減され、免疫原性が確認されています。 

  概-7 ページの 2-1-3-3 をご覧ください。当株ワクチンを腹腔内接種した場合の平均 128ｇ

のマハタの野外ウイルス分離株 SGMie95 株による攻撃性試験においても、概-8 ページ、表概

2-1-5 に示しますとおり、○○○では対照群の死亡率 83.3％に対し、試験群では死亡率は

38.8％と低減され、免疫原性が確認されています。 

  概-31 ページをご覧ください。臨床試験について記載されております。表概 14-1 にありま

すように、○○○及び○○○の２か所の施設で実施されております。安全性につきましては、

概-31 ページにお示ししますとおり、実施施設箇所２か所、計 7,609 尾の養殖マハタで確認

されております。 

  有効性につきまして、2 施設 5 養殖場で実施した結果、いずれも当該機関の試験群の累積

死亡率は、対照群のそれと比較して有意に低いことに加え、14-2 の中段になりますけれども、

注射後 3 週の試験群の中和抗体価は２か所の実施施設のいずれにおいても 100 倍以上、こち

らにつきましては、概-36 ページの表概 14-4 を参照していただきたいと思います。２か所の

実施施設のいずれにおいても 100 倍以上で、対照群のそれは 40 倍未満でありました。 

  以上のことから、有効性が確認されております。 

  初めの審議経過票にお戻りください。水産用医薬品調査会での審議結果ですが、本剤は本

年 10 月 17 日の調査会において御審議いただき、資料を整備することを条件に動物用医薬品

等部会に上程しても差し支えないとの審議結果をいただいたところです。 

  資料説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○明石部会長 ありがとうございました。 
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  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。 

○山田委員 魚は詳しくないのですが、臨床試験の概-31 ページの養殖場Ｃですが、試験群の

累積死亡率が○○○で、対照群が○○○、有意差があるからこれで有効だとおっしゃってい

るのですが、全体的にこの○○の基の力価に相当するのをワクチン接種量としているようで

すが、ほかの試験でも有効、例えばコントロール群が○○○○の死亡率で、試験群が○○く

らいの死亡率かな。要するに余り切れがよくないと思うのですが、こういうものが世の中に

出たときに、漁業関係者はこれで効いていると、とらえてもらえるかどうかについて疑問が

あるのですが、いかがでしょうか。 

○事務局 水産につきましては、家畜とは違う部分がありますけれども、周辺環境等により影

響を受けやすいとか、水温による影響を受けやすい。あとは養殖なので、ある程度の過密飼

育をしたり、そういったところで水質が汚れるということで、死亡率が上昇したりとか、総

合的な因子が関与することがあります。その中でこういったものが市場に出る中で、生産性

につながる部分、マーケットが判断する部分は当然ありますが、有用性の高いもの、切れの

いいものが勿論理想ではありますが、そういったところで客観性を得る意味でも５か所で試

験をして、いろいろな結果が状況によっては出るというところの一つにはなっています。 

○明石部会長 いかがですか。 

○山田委員 例えば有効抗原量を○○で切っているようですが、それをもう少し増やせば、も

う少し効果があるように思うのだけれども、そうしないのは安全性に問題が出たりするとい

うことなのでしょうか。あるいは抗原量を増やすから、お金がかかってワクチンの単価が上

がるからということなのか。これでよいというのであれば、別に構わないですけれども、ち

ょっと気になったものですから。 

○明石部会長 いかがですか。 

○事務局 どうして増やさなかったかというところは、これというのは私の方では断定できな

いのですが、一つはウイルスですので、例えば菌ですと抗原量を増やすのは簡単ですが、ウ

イルスはそこそこ増やすことにはお金はかかるかと思います。 

  先ほどＣの部分で、養殖場Ｃで○○○と○○○ということですが、野外試験ですので、ほ

かの病気の関与等もありますし、VNN だけが出る環境ではない部分もあります。その他の養

殖場の差で、例えば 37％と 66％程度違ってくれば、魚は飼っている量が何万となりますの

で、６万尾と３万尾では実際にかなり違ってくるということは考えられると思います。 

  あとは実際問題として、もし本当に野外で効果が確認できなければ、使用者の方たちはこ

れを使ってもしようがなければ使わないということもあるかと思います。VNN 自身は本当に

マハタを海の生け簀に入れるときにかなり猛威を振るっておりますので、そういう意味では

使用者は欲しいというような話は聞いたことがあります。 

○明石部会長 この死亡というのは、複数の原因があるかもしれないというお話でしたけれど

も、VNN の感染というのを確かめているんですか。それはやっていると。 

○事務局 私は概要書ではない方を見ているのですが、本体の方には VNN の感染があったかな
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いかというところが表にあります。 

  概-34 ページをご覧ください。各施設での VNN の発症率がそれぞれ入っておりますので、

ここを確認していただければいいかと思います。いずれも概ね発症があったということです。 

○明石部会長 この実験施設１のＣの試験群で検査匹数が 64 匹、VNN が 60、これが死亡原因

だということですか。それに対して対照では 60 検査をして、39 匹が VNN で死亡したという

ことでよろしいですか。 

○事務局 そうです。 

○明石部会長 先ほどの○○○と○○○という数値 と大分違うように思いますが、どこの数

値を見れば、そういうパーセントになるのでしょうか。 

○事務局 VNN のその他の部分との合計になると思います。 

○明石部会長 その他は VNN の感染が死因であるかどうかはわからないけれども、VNN は否

定していないということですか。 

○事務局 検査により分離しておりますので、こちらで検出されなければ否定という形になり

ます。この辺りは指摘事項にもあったものですから、申請者に確認したところ、主な死因、

マハタとして気にしておかなければならない疾病の中に、主に VNN とハダムシというものが

あるのですが、そちら以外のものにつきましては、その他という形で除外をしております。 

○明石部会長 ということですが、いかがですか。山田委員はよろしいですか。累積死亡から

見ると、試験群の方は低い。ただ、Ｃでは VNN を抑えたかどうかはよくわからないというこ

とですね。 

○山田委員 これは検査したものだけを見たら、逆に試験群は 100％、まるで効いていないよ

うに見えてしまいます。 

○廣野委員 簡単に追加させていただきますと、５試験を５つの場所でやっていまして、Ｃ以

外のほかの４つを見ていただくとわかりますが、明らかに試験区の方が有効である。ただ、

Ｃだけは原因がわからないですけれども、今、御指摘がありましたように、累積死亡率もそ

んなに大きな差はございませんし、特定されている死亡原因だけを見ますと、逆転している

ような感じにも見えます。ただ、５試験区のうち４試験区では明らかに有効であるというこ

とで、有効であろうというふうには判断しております。 

○明石部会長 ということだそうです。 

○山田委員 ですから、統計的に見て有効であることを疑っているわけではないですが、この

程度の有効性で実用的価値があるのかというところに不安があったのですが、先ほどの御説

明で何とか、それでもマーケットが判断するということのようですから、これ以上、私の方

からは言うことはないと思います。 

○明石部会長 調査会の方でも、要はこの病気の被害、ワクチンの有用性というのをはかりに

かけられて、承認してもいいだろうという結論を出されたということですね。ということで

すが、よろしいですか。ほかに御質問、御意見はございますでしょうか。 

○中西委員 １つだけ、審議経過票の用法及び用量のところで、マハタの腹腔内（腹鰭を体側
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に密着させた）」云々とありますけれども、これは胸鰭の誤りではないでしょうか。私は水産

用医薬品調査会はこのときに所用で欠席したので、そのときに指摘すべきだったのですが、

同様のことが申請書の３ページにもあります。腹鰭を体側に密着させたときに、この先端部

が体側から腹鰭付け根付近までということで、胸鰭の端から腹鰭の付け根というのが正しい

のかなと思いますが、御確認を願います。 

○明石部会長 すぐに場所のイメージが湧かないのですが、いかがですか。 

○事務局 確認をします。 

○明石部会長 腹鰭でいいということですか。それとも、腹鰭か胸鰭かわからないので、業者

の方に確認をするということですか。 

○事務局 業者の方に確認をします。 

○明石部会長 ほかに御意見はございますか。ないようでしたら承認ということでよろしいで

すか。 

（「はい」と声あり） 

○明石部会長 ただ、今の用法・用量の胸鰭か腹鰭かは一応確認していただくということで、

正しい記載に直してもらって承認ということにしたいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。 

  先ほど御指定いただいた部分を確認いたしまして、その点を条件といたしまして、承認を

可とし、薬事分科会に報告させていただきます。 

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

○明石部会長 ありがとうございました。 

 

 （４）動物用生物学的製剤基準の一部改正について 

 

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

務局から説明をお願いします。 

○事務局 それでは、事前にお送りいたしました赤の№５－１、赤の№５－２の動物用生物学

的製剤基準の一部改正について、御説明いたします。 

  今回、シードロット製剤ではない製剤につきましては、再審査が終了し、動物用生物学的

製剤基準に各条を追加するものが２製剤。 

  ２番ですけれども、既にある基準を改正するものが３製剤。 

  シードロット製剤につきましては、新たに各条を追加するものが裏のページまで続いてお

りまして、23 製剤。 

  その下の４番目、シードロット製剤の既にある基準について、一部改正するものが３製剤

ございます。 

  まず順に再審査が終了し、動物用生物学的製剤基準に各条を追加するものですが、１ペー

ジを開いてください。 
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  １つ目が豚ボルデテラ感染症精製（アフィニティークロマトグラフィー部分精製）・豚パス

ツレラ症混合（油性アジュパント加）不活化ワクチンでございます。ボルデテラ・ブロンキ

セプチカの培養ろ液からシアル酸結合型赤血球凝集素を精製した凍結乾燥ワクチンとパスツ

レラ・ムルトシダの培養菌体を破砕し、遠心した上清に油性アジュバントを加えた液状不活

化ワクチンを組み合わせたものとなります。 

  「２ 製法」ですけれども、各製造用株、製造用材料及び製造用株について規定しており

ます。 

  ２ページ「３ 試験法」、製造工程中の試験として培養菌液、原液の試験等が規定されてお

ります。 

  ４ページ「3.3 小分製品の試験」、乾燥ワクチン及び液状不活化ワクチンで、それぞれ行

う試験、また混合して行う力価試験や安全試験等の試験が規定されております。 

  ８ページ、鶏サルモネラ症（サルモネラ・エンテリティディス・サルモネラ・ティフィム

リウム）（油性アジュバント加）不活化ワクチンでございます。 

  「１ 定義」ですが、サルモネラ・エンテリティディス及びサルモネラ・ティフィムリウ

ムのそれぞれの培養菌液を不活化し、油性アジュバントを添加したものを混合したワクチン

でございます。 

  先ほどと同じような構成ですが、「２ 製法」に製造用株、製造用材料。 

  ９ページの中ほどから「３ 試験法」が規定されております。 

  「3.1 培養菌液の試験」、「3.2 不活化菌液の試験」、「3.3 原液の試験」が規定されてお

ります。 

  10 ページ「3.4 小分製品の試験」として、無菌試験、ホルマリン定量試験、安全試験、

力価試験等が規定されております。 

  これら２製剤は再審査が終了し、新たに製剤基準に追加されるものとなります。 

  次に、既にある基準の改正が３つございます。 

  18 ページに新旧対照表がございます。 

  １つ目は産卵低下症候群－1976（油性アジュバント加）不活化ワクチンでございます。新

旧対照表の左側が改正案でございます。 

  「１ 定義」、今までは製造用株の培養には、アヒル又は鶏の発育卵を用いていましたが、

今回、製造用材料として、株化細胞を用いた製剤が申請されたことに伴い、「２ 製造用材料

及び製法」の一部を改正するというものです。 

  30 ページ、２つ目はニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎２価・鶏伝染性ファブリキウス

嚢病混合（油性アジュバント加）不活化ワクチンです。 

  本製剤では製造工程中の抗原量をウイルス含有量試験で調べる製剤と、抗原定量試験で実

施する製剤がございますが、製造工程のどの段階で実施するとかいう記載表現が不明瞭でし

た。後ほど本製剤のシードロット製剤の基準が出てくるのですけれども、本部分について整

備をしておりますので、併せてノンシード（「ノンシードロット製剤」のこと。以下同じ。）
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の基準も整備させていただくというものになります。 

  ほかに試験方法及び記載事項の一部を記載整備しております。 

  50 ページ、３つ目はニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎２価・産卵低下症候群－1976・

鶏伝染性コリーザ（Ａ・Ｃ型）マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症混合（油性アジュバ

ント加）不活化ワクチンでございます。 

  こちらも先ほどと同じく、産卵低下症候群ウイルスにつきまして、発育卵ではなく培養細

胞を用いた製剤が申請されたため、「２ 製法」や「３ 培養細胞の試験」の追加など、培養

細胞に関する事項を加える変更と記載整備がございます。 

  次に、シードロット化に伴う一部改正がございます。今回は 23 製剤ございますので、シ

ードロット化に伴う変更点につきまして、概要をまとめております。 

  本日配付しました黒の№５－３の横紙の資料をお手元に御用意ください。 

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

料のシードロット製剤の規格等を新たに追加するものとなります。各シードロット製剤で実

施される試験とノンシードの基準からの変更部分について、まとめた表がこちらになります。 

  本資料の最後の３枚目のページをご覧ください。参考としてシードロット規格で規定され

る試験をまとめた表でございます。製造用株であるワクチンシードとしては、マスターシー

ドですと、ウイルスでは生ワクチンの場合、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、対象動物を用いた免疫原性試験、対象動物を用いた安全性確認試

験、病原性復帰確認試験を設定しています。 

  細菌につきましては、生ワクチンでは同定試験、夾雑菌否定試験、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。不活化につきまし

ては、試験項目が少なくなっております。 

  また、セルシードにつきましても、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、無菌試験、マイコプラズマ否定試験、外来性ウイルス否定試験、核学的（染色体）

性状試験、腫瘍形成性/腫瘍原性試験が設定されております。 

  初代細胞につきましては、SPF 動物由来のものを使用すると規定されておりますので、試

験項目としては培養性状、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。発

育鶏卵も SPF 規格のものとなりますので、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について、表の上に略語として MVL、MVK、細胞の場合は株とか初

というような字で略させていただいて、概要表に記載しております。また、シードの継代数

につきましても表の下に記載の内容で規定されることとなります。 

  また、ウイルスシード及び製造用細胞につきましては、外来性ウイルス否定試験が設定さ

れておりますが、この紙の裏側を見ていただきまして、特定ウイルス否定試験につきまして

は接種対象及び細胞の由来の動物種により、どのようなウイルスを否定するかについて、こ

のような対象動物種ごとに裏の表のとおり、規定しているところでございます。 

  それでは、表に戻ってください。順に説明します。 
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  上の２つは牛製剤となります。 

  アカバネ病・チュウザン病・アイノウイルス感染症混合（アジュバント加）不活化ワクチ

ン（シード）及び牛ロタウイルス感染症３価・牛コロナウイルス感染症・牛大腸菌性下痢症

（K99 精製線毛抗原）混合（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）です。 

  １番及び２番のウイルス成分につきましては、マスターシードで不活化ウイルスの試験セ

ット、MVK の試験セットが付いております。また、製造用細胞はいずれも株化細胞で、HmL

ｕ細胞、BHK 細胞、HAL 細胞のげっ歯類、また MA-104 細胞はサル由来の株化細胞となりま

すので、これらについては株化細胞の試験セットが規定されています。 

  また、外来性ウイルス否定試験につきましては、一般試験として牛を対象とすることから、

牛 RS ウイルス、ブルータングウイルス、更にげっ歯類由来の株化細胞を用いるものにはリ

ンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、サル由来細胞を用いるものについては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としては、BVD、ロタウイルス、牛白血病ウイルス、日本脳炎ウイ

ルス、狂犬病ウイルスの否定試験が設定されております。 

  ２番目の製剤につきましては、牛大腸菌が含まれていますが、こちらについては、マスタ

ーシードにはマスターシード菌の試験として、MVK の試験セットが規定されています。 

  ３番、馬ロタウイルス感染症（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）は馬用製剤。 

  ４番、日本脳炎不活化ワクチン（シード）は、馬と豚に適用される製剤となります。 

  いずれも不活化のウイルスワクチンですので、製造用株のマスターシードは MVK の試験

セットが設定されています。 

  製造用材料は、いずれもサル由来の株化細胞となっていますので、株化細胞の試験セット

となっています。外来性ウイルス否定試験につきましては、馬を対象とするので馬伝染性貧

血ウイルス、日本脳炎につきましては豚にも適用されますので、豚繁殖呼吸障害症候群ウイ

ルスが規定されております。いずれも製造用材料はサル由来細胞であるので、内在性レトロ

ウイルスが設定されています。 

  個別ウイルス否定試験につきましては、BVD、日脳・狂犬の否定試験、また、４番は豚製

剤ということで、このほかに豚コレラ・豚サーコ・ロタウイルスの否定試験が設定されてい

ます。 

  ５～11 番につきましては、豚用製剤になります。 

  豚インフルエンザ（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）につきましては、マスタ

ーシードについては MVK の試験セットが設定され、製造用材料は発育鶏卵になりますので、

発育卵の試験セットが設定されています。外来性ウイルス否定試験につきましては、豚繁殖・

呼吸障害症候群ウイルスと発育鶏卵を用いることから、鶏脳脊髄炎ウイルスが規定されてお

ります。 

  個別ウイルス否定試験では、対象動物は豚であるため、豚コレラ、豚サーコ、BVD、ロタ、

日脳・狂犬病が設定されているほかに、製造用材料である発育鶏卵ということで鶏白血病、
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細網内皮症、また、鶏脳脊髄炎ウイルスの否定試験が設定されております。なお、鶏脳脊髄

炎ウイルスにつきましては、一般試験又は個別ウイルス否定試験のいずれかで確認すること

となっております。 

  ６番、７番は、豚パルボウイルス感染症の生又は不活化のワクチンのシードの基準となり

ます。マスターシードにつきましては、６番は生ワクチンですので MVL の試験セット。７番

は不活化ですので MVK の試験セットとなり、製造用材料はいずれも同じ豚の腎臓由来の株

化細胞ですので、株化細胞の試験セットとなります。外来性ウイルス否定試験は豚を対象と

したものが規定されております。 

  ６番については生ワクチンですので、ノンシードで設定されていた小分製品での迷入ウイ

ルス否定試験はシードロット製剤ということで、削除されています。 

  ８～10 番目は、豚用の細菌製剤となります。いずれも製造用材料は培地でございますので、

シード菌の試験のみが設定された形となります。マスターシード菌の MVK の試験セットが

規定されることとなります。 

  11 番、豚コレラ・豚丹毒混合生ワクチン（シード）でございます。豚コレラ及び豚丹毒に

つきましては、豚コレラ生ワクチンの製造用株 GPE－株及び豚丹毒菌生ワクチンの製造用株

は、小金井株につきましては原種ウイルスの規格が既に規定されていますので、通常のマス

ターシードの試験セットのほかに、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

ています。ほかの部分につきましても、現在ある豚コレラ生ワクチン及び豚丹毒生ワクチン

のシードの基準を合わせたものとなっております。 

  12～21 番までは鶏用製剤でございます。 

  12 番は、トリレオウイルス感染症（油性アジュバント加）不活化ワクチン（シード）。マ

スターシードは MVK の試験セット。また、初代細胞を用いるので初代細胞の試験セットが

規定され、外来性ウイルス否定試験は鶏を対象とした試験が設定されております。 

  13 及び 14 番は、マレック病ウイルス１型・七面鳥ヘルペスウイルス）凍結生ワクチン（シ

ード）及びマレック病の２型と七面鳥ヘルペスウイルス・鶏痘混合生ワクチンです。 

  いずれも生ワクチンですので、マスターシードは MVL の試験セットとなりまして、初代細

胞を用いて製造するので初代細胞の試験セットとなります。また、小分製品での迷入ウイル

ス否定は削除される形となります。 

  15～17 番は、ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・産卵低下症候群－1976 混合（油性

アジュバント加）不活化ワクチン（シード）、ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎２価・鶏

伝染性ファブリキウス嚢病混合（油性アジュバント加）不活化ワクチン（シード）及びニュ

ーカッスル病・鶏伝染性気管支炎・産卵低下症候群－1976・トリニューモウイルス感染症（油

性アジュバント加）不活化ワクチンでございます。 

  いずれもマスターシードは MVK の試験セット、製造用材料に発育卵又は初代細胞を用い

るものでも発育卵又は初代細胞の試験が規定され、17 番のトリニューモウイルスにつきまし

ては、ベロ細胞を用いますので、株化細胞の試験セットも設定されております。また、外来
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性ウイルス否定試験につきましては、鶏を対象としたウイルス以外に、サルを対象としたウ

イルスが規定されています。 

  18 番は、マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症凍結生ワクチン（シード）でございます。

細菌の生ワクチンということで、マスターシードは MBL の試験セットが設定されております。 

  19～21 番につきましては、ニューカッスル病と鶏伝染性気管支炎のほかに、鶏伝染性コリ

ーザ、又はマイコプラズマ・ガリセプチカムの細菌成分との混合ワクチンでございます。 

  製造用株のマスターシードにつきましては、ウイルスにつきましては MVK、細菌につきま

しては MBK の試験セットが規定されています。製造用材料として用いる発育鶏卵について

は、卵の試験が設定されています。また、ウイルス成分の外来性ウイルス否定試験につきま

して、鶏を対象としたウイルスが規定されております。 

  最後の２つが犬猫製剤でございます。 

  22 番の狂犬病組織培養不活化ワクチン（シード）につきましては、製造用株の試験として

は通常の試験セット以外に、製造用株が RC-HL 株につきまして、原種ウイルスの規格が製剤

基準上に既に規定されていますので、その中の効力及び免疫原性確認試験をワーキングシー

ドの段階で実施することとしております。製造用材料は HmLu 細胞ですので株化細胞の試験

セットが設定され、外来性ウイルス否定試験につきましては、犬猫を対象としたウイルス及

び製造用材料のげっ歯類を対象としたウイルスが規定されております。 

  23 番、ジステンパー・犬アデウイルス（２型）感染症・犬パラインフルエンザ感染症・犬

パルボウイルス感染症・犬コロナウイルス感染症・犬レプトスピラ病（カニコーラ・コペン

ハーゲニー・ヘブドマディス）混合ワクチン（シード）でございます。 

  ウイルス成分は生、細菌成分は不活化ですので、それぞれの MVL 及び MBK の試験セット

が設定されています。 

  ウイルス成分につきましては、鶏の初代細胞又は犬及び猫の株化細胞を用いますので、そ

れぞれの試験セットが設定され、外来性ウイルス否定試験については対象動物の犬を対象と

したウイルス以外に、鶏由来及び猫由来の細胞のものについては、鶏を対象としたウイルス

及び猫を対象としたウイルスの否定を確認することとなっております。また、ウイルスは生

ワクチンですので、小分製品の迷入ウイルス否定試験は削除となります。 

  赤の№５－１に戻っていただきまして、１ページの表紙をめくっていただき、４番、最後

の３つが既にあるシードロットの基準の一部について、新たな製剤がシードロット化される

ことに伴い、一部改正するものがございます。 

  赤の№５－２の分冊の 285 ページをご覧ください。新旧対照表がございます。 

  鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード）の基準となります。主な変更点ですけれども、

「3.1.1.1 同定試験」の項番号になります。1.4.2.1.1.1.2 を 1.4.2.1.1.1 への修正です。これは

どのような内容かと言いますと、シードロット規格では同定試験につきましては、蛍光抗体

法又は血清中和試験で実施することとなっているのですが、現在の基準では蛍光抗体法に限

定した記載となっていますが、中和試験を採用した製剤の申請がございますので、変更する
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というものです。ほかは語句の整備となります。 

  295 ページ、ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチン（シード）の基準です

が、こちらも先ほどと同じく 3.1.1.1 の同定試験の項番号の改正と表現等の記載整備となりま

す。 

  301 ページ、マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症（油性アジュバント加）不活化ワク

チン（シード）となります。こちらは 2.1.3.1 の継代数及び 3.5.4 のホルマリン定量試験につ

いて、基準とは異なる製剤がシードロット化されることから、継代数及びホルマリン含有量

の記載を整備するものでございます。 

  以上、大変長くなりましたが、これらの製剤基準の改正について御審議をいただきたくお

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。いかがですか。

よろしいですか。 

  特にないようですので、御承認いただいたと認めます。 

○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）動物用生物由来製品の指定について 

 

○明石部会長 それでは、「（３）動物用生物由来製品の指定について」、事務局から説明をお願

いします。 

○事務局 赤の№６の資料を御用意ください。農林水産大臣が指定する生物由来製品を定める

件の改正について、御説明をいたします。 

  １ 生物由来製品について 

  （１）人その他の生物に由来するものを原料又は材料として製造される医薬品等のうち、

保健衛生上特別の注意を要するものについては、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて農林

水産大臣が「生物由来製品」に指定しております。生物由来製品に指定された医薬品等にあ

っては、製造管理者、容器、添付文書等の記載事項、感染症定期報告、記録及び保存等に関

しての規制が適用される。 

  （２）動物用医薬品としては、ホルモン剤、血清類の他、家畜伝染病予防法第２条に規定

する家畜伝染病及び人獣共通感染症に対する生ワクチンが生物由来製品に指定される。 

  ２ 動物用シードロット製剤の生物由来製品への指定について 

  （１）今般、次の製剤についてシードロット製剤化を目的とした製造販売承認事項変更承

認申請が行われた。生物由来製品の指定については製剤の一般的名称により行われているこ

とから、この変更の承認に伴い、新たに下記の一般的名称を生物由来製品に指定することと

する。 

  製剤名：豚コレラ・豚丹毒混合生ワクチン「北研」 
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  一般的名称：豚コレラ・豚丹毒混合生ワクチン（シード） 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○明石部会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御説明について、御質問、御意見はございますでしょうか。よろし

いですか。 

  それでは、御承認いただいたと認めます。 

○事務局 ありがとうございます。原案のとおり、薬事分科会に報告させていただきます。 

 

 （６）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について 

 

○明石部会長 それでは、「（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」、

事務局から御説明をお願いします。 

○事務局 それでは、事前に配布させていただきました赤の№７及び№７-１、当日配布資料の

黒で№２とシールの付いた資料を御用意ください。 

  №７－１は、使用規制省令（「動物用医薬品の使用の規制に関する省令」のこと。以下同じ。）

の改正の要望書。№７－２は、アセトアミノフェンを有効成分とする製剤の比較表。№７は

それに伴う使用規制省令の改正案となっております。 

  赤の№７－１の表紙の審議経過票をご覧ください。本要望書は Meiji Seika ファルマ株式会

社より平成 23 年 10 月５日付で提出されましたアセトアミノフェンを有効成分とする飲水添

加剤の使用規制省令の一部改正の要望書でございます。該当する製剤はアレンジャー10 及び

アレンジャー30 の２製剤がありまして、それぞれ１g 中アセトアミノフェン 100mg あるい

は 300mg を含有する飼料添加及び飲水添加剤です。 

  用法及び用量は、豚の体重１kg 当たりアセトアミノフェンとして 15mg を１回量として１

日１～２回、１日間飲水又は飼料に添加して投与することとなっております。 

  効能又は効果は、豚の細菌性肺炎における解熱です。 

  現在、当該有効成分の飲水添加についての使用禁止期間は、食用に供するため、と殺する

前３日間となっていますが、それを１日間に短縮する要望でございます。本件は平成 23 年

11 月 14 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、要望書の概要の１ページをお開きください。アセトアミノフェンに関する使用規制

省令の改正の背景を簡単に御説明します。当該製剤であるアレンジャーの承認の可否の審議

及びそれに伴うアセトアミノフェンを有効成分とする製剤の使用規制省令の改正の審議は、

平成 20 年 11 月 19 日の当部会で審議されまして、その後、分科会に報告、食品安全委員会

及び厚生労働省への諮問を経て、平成 23 年３月 11 日に製造販売の承認、及びそれに伴う使

用規制省令の改正が行われました。その告示されました使用規制省令の内容は、アセトアミ

ノフェンの飲水添加と飼料添加で、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
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なりました。 

  次に、№２の資料をお手元に御用意ください。一方で、アセトアミノフェンを有効成分と

する飼料添加剤として、日本全薬工業株式会社からピレキシン 10％が製造販売承認申請され、

これは当該製剤のアレンジャーとは少し遅れて審議がされておりました。ピレキシン 10％は

100ｇ中アセトアミノフェンを 10ｇ含有する飼料添加剤で、用法及び用量は１日量として体

重１kg 当たり 30mg 以下の量を飼料に混じて経口投与するとなっており、アレンジャーと特

段の差がないと考えられます。 

  ピレキシン 10％の承認の可否及びそれに伴う使用規制省令の改正については、平成 22 年

３月２日の当部会で審議されまして、分科会に報告されております。ピレキシン 10％の進捗

状況に関してですけれども、食品安全委員会の評価が平成 23 年 11 月 24 日におりまして、

適切に使用される限りにおいては、食品を通じて人の健康に影響を与える可能性は無視でき

るものと考えるとされました。また、アセトアミノフェンの ADI は 0.03 mg/kg 体重/日で変

更はありませんでした。今後、この評価を受けて、厚生労働省で MRL 等について検討される

と考えております。 

  現在のアセトアミノフェンの使用禁止期間は、アレンジャーの審議に基づいて規定されま

したが、申請者である Meiji Seika ファルマ株式会社が一律基準の 0.01ppm を用いて休薬期間

を求め、それにより３日間とされました。一方でピレキシン 10％の使用禁止期間は、ピレキ

シンの申請者であります日本全薬工業株式会社が ADI を基に MRL を推定し、この MRL に基

づき休薬期間を解析した結果、使用禁止期間は１日とされました。 

  そのため、№２の資料の裏になりますが、ここに新旧対照表がございますが、ピレキシン

10％の承認に伴う使用規制省令の改正案は、中ほどのアンダーラインのところにありますよ

うな改正案となりました。ピレキシン 10％の承認に伴う使用規制省令の改正については、先

ほど申し上げましたけれども、平成 22 年３月２日の当部会で審議され、了承されておりま

す。 

  ピレキシン 10％は飼料添加のみの用法なので、飲水添加の用法はありません。ピレキシン

10％の内容に伴い、飼料添加の使用禁止期間は１日に短縮されることになりますけれども、

飲水添加につきましては、３日間のままとなります。そのため、飲水添加につきましては、

当該の要望者が ADI を基に検討した結果、アセトアミノフェンの MRL を現在の使用禁止期

間３日間を１日間に短縮するために上方改正しても食品衛生に及ぼす影響は無視できる範囲

と判断し、使用禁止期間を１日間に短縮する要望書が提出されました。 

  要望書、赤の№７－１に戻ってください。その概要の３ページには、現在、アセトアミノ

フェンの ADI は 0.03 mg/kg 体重/日と設定され、MRL はすべての部位で 0.01ppm とされて

いると記載されております。 

  ４ページ、要望者は使用禁止期間を３日間から１日間に短縮した場合に想定される最大残

留濃度として MRL 推定値を製剤販売承認申請時の残留試験に基づいて算出しました。表４の

残留試験１及び２の結果は、８ページの表８及び９ページの表 10 の最終投与１日目の結果
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から得ています。試験における残留値の誤差や個体の変動を考慮するため、可食部位ごとに

残留値の平均に標準偏差 SD の３倍を加算した値を基に、MRL 値として十分に安全性を考慮

した値を MRL 推定値と設定しました。その結果、MRL 推定値は、肝臓以外の部位では 0.2ppm、

肝臓は 0.5ppm とされました。 

  ５ページ、吸収等試験の結果です。アレンジャー30 を飲水添加した場合、臨床上用量

15mg/kg では、投与後１時間で最高血症中濃度となり、投与後９時間までに速やかに減衰し

ました。 

  ７ページ、残留試験の結果が記載されております。試験１及び２において、最終投与後１

日に最大の残留を示し、２日及び３日後にはすべての組織において、定量限界値 0.01ppm 未

満となりました。 

  11 ページ、使用禁止期間の設定の根拠が示されております。可食部位において MRL 推定

値の上限までアセトアミノフェンが残留したと仮定した場合、国民栄養調査結果に基づき試

算される１日当たりのアセトアミノフェンの摂取量、TMDI 及び ADI に対する比を求めたと

ころ、値はいずれも２％以下の低い値となったことから、使用禁止期間を１日間に短縮して

も人への健康に与える影響は十分に小さいと考えられました。 

  最終投与後２日目以降は、全可食部位で一律基準とした定量限界値 0.01ppm 未満となりま

したことから、最終投与後２日目以降は更に低い TMDI、ADI 比となると考えられました。こ

のことにより使用禁止期間を１日間に改正しても、当該製剤は食品を介して人の健康に与え

る影響は十分小さいと考えられたことから、使用禁止期間を１日間に短縮する要望が提出さ

れました。 

  赤の№７を御用意ください。１枚紙となっております。当該要望に伴う使用規制省令の一

部改正案でございます。裏の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

止期間の欄のアンダーラインのあるところですが、３日間を１日間に短縮するというもので

す。 

  以上、御審議を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御質問、御意見をお願いします。よろしいですか。 

  特に反対はないようですので、承認とします。 

○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。 

○明石部会長 （５）の審議事項は既に審議が終わっておりますので、報告事項に入りたいと

思います。 

 

 Ⅱ）報告事項 

 （１）動物用医薬品の承認の可否について 

    ＜動物用一般医薬品調査会関係＞ 
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   ① 注射用モキシデック SR-12FDAH（ファイザー株式会社） 

 

○明石部会長 報告事項「（１）動物用医薬品の承認の可否について」、動物用一般医薬品調査

会関係、注射用モキシデック SR-12FDAH の説明をお願いします。 

○事務局 では、事前配布資料の赤の№９を御用意下さい。経緯の方から簡単に説明させてい

ただきます。注射用モキシデック SR-12FDAH は、共同開発者である共立製薬株式会社とと

もに平成 21 年８月 11 日にフォートダッジ・アニマルヘルス株式会社から申請されたもので

すが、審査期間中に会社合併及び契約によりファイザー株式会社に一括して権利譲渡され、

以後は当社が申請を引き継いだものです。承認は当社に対して行うこととなっております。 

  本剤につきましては、既に承認を取得しております注射用モキシデック SR という６か月

の犬糸状虫の寄生予防を効能・効果とする製剤がございますが、その注射用モキシデック SR

の主剤であるモキシデクチンの用量を３倍にすることにより、本剤の注射用モキシデック

SR-12FDAH は１年間の犬糸状虫の寄生予防を効能又は効果とした注射剤でございます。 

  動物用一般医薬品調査会では、新用量動物用医薬品として平成 23 年１月 14 日、４月 27

日、10 月 31 日の３回にわたり御審議をいただきました。なお、本剤が最初に調査会で御審

議をいただきました本年の１月 14 日は、審議会に係る品目の区分の見直しの前でありまし

たので、旧区分どおり調査会に相談し、本部会へ報告させていただいております。 

  それでは、１ページ目から７番の審議結果の部分を簡単に説明させていただきます。 

  調査会では、主に臨床試験の有効性評価の妥当性、既承認の注射用モキシデック SR で見

られた副作用の原因等及び国内における１年間の有効性の必要性の３点を中心に御指摘を受

けました。 

  １つ目の臨床試験の有効性評価の妥当性につきましては、４ページの一番下の対応の指摘

１から記載されておりますが、追跡調査して臨床試験で用いられた有効性評価対象症例、209

症例のうち 132 症例について、本剤投与後 19 か月以降に糸状虫検査が実施され、陽性を示

した症例がいなかったことをもって有効性を確認いたしました。 

  ２つ目の既承認の注射用モキシデック SR で見られた副作用の原因等につきましては、３

ページ目の対応の指摘５の部分に記載されておりますが、製造時における残留溶媒について、

規格の変更を行った結果、有害事象の発生率が減少したと報告されており、モキシデクチン

の原体の残留溶媒がその原因の一つではないかと考えられているようです。実際に本剤につ

きましても、アナフィラキシー反応等の副作用につきましては、使用上の注意において同様

の注意喚起を行っております。 

  ３つ目の国内における１年間の犬糸状虫寄生予防の必要性につきましては、２ページの対

応の指摘１と５～６ページの対応の指摘２に申請者として多くの情報を提示し、回答してお

りますが、最終的には調査会としては、必要な情報を提供した上で現場の獣医師が必要性を

判断することではないかとの結論に至りました。 

  そこで一番最後に別紙として付けられている使用上の注意と、８ページの 10 月 31 日の審
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議結果と一緒に見ていただきたいと思います。必要な情報提供としては、使用上の注意の犬

に対する注意の中で、審議結果で指摘されたとおり追記している部分になります。つまり、

使用上の注意の犬に対する注意の「（６）犬糸状虫の寄生予防として長期間の効果が必要な症

例に投与すること」を追記することを条件に 10 月 31 日の調査会にて承認を可とされました。 

  なお、本剤の名称につきましては、冒頭のような事情により、申請者の希望により最終的

には FDAH を削除し、注射用モキシデック SR-12 として承認される予定です。また、本剤は

用量の大幅な増量により、異なった薬理作用を期待するものではありませんので、再審査期

間は設定いたしません。 

  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、これは報告事項ですけれども、御質問、御意見はございますでしょうか。特に

ございませんか。 

  それでは、御了解をいただいたということにします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 

 （２）動物用医薬品の諮問・承認状況について 

 

○明石部会長 次に「（２）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、当日配布資料としてお配りしております黒の№12 をお手元に御用意くだ

さい。 

  本日現在の動物用医薬品の諮問・承認状況でございます。前回の当部会の翌日、平成 23

年９月７日から本日までの状況でございます。 

  諮問状況でございますが、基本的には本日御審議をいただきましたシンプリセフ錠及びサ

ーチフェクトでございますが、それに加えまして、前回、動物用生物学的製剤調査会で御審

議をいただきましたティーエスブイ２が諮問されております。ティーエスブイ２に関しまし

ては、ファイザー株式会社、新有効成分含有医薬品で、効能・効果は牛伝染性鼻気管炎及び

牛パラインフルエンザの呼吸器症状に対する予防となっております。 

  以下、２製剤につきましては、本日御審議をいただきました２品目でございますので、説

明は省略させていただきます。 

  ２ページに、本日御審議いただきましたオーシャンテクト VNN の方も、併せて諮問をして

おります。 

  次に、承認状況でございます。前回御審議を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でございます。こちらの方が一番右端でございますが、平成 23 年 11 月

４日に承認をされております。 

  “京都微研„ 牛異常産－５、株式会社 微生物化学研究所でございます。こちらの方も平
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成 23 年 10 月 19 日に承認をしております。 

  オンシオール錠５mg、同 10mg、同 20mg、同 40mg 及び猫用オンシオール錠６mg、ノバ

ルティスアニマルヘルス株式会社でございます。こちらの方は平成 23 年 10 月４日に承認さ

れております。 

  猫用ミルベミマックスフレーバー錠、小型・子猫用ミルベマックスフレーバー錠、同じく

ノバルティスアニマルヘルス株式会社でございますが、こちらも平成 23 年 11 月１日に承認

をされております。 

  以上でございます。 

○明石部会長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御説明について、何か御質問等はございますでしょうか。よろしい

ですか。 

  それでは、御了解いただきました。 

○事務局 ありがとうございます。 

 

Ⅲ）その他 

   ① 動物用医薬品のための残留試験法ガイドライン等の改正（案） 

    について 

 

○明石部会長 それでは、その他に２件あります。「①動物用医薬品のための残留試験法ガイド

ライン等の改正（案）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、赤で№10－１、10－２及び 10－３とラベルされている資料を御用意く

ださい。 

  動物用医薬品のための残留試験法ガイドライン等の改正（案）について、御説明します。 

  今回の改正は VICH に関連する改正で、日本、アメリカ、EU の各国の残留試験法のガイド

ラインを統一するために新しいガイドラインをつくったことから、そのガイドラインを既存

のガイドラインに組み込むための改正です。 

  №10－１の２ページからが改正のポイントが記載されておりますので、そちらをご覧くだ

さい。 

  VICH で作成したガイドラインである残留物の定性及び定量のための代謝試験、実験動物に

よる比較代謝試験及び休薬期間確立のための指標残留減衰試験をすべて行った場合には、従

来、残留試験は２か所の試験を実施すること。また、そのうち１か所は国内の試験で実施す

ることとしておりましたが、これらの試験をすべて行った場合には、１か所の国外の試験で

も認めるというものです。 

  VICH ガイドラインのすべての試験を実施する場合、試験の重複があることから、吸収等試

験の一部を残留性に関する試験の一部で代替することを認めるということ。 

  次に VICH のガイドラインの分析バリデーションをすべての残留試験に適用すること。ま
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た、従来、休薬期間算出のための統計解析をすべての残留試験に適用するというものです。

なお、VICH のガイドラインは、新有効成分含有医薬品に適用することとしていますが、水産

用医薬品、ミツバチ用医薬品、畜体に直接適用しない消毒剤・殺虫剤は新有効成分でも適用

しないということにしております。 

  また、VICH ガイドラインに直接関係しない改正として、食品安全の観点から畜体に直接適

用しない消毒剤、殺虫剤についても残留試験を要求することとし、また、後発品の残留確認

試験についての項目を新たに設けて明記すること。OECD の相互認証に関する記載を整備し

まして、OECD の GLP に適合した試験施設で実施される日本の GLP と同等の試験を認めると

いうものです。 

  №10－２が「薬事法関係事務の取扱いについて」という農林水産省畜産局長通知の改正案

となっておりまして、№10―３が個々のガイドラインが記載されています動物医薬品検査所

長通知の改正案でございます。 

  先ほど申し上げました内容について、該当箇所が改正されております。詳細な改正箇所の

説明は省略させていただきます。このことについて、何か御意見等がございましたら、この

場で言っていただいても構いませんし、12 月 12 日までに事務局に御連絡をいただきたと思

います。 

  今後の流れですが、御意見を伺った後に、平成 24 年２月までには施行を考えております。 

  説明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、12 月 12 日までに意見を出せということですが、この場で何か御意見、御質問

がありましたら、お願いいたします。今のところは特にございませんか。 

  この資料については、持ち帰りということですか。 

○事務局 赤の№10－１～10－３まではお持ち帰りいただいても結構でございます。 

○明石部会長 12 日までに意見があれば、事務局の方へお知らせください。 

 

   ② 動物用抗菌性物質製剤のリスク管理措置対策方針（案）及び 

    動物用抗生物質製剤リスク検討委員会報告書（案）について 

 

○明石部会長 それでは、次に「②動物用抗菌性物質製剤のリスク管理措置対策方針（案）及

び動物用抗生物質製剤リスク検討委員会報告書（案）について」、事務局から説明をお願いし

ます。 

○事務局 それでは、説明させていただきます。№11－１の資料をお願いいたします。 

  「動物用抗菌性物質製剤リスク管理措置策定指針」（仮称）（案）について、説明させてい

ただきます。 

  平成 15 年以降、薬剤耐性菌の食品を介した人への影響に関するリスク評価が食品安全委

員会によって審議が行われている状況ですけれども、農林水産省が従来から動物用抗菌性物
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質製剤のリスク管理を薬事法等に基づいて行っていますが、食品安全委員会のリスク評価結

果を踏まえたリスク管理措置の強化を検討する必要があるということで、このような指針を

つくった次第でございます。 

  ２ページの「３．目的及び対象」。 

  本指針は、家畜・家禽ということで、家畜は牛豚、家禽は鶏を対象に動物用抗菌性物質製

剤を使用することにより出現、選択される薬剤耐性に係るリスクを低減するために、獣医臨

床現場における有効なリスク管理措置を策定することを目的にしております。リスク管理措

置の策定に当たっては、人の健康に対する悪影響を低減することを最優先としていますが、

そのほかに動物用抗菌性物質製剤の獣医療上の重要性を考慮するという内容になっておりま

す。 

  「６．リスク管理措置の策定」。 

  「（１）実施可能なリスク管理措置」ということで、５ページの表２に示してあります。そ

の中で上の方から下の方に向かって、取り消しからモニタリングの強化等に、上の方がきつ

いリスク管理措置になっているという状況でございます。 

  「（２）リスク管理措置の策定方法」ということで、まず２段階を設定しておりまして、第

１段階として、食品安全委員会によるリスクの推定区分（高度・中等度・低度・無視できる

程度）に従って、リスク管理措置を選定する。その選定に当たっての原則を６ページの表３

に示してあります。 

  真ん中のところが食品安全委員会が評価した結果でございます。高度の場合には、承認取

消しから投与期間の短縮というような形が対象になりまして、中等度の場合は対象疾病/適応

菌種の削除からモニタリングの強化という形になっております。低度、無視できる程度の場

合は、モニタリングを継続するということで、特別な強化措置は検討しないということにな

っています。 

  ２ページに戻っていただきまして、第２段階としまして、先ほどの表３で選定したリスク

管理措置について、４ページにあります表１に基づいて、これらの判断要素という列に書か

れています、獣医療における当該製剤の重要性、代替薬・代替措置の有無、二次的リスク、

リスクの低減効果、実行可能性等を考慮しまして、リスク管理措置を決定するというシナリ

オになっております。 

  もう一点あります№11－２の資料につきましては、これらを検討するに当たりまして、動

物用抗菌性物質製剤リスク検討委員会報告書という形になっております。このような検討委

員会を８ページに書かれています先生方に協力していただいて、検討会を開催して、その中

でいろいろと出されたコメント等が報告氏との中に反映されているという形になっておりま

す。 

  以上です 

○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、御質問等はございますでしょうか。 
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○赤堀委員 ５ページの「表２ 実施可能なリスク管理措置」がありますが、その中で下から

２つ目の「モニタリングの強化」は、具体的にどのようなモニタリングの指標を使って行お

うとされておるのでしょうか。 

○事務局 食品安全委員会からのリスク評価の中で、大きく２点指摘をされておりまして、モ

ニタリングを充実ということで、定点観測という記載とアクティブ・サーベイランスという

ことが書かれているのですが、その定点観測を含めた充実というものをどのような形でやっ

たらいいのかは、今、農林水産省の本省の事業で動衛研（独立行政法人農業・食品産業技術

総合研究機構 動物衛生研究所）に委託研究という形でモニタリングの規模等が検討されて

いて、それに基づいて定点観測というものをどれくらいの規模でやるかを検討していこうと

いうような考えで動いているところです。 

  アクティブ・サーベイランスについては、これまでにはいろいろとやった経過もあるので

すが、現状ではよほど必要性があるものについてという形で考えている。アクティブ・サー

ベイランスにつきましては、モニタリングの成績に基づいて体制が変動した場合とかに、そ

れはなぜかというようなことを調査するという考えと、もう一つは、専門家会議を開催して

いるのですけれども、その中で公衆衛生上の重要ということで、こういうことを調査した方

がいいという項目が出されますので、そういうものについては細々ですが、今、対応してい

るという状況になっております。 

○赤堀委員 そうしますと、具体的には、今それぞれのところで検討しているということで、

もう少し明らかになったら、また御報告をいただけるということですか。それとも、もう報

告なしということでしょうか。理解しづらかったものですので、報告を承認するにしても、

中身は理解しておきたかったものですから。 

○事務局 それは今、委託研究でやっている試験自体は来年度までございますので、その結果

が出次第、モニタリングとか全体の調査規模については、御報告できるかと思っております。 

○明石部会長 ただいまの説明でよろしいですか。 

○田村委員 「表２ 実施可能なリスク管理措置」ですが、たしかアメリカだったと思います

が、適用外使用の制限というのがありまして、あれが非常に有効だったということを聞いて

おりますので、その辺についても検討していただければと思います。 

○明石部会長 今のはコメントということで、事務局の方で何かコメントはありますか。 

○事務局 適用外使用については、本所も含めて検討しておりますので、これからどのように

するかというところを少し検討してまいりたいと思います。 

○明石部会長 ほかはございますでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、御了解いただいたということにしたいと思います。 

 

５ 閉   会 

 

○明石部会長 これで本日の審議はすべて終了したのですが、次回の部会開催日について、事
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務局の方から御提案をいただけますか。 

○事務局 ちょっとよろしいでしょうか。先ほどのオーシャンテクト VNN のワクチンの承認内

容の中身の件ですが、腹鰭の部分を至急確認いたしまして、それで間違いないと。製品につ

いても念のために確認をいたしまして、他製品についても腹鰭ということで確認をしており

ます。 

○明石部会長 それでは、次回の開催日をお願いします。 

○事務局 皆様からの御連絡の結果をまとめまして、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ということで、平成 24 年３月７日の水曜日でございます。この日の午

後の開催とさせていただきたいと存じます。 

○明石部会長 来年の３月７日でかなり先の話ですが、御予定に入れておいていただきたいと

思います。 

○明石部会長 それでは、特にほかに委員の先生方から追加で御発言がなければ、本日の部会

はこれで終了したいと思います。 

  どうも長い間、ありがとうございました。 


