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１．開 会

○○委員 それでは、定刻より少し前ですけれども、皆さんおそろいのようで

すので、ただいまから動物用医薬品等部会を開催いたします。

２．薬事・飼料安全室長挨拶

○○委員 初めに、衛生管理課長の御挨拶の予定なんですけれども、御都合が

悪いということで、室長、よろしくお願いいたします。

、 、 、薬事・飼料安全室長 委員の皆様方には 大変暑い中 また御多用中のところ

動物用医薬品等部会に御出席いただきましてまことにありがとうございます。

今、部会長の方からお話がございましたが、この７月１日付けで栗本前薬事

室長が衛生管理課長に異動し、その後、薬事・飼料安全室長を務めております

境でございます。どうぞ引き続きよろしくお願いしたいと思います。

課長は先ほどまでここにまいりまして御挨拶申し上げる予定であったのです

けれども、例の北朝鮮の万景峰号の積んできたものの中に検疫上問題があるの

があるということで、急遽対応しなければいけなくなりまして、失礼させてい

ただくということで、よろしくということでございました。栗本課長は、従来

の衛生課がやっておりました仕事に加えまして、特に食の安全に視点を置いた

生産の安全、それから牛のトレーサビリティ、それから私どもが所管しており

ます飼料の関係、魚の安全と、幅広い分野を新たに担当するという課長になり

まして大変忙しく仕事をしているという状況でございます。

御承知のとおり一昨年、ＢＳＥが発生いたしまして、私ども農林水産省は対

応がまずかったということで、政府としても非常に反省いたしまして、去る７

月１日付けで消費者に軸足を置いた行政を行うということで、内閣府の方に食
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、 、品安全委員会を新たに設置いたしましたし 私ども農林水産省につきましても

食糧庁を廃止いたしまして、新たに消費者行政を行います消費・安全局といっ

たものを新設いたしました。私ども衛生管理課もその消費・安全局の傘下に入

りまして、従来の畜産の振興を業務といたします生産局の方からは一線を画す

るという形になったわけでございます。

私ども消費・安全局は、名前のとおり、消費者の生活を重視するということ

に視点を置いておりまして、あわせまして日本のリスクコミュニケーションも

やるという仕事も負っております。また、仕事をやるに当たりましては、皆様

方にもお世話になっておりますが、科学的知見をベースに必要な規制はしっか

りやるということも局長から強く指示を受けているわけでございます。

、 、私どもは この薬事行政につきましては従来どおりやらせていただきますが

新たに飼料の安全につきましても従来生産局の畜産部飼料課が受け持っており

ました部分を私ども薬事・飼料安全室でやるということになっております。

この部会に関係がありますことでございますが、食品安全委員会とこの薬事

・食品衛生審議会との関係でございますが、基本的には食品安全委員会は、私

どもの諮問を受けまして、食の安全・安心という観点から評価をするというこ

とになっております。したがいまして、この審議会と食品安全委員会への諮問

といったものは基本的には並行して進むという形になっております。

したがって、現在は８月５日に初めて動物用医薬品１品目と飼料添加物１品

目、この２品目の諮問をしております。あわせまして、すべて動物用医薬品等

の承認にかかりまして、食品安全委員会に聴く必要のないというものもあるわ

、 、 、けでございまして 例えば犬・猫専用の薬とか あるいは既にいろんな有効性

安全性がわかっておりますような後発医薬品のようなもの、こういったものに

つきましては、食品安全委員会の意見を聴かなくても承認していいのではない

かということで意見をもらいまして、そのとおりやっていいという回答をいた

だいております。これにつきましては、後ほど資料にに基づきまして御説明を

させていただきたいと思っております。

それから、遅くなりましたが、本部会の委員の変更がございまして御紹介さ
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せていただきます。

平山委員、動物医薬品検査所長でございましたが、６月１日付けで後任の牧

江所長に替わられましたので、牧江所長に新たに委員をお願いすることになっ

ております。よろしくお願いいたします。

本日は、輸入承認に係りますもの、それから事項変更承認２品目、それから

動生剤基準の一部改正がございますので、いろいろ御審議いただくことになっ

ております。

お忙しいところ、恐縮でございますが、よろしく御審議いただきますように

お願いいたしまして、御挨拶とさせていただきます。

３．配付資料の確認

○○委員 それでは、本題に入ります。

まず配付資料の確認でございますが、事務局、お願いします。

事務局 お手元に№１から№７まで黒で番号を振ってあるものが用意してある

かと思います。

配付資料一覧の下に、№１が本日の議事次第でございます。後ろに委員の出

欠表と座席表がついてございます。

№２は、審議事項の３番目でありますが、動生剤基準の一部改正の資料でご

ざいます。

№３、横長のものでございますが、これは報告事項で、これからこちらで御

審議していただくものの諮問、それから審議していただいたものの承認状況の

資料でございます。

№４、これも後ほど報告させていただきますが、生物由来製品を定めた件。

ちょっとタイトルが間違っているんですけれども 「動物用生物由来原料基準」、

でございます 「生物学的製剤」ではなくて 「生物由来原料基準を定める件 、。 、 」

この資料が№４でございます。

№５につきましても、後ほどその他のところで事務局から説明させていただ
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きます 「動物用医薬品の承認の流れ」というものでございます。。

№６も後ほど御説明させていただきますが 「カルバドックスの再評価につい、

て」という１枚紙でございます。

最後、№７が次回のカレンダーということで、タイトルが「８月・９月」に

なっていますが、中身はちゃんと11月、12月の次回の予定用のカレンダーでご

ざいます。

以上、７点でございます。御確認のほどよろしくお願いいたします。

○○委員 先生方、よろしゅうございますね。

４．議 題

［審議事項］

（１）動物用医薬品の輸入承認（事項変更承認）の可否、毒・劇薬等の指定

及び再審査期間の指定について

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕

【新有効成分含有動物用医薬品 （輸入承認）】

①リスポバル ファイザー製薬株式会社

○○委員 それでは、議事に移ります。

まず、予定に従いまして、生物学的調査会関係の審議事項 （１）の①でござ、

いまして、これについて○○先生から説明をお願いします。

○○委員 リスポバルといいます。本製剤は、ファイザー製薬株式会社から輸

入承認を申請されたマンヘミア――前のパスツレラですね――・ヘモリチカ１

型ロイコトキソイド及びマンヘミア・ヘモリチカ１型莢膜抗原を有効成分とし

た牛用の不活化ワクチンであります。

本製剤は、平成15年７月22日に開催された動物用生物学的製剤調査会の審議

を経て、本日上程されるものです。

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、事前に配付させていただきました赤でナンバリングしてあ
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ります赤の１でございますが、お手元に御用意ください。

「 」 、 。緑色のタグで 申請書 というのがありますので そちらをお開きください

本剤は、ファイザー製薬株式会社より輸入承認申請されましたリスポバルで

ございます。

マンヘミア・ヘモリチカ１型ＮＬ1009株、これのロイコトキソイドと、莢膜

抗原を主剤とする牛用の不活化ワクチンでございます。

４ページに用法・用量、効能・効果が記載されております。

用法及び用量は、乾燥ワクチンに添付の溶解用液を加えて溶解し、１カ月齢

以上の健康な牛の頸部皮下に１回２mL注射するというもので、効能又は効果は

牛のマンヘミア（パスツレラ ・ヘモリチカ１型菌による肺炎の予防というもの）

でございます。

それでは、概要に沿いまして、本剤の御説明をいたします。

概要というタグがありますので、そちらを開いていただいて、目次がありま

して、本文の１ページ目をお開きください。

マンヘミア・ヘモリチカは、その血清型に関する疫学の調査で、日本ですと

か、米国でいずれも１型が最も多い頻度で分離されております。この１型が最

も病原性が強くて、牛の急性線維素性肺炎を起こすというふうにされておりま

す。本剤はこのマンヘミア性の肺炎の予防を目的として考えられたもので、199

2年に米国でワン・ショットという商品名で販売が開始されたものでございま

す。

その後、2001年より実際に日本での開発が着手されたというものでございま

す。

マンヘミア・ヘモリチカは、牛の呼吸器病の重要な一因でございますが、そ

のマンヘミア・ヘモリチカを予防する製剤は今我が国にはございません。した

がいまして、本剤は、新有効成分含有動物用医薬品ということになりまして御

審議をいただきたく存じます。

なお、本剤の外国での承認状況は４ページの上の表に示してありますが、米

国やカナダなど、９カ国で承認され、販売されております。
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続きまして、７ページをお開きください。本剤の製造用株であるマンヘミア

、 、 、・ヘモリチカは もともとパスツレラ・ヘモリチカに分類されながら その後

ＤＮＡ－ＤＮＡハイブリダイゼーション、それから16ＳリボソームＲＮＡの配

列決定といった遺伝子型による分類が進みまして、パスツレラ・ヘモリチカか

ら新たに表２－１に示しますように、マンヘミアに割り振られたというもので

ございます。

９ページをお開きください。製造用株の増殖及び培養上清におけるロイコト

キシンと莢膜抗原の産生を調べておりますが、これにつきましては、図２－１

に示しましたとおり、菌の安定的な増殖が確認され、また増殖後の試料につき

ましては、次のページの表２－４に示しますように、十分量のロイコトキソイ

ド及び莢膜抗原の産生が認められております。

また、同じページですが、ホルマリンによる製造用株の不活化条件の検討が

されております。製造用株の培養液中にホルマリンを最終濃度0.1％となるよう

に添加しまして、不活化条件の検討を行いましたところ、不活化開始後、５か

ら６日においてその菌は検出されなくなりました。

図２－２に示しますように、不活化直線からホルマリンの処理の開始後７日

目においてこの菌は十分に不活化されるということが証明されております。

少し飛びますが、23ページをお願いします。安定性に関する資料でございま

す。本剤３ロットを２から５℃におきまして、製造後17カ月間まで保存しまし

て、各種比較及び検査方法を行いまして、安定性というものが確認されており

ます。なお、安定性につきましては、なお現在継続中でございます。

続きまして、25ページに安全性に関する資料がございます。本製剤を１カ月

齢の子牛の頸部皮下に単回接種しまして、その安全性というものを検討いたし

ました。

つまり、表７－１に示しますように、１カ月齢のホルスタインを３頭ずつ３

群に分けまして、常用量、10倍量、対照群として滅菌生食を頸部皮下に単回接

種し、表７－２に示しますような項目について観察を行いました。

その結果、結論は29ページに書いてございますが、まず常用量を投与した群



- 7 -

では、一過性の体温上昇ですとか、元気消失、こういったものが認められまし

たが、それ以外の体重ですとか、飼料摂取、その他の諸検査には変化は認めら

れませんでした。

また、10倍量の接種群におきましても、軽度な元気消失ですとか、一過性の

体温の上昇、こういったものは認められたのですが、それ以外の血液検査です

とか、血液生化学的な検査で大きな変化というものは認められておりません。

また、注射部位におきましても、短期間における発熱というか、熱感ですと

か、腫脹、硬結、こういったものは認められたのですが、注射後28日における

剖検においては、可食部である骨格筋には問題とする変化は認められませんで

した。

、 。 、続きまして アジュバントの消長確認試験を行っております 本剤を１用量

１カ月齢のホルスタイン種に頸部皮下に接種しまして、注射後４日、21日、42

日で各３頭ずつと殺して剖検しております。その結果、アジュバントは可食部

位である骨格筋には注射後21日、あるいは28日にはなくて、注射後42日には肉

芽腫様病変ですとか、筋繊維変性も認められなくなっております。

したがいまして、このデータをもとに本剤の出荷制限は４週と使用上の注意

の方に書いてございます。

続きまして、有効性を見ているデータでございます。薬理試験に関する資料

が33ページにございます。

製造用株の免疫原性を調べるために、このワクチンを接種した健康な牛にマ

ンヘミア・ヘモリチカ１型の強毒株を攻撃しまして、表８－１に示しますよう

に、攻撃後、５日から７日に剖検して肺病変を調査し、それからワクチン投与

前、攻撃前、剖検時に採血して、抗体価を調べております。

その結果、肺病変につきましては、表８－２に示しますように、投与群はい

ずれもプラセボ群より有意に低いという結果でございました。

、 、 、また 抗体応答におきましては 次の34ページの表８－３に示しますように

全菌体の凝集抗体価、莢膜抗原の抗体価及びロイコトキシンの中和抗体価、い

ずれもワクチン投与後、有意に上昇しているというものでございます。
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以上の結果からワクチン投与群は肺病変率も有意に低く、抗体応答も有意に

上昇していたということで、本剤の有効性というものが確認されたという次第

でございます。

最後に、臨床試験でございます。42ページになります。国内の２農場におき

まして臨床試験を実施しております。２農場の概要は、43ページの表12－１に

示してあります。岩手県の○○農場と愛知県の○○農場でございます。

その下にあります表12－２に試験設計が記載されています。○○農場におき

ましては、ワクチン投与群が35頭、対照群が15頭、Ｂの○○農場ではワクチン

投与群が34頭、対照群が14頭という試験設計で試験が行われております。

試験の結果につきましては、42ページに概要がまとめてあります。

安全性につきましては、一過性の体温の上昇ですとか、接種部位の腫脹、硬

結、こういったものは認められましたが、その他、重篤な有害事象は認められ

ず、安全性に問題はないとされてございます。

また、有効性につきましては、この２農場におきまして、本病の流行があり

ませんでしたので、抗体応答をもちまして評価いたしました。このワクチンを

投与する前は、Ａ・Ｂ農場とも試験群、全菌体の凝集抗体価、莢膜抗原に対す

るＥＬＩＳＡ抗体価、それからロイコトキシン中和抗体価は、対照群と試験群

とではいずれも差はありませんでしたが、投与後、試験群におきましては、い

ずれも抗体価が有意に上昇しておりました。

また、ワクチン投与後の各時点で試験群のいずれの抗体価も対照群に対して

有意に高かったという結果になっております。

、 。以上のことから安全性 有効性が認められたという結論になってございます

、 。 、一番最初に戻っていただきまして 審議経過票がついてございます 本剤は

先の７月22日に開催されました生物学的製剤調査会で御審議いただきまして、

本調査会における事前の調査審議を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差

し支えない。なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬品ということで

６年とするという結果でございました。

以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
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○○委員 ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明につきまして御意見、あるいは御質問がございま

したら御発言をお願いします。

○○委員 使用上の注意のことでお願いしたいんですけれども、本剤は、生後

１カ月齢以上の牛に投与するということなんですが、生後１カ月ということに

なるとほぼ100％の牛が哺乳中であります。牛にとっては離乳するということは

大変なストレスを与えるということなんですね。ですから、これを投与するに

当たっては、哺乳中のものについては、これを投与してから何日かたってから

離乳してくれとか、また、離乳中の牛であれば、離乳後、何日以上たってから

本剤を投与してくれというような制限事項をつけませんと、非常に安全上危険

ではないかと思います。ですから、使用上の注意にそういったことを注意喚起

という意味で載せるべきではないかと思うんですが。

○○委員 １カ月齢以上の健康な子牛ですね。ですから、実際には１カ月を超

えてどのくらいを予定として入っているのでしょうか。

○○委員 １カ月後、いつでもよろしいような言い方でしょう。

○○委員 そうですね。

○○委員 そうすれば、当然現時点で１カ月の牛というのはほとんど哺乳中で

すから、必ず離乳ということがあるわけですね。ですから、離乳前後の注意喚

、 。起ということをしませんと 安全上非常に問題があるのではないかと思います

事務局 そうしましたら、例えば具体的に離乳前後１週間は投与しないことと

とか。

○○委員 例えば長ければ長いほど安全だと思うんですけれども、それは限度

がありますから、哺乳中の牛は本剤を投与した場合は２週間以上たってから離

乳してくれとか、また、離乳したものについては、離乳後２週間以上経過した

ものについてやってくれとか、そういったことで離乳前後２週間というのは、

非常に期間が短いということになると、いろいろと安全性の上で問題があるの

ではないかと思うんで、そういった条件というんですか、制限ですね。制限事

項ということで入れれば安全ではないかと思います。
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○○委員 このものに限らず、これはあり得ることだと思いますけれども、○

○先生のように専門的な立場にたけた方の御発言ですので、どこかできちっと

活かせるといいんですが、慎重投与ということでは抽象的でしょうか。

○○委員 やっぱり何日ということできちっとやった方がより徹底すると思う

んですね。例えばもう既に販売してあるアメリカの申請書を見ても、離乳とい

うことについては確か書いてあったと思います。概要の６ページですね。６ペ

ージにワン・ショットのことが書いてありますが、それについても離乳という

ところで２週間ということで記載してありますね。

事務局 そうしましたら、アメリカの使用上の注意の記載を参考に、離乳した

ら、その後14日間は打たないようにと。打ったら、離乳するのは14日後にして

くださいよという旨の使用上の注意を記すということでよろしいでしょうか。

、 、 。 、○○委員 いや それだけではなくて それは哺乳中のものですからね あと

離乳したものということで、離乳してから何日か置かないと、牛のストレスと

いうのはかなり強いものですから。ですから、哺乳中のものではなくて、離乳

したものについても離乳後２週間を経過してからやってくれとかですね。前後

です。

事務局 わかりました。

哺乳中のものに接種した場合には、離乳は14日後にしてくださいと。離乳し

たものは14日たってから打ってくださいということですね。

○○委員 そういうことであれば、より安全だと思います。

事務局 はい、わかりました。

○○委員 かなり具体的な表現になりますけれどもね。

○○委員 それから、かなり搬出というか、販売されて、移動するものですか

ら、移動する場合も移動直前に注射を打つということになると、やっぱりこれ

は大変な問題が起きるんですね。ですから、搬入前２週間くらいの余裕を置い

て打つような、そういったことも必要ではないかと思います。かなり売買され

ますから。大概１年以内くらいで売買されるんですね。ですから、注射を打っ

てすぐ車に乗っけて移動するということになると、非常に肺炎の発生が多いん



- 11 -

ですね。ですから、車で移動するということもかなりのストレスがありますか

ら、やはり搬出する場合も２週間以上たってから搬出してくれというような、

そういったことも離乳以外に１つつけてもらいたいですね。

事務局 わかりました。搬出前14日間は打つなということですね。

○○委員 搬出予定の14日前に打てということですね、結局ね。

事務局 14日よりもっと前に打てと。

○○委員 注射を打ったら、14日たってから持っていってくれと。

事務局 はい、わかりました。

○○委員 アメリカのものに大体そう書いてある。

事務局 そうですね。これに添った形に。

○○委員 投与は、離乳、搬出、あるいはストレスもしくは感染状態に暴露さ

れる前、少なくとも14日までに行うこと。

○○委員 そうですね。

○○委員 もしそれであれば、それに近いような文言をつけるということで。

事務局 はい、わかりました。それを使用上の注意に記載するようにいたしま

す。

○○委員 この部分を活かして表現を考えていただくということで、先生方、

いかがでしょうか。

よろしゅうございますね。

ほかには、どなたかございませんか。

○○委員 使用上の注意で、表現をよりきちっとしていただきたい箇所が１カ

所あるんですけれど、申請書でいったら132ページの下の方の２番目の副反応の

ところで （１）で 「本剤注射後、一過性の元気消失、体温上昇及び腫脹が認、 、

められることがある」ということで、その「腫脹」の前に「注射部位の」とい

うことを一言入れて、より明確にしていただきたいという意見です。

○○委員 よろしいですか。これだと、体全体がはれるのか、局所がはれるの

かわからないというところですね。

事務局 わかりました 「腫脹」の前に「注射部位の」というのを加えます。。



- 12 -

○○委員 ほかにはいかがでしょうか。

、 、○○委員 申請書の別紙規格の３なんですけれども ちょっとお伺いたいのは

ここにいろんな項目の次についている番号は何でしょうかね。数値は。11ペー

ジです。

○○委員 11ページですね。ＵＳＰ。

○○委員 ＵＳＰの番号ですか。

それで、これは訳文が載せてあるんだろうと思うんですけれど、例えば定量

なんかのところを見ますと、文章がすごく変なんですね 「アルミニウムの定量。

の項で指示したように調整し標準化する」とか、あるいは「手順」――手順に

は違いないと思うんですけれども、日本の規格書はこういう書き方をしないと

思うんですけども。

それから、手順の中にあって、これをこのとおりやってもこのとおりの結果

、 。が得られないのではないかと思うのは 例えば指示薬が抜けているわけですね

色の変化は書いてあっても、指示薬が何を使っているかということも書いてな

いし、日本の普通のこういう規格書を書くような形でちゃんと書き改めていた

だいた方がいいのではないかと思います。

事務局 はい、わかりました。このものはおそらく米国のものを単純に和訳し

た感じがしますので、きちっと表現を掲載して、今言われましたような指示薬

についてきちっと追加をした形で整備するように指示いたします。

○○委員 ほかにはいかがでしょうか。

ちょっと私からよろしいですか。

先ほど開いていただいた132ページですか、133ページ、このあたりで結構で

すが 「取扱い上の注意」というところで、実は先般薬事分科会で質問がござい、

、 （ ）、 、 「 」。まして 取扱い上の注意の ５ 要は 使い終わった瓶は 適切に処分する

「 」 。適切に処分する というのはどういうことですかという質問を受けましてね

実は即座に答えられる内容だったものですから、それは答えたのですが、この

手の文章が非常に多く見られます。このものに限らず、この手の表現をもう少

し具体的に、例えば医療廃棄物として処分するとか、そうでないものは適切と
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いうか何か、焼却とかいろいろあると思いますが、いかがでしょう。今ここで

結論の出る問題ではないと思うんですが、まさに適切な表現を何か具体的にし

た方がよろしかろうと思うんですけれど。

事務局 部会長のおっしゃられたように先般の分科会の方で御指摘を受けまし

て、そのときは部会長がお答えいただいたので難なきを得たというか、特にそ

れ以上の指摘はなかったんですけれども、今後のことも考えたり 「適切な」と、

いう、ある意味アバウトな表現ですと、誤解されることもあるかもしれません

ので、少なくともワクチンについては医療廃棄物としてというふうに明記して

もよろしいかと。

○○委員 少なくとも、特に生ワクチン、あるいは抗生物質剤等々ですね。適

切な処置だけではちょっと具合が悪いかなという気がするんですね。

ついでにお伺いしたいのは、例えば小動物の分野ですと、恐らく今診療施設

では全部医療廃棄物のボックスが配付されていまして、それで多分処分されて

いると思います。ですから、医療廃棄物でいいと思うんですが、いわゆる大動

物といいますか、産業動物の臨床現場、あるいは農家の出先でそれが可能なの

かどうか、ちょっと○○先生の経験上で御意見いただいた上で何か考えてもら

えるといいのかなと思うんですが。

○○委員 うちの関係の診療所は全部産業廃棄物ということで。

○○委員 産業廃棄物ですか。

○○委員 いや、医療廃棄物です。ごめんなさい。というようなことで特定の

ものに入れて、それで処理してもらっています。ですから、問題なく処分して

いる。ただ、一般開業の先生方はわかりません。

○○委員 こういう御時世ですので、拡大解釈、限りなく不可能にしてしまわ

ないと、やはり安全というのは保たれないように思うんですね。

事務局 実際問題も考えなければならないかもしれませんが、基本的に医薬品

については、医療廃棄物で処理するのが原則かと思いますので、このものにつ

。いては医療廃棄物として処分することという記載でも構わないかと存じますが

○○委員 先生方、いかがでしょうか。私の勝手な発言だけでは具合が悪いん
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ですが。

やはり環境の広い意味での汚染につながる問題でもありますので、ぜひ具体

的な表現を今後、このものに限らずということで、先ほど申し上げましたけれ

ども。

事務局 わかりました。

○○委員 ぜひお願いしたいと思います。

事務局 そういう方向で検討いたします。

○○委員 ほかに御発言ございますか。

特に御発言、これ以上はございませんか。

それでは、このものは承認ということでよろしゅうございますね。

事務局 ありがとうございました。

、 、本剤につきましては 先ほど御指摘をいただきました使用上の注意ですとか

別紙の規格の表現等を整備することで承認を可とし、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年とさせ

ていただきます。

［審議事項］

（１）動物用医薬品の輸入承認（事項変更承認）の可否、毒・劇薬等の指定

及び再審査期間の指定について

〔動物用一般医薬品調査会関係〕

【新効能動物用医薬品 （輸入承認事項変更承認）】

②ケトフェン錠５mg、同10mg及び20mg メリアル・ジャパン株式会社

○○委員 それでは、次にまいります。

一般医薬品調査会関係で、②のケトフェン錠、これにつきましては○○先生

から説明をお願いします。

○○委員 ケトフェン錠。本製剤は、メリアル・ジャパン株式会社から承認申
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請されたもので、ケトプロフェンを有効成分とする錠剤であり、これまでの効

能・効果に犬の変形性関節症に伴う慢性の疼痛の緩和を追加するものでありま

す。

平成15年7月15日の動物用一般医薬品調査会で審議され、事前の調査審議を終

了し、動物用医薬品等部会に上程して差し支えないこととなりました。

詳細につきましては事務局から説明があります。

。事務局 事前に配付させていただきました赤の№２をお手元に御用意ください

タグがたくさんついているのですが、黄色いタグで申請書写しというのがあ

りますので、そちらを開いていだいて、また水色のタグがありますので、そち

らをお開きください。

本剤は、メリアル・ジャパン株式会社より輸入承認事項変更承認申請されま

したケトフェン錠５mg及び10mg、20mgでございます。

本剤は、ケトプロフェンを主剤とし、平成12年に既に犬用、猫用の製剤とし

て承認されたものでございますが、４ページに新旧対照表がありますが、そち

らをご覧になっていただくと、効能・効果に今までは犬・猫の運動器疾患に伴

う炎症及び疼痛の緩和というものでございましたが、それにさらに犬の変形性

関節症に伴う慢性の疼痛緩和、こういったものを加えたという事項変更でござ

います。それにあわせまして用法・用量も表に示しますように変更されてござ

います。

したがいまして、新しい効能・効果を追加するということで、新効能動物用

医薬品として御審議願います。

それでは、効能追加に関わる資料につきまして概要を用いて御説明させてい

ただきます。ピンクの概要書とあるタグをお開きください。

３ページに、起源又は開発の経緯があります。近年動物に対するペインコン

トロールという概念が定着いたしまして、国内におきましてもこのケトフェン

、 。 、錠など さまざまな非ステロイド系の抗炎症剤が使用されております しかし

このケトフェンは急性の炎症、あるいは疼痛緩和を対象として高用量に設定さ

れておりまして、変形性関節症やその他の慢性骨筋系疾患には、要するに少量
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を長期間投与するというものでは承認されていなかったというのが現状でござ

います。そこで、メリアル社は、このケトフェン錠を犬の変形性関節症及び骨

。筋系疾患に基づく慢性疼痛緩和を目的に検討を行ったというものでございます

次の４ページに諸外国における開発の状況というのがございまして、本剤は

日本も含めまして世界の33カ国で承認されていますが、慢性の疼痛緩和という

効能で承認されているのは、５ページに示しますイギリス等６カ国でございま

す。

、 。 。続きまして ６ページをお開きください 安全性に関する資料でございます

本剤を用量である0.25mg／kg、これを１倍量、３倍量、５倍量というふうに

用意しまして、90日間、犬に投与して安全性を評価いたしました。

24頭のビーグル犬を真ん中の表に示しますような割り振りで、７ページの上

段に示す各項目を検査して、評価をいたしました。

その結果、７ページの下に示しますように、本剤による重篤な症状や大きな

変化といったものは観察されず、犬に対する安全性というものが確認されたと

いうところでございます。

続きまして、８ページでございます。効力を裏づける試験でございます。

用量の設定試験といたしまして、尿酸結晶を注射しまして、滑膜炎を誘発さ

せた跛行しているモデル犬にこのケトプロフェンを投薬して、体重支持能力改

善効果、こういったものを検討いたしました。

９ページに図８－１として写真が載っていますが、体重支持能力改善効果と

、 、 、いうものはどうやって調べたかといいますと ケトフェンを投与後 １時間後

３時間後、５時間後、７時間後にこの写真に示しますようにモデル犬を圧力板

の上を歩かせまして、垂直方向ですとか、旋回方向、こういったものに対する

力ですとか、衝撃力、これをコンピューターで解析して、評価をしたというも

のでございます。

その結果が下の図８－２に示してありますが、この図の８－２というのは、

モデル犬に尿酸結晶を投与する前の実測値を100％としたときの投与後の地面か

。 、らの垂直力の程度をあらわしたものでございます 0.25mg以上の投与によって
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１時間後、３時間後、７時間後ではプラトーになっていまして、５時間後のデ

ータにおきましても0.32mgのところからプラトーになっているということで、

用量依存性の反応というものは認められなかったというものでございます。

また、次のページに細かいデータが記載されておりますが、表の８－１でご

ざいますが、0.25mg／kg投与群と対照群との間には測定項目の測定ポイントで

の有意差というものが認められました。また、0.25と0.5の間には有意差はなか

ったというものでございます。

したがいまして、本試験の結果から、最小有効量は0.25mg／kgであるという

ふうに設定されたというものでございます。

13ページ以降から臨床試験のデータが記載されております。臨床試験は国内

での臨床試験と海外、イギリスでの臨床試験の２つがございます。

まず国内の臨床試験におきましては、14ページ以降でございますが、変形性

の関節症ですとか、慢性の骨筋系疾患、こういったものを有している犬111頭を

用意しまして、それを53頭と58頭に分けまして、53頭の方にはケトプロフェン

を投与し、58頭の方には陽性対照としまして既承認のカルプロフェンを投与い

たしました。実際は途中で犬が来院しなくなったり、他の疾患で死亡したりと

いう例がありまして、幾つか脱落例があったわけでございます。実際の有効投

薬症例数は投与群は45頭、対照群は52頭ということで評価をしております。

実際の動物の観察については、毎日の観察は飼い主さんに行っていただきま

して、初回の来院時と投薬開始後15日目、30日目には治験の担当者が安全性、

有効性の評価を直接したというものでございます。

その結果をまとめたのが18ページからになります。

まず18ページの表12－４でございますが、改善度別の症例数と分布が記載さ

れております。この場合の改善度というのは、下に書いてありますように、投

薬開始日の総合スコアから最終検査日の総合スコアを引いたもの。これに100を

、 。掛けまして それを投薬開始日の総合スコアで割ったもので算出しております

この度合いを80％以上を著効、50から80％を有効、１％から50％を微効、０％

以下を無効というふうにしてあらわしたものがこの表でございます。ケトプロ
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フェン投与群と陽性対照のカルプロフェン投与群とでは有意差がなかったとい

う結果でございます。

また、図12－１から12－２、さらに12－５におきまして、跛行・患肢荷重ス

コアですとか、関節操作の疼痛スコアですとか、総合スコアが記載されており

ますが、本剤による改善というものは対照群の改善と同様に認められたと。要

するに投与群と対照群とでは改善度に有意差がなかったというふうな形になっ

てございます。

また、本剤の安全性につきましては20ページに記載してあります。試験期間

中に認められました有害事象は担当の獣医師が３段階で評価をしております。

具体的な有害事象としましては、消化器障害が投与群の２頭、対照群の４頭、

消化器障害以外の有害事象としまして、投与群、対照群にそれぞれ６頭ずつ認

められておりますが、具体的に本剤の投与との因果関係というものは証明され

ておりません。

以上の結果から、このケトプロフェン――ケトフェン錠ですけれども、これ

を0.25mg／kg１日１回投与して、30日間連続投与することによって有効性、か

つ安全性というものには問題なく、有効性と安全性があるものだというふうに

確認されたというものでございます。

また、国外の臨床試験としまして、イギリスの病院で行われた試験もござい

ますが、同様に安全性、有効性が認められたという結論になってございます。

最初に戻っていただきまして、審議経過票がございます。本剤につきまして

は、平成15年７月15日の一般医薬品調査会で御審議をいただきまして、その点

で、次をめくっていただきまして、別紙１の方に①から④に示しますような条

件、表現の体裁ですとか、資料の整備等が主になってきますが、こういった条

件をもとに事前の調査審議を終了して、動物用医薬品等部会に上程して差し支

えないというふうにされたものでございます。

なお、本剤は既に既承認のものでございまして、その時点で再審査期間が６

年間ついているものでございます。つまり、現時点でも再審査期間中のもので

ございます。したがいまして、それが終わる平成18年１月25日までを改めて再
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審査期間として指定するものでございます。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○○委員 ただいまの説明につきまして御意見、あるいは御質問等ございまし

たらお願いします。

○○委員 体重１kg当たりの最低用量を現在決めている用量は0.25mgですが、

プラトーに達している部分も0.25mgという話になっていますけれども、0.25mg

より下のデータがないんですね。なくて、それを0.25mgという話をしてよろし

いんですか。間違いなく0.25mgで効くことは私は認めますけれども、それより

下で効かないということについてはこれは何もデータはないのですが。

余りほかに問題があるような薬ではないので、0.25mgで効けばそれでいいん

だろうという考えでここまで上がってきたのかなという気もしますけれど、そ

の辺のところ、問題はないんですか。

事務局 ヒアリングの指摘事項があるんですけれども、ネズミ色のタグで第1回

ヒアリング、第２回ヒアリング、第３回ヒアリングとありまして、第２回目の

ヒアリングの１ページ目のところに、まさに今のような指摘を事務局の方から

しております。それに対して回答があるのですが。

○○委員 これは見ましたけれど、これは回答になっていないですよ。0.25は

効くけれど、それより効かない可能性が懸念されることからと言いながら。確

かに可能性はありますけれど、そこが最小有効量であるということについては

事実ではないと思うんですよね。投与の仕方とか何かで量が少ないとコントロ

ールしにくいとか何か、そういうような問題があるのかなと思ったりはしたの

ですが。

多分データがそろっているのが0.25が一番少ないので、そういう結果にされ

たんだろうなと思いますけれど。

。私はこういう申請書を書くときにそういう書き方をすべきだと思うんですね

0.25が最も有効な用量での最小の用量だと書いてはいけないと思うんですよ。

要するにやった中ではそうだとか、実験をやった中ではそういう値であったと

いう書き方をすべきではないかと思いますけれど。
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○○委員 ここら辺は調査会では特にディスカッションの対象にはならなかっ

たんですか。

事務局 そうですね。用量については議論はなかったと思います。

○○委員 せっかく本剤の目的は低用量で長期間投与するということを言って

いるわけですね。だったら、もっと何で低用量のことを最初に１回調べてやっ

て、そういう条件を設定しなかったのかなと思うんですが。

事務局 そこはちょっとわからないですね。

○○委員 ただいまのことに関しまして、ほかの先生方、何か御意見ございま

せんでしょうか。

何となく現場の雰囲気といいますか、それは想像はつくんですけれども。

、 。事務局 その指摘については上の２つ 上のカラムの下のところに書いてある

先生おっしゃったように、正確に４分の１以上に分割するということは難しい

と。そういうことで、0.25以下に投与すると、正確に投与量ができないという

ことで納得したというものです。

○○委員 わかりました。それは納得しました。

○○委員 これはそうすると錠剤が先にあったということですか。

事務局 そうです。

正確に投与するには、２分割ぐらいにしかできないということから0.25とい

う投与量で、安全性が確認されているということから、問題ないという判断で

す。

○○委員 つまり既存のものをそのまま応用するからというのが条件になるわ

けですね。

事務局 はい。

○○委員 ケトプロフェンにもいろんなものがありますから、そんなに難しく

ない。重さをはかればはかれると思いますけれど。

○○委員 確かに○○先生のおっしゃるとおりだと思いますが、さて、この点

をどのように扱いますか。

そこにちょっとポイントを絞って、ほかの先生方から率直な御意見をいただ
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きたいと思います。

○○委員 これに関して、今の質問の回答ではないんですけれども、審議経過

票の中で、0.25mgを基準量として経口投与すると。この基準量とするというこ

との意義はどういうことでしょうか。0.25mg以上だと同じ効果が出るわけです

ね。効果としてはプラトーになっているということですから。そうしますと、

ここで基準量とするという意味をどういうふうに理解すればいいかということ

なんですが。

事務局 これは体重１kg当たりというのを受けた基準量という言葉だと思いま

すが。

○○委員 一番頭の審議経過票ですか、これの用法・用量で、上段の運動器疾

患に関する急性炎症については既に承認済みなんですね。

事務局 はい、承認のものでございます。

○○委員 これが基本になって、パーキロ１ミリと。

事務局 はい。

○○委員 そうすると、後段の変形性関節症はこれを基本にしてすべての用量

を考えているということなんでしょうか。

事務局 そうです。

用法・用量の表現もそれに合わせた形で、単に１mgのところを0.25mgにした

と。

、 、 。○○委員 つまり パーキロ１ミリで５日間投与ですか これで効果があると

これをさらに４分の１に減らすことで、持続的な効果を期待するといったよう

な流れなんでしょうか。

事務局 はい、そうです。

○○委員 ということは、運動器疾患に伴うのはいつごろ承認だったんでしょ

うね。

事務局 平成12年に承認されております。

○○委員 そのときには当然この用量の問題は吟味しているはずですね。

事務局 はい。
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○○委員 そのときの資料を見れば、ひょっとするとこれの設定根拠は何かあ

ったんだろうと思うんですけれどね。

事務局 もちろん用量の設定の根拠はあるはずです。ちょっと今手元にはあり

ませんが。

○○委員 適当な発言ではないと思いますけれど、○○先生、25ミリ以下にさ

せますか。

○○委員 例えば量が少なくて、もっと長期間投与する方が、そういうことが

可能だったら薬としていい使い方になるというのがあるかどうかだと思うんで

すよね。現実に今のものを0.25にして延びたので、それは非常にいいことだと

思うんですけれども、実際にはよりもっと延ばせる可能性があるのではないか

なと私は思ったんですが、とりあえずこのものについての問題ではなくて、次

の問題なのかもしれません。

ただ、私は一番気になるのは、あたかもそこが最小用量であるというような

表現をするというところに問題があると思います ここで 現在やった中では0.。 、

25が最も最小用量であったとか、何かそういうような表現をして、こういう資

料を出すべきではないかと思います。

○○委員 一般薬の方で、○○先生、どうですか。

○○委員 ただいまの発言、もっともだと思います。そのとおりでいいと思う

んですね。これ以下ということであれば、また再試験ということになりますか

ら、今回はこれで提出されているんですから、これはこれで承認していただく

ということですね。

、 。 、○○委員 私も承認することには全然異存ないですけれど この条件で ただ

そういう、やや、少しだますような書き方をしてはいけないだろうなと思いま

す。

○○委員 表現をもう少し、これに合うといいますか、的確な表現に指導して

いただくしかないでしょうね、事務局から。

事務局 わかりました。

そうしましたら、効力を裏づける試験の用量設定試験のところになるかと思
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いますが、そこでの0.25mgとした理由というんですか、表現ですかね、そこを

そういうデータしかないと。

○○委員 より正直に。

事務局 このデータをもってその値を決めたと。まさにそれが最小有効量であ

るような表現は。

○○委員 今回の試験の中では最小有効量であるんであって、本当に最小有効

量であるかどうかはわからない。今回行った試験の中ではとか、何かそういう

言葉を入れる必要があると思います。

事務局 はい、わかりました。そのように表現を訂正するように指示いたしま

す。

○○委員 ほかに先生方、よろしゅうございますか、今の御発言で。

特に異存はなさそうですね。

ほかにはいかがでしょうか。

○○委員 概要の18ページをお願いしたいのですが、表12－４という一番上の

表でありますが、この表については条件事項ということで、調査会が終了後に

新たにつくられたものなんですが、ちょっと数字の上で誤りがありますので、

これをちょっと調べていただきたいんですが、この表に対応するのが、ここに

出ているデータの中では20ページですね。20ページの表12－９というのに対応

するわけでありますが、その中で対照群のカルプロフェンのところの数字なん

ですが、著効、有効、微効ということで、19、10、6と書いてありますね。そう

なりますと、合計しますと35なんですが、ここにありますように改善というの

、 。 、 、は36で 数が合わないということなんですね それから 無効が10なんですが

前の12－４の表を見ますと無効が14となっています。これは10ではないかと思

うし、そういうことで判定不能が９となっていますが、これは12ではないかと

思うんですね。その辺、調べていただきたいんです。せっかくこういったもの

をつくってくれるというのが全然数が合わないのではちょっと問題でもあるわ

けですね。

そうなりますから、13ページの添付資料の12－１ですね。そこの対照群のと
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、 、ころの個体別の有効性ということで それぞれのパーセントが出ておりますが

この数字も変わってくるわけですね。その辺の整合性をとる必要があると。

○○委員 事務局、よろしいですか。今の３カ所。

事務局 はい。

○○委員 ３カ所のどれが大元になりますかね。

○○委員 元のデータがないので、どれが正しいのか。

事務局 元の生データがついていませんので、そっちを確認して、表は整理す

るようにいたします。

○○委員 その結果がどんでん返しになると困るんですが、それはないと思い

ますが。

○○委員 いや、結果はほとんど問題ないと思うんです。

○○委員 数字の整合性をとるように。

事務局 結果に何か問題があるようでしたらまた御相談することになるかと思

いますが、直した形で議事録とともに送付させていただきます。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 はい。

○○委員 では、ただいまの件はそういう対応でよろしゅうございますね。

ほかにはいかがでしょうか。

○○委員 ちょっとお伺いしたいんですけれども、この薬効で最初に申請され

たときの変形性関節症以外の慢性疼痛に対するのを落としてあるんですけれど

も、そういったのはどのぐらいの数をそろえれば有効になるんでしょうか。こ

こは変形性脊椎症８例では数が少ないということで、薬効の中に含めないとい

うふうに審査をされているのですが、どの程度の数、上の20ほどあればいいと

いうことなんでしょうか。数の基準というのはあるんですか。

○○委員 ただいまの発言、先生、何ページでしょうか。

○○委員 26ページ。ほかのページでもいいんですけれど、26ページには変形

性関節症で、全部で合わせて何例になるんですか。21ぐらいですか。それで変

形性脊椎症は８例というふうになっているのですが、要するに数というのはど
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の程度あれば薬効の中に含めていいんでしょうか。

事務局 具体的な数が幾つ以上あればいいとか、幾つ以下ならだめというのは

具体的な数字はないんですが、今回のものについてはこのデータ、つまり８例

のデータをもってこの効能・効果を謳うにはちょっと判断ができないというこ

とだと思いますが。

○○委員 それは半数しか著効でなかったという理由なんですか。それとも８

という数字そのものが少ないという理由なんですか。

事務局 すみません。ちょっとわからないです。

○○委員 ちょっと事務局に伺いたいんですが、既承認の部分はいわゆる炎症

性の筋肉痛ですね。筋肉痛というか、疼痛緩和ですね。

事務局 はい。

○○委員 今回特に追加したかったのは変形性関節症の部分なんですか。

事務局 はい、そうです。

○○委員 だとすると、やらんでもいいデータが一緒に加わって出てきたんで

しょうか。それとも。つまり８例というのはですね。

○○委員 申請したものと違うんですよね。これは余分なものなんです。だか

ら変な誤解を生んでると。

○○委員 申請の中身とは必ずしも必要のない部分が加わっていたということ

なんでしょうか。

○○委員 上記以外の運動器疾患と変形性関節症と、この表で見る限り、有効

性で差があったから上だけとったとはとても思えないね。結構ほかのも効いて

いるけれど、なぜかそう申請したからそれだけにして、前との仕切りをはっき

りさせたのかよくわからないですけれど、経過は。多分こっちには有効とは判

断できないから切ったという感じではないよね、どう見ても。

事務局 事務局のヒアリングの中で、最初は具体的な症例名が書いてなかった

んですけれども、用法及び用量の欄に対象疾患名を具体的に記すようにという

指示をしましたところ、先ほど御指摘を受けました26ページの表をもとに、こ

ちらに記載してある疾患名すべてを対象疾病として書いてきました、まず回答
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として。たった１例しかないようなものも対象疾患名に加えてきましたので、

ちょっとそれはたった１例で対象疾患名に加えるというのはちょっと無理があ

るというふうに判断しましたので、２回目の指摘事項の中で、20例あるものに

ついては評価できるでしょうということで、変形性関節症を具体的な対象疾患

名として記載するようにという指示をしています。したがいまして、それ以外

の症例数が少ないものについては、具体的にこの対象疾患としては評価できな

いというふうに判断しまして、対象疾患の中からは削らせているという経緯で

ございます。

○○委員 数がどのぐらいになったら、という判断されるんですかね。

事務局 はっきりはちょっと言えないかと思います。ケース・バイ・ケースの

部分があるかと思いますが、今回のデータについては、20例あったものは評価

できるというふうになったと思いますので、それ以外の部分もそれに見合うだ

けの評価ができる数があれば、ですから、それが20になるのか、30になるのか

わかりませんけれども、評価できればいいというふうな判断になるかと思いま

す。

○○委員 例えばこの薬効の病名として、変形性脊椎症というのを加えたいと

いうここの会社が考えたら、あと10数例、この症例を追加して薬効を認めると

いうふうにもう１度申請し直せということなんですね。

事務局 そうですね。少なくとももう少し症例数をふやしていただいて、変形

性脊椎症にも有効なんだよというデータを示していただいて、事項変更承認申

請をしていただくという形になります。

○○委員 本来30例ではないですか。基本は。

事務局 本来といいますか、全体としては臨床試験では60例。

○○委員 60ですね。30掛けの２ですね。

事務局 はい。２カ所60例ということになっています。

が、個々の細かいものになりますと、それを全部60例集めるというところま

では言っていないというか、それはちょっと無理ですので。

○○委員 評価の仕方なんですかね。有効性であるという評価はどのようにさ
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れたのか、それはどうしてもここからは理解できないんですね。

○○委員 それは客観的な数字ではなくて、判断ですね。飼い主の。

○○委員 少なくとも先ほどの写真にあったような、それが本当にいいかどう

かは別として、コンピューター処理されて云々というのではないですね。

○○委員 もう１つは、判定不能の数を減らしますと30例ないわけですね。25

例ですね。それでも効果の判定基準が非常に主観的である。そういうもので効

果を判定されている。一方では症例数は少ないというような問題を含めて、さ

て、これをどのように評価するのかということだと思うんですが。

○○委員 効果の判定なんですけれども、それぞれ症例ごとにスコアをつけま

して、初診時と判定日とのスコアの比較でどのくらい改善されたのを有効とし

たとか、決めたわけですね。著効、有効、微効という。

○○委員 それはわかるんですが、１頭１頭について効果があったもの、効果

がなかったもの、わかるんですね。全体の中で効果が出たものは何頭いて、効

果がなかったのが何頭いるんだと。それを投与群と非投与群と比べることによ

って、有効性の判断ができるわけですね。

ですから、ここでいくと例えば効果があったかどうかという線を引くのは、

やや有効、ここでは微効と書いていますけれど、微効は通常無効に入れるべき

なんですね。

○○委員 そういうことです。ですから、著効と有効と合わせて有効率を求め

ておりまして、それで比較してどうだと。

○○委員 投与した群での有効率が出ているだけなんですね。

○○委員 いえ、対照群もやっていますよ。

○○委員 それは比較されて、有効率について。

○○委員 対照群は、ここに書いてあるカルプロフェンを使っていまして、有

。 、 。効率には差がなかったと ですから カルプロフェンと同等の有効率だったと

ですから、従前立証されているものと比較しても全く同等と見てもいい効力が

得られたと。そういうことを言っていますので。

○○委員 同等性試験とまた違うわけですね。
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○○委員 ええ。

ですから、既に承認されているものと同等またそれ以上であれば、これは有

効と見ていいんじゃないかと思うんです。それ以下ということであれば問題が

、 、 、あると思うんですが もう既に承認されているものと比較して それと同等で

ただ、数字の上ではそれよりもやや上であるということであれば、これは当然

。 、有効性があると 現在承認されているものと比較して遜色がないわけですから

有効ありと見てもやむを得ないということだと思うんです。

○○委員 対照群の有効率はどこに出ていますか。教えていただけますか。

○○委員 ここに著効、有効がありますね。この表なんですが、ここに記載は

されていませんが、計算すると、有意差がないという数字が出ておりますが。

○○委員 これはたしか微効も入れているんじゃないですか。

○○委員 いや、入れていません。

○○委員 大丈夫ですか。

○○委員 この図にかいてあるのは微効も入っているんです。

○○委員 そうなんですね。

○○委員 ですから、それだとわからないから。ですから、有効、著効、それ

から微効というふうにこういった度合いをつけて算出してくれというようなこ

とでこういった表が出てきたわけですね。従前のものは悪化、変化なし、改善

しかなかったんです。改善といっても非常に幅広いものですから、それをどの

程度改善されたら著効とするのか、どの程度のもので有効なのか、それを出し

てくれというようなことで新たに出てきたのがこの表なんです。

○○委員 25ページの表は、変形性関節症及び上記以外の運動器疾患すべてを

含めた表になっているんですか。53頭分の45頭というのは。

○○委員 20何ページですか。

○○委員 25ページ。今の一覧表の出ている対照群と投薬群の有効性に関して

の供試犬数及び内部の分類、著効何％と書いてあるものの母集団は、変形性関

節症の犬について従前薬と今回のを比較したわけではなくて、上記以外の運動

器疾患も含めた全部の評価になっているわけですか。検定しているのもかもし
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れないですけれど。

○○委員 検定している方は今回の試験だけです。

○○委員 この表は全部を含んでいる。

○○委員 いえいえ、この表も全部。全部というのか、今回の試験のものだけ

です。

○○委員 試験供試頭数は、変形性関節症は７分の５、８分の６、１分の１、

５分の４、10分の９、これ全部足しても50何頭にはならない。

○○委員 これは全部じゃないんでしょう、この表は。

○○委員 全部じゃないんですか。

。 。 、 、○○委員 ええ 26ページ 原簿がちょっとないんでね わからないんですが

これとやっぱり数字が合わないんですよ｡

○○委員 さっきそれをおっしゃっていたんですね。合っていないって。

○○委員 いろんなところで数字が合わないんで、原簿ときちんと合わせない

とわからないと思うんですけれども、今回試験したものについては、13ページ

にありますように、試験群が53頭で、対照群が58頭ということなんですね。そ

の中で陽性対照群と有意差があるのかどうかということを見たのが18ページの

表なんです。

○○委員 ○○先生のお話は53頭とか58頭だけれども、効果があるとした変形

性の関節症の数はもっと少ないと。

○○委員 いえいえ、そうじゃないと思うんですね。

○○委員 この53で。

○○委員 変形性の関節症というのが投与群で53頭で、対照群で58頭。

○○委員 26ページの数は間違っているということですね。

○○委員 これ、ですから、何か数が合わないんでね。

○○委員 これは６頭ばかり少なくなっているでしょう。だから、計53頭で評

価をしたというので、25ページの表になっているんだと思うんだけれども、そ

の表の中には変形性関節症以外の、上記以外の運動器疾患の評価もすべて含め

た表にしてあるということではないんですか。
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○○委員 26ページの詳しい数値が出ている表はあるんでしょうか。あれば見

せていただければと思うんですが。

○○委員 調査会でもこれしか出ていなかったと思うんですね。

事務局 今御議論していただきました臨床試験のところの頭数の話なんですけ

れども、まず国内での臨床試験と海外、イギリスでの臨床試験がやられており

ます。今御議論していただいたのは国内での臨床試験の話かと思います。国内

の臨床試験におきましては、今回の効能に入っています変形性関節症、これを

、 、 。持っている犬というのは 投与群は31頭で 対照群が36頭になるかと思います

それをあらわしているのが17ページの表12－３になります。つまり、全体とし

ては60頭を超えているんですけれども、この薬、ケトプロフェンを投薬してい

る群は31頭しかいません。

しかし、国外での臨床試験がありまして、国外の臨床試験は22ページに記載

してありますが、細かい内訳というのはちょっとイギリスでの試験ではわかり

ませんでした。ただ、６つの病院で合計34頭の犬を使って試験をしています。

その中には当然変形性関節症も入っていれば、それ以外の慢性骨筋系の疾患も

入っているという形になっているかと思います。日本におきましても、慢性疼

痛の原因としては半数以上が変形性関節症ですので、イギリスも同様に考えれ

ば、この34頭のうち半分は変形性関節症かというふうに考えられます。例えば

半数の17頭が変形性関節症だとしましても、合わせて60はちょっといかないん

ですが、そこは薬効薬理の試験はいわゆる臨床例を用いた試験ではなくて、人

、工的に滑膜炎を尿酸結晶を注射することによってつくった症例ではありますが

そういった症例を用いて試験をして効果があるというが認められています。

したがいまして、これらの合わせわざといいますか、これらを総合的に判断

して有効性があるというふうに判断できるかどうかということかと思います。

○○委員 恐らく25ミリが有効だということは皆さん納得なんですね。ただ、

さっきの○○先生の御質問の意図は、なぜそれ以下をチェックしないのに25ミ

リに決めたんだということでしたよね。

○○委員 はい。
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○○委員 で、先ほど説明の錠剤を割るのに４分の１が精いっぱいだろうと。

だから25ミリなんだという御説明でしたね。

事務局 ２分の１です。

○○委員 ２分の１。

事務局 そこにつきましては、添付資料の表現を的確な、要するに0.25がいい

んだよということではなくて、このデータからは少なくとも0.25が最小有効量

だよという表現に直すということだったと思います。

○○委員 25ミリそのものが問題なのでなくて、その表現の問題と。

事務局 その部分はそのようにします。

○○委員 それで○○先生、そこは納得でしょうか。

○○委員 少なくともそう書かないと、それが最小有効量と書くべきではない

とは思いますから、そこは直していただいて。

○○委員 その部分がコンフューズするとまずいんですが、その部分はよろし

いですね。

事務局 はい。

○○委員 そうすると、例数についても。

○○委員 この部分について、ここはいろいろと説明があるんですね。0.32云

々とかという。28ページの図とか、その前の灰色のところの説明ですか 「意見、

又は措置」とかというところの別紙、ヒアリングのところに対応する部分があ

りますね。その辺のところの内容というのは残るんですかね。要するに、これ

はね、ここの部分をこういうことを書かれるからおかしいんですよ、はっきり

言えばね。これもだれも0.32があるから0.25が最小有効量のように説明されて

いますけれども、この説明は僕はおかしいと思うんですね。そこの分まで本当

は文章として直さないといけないのかなと思うんですけれどね。要するに文章

で解決するとするならば。

事務局 ヒアリングの指摘事項の回答も含めてということですね。

○○委員 ええ。要するに最小有効量を出しているわけではないんですよ、こ

の実験では絶対に。そこも含めて文章を訂正していただいて、実験をやった中
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での最小有効量はこれであると。これがサイエンティフィックな最小有効量で

あるかどうかということについては今のデータでは明らかではない。というス

タイルに直していただかないといけないと思います。私の意見はそうですよ。

○○委員 事務局、よろしいですか。

事務局 はい、そこはヒアリングの回答も含めてそういう形で表現したいと。

○○委員 一貫した整合性ですね。

○○委員 文章の中で、最後、部会が見るわけですから、全体としてその数字

がサイエンティフィックな最小有効量ではないけれども、実際のやったデータ

の中では最も少ない量で効いている、有効であるということは認める。

事務局 はい、わかりました。

○○委員 そうすると、その例数の問題はいかがですか。

ミスプリントかと思われる部分も全部修正するということで。

○○先生、それでよろしいですか。

○○委員 はい、数があちこち全然合っておりませんのでね。それぞれが全部

一貫性のあるようなあれですから、そういうふうに是正してもらえば、私は数

だけきちっと合わせてもらえば、あとは有効性については、対照群と比べても

同等またはそれ以上というような成績が出ておりますので、これはこれで有効

性の方は問題ないのではないかと思うんですね。

○○委員 という御意見です。

いずれにしましてもまだ結論は出ませんけれども、承認という方向になった

場合も、念のために修正した部分をぜひ議事録のプラスアルファとして、もし

できればこのように、その箇所だけでもいいと思うんですが、何らかの形で先

生方に知らしめるというか、網羅していただきたいと思います。

事務局 ただいま御議論いただきました部分は、データの表の修正も含めまし

て議事録とともに先生方に送らせていただいて、御確認していただくようにお

願い申し上げます。

○○委員 今と同じ25ページ、あるいは13ページもそうなんだけれど、改善項

目のスコアをとっているのが、総合評価に至るまでの投薬群と下に書いてある
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のと、これも本当に一致していないんですよ。行動スコアが改善項目のこっち

側にあって、対照群にはない。あるいは下には関節腫脹スコアが書いてあるに

もかかわらず、それはない。こんなものをどうやって項目別に統計的に有意差

がなくて、棄却されたかどうかという結論を得たなんてばかげたことは、こう

いうことは書いちゃいけないね。実際ね。でないと、これは本当に不信感に陥

るね。本当にやったんだろうかという。

。○○委員 これは行動スコアというのが対照群から単純に落ちたんでしょうか

それとも。

○○委員 いや、下の総合スコアを見ると、跛行スコア掛ける２・足す・疼痛

スコア・関節可動範囲スコア・プラス・関節腫脹スコアという総合スコアの比

と、評価項目間で有意差がないというのは、評価項目がどれになっているのか

よくわからないんですけれどね。改善項目というのが評価項目なのかどうか。

その辺もちょっとどう処理したのか、読み切れない。

、 、 、 、○○委員 別のことですが 例数のことなんですけれども 当初 例えば30例

60例という動物を例数として取り上げたわけですけれど、途中で欠測値になり

ますね。その欠測値はどの程度まで許されるんですか。例えば半分になったら

いけないけれども、10％程度の欠測値が出ても大丈夫だとかですね。あるいは

欠測値が出ても、ちゃんと30例をカバーしておければ評価できるデータとして

取り扱うという、そういうころの基準はあるんでしょうか。

事務局 基準値というのはないんですけれども、当然途中で脱落する症例が出

てくるのを予想して皆さん試験を多目にとって、今回の場合は投与群について

は53頭からスタートしたんですけれども、脱落例があって、文章中の有効投薬

症例数というのは45頭だというふうになっています。そのうちの変形性関節症

に該当するものは31頭だったということになるんですけれども。

○○委員 供試頭数ですね。

事務局 そうです、そうです。

○○委員 実際に評価に使った例数は25頭ですね。

事務局 25頭。
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○○委員 試験終了後の頭数は。変形性の関節症である投与終了後の例数は25

例ですね。

。 。当初の供試頭数より約20％の例数が脱落したと そういう条件下で評価した

○○委員 数はそうではなくて、13ページのところで表が出ておりますけれど

も、投与群は試験頭数が53頭で。

○○委員 これは全部ですね。

○○委員 いや、全部じゃなくて。

○○委員 変形性の関節症だけですか。

○○委員 そうです、そうです。変形性の関節症ということでこの頭数をやっ

たはずなんですが、ほかの表と数が合わないので、原簿を見ないとはっきりは

言えないと思うんですがね。

○○委員 事務局の説明ですと、31例という説明があったんですが。

○○委員 そういうことになる、例えば18ページの表も、これがまた数がおか

しくなってくるわけですね。この数を見ても、例えば投与群で31ということで

見てみますと、これも53頭。試験頭数が53頭というようなことでやっておりま

すね。その中で判定不能というものは途中でもって脱落したり、判定ができな

かったりというようなことでありますから、58頭から８頭引きますから、そう

しますと、31例ですと、判定不能を除くということであれば45頭ということに

なるわけですね。この表と、それから13ページの書いてあるものと合わせます

と、そういったことなんです。

○○委員 今話題になっている記述のあいまいさだとか、数字がどれが正しい

かというのは幾ら考えてもわからない数字で、それをもとに議論しても全然済

まないような気がするんですけれどね。

○○委員 これ以上、いろいろありますし、26ページのこの表を見ていても、

ほかの場所の数字と合いませんしね。それから、先ほど御指摘のあったような

スコアをチェックしたと。ところが、これも投与群と対照群とではチェック項

目が違っていると。こうなると、これ以上の時間を費やしてここで審議するの

は問題があると思います。大変座長として独断的ですが、これ、ここで打ち切
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。 、りたいと思います これから先はおやりになることはおわかりのとおりですが

事務局でよく精査していただいて、場合によっては一般薬の座長とももう１度

よく確認をしていただいて、再度提出していただく。ここでは不承認というこ

とにしたいと思いますが、いかがでしょうか。

〔 賛成です」の声あり〕「

○○委員 あわせて、基準量とは何か、お調べいただくとありがたいと思いま

す。

○○委員 そうですね。

ほかに、この際ですから、ほかに御注文はございましょうか。

その程度でよろしいですか。もう少し第三者の目をして明確に中身がわかる

表現にしていただくと。

○○委員 スコアの問題について、結局私わからないんですけれど、少なくと

も前の調査会の部分では要するに生データをごらんになって、その部分が合っ

ているということの確認がどこかでないと、結局こういう問題というのはわか

らない。部会では絶対わからないですね。だから、１度はこのものが合ってい

ると。こういうスコアを出しているけれど、このスコアが生データで正しいん

。 。だということを審議すべきではないですか どこかで一たん見ておかなければ

○○委員 これは一般論としての問題でもあると思うんですね。特に痛みがあ

るかないかということ、これはいわゆる犬を引いて歩くといいますか、ハンド

リングのやり方によっても上手にごまかすこともできますしね。ですから、こ

れは言い過ぎかもしれませんけれども、疼痛のある、なし、それの微妙な差と

いうのはなかなか数値にあらわすというのは本当は無理なんですよね。それを

あえてどういうふうな基準でおやりになったか、先ほど申しましたように、外

国でやっているコンピューター処理をしたというのが、これが一応正しいとす

れば、それに準ずる日本での対応はどのように、１人１人の臨床家がどういう

ふうにやったのか。たしか途中経過では飼い主さんの観察によるというような

ことがあったと思うんです、お話の中で。それは、例えば抱き上げるのか、歩

かせるのか、何分間ぐらい平気で跛行の中を歩くといったような何か基準があ
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ったのかどうか、ちょっと細かいですけれども、そこらを含めてもう１回ちょ

っと精査していただけますか。

事務局 はい、わかりました。

○○委員 では、これはここで審議打ち切りにいたします。いわゆる差し戻し

というんでしょうか。

事務局 一般薬の調査会で御審議ということでしょうか。

○○委員 そこへ差し戻すということよりも、まずデータを見直して、表現の

悪いところは当然直す。それにしても明確でない部分は、差し戻しといかない

までも、少なくとも一般薬の座長さんとはちょっと話し合っていただきたいと

思います。

事務局 はい、わかりました。

○○委員 それから先の判断は事務局にお任せでいかがでしょうか。

○○委員 そのときに調査会に出た資料とは違うデータとして整理されて、部

会で審議するのはちょっとまずいと思いますね。

○○委員 そうですね。

あんまり膨大な資料が配付されても大変なんですけれども、少なくとも今の

ような問題になったようなところの基本的な元データというか、資料といいま

すか、一般薬調査会とは違いますね、資料が。多少。

○○委員 違うのは18ページの表12－４だけ違うんです。これが新たに出てき

ただけなんです。ですから、ほかのことというか、この図とスコアとの対比で

はこのままなんですよ。ですから、それには間違いないと思います。ただ単に

数が全然合っていない。そのほかの表でも合っていないということなんですけ

れども、このデータで出した改善度――改善度ではなくて、変化、変化なし、

改善、この数字しか出ておりませんから、この数字については全然間違ってい

なんですよ。原票と。この改善度というのは、その数字が大きければそれで改

善だということで単純に出してあるんです。初診時と検定時ですね。効果判定

日と比較して、効果判定日の方がスコアが少なくなっていれば、これは改善だ

というようなことで出していたんです。ですから、単純に多い、少ないだけな
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んですね。

改善というのはただ単にスコアが少なくなったから改善だということではわ

かりづらいから、改善の度合いを出してくれということをお願いしたんです。

どのくらい改善したらば、それを著効とするのか、どのくらいまで改善したら

ば有効とするのか、無効とするのかということで出されたのがこの表12－４な

んです。そこで初めて、著効、有効、微効、無効というような数字が出てきた

わけなんですね。それと対照群と対比して、有意差がなかったと。だから、既

存の薬剤と比較しても同等またはそれ以上と見てもよろしいというようなこと

だったんですね。ですから、違うのはここだけなんです。

あと、原票を見ても、改善度、変化、変化なし、悪化、これは全く間違いな

いです。ただ、あちこちの総数が全然合っていない。今回出た表についても合

っていないということでありますから、どこか用いるデータによってみんなば

らばらだと思うんですね。

○○委員 もう１回一般薬で。

○○委員 いや、ですから、これは一般薬で。

○○委員 この範囲のデータで一般薬に戻されても同じことになりますね。

○○委員 ええ、ただ有効性がどうだこうだということで既に有効性ありと見

てもよろしいということなんですね。ただ、数字が合わないだけということで

ありますから、これはここで精査していただいて、それでどうしてもそれは違

うということであれば、やむを得ないと思いますがね。一般薬に戻されたとし

ても、それ以上の論議はできないと思います。新たなデータが出てくればまた

別ですけれども。

○○委員 これは生データというか、36頭に対してどういうスコア、これは１

点とか３点とか、そこの得点が全部出たデータを見ないとわからない。

○○委員 そのデータを見て、この図とは合っていますと。この表とは合って

いますと。

○○委員 そのデータは一般薬に出ているんです。要するに行動スコアが何点

で、１匹ごとにこの行動スコアが幾らで、跛行スコアが幾らでというのがあっ
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て、それでその数字があって、出てきているんですか。

○○委員 そうです。

○○委員 それは具体的に出ているんですか。

○○委員 ええ、それはいいんです。

○○委員 その表があって。

○○委員 ただ、その場合出てきたのは、ここに出ているように、悪化と変化

なしと改善しか出ていなかったんです。

○○委員 いやいや、要するにトータルで何点だから、これは著効とかと決め

るんじゃないですか。

○○委員 その時点ではそうじゃなかったんです。その時点では投薬前と投薬

後で、要するに検定日と比較して、数字が少なくなっていれば、それで改善だ

と単純に出してきたんです。ですから、１％も改善、50％も改善、80％も改善

と非常に大ざっぱに。ですから、一番最後の１頭ごとの総合スコアを見てもこ

んなに凄い数字が出ているわけですね。例えば20ページでケトプロフェンは改

善が80％ということなんですね。ですから、大変すばらしく効いたように思い

ますけれども、１％も５％も10％も同じかというと、それではわかりづらいか

らということで、どのくらい改善したらばそれを著効と見るのか、有効と見る

のかという出し方をしてくれということで初めて出てきたのがこの18ページな

んですね。ですから、それを用いて有効と著効を合わせて有効率を出したわけ

、 。 、 、でありまして それが有意差がないというなんです ですから 数字の上では

原本と合わせてもそれ以上のものは出てこないと思います。

○○委員 では、事務局で精査していたいだいて。

○○委員 ええ、それで十分だと思います。

○○委員 では、一般薬の立場ではありませんけれども、○○先生の御発言の

ように、１度とにかく精査していただいて。

事務局 事務局と申請者の方とでデータというか、資料をまずきちっと整理い

たします。辻本座長の方にその旨報告しまして、余りにもかけ離れた整理の仕

方とか、新たにデータが出てきてしまったとか、そういう話になりますと、調
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査会での御判断を仰がなければならないかと思います。そこも含みまして辻本

座長と御相談して。

○○委員 そうですね。まずそこのところで１段階。

事務局 その必要があれば調査会の方でもう１度御審議ということにしたいと

思います。

○○委員 必要とあらば、これはやむを得ないと思いますので。

事務局 座長と御相談ということにさせていただきたいと思います。

○○委員 そのようにお願いします。

では、これはそういうことにしたいのですが、事のついでにと言ってはなん

ですが、私、ちょっと一言だけ、一番最後のところでいいですね。目次の直前

です。資料等の目次があります。その直前のところでちょっと私気になりまし

、 、 。 （ ）、たのは その前の35ページ 制限事項というのがありますね 制限事項の １

これは急性炎症に対応する文章ですね。そして （２）と、次のページにわたり、

ますけれど、３、これは変形性関節症に関する記述だと思います。４以降は、

４から６までが使用禁止ですね。７番から11番までが慎重投与というふうに一

見きれいに分かれているんですけれども、この７番のところで「幼弱動物、高

」 、 。 、齢動物及び 云々という 慎重投与ということが表現されています ところが

２番のところでは「18カ月齢以上の犬に限定した」ということで、要は18カ月

未満の犬には使いなさんなという表現になるわけです。一般的に幼弱といます

と、３カ月以下、あるいは半年以下ぐらいを幼弱というかと思いますが、そう

すると、18カ月との整合性がなくなるわけです。使う目的は違うとしても、こ

れはちょっと、この点も含めて表現で考えていただけるかなと思います。

事務局 はい、オーバーラップしてしまう。

○○委員 用量は違うにしても、この表現で整合性があるのかということで、

いかがでしょうか。

事務局 そこも含めて申請者と相談しまして、誤解のないような表現にしたい

と。

○○委員 ほかございますか。
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それでは、これはこの会としては継続審議ということにいたしたいと思いま

す。

事務局 ありがとうございました。

本件につきましては、資料の整備をもちまして継続審議ということにさせて

いただきます。

［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

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕

○○委員 さて、次へまいりましょう。

続きまして、審議の（２）でございます。動物用生物学的製剤基準の一部改

正ということで、○○先生から御説明をお願いします。

○○委員 動物用生物学的製剤基準に収載されている豚オーエスキー病ｇⅠマ

イナスとｔｋマイナスの生ワクチンに当たる製剤が共立製薬株式会社から製造

承認申請をされました。その承認に際し、当該基準の一部を改正することとい

たします。

改正案は平成15年７月22日に開催された動物用生物学的製剤調査会の審議を

経て、本日上程されるものです。

詳細につきましては事務局から説明があります。

事務局 当日配付資料の№２をご覧ください。

動物用生物学的製剤基準の一部改正についてということで、今般、オーエス

キー病のワクチンとしまして、スバキシン オーエスキー ７８３というのが

承認申請されてきました。そのものの申請書の写しが下の方についているかと

思いますが、このものは既に承認されているスバキシン オーエスキーと同等

のもの、いわゆるゾロ品でございます。したがいまして、そのものについての

御審議は不要というものでございますが、製造方法における試験方法が一部異

なってまいりますので、動物用生物学的製剤基準の当該各条、豚オーエスキー
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病ｇⅠ－、ｔｋ－の生ワクチンの一部を改正するという案でございます。

１枚めくっていただきますと改正案がございますが、これだけですとわかり

づらいので、次のページに新旧対照表がございます。そちらで説明させていた

だきます。

具体的な変更箇所は新旧対照表の２ページ目になります。左側が改正案でご

ざいますが、まず3.3.7のウイルス含有量試験ですが、アンダーラインの「ただ

し、特に承認されたものは、そのウイルス含有量とする」を加えております。

これは今般申請されましたスバキシン オーエスキー ７８３のウイルス含有

量が10 ＴＣＩＤ 以上というふうになっていまして、普通ならば、その4.7ＴＣ4.7
50

ＩＤ を加えればいいのですが、具体的な数値を記載せず、ただしというアンダ50

。 、 、ーラインの記載といたしました これは今後別の製剤 ゾロ品が出てきまして

いろいろなウイルス含有量が出てきてもこれで十分対応できるというフレキシ

ビリティーを持たせた表現という形で、こういう改正案にしてございます。

次のページをめくっていただきますと、真ん中あたりになりますが、3.3.10.

1.2に中和試験用ウイルスというのがあります。ここにもアンダーラインで「又

は適当と認められた株」というのが加えてあります。この加えた理由も７８３

の製剤に用いる中和用のウイルスがＰＤ５細胞で増殖させたオーエスキー病ウ

イルスのＭＡ －783・ＫＳ株というものであるため、先ほどの説明と同様に、３

、 。フレキシビリティーを持たせるために こういう表現とさせていただきました

同様に、その下の3.3.10.1.3の培養細胞のところにおきましても同様に 「又、

は適当と認められた細胞」というものを加えております。これも従来のものは

Ｖｅｒｏ細胞だったのですが、今回のものはＭＤＢＫ細胞を用いるということ

で、こういう表現とさせていただきました。

以上、３点でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

○○委員 ただいまの説明につきまして御質問等ございましょうか。

よろしいでしょうか。

特に御意見ないようです。

事務局 ありがとうございました。
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本案につきましては、原案どおり、薬事分科会に報告させていただきます。

ありがとうございました。

[報告事項]

（３）動物用医薬品の諮問・承認状況について

○○委員 それでは、続きまして、今度はスケジュールに従いまして、報告事

項ということでございます。

（３）動物用医薬品の諮問・承認状況について、事務局、お願いします。

事務局 当日配付資料の№３をご覧ください。横長の表でございます。

動物用医薬品の諮問、承認状況でございます。前回の本部会から本日までの

間に諮問されたもの、または承認されたものを御紹介いたします。

まず諮問状況でございますが、生物調査会で今後御審議していただくものと

しまして、まず１番のリスポバルは先ほどもう既にこちらでも御審議していた

だいたものでございます。８月21日に諮問しているものでございます。

次の欄のＭＳ生ワクチン（ＮＢＩ 、日本バイオロジカル株式会社からの申請）

で、マイコプラズマ・シノビエの感染症に伴う呼吸器病の鶏用のワクチンでご

ざいます。

次のリターガードＬＴ－Ｃ、ファイザー製薬でございますが、これは大腸菌

とクロストリジウム・パーフリンゲンスの壊死性腸炎、これの予防のワクチン

で、母豚に免疫して乳汁免疫で子豚を予防するというものでございます。

次のページでございますが、ノビリスＯＲＴ inac、インターベットからの

ものです。 による種鶏とひなの死亡率の軽Ornithobacterium rhinotracheale

減というもので、このものについてはまだヒアリングもしていない状況でござ

いますが、いずれ本部会での御審議をお願いしたいと思います。

次のノビバックＢｂ ｃａｔ、猫用のワクチンでございます。猫のボルデテ

ラ・ブロンキセプチカの感染症の予防でございます。

次のノビバックＫＣ、これは犬用のワクチンで、犬のボルデテラとパライン
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フルエンザの予防のワクチンでございます。

続きまして、一般薬関係でございます。

ライフナール、三共株式会社からでございます。ラチデクチンを含有する滴

下剤でございます。

次のラチデクチンは、このライフナールの製剤の原料でございます。

次のマリンバンテル、これは水産用の一般医薬品になります。フェバンテル

を含有する飼料添加剤で、フグ目のヘテロボツリウムの駆除に用いるものでご

ざいます。

続きまして、今度は抗菌製剤でございます。

マイプラビン注１００でございます。三鷹製薬からの承認です。ミロサマイ

シンを含有する注射剤で、注射剤としては初めてでございますので、新投与経

路動物用医薬品ということで御審議願いたく存じます。

続きまして、このミノサマイシンを含有する注射剤に係る動物用医薬品の使

用の規制に関する省令の一部改正。

それから、次のページに動物用抗生物質医薬品基準の一部改正、これらもあ

わせて後日御審議のほどよろしくお願いいたします。

続きまして、承認状況でございます。

生物製剤関係につきましては、日生研ＡＰＭ不活化ワクチン、これは前回５

月22日の本部会で御審議していただいたものでございます。６月28日付けで承

認になってございます。

一般薬関係です。

アドバンテージプラス犬用、次のページにアドバンテージプラス猫用がござ

います。これは２月26日の本部会で御審議していただきまして、６月９日にそ

れぞれ承認されてございます。

スナップＴ４。これは体外診断薬でございますが、これも５月の本部会に報

告させてもらったものでございます。６月17日承認でございます。

フォーベット５０注射液。これも前回５月の本部会で御審議していただいて

いるものでございます。６月27日に承認されてございます。
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抗生物質関係ですと、コバクタン。これは２月26日に本部会に報告させてい

ただいてございます。６月９日承認でございます。

セファガード。これも２月26日に報告させていただいてございます。同じ６

月９日承認になってございます。

最後のコバクタン「三共 。これも２月26日に報告させていただきまして、同」

日６月９日承認になっております。

以上でございます。

○○委員 ただいまの報告事項につきまして特段の御質問等ございますか。

よろしいでしょうか。

それでは、次へまいりましょう。

[報告事項]

（４）動物用生物由来製品の指定及び動物用生物由来原料基準について

○○委員 次は （４）動物用生物由来製品の指定及び原料基準ということでご、

ざいます。

事務局からお願いします。

事務局 当日配付資料の№４をご覧ください。

農林水産大臣が指定する生物由来製品を定める件について及び動物用生物由

来原料基準を定める件ということで、これらの件につきましては、昨年７月に

改正されました薬事法の１年後施行分に対応するということで、昨年の11月21

日、それから今年の２月26日の本部会におきまして御審議いただいたものでご

ざいます。

２月26日に御審議いただきました原案につきましては、３月24日の薬事分科

会で御審議いただき、特段の意見もなく、了承されたものでございます。

その後、法令審査を経まして、生物由来製品を定める件につきましては、７

月14日に、原料基準につきましては７月28日にそれぞれ告示されたものでござ

います。
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、 。１枚めくっていただきますと まず生物由来製品の指定の告示でございます

具体的には大きく一と二というふうに分かれてありまして、一の方には一般薬

関係の５成分、二の方には生物学的製剤の19製剤が記載されております。

２枚めくっていただきますと、今度は生物由来原料基準があります。動物用

生物由来原料基準につきましては、大きく第一の総則と第二の動物由来原料基

準と第三の反すう動物由来原料基準の３つで構成されております。

総則は基本的には本基準の目的とこの基準が適用しないものが記載されてい

ます。第二の動物由来原料基準につきましては、１と４につきましては一般的

な全ての動物由来原料を用いている医薬品に関わる基準でありまして、それ以

外の２、３、５及び６の規定は生物由来製品に指定されたものに関わる規定と

いうふうになってございます。最後の第三の反すう動物由来原料基準は既にＢ

ＳＥの発生を契機に局長通知によって各製品に課しています反すう動物由来の

。レギュレーションを今回42条基準として新たに加えたものになってございます

内容につきましては御審議していただいたものですので、細かい説明は省略さ

せていただきます。

施行は、最後のページになりますが、本基準の施行は７月30日からというこ

とですが、第二の６及び第三の３、これは記録の保存になります。記録につき

ましては急に記録しなさいよと言ってもなかなかできませんので、10月30日か

ら記録をしてくださいという形になってございます。

以上でございます。

○○委員 ただいまの説明につきまして御質問等ございますか。

よろしいでしょうか。

それでは、報告事項の項はこれで終了といたします。

[その他]

（５）食品安全委員会への諮問事項について

○○委員 スケジュールに従いまして、その他ということですが （５）食品安、
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全委員会への諮問事項について、これも事務局から御説明をお願いします。

事務局 それでは、当日配付の資料№５をご覧いただきたいと思います。横に

見ていただく表がおもてについている資料でございます。

冒頭室長の挨拶の中でも言及いたしましたが、食品安全基本法が成立いたし

まして、７月１日付けで食品安全委員会が設立されております。動物用医薬品

に関しましては、動物用医薬品等の承認を行う際には食品安全委員会に意見を

聴くという手続が新たに加わっております。その関係につきまして若干御説明

をさせていただきたいと存じます。

№５の資料の一番後ろのページをごらんいただきたいと存じます。食品安全

基本法の抜粋が載ってございます。

まず食品健康影響評価の実施ということで、11条の規定があるわけでござい

ますが 「食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、人の健康に悪、

影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は状態で

あって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食品が摂

取されることにより人の健康に及ぼす影響についての評価 、これを食品健康影」

響評価といっているわけでございますが 「が施策ごとに行われなければならな、

い」ということになってございます。動物用医薬品等に関しましては、承認等

が施策に当たるわけでございまして、そういったものについては食品健康影響

評価を食品安全委員会が行うということでございます。

具体的にどういうことかといいますと、下の方の第３章、食品安全委員会の

、「 」 、「 、第24条がございますが 委員会の意見の聴取 ということで 関係各大臣は

次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない」という規定にな

ってございます。これは厚生労働省、農林水産省関係のいろいろな法的な施策

が入っているわけでございますが、その８号が薬事法の関係でございます。大

分長うございますけれども、端的に申しますと、薬事法の第14条第１項、これ

は承認に関するものでございます。製造又は輸入販売の承認、これは23条も準

用しておりますので、これを行う場合。それから、中ほど、上から６行目にな

りますか、14条の４第１項とございますが、これは再審査でございます。それ
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からさらにその下、10行目ぐらいのところに14条の５第１項とございますが、

これは再評価でございますが、これを行おうとするときにつきましては、農林

水産大臣は食品安全委員会の意見を聴かなければならないということになって

おります。

この食品安全基本法、本年の５月23日に公布されたわけでございますが、７

月１日から施行されまして、食品安全委員会が設立されておりますので、７月

１日以降こういった形で薬事法に基づきます承認であるとか、再審査、再評価

を行う状況には食品安全委員会の意見を聴かなければいけないということに決

まったわけでございます。

ただ、法文を見ていただきますとわかりますように、14条１項の承認という

のはすべて意見を聴くということになっているわけでございますが、11条にご

ざいます食品健康影響評価でございます。例えば犬用の薬について食品健康影

響評価が必要かといったような議論も当然あろうかと思います。そういった点

で11条、アンダーラインが引いてあるところがございますが、ただし書きがご

ざいまして 「ただし、次に掲げる場合は、この限りでない」とされておりまし、

て、その中に幾つか列挙されている１号でございますが 「当該施策の内容から、

みて食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき」には食品健康影

。 、響評価をしなくてもいいというような形になってございます したがいまして

犬用、あるいは猫用といったものについてはこういう除外規定を適用してまい

、るということで今回食品安全委員会との間で正式に御審議いただきました上で

了解事項ができましたので、そういったものの報告をまずさせていただきたい

という趣旨での資料でございます。

お手数ですが、一番おもての表に戻っていただきたいと思いますが、７月１

日、あるいは７月30日以降、どういう形での動物用医薬品の承認の流れになる

かということを整理した表でございます。ちょっとごちゃごちゃっとしてわか

りにくいかと存じますけれども、基本的には７月１日から施行されました食品

安全基本法に基づきます食品安全委員会への諮問、それから７月30日付けで薬

事法の一部改正がございました。これは「食品の安全性の確保のための農林水
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産省関係法令の整備等に関する法律」という非常に長い法律の中で、薬事法の

一部改正がございまして、その中で厚生労働省と農林水産省の連携を図るとい

う趣旨に基づきまして、動物用医薬品の承認に際して、それから動物用医薬品

の使用基準を定めるに際しては、農林水産大臣から厚生労働大臣に意見を聴か

なければならないという規定が新たにつけ加わりました。そういったものも総

合的に含めてどういう形になるかということを整理したものでございます。

まず真ん中に農林水産省というのがあるわけでございますが、左上の申請者

からまず動物用医薬品についての申請を農林水産省が受けますと、左の下です

が、薬事・食品衛生審議会の薬事分科会の方に意見を聴く。これは従来やって

いた諮問でございますが、審議会の方に意見を聴くという手続があるわけでご

ざいますが、これに加えまして、右の上の方でございますが、食品安全委員会

に対しまして意見の聴取ということで、これが食品安全基本法、先ほどの24条

。に基づきます11条の健康影響評価の意見を求めるという手続が出てまいります

それからあと、この農林水産省、真ん中のところから右の下の厚生労働省に向

かって意見の聴取ということがあるわけでございますが、これが薬事法の83条

第２項に基づきます食品への残留性等についての意見を聴く、あるいは新しく

条がずれましたが、83条の４の使用基準の関係のところでも使用基準の設定と

いうことについて厚生労働大臣に意見を聴くという手続が新たに加わっており

ます。

一方、厚生労働省の方は、農林水産省から意見を聴かれますと、動物用医薬

品の承認に当たっては食品中の残留基準も同時に設定するという今回の一連の

流れの中での食品の安全性を図るという施策の中での流れになる関係上、食品

中の残留基準を定めるという仕事が必要になるわけでございますが、それに当

たっては、これは食品安全基本法、後ろの条文では厚労省関係が抜けておりま

すが、やはり同じように食品安全委員会に意見を聴かなければいけないことに

なっております。農水省からの動物用医薬品への残留性に関しての意見の聴取

がくると、それを受けまして厚生労働省は食品安全委員会の方にやはり食品中

の残留基準を定めるに当たっての意見を聴くという手続が出るわけでございま
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。 、す 食品安全委員会はそれに対してＡＤＩの設定等必要なリスク評価をした後

回答が出てくる。それについては農水省についても回答が来、厚生労働省は残

留基準の設定ということ等々を含めまして意見が農林水産省に戻ってまいりま

す。

こういったものすべて踏まえまして、薬事・食品衛生審議会の方で動物に対

する薬の有効性、安全性等も含めまして御審議をいただ上で答申をいただき、

最終的に動物用医薬品の承認、それから動物用医薬品に対する使用基準の設定

と施行、それからそれに対応する食品中の残留基準の施行というのが同時に行

われるようにというような流れになっているわけでございます。

先ほど後ろの条文のところで御説明いたしましたとおり、食品健康影響評価

が明らかに必要がないような場合については、先ほどの11条の第１項第１号の

例外によりまして食品安全委員会の諮問を省略できるということでの手続を進

めてまいりまして、１枚めくつていただきまして、これは８月22日付けで食品

安全委員会の委員長の方から農林水産大臣に御回答をいただいた件でございま

す。

８月５日に農林水産省の方から食品安全委員会の委員長に対しまして照会を

。 、 、いたしております その照会については ２枚めくっていただきましたところ

、 、右の上の方に資料２と書いてあるものでございますが ８月５日付けの文書で

食品安全基本法第11条第１項第１号の食品健康影響評価を行うことが明らかに

必要でないときについて照会をいたしました。このときにあわせまして、農林

水産省の方から動物用医薬品２品目、エトキサゾールを主成分とする動物用殺

虫剤とその原体のエトキサゾール、内容的には１本でございますが、この食品

健康影響評価についての諮問をいたしておりますが、これとあわせましてこう

いった内容について意見照会をいたしております。

１枚戻っていただきまして、今回食品安全委員会の方ら御回答いただきまし

た内容につきまして、記となっておりますが、こういう内容につきましては食

品健康影響評価を行うことが明らかに必要でない場合に該当すると認められる

ということで御回答いただいております。したがいまして、こういった案件に
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つきましては食品安全委員会に意見を聴かずに、薬事・食品衛生審議会、本審

議会での答申を受けまして承認等の手続ができるということになったものでご

ざいます。

具体的に申しますと、１といたしまして、用法等から明らかに食品健康影響

評価が必要でないものということでございまして （１）が端的に申しますと、、

３行目でございますが 「犬及び猫のみを対象とするものの承認、再審査又は再、

評価」ということでございます。犬用、あるいは猫用、あるいは犬猫用の薬品

につきましては、これは食用に供されることが日本国におきましては一般社会

、 、通念上ございませんので そういったものについての承認等に当たりましては

食品健康影響評価が必要ないという整理をされたものでございます。

それから （２）でございますが 「体外診断薬の承認、再審査又は再評価」、 、

ということでございます。これも動物体に直接用いられることはございません

ので、食品を介して人の健康に影響を与えないということで、食品健康影響評

価が必要ないというふうな整理をしていただいております。

それから、２でございますが、これは端的に申しますと、ゾロ品と申します

か、既に承認されている医薬品と同等のものにつきましては既に評価がなされ

ておりますので、それについて重ねて新たに食品健康影響評価は行わなくても

いいということで整理をさせていただいております。詳細に申しますと、有効

成分、効能及び用量とも変更のないもの、あるいは用量を減じたもの、これは

用量を減じれば残留性等食品に対する影響は減る一方でございますので、既に

あるものから減らしたものは評価の必要がないだろうと。ただし、括弧がつい

。 ）、 ）、 ） 、ているところがございます ２ ３ ４ で後ろの括弧書きでございますが

これはこちらから照会した事項につきまして食品安全委員会の方からさらに条

件をつけてきた部分でございますが 「徐放化等の変更は含まれない」というこ、

とで、用量を減じたものでも徐放化等の変更が加わっておれば、これは食品安

全委員会の方で審査をするという趣旨でございます。

それから、３）でございますが 「効能のみの変更」ということについても新、

たな評価は必要がないと。ただし、対象動物を変更したり、あるいは新しく見
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つかったような薬理作用を変更ないしは追加するという場合については食品安

全委員会での食品健康影響評価の対象になるというものでございます。

、 ） 、 、それから ４ でございますが これは直接動物に使わないような殺虫剤で

有効成分が既に承認されている動物用医薬品と同じものであるというものにつ

いても新たな評価が必要でないという整理でございます。

ただし、既に承認されている医薬品ということの概念でございますが、犬猫

用のみに承認されているものは含まないという整理でございます。これは１の

１）で犬猫用のものは食品安全委員会として食品健康影響評価はしないという

ことになっておりますので、既に承認されていてもここで評価をされておらな

いということで、それについては新たに評価をさせていただくということでの

整理になっております。

今後、この御回答をいただきましたので、食品安全委員会に対しましてはこ

れに該当するものについては諮問せず、これ以外のものはすべて食品安全委員

会の方に諮問しながら手続を進めていくということになっております。

以上、食品安全委員会の諮問手続について御説明いたしました。

○○委員 ただいまの説明につきまして御質問等ございますか。

よろしいでしょうか。

[その他]

（６）カルバドックスの再評価審査経過について

○○委員 それでは、いよい最後ですが、もう１つございますね。その他。カ

、 、 。ルバドックスの再評価審査経過についてということで 事務局 お願いします

事務局 それでは、御説明をさせていただきます。

カルバドックスの再評価についてということで、これは５月22日の当部会の

方にお諮りをして、有用性の観点から承認取り消しが相当であるというような

御審議結果をいただき、薬事分科会の方に上程するということで御審議をいた

だいた案件についての事後の状況につきまして御報告をさせていただきたいと
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存じます。

当日御審議をいただきまして、若干新しい資料がございまして、調査会の先

生方にもお諮りをしましたものでございますが、６月26日の薬事分科会の方に

上程をする予定でございました。審議経過の下を見ていただきますとわかりま

すように、申請者の方から５月22日の当部会での審議の結果を受けまして、承

、 、認整理と再評価申請の取り下げをしたい旨の申し出がございまして ６月23日

、 、これは分科会の前でございますが この３品目再評価申請が出ておりましたが

この３品目の承認の整理、それから昨年11月５日に提出されておりました再評

価申請の取り下げがございまして、その関係でカルバドックスの製剤につきま

してはすべての製剤について承認が整理をされた形になってございます。

そういった形で薬事分科会での審議をまたずに、すべての製剤につきまして

、 。承認が整理され 承認された医薬品がなくなったということになっております

なお、本来的にはこの審議会での審議を受けて、有効性、有用性がないとい

うような判断が出ますと、製造の中止、それから当然承認の整理、製品の回収

という手続になるわけでございますが、今回自主的に承認の整理がされてしま

いましたが、これまでの審議の経過を踏まえまして、適切に対応するように当

会社についても相談をさせていただきまして、当会社につきましては６月いっ

ぱいで販売の方を中止し、７月いっぱいで流通している商品につきましては整

理を完結するというような報告を受けております。

また、再評価の前後にほかの社につきましても承認整理がされているわけで

ございますが、こういった社の中には若干製造をした在庫を引き続き販売して

いた社がございましたので、それらの社にも連絡をとりまして同様の対応を依

頼したところでございまして、関係の会社からは販売を中止して、ある在庫に

ついては７月末で回収をするという方針である旨、確認をしているところでご

ざいます。

そういった状況で現状では流通しているカルバドックス製剤については流通

在庫はなくなっているものというふうに我が方では判断しております。

そういった状況で御審議をいただきましたカルバドックス製剤につきまして
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はすべて承認が整理されたという状況になっておりますので、御報告させてい

ただきます。

○○委員 御質問等ございますか。

よろしいでしょうか。

、 、今ありました市場に出ているもの あるいは個人の診療施設に置かれたもの

これを使うについては何もくくりもないということですか。

事務局 承認がなくなりましたので、製造することは禁止されておりますが、

販売、あるいは使用については禁止がかかってはおりません。ただ、販売につ

きましては、こういった形でメーカーは流通のものは７月いっぱいで引き上げ

るということになっておりますので、例えば診療施設に残っているもの、農家

さんが既に買って在庫しているもの等について、使用については規制はござい

ません。ただ、これは薬事法に基づきます使用規制省令の対象で、使用規制が

かかっておりますので、用法・用量につきましては使用基準に従って使うこと

が義務づけられおりますので、その使用規制省令については引き続きその規定

が残っておりますので、使うに当たっては定められた用法、用量、休薬期間を

守ることが義務づけられておりますし、それを違反すれば罰則がかかるという

規制は残っております。

○○委員 よろしいでしょうか。

ありがとうございました。

５．次回日程について

○○委員 これで、報告事項及びその他全部終わりですが、後、その他の外の

その他ですが、次回の開催でしょうか。

事務局 次回の開催日でございますが、３カ月後ということで、11月ごろにな

ると思いますが、お手元に№７のカレンダーが御用意してあるかと思います。

３カ月後の同じ木曜日ぐらいということで、11月27日あたりはいかがでござい

ましょうか。
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○○委員 いかがでしょうか。

今、いいの、悪いのというのも厳しいかと思いますので、とりあえず予定に

入れていただくということで。

よろしゅうございますね。

事務局 では、次回は11月27日ということで予定させていただきます。

○○委員 ということで、ほかには。

事務局 委員全員に議事録を送る際に次回の開催日も含めて送らせていただき

ますので、直前になりましら調整して、今日みたいに余りにも少ない場合はち

ょっとまた考えるようにいたします。

○○委員 これはぜひ可能な限り大勢出られる日を選んで。

大体、水曜、木曜が基準なんですか。

事務局 いや、そんなことはありませんが。

○○委員 いずれにしましても事前に是非より多くの先生方が御出席できそう

な日を調整していただきたいと思います。

６．閉 会

○○委員 では、本日はこれで終了いたします。


