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１．開 会

○○委員 それでは、定刻をちょっと過ぎました。○○先生がちょっと遅れていらっし

ゃるようですけれども、始めさせていただきます。

２．衛生管理課長あいさつ

○○委員 まず、衛生管理課長からごあいさつをお願いします。

衛生管理課長 ただいま部会長から御紹介いただきました衛生管理課長の栗本でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

動物用医薬品等部会の開会に当たりまして、ごあいさつを申し上げたいと思います。

まず、先生方にはお忙しい中御出席いただきましてありがとうございます。それから、

動物薬事、家畜衛生等に御指導、御協力いただいておりますことを心より感謝申し上げ

たいと思います。どうもありがとうございます。

最初に、委員の先生の交代について御紹介させていただきたいと思います。後でまた

、 、名簿をごらんいただきたいんですけれども 資料１の３ページ目に名簿がございますが

青木先生にかわりまして、東京大学大学院農学生命科学研究科の教授でいらっしゃいま

す小川先生にお願いしております。水産用医薬品調査会の座長もお引き受けいただくこ

とになっております。

それから、三森先生にかわりまして、同じく東京大学大学院農学生命科学研究科教授

の熊谷先生にお願いしております。動物用医薬品残留問題調査会の座長もあわせてお願

いすることとしております。青木先生と三森先生は、新しくできました食品安全委員会

の専門調査会の委員に就任されたことを背景に交代されたということでございます。

新しい先生方、どうぞよろしくお願いいたします。

私は薬事室長時代から何度か御紹介させていただいてまいりましたが、食品安全基本

法が成立いたしまして食品安全委員会が設立され、そして農林水産省には、消費者の視

点を重視することを基本理念とする消費・安全局ができまして、私どもの衛生管理課が

そこに置かれて早５カ月が過ぎようとしているわけでございます。早５カ月と申し上げ

ても、その間にいろいろと食品安全委員会への新薬の諮問の関係ですとか、薬剤耐性菌

問題を取り巻くいろいろな問題を背景として、飼料の添加物の見直しを進める関係で、

それに伴いまして動物用医薬品を含めた対応について検討していかなければならない。

これも食品安全委員会への諮問、あるいは消費者などを含めたリスクコミュニケーショ

ンといったようなこともやらなければならない。

それから、既に改正されております食品衛生法とか薬事法の施行に向けた対応など、

動物用医薬品をめぐる状況、かなりいろいろな業務の懸案がございます。薬事・飼料安

全室の業務が非常に多いわけでございます。

さらに課全体といたしましても、カナダでＢＳＥが発生したことに伴う対応とか、先

般、非定型的なＢＳＥが新しく起こった、あるいは今までと同じタイプではありますけ

れども、若い牛に起こっているということで新しい対応がまた必要になっています。そ

れから、全く予期していなかったと言いますと、また危機意識が欠如していると怒られ
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てしまいそうですけれども、まだ来ておりませんが、魚類安全室の関係で、コイのヘル

ペスウイルス病というのが我が国で初めて発生したということがございまして、魚類安

全室長の部屋は連日泊まり込みに近いような体制で今やっているところでございます。

そのほか国際的な関係では、国際獣疫事務局がＢＳＥに関するコードの改正を検討し

ておりまして、その関係で、日本にとって必ずしも好ましくないような改正の方向があ

ったりということに対する対応などもございまして、次々に生じているいろいろな問題

に対しまして、生産局ではない消費・安全局としての視点での対応を求められておりま

して、まだまだ、体制が整って軌道に乗りましたというふうには申し上げられないよう

な状況が続いているわけでございます。

ＢＳＥにつきましては、新しいタイプのものが出たとは言ってもＢＳＥはＢＳＥで、

引き続き冷静な対応をお願いしたいということ、コイのヘルペスウイルスにつきまして

も人には感染しないんだというようなこと、それから、動物用医薬品の適正使用とか、

あるいは魚病の防疫に対する獣医師の役割の重要性につきまして、御専門のお立場から

私どもに対するいろいろな御指摘、御提案、あるいは学生さんへの御指導、いろいろな

場面での御発言に、どうか引き続き一層の御協力をお願いしたいと思います。

本日は、継続審議の１品目、それから、今後食品安全委員会へ諮問することを予定し

ております牛や豚、養殖魚類の薬の新薬の審議について、それから、養殖魚類の薬の中

には、御心配をおかけいたしましたトラフグのホルマリンの代替薬などの御審議もいた

だく予定にしております。

薬事法の改正によりまして、未承認薬の取り扱いについては規制を大変厳しくしてお

りますので、必要な薬をなるべく早く使用の現場に届けたいというふうに考えておりま

す。どうかよろしく御審議いただきますようにお願いいたします。

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すが、事務局お願いします。

事務局 当日配付資料につきまして御説明させていただきます。お手元に黒でナンバー

リングしてあるものを御用意させていただいております。

表紙に当日配付資料一覧というものがありまして、その下に、Ｎｏ．１は本日の議事

次第でございます。議事次第と出欠表と座席表がついております。Ｎｏ．２は、この後

御審議いただきます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（案）

でございます。Ｎｏ．３は再審査の関係の資料でございます。Ｎｏ．４は横長でござい

ますが、動物用医薬品の諮問・承認状況、前回の部会から本日までの間に諮問・承認さ

れたものの一覧表でございます。後ほど御説明させていただきます。Ｎｏ．５は動物用

医薬品の承認の申請に係る意見についてということで、厚生労働省から農林水産大臣へ

の文書でございます。後ほどそれも事務局から説明させていただきます。Ｎｏ．６は次

回の日程をお決めいただく際の２月、３月分のカレンダーでございます。

最後に、ナンバーリングしていないものが一つございますが、これは後ほど御審議い

ただきますケトフェン錠の記載ミスがありましたので、それの差しかえの分でございま
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す。そのときまた改めて御説明させていただきます。

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、よろしいでしょうか。

４．議 題

［審議事項］

（１）動物用医薬品の製造・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

〔水産用医薬品調査会関係〕

【新効能動物用医薬品 （製造承認）】

⑤マリンバンテル 明治製菓株式会社

○○委員 それでは、議事に移りたいと思います。

最初に、ちょっと予定を変更いたしまして水産用医薬品調査会関係の審議を先に行い

ます。調査会関係のサークル⑤「マリンバンテル」の製造承認等の可否について、○○

先生から御説明をお願いします。

○○委員 マリンバンテルは、明治製菓株式会社から製造承認を申請された動物用駆虫

剤フェバンテルを主剤とした経口投与剤であり、効能効果はトラフグのヘテロボツリウ

ム・オカモトイの駆除であります。本製剤は、平成 年 月 日の水産用医薬品調査15 10 24
会で審議され、本日上程されるものであります。詳細につきましては事務局から説明が

あります。

事務局 それでは、事務局から説明させていただきます。

マリンバンテルですが、申請者は明治製菓株式会社。

成分及び分量は、散剤１ｍｇ中、フェバンテル ｍｇを含有する飼料添加剤です。250
用法及び用量ですが、１日１回、魚体重１ｋｇのフグ目魚類に対して、 ～ ｍｇ12.5 25

の量を飼料に均一に混じて５日間経口投与するものです。

効能効果は、フグ目魚類のヘテロボツリウム・オカモトイ、えらにつく寄生虫でござ

います。その駆除です。

水産用医薬品調査会での審議結果ですが、概要及び資料を整備、訂正するということ

で、事前の調査審議を終了しております。再審査期間は２年です。

動物用医薬品残留問題調査会の審議結果ですが、フグ目魚類の休薬期間を 日間とし21
て、休薬期間に関する事前の調査審議を終了しております。

製剤の概要につきましては、概要書に沿って説明させていただきます。

まず、概要書の１ページをごらんください。開発の経緯が述べられております。ヘテ

ロボツリウムの駆除につきましては、以前からホルマリンが使用されていたという状況

がございました。ホルマリンにつきましては、 年７月 日からは、薬事法により2003 30
未承認薬品の使用が禁止され、法的にその使用が禁止されました。

一方で 年 過酸化水素製剤が本寄生虫について適用の拡大がありましたが 水、 、 、「1998
温 ℃以上のときは薬浴を行わない」ということとされております。また、過酸化水素25
製剤の効能効果は、本寄生虫の未成熟虫の駆除でありまして、成虫の駆除については適
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用がありません。

こういったことから、取り扱いが容易で、作業量を大幅に軽減できる経口投与剤で寄

生虫のライフサイクルを遮断できる新たな薬剤の開発が望まれておりました。

このため、日本では馬用製剤、犬用製剤として承認されており、さらにオーストラリ

アをはじめ カ国で動物用駆虫薬として承認されているフェバンテルが、トラフグのヘ23
テロボツリウム・オカモトイに対して駆虫効果があるということを見出し、本製剤の開

発を行っております。

概要書３ページをごらんください。概要書３ページにはフェバンテルの化学構造、物

理化学的性質を示しております。

概要書 ページをごらんください。現在、ＶＩＣＨで検討されておりますガイドライ14
、 、 、ンに準じまして フェバンテルの海産生物に対する影響試験を行いまして その結果と

それから６ページの物理化学試験の（６）環境影響評価に関する試験、それと ページ10
の安定性試験の（４）海水中での分解試験結果を総合的に考察しております。

まず、珪藻類であるスケルトネマ及びマダイに対しては、本成分の飽和水溶液である

ｍｇ／Ｌにおいても影響は見られませんでした。甲藻殻類であるアルテミアにつき0.98
ましては、 ％以上の高濃度区で遊泳阻害が認められ、最大無作用濃度は ｍｇ／25 0.086
Ｌでした。アルテミアの無作用濃度である ｍｇ／Ｌと最高用量の５日分を一般的0.086
な生けす、一般的な生けすというのは、大体 掛ける 掛ける６ｍの体積があると言10 10
われています。その中に ｇの稚魚を 匹収容するように計算すると、その生け100 3,000
すに一遍に５日分の最高用量を溶かしたことを想定した生けす内予測濃度というのが

ｍｇ／Ｌでありまして、それを比較すると、生けす内予測濃度は最大無作用濃度よ0.063
り低い値ということになっております。

さらに、１日量の生けす中の予測濃度は ｍｇ／Ｌでありまして、潮流の要因も0.013
考慮すると、さらに無作用濃度よりも低い値になるということが考えられております。

。概要の ページの下から 行目からの段落は安定性試験について説明しております14 10
概要の ページの図３－１のフェバンテルの海水中での分解試験については、明条件及11
び撹拌条件で３日間で約 ％になることが示されているということ、アルテミアに対す40
る急性遊泳阻害試験では、 時間で約 ～ ％に減少していたということ、マダイに48 41 53
対する急性毒性試験では、 時間で ～ ％に減少していたということ、このことか48 27 63
ら、フェバンテルは海水中で速やかに分解されるというふうに考えられております。

概要書 ページの下から５行目の段落になりますが、フェバンテルの物理化学的性状14
の考察がなされております。概要書 ページに示しました試験では、フェバンテルの海10
水への溶解度は ｍｇ／Ｌと低いわけですが、生けす内の予測濃度は ｍｇ／Ｌ0.66 0.063
であること。こういったことを考えると十分に溶解する量でありまして、吸着したフェ

バンテルは徐々に溶出して分解されるものと考えられております。

このことから、マリンバンテルは、定められた用法用量を厳守して使用する限り、養

殖現場における海産生物などの環境に対して影響を与えないものと考えております。

概要書の ページをごらんください。亜急性毒性及び慢性毒性に関する試験結果の概18
要を示しております （１）ラット３カ月強制経口投与試験結果では、③にありますよう。

に ｍｇ／ｋｇの雌雄ラットの肝臓の脂肪化が認められております。125
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（２）犬の 週間経口投与試験では、⑤に記載されておりますように、 ｍｇ／ｋ13 20
ｇ以上では、骨髄機能低下による赤血球像及び白血球像に対する影響、それから、 ｍ60
ｇ／ｋｇ及び ｍｇ／ｋｇ投与では、上皮機能抑制作用による精巣重量への影響が認180
められました。

概要書 ページをごらんください。吸入毒性等の特殊毒性に関する試験結果の概要が21
示されております （１）催奇形性試験では、 ｍｇ／ｋｇの連続投与群では、胎仔に。 100
対する影響が観察されております。

以上の毒性試験の結果から、申請書の別紙３の使用上の注意の使用者に対する注意、

これの（３）に、主剤であるフェバンテルは、実験動物の高用量投与で催奇形性（ラッ

ト）が、また、長期間の高用量投与で肝臓の脂肪化（ラット）や骨髄機能の低下（犬）

、 、が認められたとの報告があるので取り扱いには注意することを記載し 使用者に対して

使用する際に注意するよう注意喚起することとしております。

概要書 ページの表７－５をごらんください。安全性試験の試験方法を示しておりま26
。 、 、 、 、す 試験群は対照群 ｍｇ／ｋｇ投与群 ｍｇ投与群を設定し 観察項目としては25 50

一般状態、水温、ＤＯ、体長及び体重、解剖検査、細菌検査、肝臓重量、脾臓重量、血

液学的検査としてはヘマトクリット値、血液生化学検査を行っております。

その結果、 ページに示してありますとおり、一般状態、水温、ＤＯ、体長・体重、27
解剖検査、細菌検査、肝臓重量、脾臓重量においては、特記すべき異常は認められませ

んでした。

ページの表７－８をごらんください。血液学的検査としてヘマトクリット値を観察28
25 16 50 16しております ｍｇ／ｋｇ投与群では試験 日目に ｍｇ／ｋｇ投与群では試験。 、

日及び 日目に、対照群と比較して有意に減少しております。 ｍｇ／ｋｇの投与群23 25
では、一過性の変化でその後回復しておりますので、用量内の投与では問題ないという

ふうに考えられました。

表７－９をごらんください。血液生化学的検査では ｍｇ／ｋｇ投与群では 日目25 23
の検査に、 ｍｇ／ｋｇ投与群では９日目の検査にＢＵＮ値の上昇が有意に認められて50
おります。これらのＢＵＮ値の変化につきましては、いずれも用量依存性がなくて、Ｂ

ＵＮ値の正常範囲内の変動であったということで、トラフグの安全性上問題ないものと

考えられております。

次に概要書の ページをごらんください。表８－５ですが、投与開始７日後の駆虫効34
. 12.5 96.7果を示しておりますが、Ｎｏ４の ｍｇ／ｋｇの５日間連続投与では駆虫率が

％、Ｎｏ７の ｍｇ／ｋｇの５日間連続投与では駆虫率が ％と効果が認められま. 25 96.6
した。

概要書 ページの表８－７をごらんください。投与終了後３日目の自然感染駆虫効果36
12.5 97.1の成績を示しております ｍｇ／ｋｇ５日間連続投与では 未成熟虫の駆虫率が。 、

％、成虫の駆虫率が ％で、さらに ｍｇ／ｋｇの５日間連続投与では、未成熟虫の88 25
駆虫率が ％、成虫の駆虫率が ％と、これらの用量で有効性が確認されておりま94.8 96
す。

概要書の ページをごらんください。吸収試験です。図 －３をごらんください。45 10
フェバンテル ｍｇ／ｋｇ１回の経口投与後の血漿中濃度の推移を示しております。フ25



- 6 -

ェバンテルの血漿中濃度は、投与後４時間でピークに達しており、８時間ではピーク時

の３割に減少し、その後緩やかに減少いたしました。

フェンベンダゾールスルホンの血漿中濃度は、投与後 時間でピークに達し、 時12 72
間で血漿中に認められました。

表 －３をごらんください。血漿、筋肉、皮膚、腎臓及び肝臓における平均濃度を示10
しております。各組織におけるフェバンテル濃度は、投与後４時間をピークに、それ以

降は検出されていないか、徐々に減少しております。各組織におけるフェンベンダゾー

、 、 、ルスルホンの濃度は 肝臓で投与後４時間 その他の組織では投与後 時間がピークで12
肝臓では高い値となっておりました。

以上の結果から、フェバンテルは速やかに吸収され、その活性体に代謝されることが

明らかになりました。また、代謝体は肝臓に高濃度に分布しておりました。

概要書 ページをごらんください。表 －３に臨床試験における未成熟虫に対する53 12
効果判定結果を示しております。未熟虫に対する効果は、 ｍｇ／ｋｇ投与群では、12.5
６症例中４症例で有効であり、有効率は ％でした。 ｍｇ／ｋｇ投与群では、６症67 25
例中４症例で有効であり、有効率は ％でした。67
表 －４に臨床試験における成虫に対する効果判定結果を示しております。成虫に対12

する効果は、 ｍｇ／ｋｇ投与群では、６症例中１症例が有効であり、有効率は ％12.5 17
でした。 ｍｇ／ｋｇ投与群では、６症例中６症例が有効であり、有効率は ％でし25 100
た。

以上の結果から、本剤は未成熟虫のみならず成虫にも有効であることが確認されまし

た。 安全性につきましては、死亡数の増加は確認されず、体色、遊泳状況についても

対照群との差は見られませんでした。摂餌性については良好又はやや良好で推移し、本

剤の安全性について危惧される事象は認められませんでした。

概要書 ページの表 －４、及び ページの表 －８に残留分析結果が示されて56 13 59 13
おります。その結果、休薬２週及び休薬３週間目では、すべての検体で定量限界以下と

なっておりました。

概要書 ページをごらください。休薬期間の設計の根拠が示されております。残留性62
試験の結果、休薬２週間以降はフェンベンダゾールスルホンが消失したことから、休薬

期間は２回消失を確認した休薬 日を設定いたしました。21
以上です。御審議の方をお願いいたします。

○○委員 ただいまの説明につきまして御質問、御意見を伺います。御意見ございませ

んか。どうぞ、○○先生。

○○委員 魚類に対する薬であるという状況で考えた場合に、急性毒性はマウス、ラッ

トでされていて、急性毒性と慢性毒性がラット、マウス以外、犬でもされていますけれ

ども、犬というのが必要なのかどうかよくわからなかったんですけれども。

事務局 これはバイエルの資料ということで、かつて承認されたときの資料を利用して

おります。その中でガイドライン上の試験と今回については、犬の試験内容についても

触れられていたということでございます。

○○委員 ガイドライン上、こういった系統の薬の場合には、犬での亜急性及び慢性毒

性の試験は必要なんでしょうか。
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事務局 それは必要ないということでございます。参考としてつけました。

○○委員 我々は犬もよく扱っていて、それでなぜここに犬が使われているのか非常に

疑問に思ったものですから。必要がないものはつけなくてもいいのではないかと私は思

ったということです。

、 、事務局 前回の承認申請の際の資料についていたもので そのまま載せたということで

この部分については参考でも構わないというふうに考えております。

○○委員 その中身で犬についての試験、ラットに関する試験で、血液学的な表現につ

いていろんなところで出ておりまして、特に犬の中がいろんな点で血液学的、病理学的

に余り適当ではない言葉が多かったものですから、その辺を直すべきだというふうに思

っております。そこを削ってしまえば別に構わないし、そこに残すのであれば参考資料

という形にして、語句をもう少し正確にすべきだと思います。

事務局 御意見を参考にしまして、参考資料ということで整理するという方法も考えた

いと思います。

○○委員 ただいまの方向についてほかに御意見ございますか。先生方、納得されまし

たでしょうか。

ほかにはいかがでしょうか。

特に御発言がないようです。それでは、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。承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきま

す。なお、再審査期間は新効能動物用医薬品ということで、２年間とさせていただきま

す。

［審議事項］

（２）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正について

〔動物用医薬品残留問題調査会〕

○○委員 それでは、次に（２）動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正と

いうことで、これはただいまのことと関連するということでございますので、○○先生

から御説明をお願いいたします。資料２でございます。

○○委員 動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正（案）について御説明し

ます。

今回の動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正（案）は、今御審議いただ

きました明治製菓のマリンバンテルの承認に伴う、動物用医薬品の使用の規制に関する

省令の改正です。この詳細については事務局から御説明いただきたいと思います。

事務局 事務局から御説明いたします。

. 14当日配付資料の資料Ｎｏ２をごらんください 改正の内容でございますが 薬事法第。 、

条第１項に基づく動物用医薬品の製造承認に伴い、動物用医薬品の使用の規制に関する

省令を改正するということでございます。

薬事法第 条第１項に基づくフェバンテルを有効成分とする飼料添加剤の製造承認に14
伴いまして、別表第１「ピリメタミンを有効成分とする注射剤（別表２に掲げるものを

除く 」の項の次に「フェバンテルを有効成分とする飼料添加剤」の項を追加し、使用。）
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対象動物、用法及び用量、使用禁止期間を設定するということでございます。

別表の内容は下に書いてあるとおりでございまして、次のページをめくっていただき

ますと、動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正案の新旧対照表を示してお

ります。ピリメタミンを有効成分とする注射剤（別表２に掲げるものを除く ）と、それ。

から、フェンベンダゾールを有効成分とする飼料添加剤の間に、フェバンテルを有効成

分とする飼料添加剤を追加しております。

以上です。

○○委員 ただいまの説明につきまして御質問、御意見ございますか。

よろしゅうございますね。

［審議事項］

（１）動物用医薬品の製造・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

〔水産用医薬品調査会関係〕

【新動物用配合剤 （製造承認）】

⑥ピシバック注３混 共立製薬株式会社

○○委員 続きまして、水産用医薬品調査会関係の（１）の⑥でございます。ピシバッ

ク注３混の製造承認等の可否について、同じく○○先生から御説明いただきます。

○○委員 ピシバック注３混は、共立製薬株式会社から製造承認申請された、ラクトコ

ッカス・ガルビエ ＫＳ－７Ｍ株不活化菌、ビブリオ・アングイラルム ＫＴ－５株不活

化菌液、及びマダイイリドウイルス ＹＩ－ 株不活化ウイルス液を主剤としたワクチ717
ンであり、効能効果は、ブリのα溶血性レンサ球菌症、Ｊ－０－３型ビブリオ病及びブ

リのイリドウイルス感染症の予防であります。本製剤は、平成 年 月 日の水産用15 10 24
医薬品調査会で審議され、本日上程されるものでございます。

詳細につきましては事務局から説明があります。

事務局 それでは、事務局から説明させていただきます。

ピシバック注３混ですが、申請者は、共立製薬株式会社。

成分及び分量は、１バイアル ｍＬ中、ラクトコッカス・ガルビエ ＫＳ－７Ｍ株不500
活化菌液、ビブリオ・アングイラルム ＫＴ－５株不活化菌液、及びマダイイリドウイル

ス ＹＩ－ 株不活化ウイルス液を含有している注射剤です。717
用量・用法ですが、約 ｇから ｇのブリの腹腔内に連続注射器を用いて、 ｍ15 120 0.1

Ｌを１回注射するものです。

効能又は効果は、ブリのα溶血性レンサ球菌症、ブリのＪ－０－３型ビブリオ病及び

イリドウイルス感染症の予防です。

水産用医薬品調査会での審議結果ですが、概要及び資料を整備、訂正するということ

で、事前の調査審議を終了しております。再審査期間は６年です。

製剤の概要につきましては、概要書に沿って説明いたします。

まず概要書１ページをごらんください。開発の経緯でございます。現在、ぶりのＪ－

０－３型ビブリオ病とα溶結性レンサ球菌症の混合ワクチンが市販されておりますが、
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これら２種類の疾病とイリドウイルス感染症を予防するためには、２種混合ワクチンを

注射後、さらにイリドウイルス感染症ワクチンを注射しなければなりません。これら３

種類の疾病を予防するには、１生けす中のブリを２回取り上げて、それぞれのワクチン

を注射しなければならないため、１回の注射で３種類の疾病を予防することが可能なワ

クチン開発が養殖現場から望まれております。このため、既存の２種混合ワクチンにイ

リドウイルス不活化ワクチンを追加し、１回のワクチン注射により、これらの３種類の

疾病の予防を可能にする混合ワクチンの開発を行いました。

概要の４ページから ページですが、これはラクトコッカス・ガルビエ ＫＳ－７Ｍ21
株とビブリオ・アングイラルム ＫＴ－５株の生化学的性状、血清学的性状、免疫原性等

の資料になりますが、既承認事項です。

概要書 ページをごらんください。マダイイリドウイルスの製造用原株ＹＩ－ 株23 717
の物理化学的性状解析を行っております。

ページの表１では、ＹＩ－ 株の物理化学的性状を示しておりますが、既報のマ24 717
ダイウイルスと同様な物理化学的性状を示しております。

ページの表２では、細胞のアタッチメントに関与していると思われますラミニンＥ25
ＧＦ様ドメインについての部分的塩基配列を、それから、表３ではその部分のアミノ酸

配列を示しておりますが、ＹＩ－ 株は既報のマダイイリドウイルスに対し、ＤＮＡ717
配列で ％、アミノ酸配列で ％の相同性を有していました。96.5 94.9
このことから、製造用原株ＹＩ－ 株は、既存の既報のマダイイリドウイルスとほ717

ぼ同等のウイルスであることが示されました。

27 717 717概要書の ページをごらんください。製造用株ＹＩ－ 株の免疫原性、ＹＩ－

株イリド不活化ワクチンを腹腔内に注射したブリに攻撃試験を実施するとともに、市販

のイリドウイルス不活化ワクチンとの同等性を確認することにより調べております。

その結果、表１に示しましたように、 及び 、ＴＣＩＤ ／ ｍ ／尾での10 10 0.1 L1.4 3.0
50

、 、攻撃における免疫群のブリの生存率は 陰性対照群のブリの生存率に比べて有意に高く

ＹＩ－ 株不活化ワクチンのマダイイリドウイルス感染に対する有効性が示されてお717
ります。

また、免疫群における生存率は、 、 及び ＴＣＩＤ ／ ｍ ／尾のいず10 10 10 0.1 L4.8 3.0 1.4
50

れの攻撃系においても陽性対照群、この陽性対照群はイリドウイルスの不活化ワクチン

で市販されておりますイリド不活化ワクチン「ビケン」を使っておりますが、これを接

種しました陽性対照群における生存率との間で有意差が認められず、マダイイリドウイ

ルス感染に対する有効性に関し、両ワクチンは同等であるということが示されました。

概要書 ページをごらんください。本ワクチンのブリに対する安全性試験の結果を示45
しています。 ページの表１に一般臨床所見の結果を示しました。46

、 、 、一般臨床試験では 対照群及び１ドース群間は 注射開始から試験終了まで遊泳行動

摂餌行動、体色等に異常は認められませんでした。一方、５ドース群は注射後３日間、

摂餌時間の減少とそれに伴う摂餌量の減少が観察されました。

体重、体長、血液学的検査、生化学的検査においては、対照群及び１ドース群間では

統計学的有意差は認められませんでした。一方、５ドース群は、注射後 日では対照群14
と１ドース群に比較して体重増加が低下している成長不良が観察され、血液学的検査で
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は総血球数の減少、血液生化学的検査では総たんぱく質値の減少が認められました。５

ドース群の成長不良につきましては、被験物質注射後の食欲不振に起因する摂餌量の減

少によるものと判断されました。

剖検ではすべての個体では異常が認められず、組織所見においても同様に異常所見は

確認されませんでした。

以上のことから、本ワクチンをブリの腹腔内に ｍ ／尾投与しても安全性に問題0.1 L
がないということが確認されました。

概要書 ページをごらんください。本ワクチンのブリにおける最小有効量を確認して47
8.5おります 表１にα溶血性レンサ球菌症の最小有効量の検討がなされておりますが。 、10

ＣＦＵ／ドースの 倍希釈免疫群において有効性が認められております。100
ページの表１にＪ－０－３型ビブリオ病の最小有効量の検討が示されております48

が、 ＣＦＵ／ドースの 倍希釈免疫群において有効性が認められております。10 1007.4

ページの表１にイリドウイルスの最小有効量の検討がされておりますが、 ＴＣ49 104.6

ＩＤ ／ドースにおいて有効性が認められております。50

ページをごらんください。本ワクチンとビブリオ病・レンサ球菌症２種混合ワクチ59
ンとの同等性の検討を行っています。表１にワクチン注射後 日における供試魚の個体14
別抗ビブリオ凝集抗体価を示しておりますが、供試魚血清の抗ビブリオ凝集抗体価の幾

何平均は、３混免疫群の供試魚では 倍、２混免疫群では 倍であり、対照群にお84.4 55.7
ける２より小さい２倍以下に対して、有意に高かったということになっております。

表２に、ワクチン接種後 日のレンサ球菌による攻撃試験結果を示しておりますが、14
生残率は３混免疫群、２混免疫群ともに ％であり、対照群の７％に比べて高い結果100
が得られております。

以上のことから、本ワクチンは市販の２種混合ワクチンと同程度にＪ－０－３型ビブ

リオ病及びα溶血性レンサ球菌症に対する感染防御効果を有しているということがわか

ります。

概要書 ページをごらんください。本ワクチンの野外イリドウイルスに対する有効性60
020911 030709を確認しました ３段階のウイルス感染価に調整した東町 株 及び宇和島。 、

株の野外分離株を攻撃ウイルスとして用いた試験において、いずれの試験群においても

免疫群生存率は対照群の生存率と比較して有意に高く、有効性が確認されました。した

がって、本ワクチンはマダイイリドウイルスの野外感染を予防するものと考えられまし

た。

概要書 ページをごらんください。臨床試験結果について記載されております。本ワ64
クチンの安全性につきましては、 ページの表１に示しましたように、すべての試験実67
施施設において、治験薬投与後１及び２カ月目における被験薬投与群の飼料効率及び増

重倍率はいずれも安全性の判定基準を満たすものであり、安全性は確認されておりまし

た。

一方、有効性についてですが、α溶血性レンサ菌球につきましては、 ページの表２68
に示しましたように、○○水産において、累積死亡率は無投与対照群と比較して、被験

薬投与群が有意に低かったということになっております。

他の８カ所の施設については、α溶血性レンサ菌球症の発生は認められませんでした



- 11 -

が、市販ビブリオ＋レンサワクチン投与群と同様に、被験薬投与群でα溶血性レンサ球

、 。菌の発生が認められなかったということで 判定基準に沿ってこれは有効とされました

Ｊ－０－３型ビブリオ病につきましては、 ページの表２に示しましたように、○○68
水産と○○水産でビブリオ病の発生が認められました。○○水産ではＪ－０－３型ビブ

リオ病による死亡が被験薬投与群及び対照薬投与群で１日目から９日目までのみ認めら

れたことから、治験薬注射以前にビブリオ病を感染したブリがいて、試験薬投与時のハ

ンドリングストレス及び網すれによって、ビブリオ病の発生を助長させたのではないか

と考えられております。

また、○○水産では、両群におけるビブリオ病の累積死亡率が低かったということで

す。 こういったことから、これらの２カ所では累積死亡率で被験薬の有効性を評価す

るのは不適と判断されまして、被験薬の有効性を両群における幾何平均値による比較に

より評価しております。

各治験施設における抗ビブリオ凝集抗体価の幾何平均の月別推移を表３に示しており

ます。○○水産では、投与後４カ月目に被験薬投与群の方が投与薬投与群より有意に低

い値を示しておりますが、その他の投与後月数において、被験薬投与群の幾何平均値は

対照群の幾何平均値と比べ統計学的に有意差がないか、または有意に高い値を示したと

いうことで、投与後４カ月目の成績は、サンプリングしたブリの偏りというふうに考え

られました。

また、○○水産では、投与後２カ月目に被験薬投与群の幾何平均値は対照薬投与群の

幾何平均値より有意に低い値を示しましたが、投与後１カ月目においては、両群間で統

計学的有意差は認められなかったことから、投与後１から２カ月目に対照薬投与群でブ

リビブリオ病の感染が起こり、抗ビブリオ凝集抗体価を上昇させたものと考えられまし

た。 これらの結果から、各治験実施施設においては、被験魚でのＪ－０－３型ビブリ

オ病原菌に対する凝集抗体価において、被験薬投与群での幾何平均が対照薬投与群での

幾何平均に比較して統計学的有意差がないか、有意に高かったことから、判定基準に沿

って有効と判断されております。

イリドウイルス感染症につきましては、各治験施設、実施施設において、イリドウイ

ルス感染症の発生が見られなかったことから、治験薬の有効性を○○水産、○○水産及

び○○水産における本治験ブリの攻撃性試験により検討しております。その結果、概要

書の ページの表４に示しましたように、○○水産及び○○水産における累積死亡率に69
おいて、被験薬投与群の方が対照薬投与群よりも有意に低い値を示しましたことから、

その判断基準に沿って有効と判断されました。

なお、○○水産においては、両群における死亡数が少なかったため有効性を確認でき

なかったんですが、その原因は被験魚のマダイイリドウイルスに関する感受性が低かっ

たためと考えられております。

以上のことから、本治験ではワクチンがブリに対して有効で、かつ安全なワクチンで

あるということが確認されております。

以上です。御審議のほどお願いします。

○○委員 ただいまの説明につきまして御意見、御質問ございましたらどうぞ。○○先

生。
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○○委員 ページで、マダイイリドウイルス野外流行株に対する有効性の表ですけれ60
ども、ウイルス感染価というのは攻撃ウイルスなんですよね。 の 、 、 と低く10 4.5 3.5 2.5
なるのに対照群の生残率が下がっていくんですよね。生残率、これはいいのか。下がっ

ていっていいわけか。

事務局 ○○先生から御説明をお願いします。

○○委員 ○○先生の御指摘、そのとおりだと思います。おかしいように見えます。水

産用部会でもこの問題については質疑がありました。私はウイルス専門にやっていまし

て、特にこの場合に想定できるのが不完全粒子の存在、このウイルスはなかなかうまい

ぐあいにふやすことができませんで、実際にＧＦ細胞に継代していくと、それでも増殖

が認められなくなっていく。継代がなかなかできにくいということもありまして。

この場合例えば ページを見ていただくと、 ページの調整法でやったものでも同26 26
じように、未感染のものにワクチンも何も投与していないものに対する攻撃試験をかけ

ていっても、低いウイルス力価の方がよく死んで高いウイルス力価の方が死ににくいと

いうような感じになっています。

ということから、いつも大体このウイルスの場合こういう傾向が非常に、ウイルス接

種液の調整がこの方法でつくっていきますと、どうしても不完全粒子が多く存在するた

めだと思われる非特異的な免疫応答、あるいはＣＴＬも多分魚の場合非常に早く反応し

てきますので、そのことからそういったようなものによって、それが量的に多い場合に

逆に生体防御の方が先に働いてくる。ですから、ウイルスが含まれて多いように見える

、 。けれども それを上回る防御反応が先に起きるためにこういう結果になるんじゃないか

不完全粒子はふえませんので、その絶対量によって免疫は惹起され、インタクトなウ

イルスはふえることができますから、その絶対量が少ない例えば では、その不完全102.5

粒子は少ないので免疫応答は起きにくく、ウイルスは入ってからふえることができるの

で、接種ウイルス量としては低いように見えるけれども、その免疫応答が起きていない

の方がよく死んでいるというような結果になっているものと解釈しております。102.5

いつもこういう結果になりますので、この結果そのものは、感染実験法のある意味で

はまだ未完成な部分によって生ずる結果だと。ですから、ここから不完全粒子を取り除

いて感染実験をきちっと行うようなシステムでできれば、これは○○先生が御指摘のよ

うに、ごく普通のウイルス感染力価が高いほどよく死ぬという当たり前のドーズ・レス

ポンスが生ずるというふうに考えております。

、 、○○委員 ということは 不完全粒子によるインターケアとかそういうことではなくて

不完全粒子がホストの方の免疫を誘導するという意味ですか。

○○委員 そうだと解釈しています。私はインテクシャスパンクラヤティブネフローシ

スでもそういうウイルス、この場合は確かめているんですけれども、そうすると非常に

早く生体側の反応が起きてこれと同じような結果が得られます。その場合に不完全ウイ

ルス粒子を取り除いてやれば、きれいに結果は得られます。

、 。○○委員 死亡してしまうのは 例えばチャレンジ後どのぐらいの期間で死ぬんですか

、 。○○委員 死亡するのはどれくらいですかね 大体５日ぐらいから始まってきています

事務局 それと ページを見ていただくと、マダイイリドウイルスの感染防御能の発現52
時期が出ております。マダイイリドウイルスについては、もう感染防御が２日で出てし
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まうというような状況でございますので、先ほど○○先生がおっしゃったとおり、不完

全粒子によって感染防御能が先に発現して、その後に攻撃ウイルスの攻撃があるという

ようなことではないかと思います。

○○委員 よろしゅうございますか。

○○委員 専門ではないんですけれども、何となくわかったような気がします。

○○委員 ＤＩの減少というのは、 で例えばＣＰＥとか見たときも読めるんですin vitro
か。

○○委員 ＣＰＥを見たときに不完全粒子が多いと、ＣＰＥがプラスにはなるんですけ

どふえていかないんです。それで結構とまっていくという感じなんです。

○○委員 例えば攻撃用のウイルスをつくるときに、そのリミティングダイリューショ

ンでとるとかそういうことはしないんですか。 でついていけばＤＩの出るものhigi m.o.i.
、 。は非常に出やすくなると思うんですけれども そういうことは特にやってないんですか

○○委員 やっていないと思います。まだこのイリドウイルスに非常に安定してウイル

スを生産させると、その で、という細胞がないんです。ごらんになるとわかるんin vitro
ですけど、僕たちは生体から直接とってそれで接種する。それを直接はかっただけのや

。 。つでどれくらいの力価かとやる 上をつぐとすぐにだめになってしまうという状況です

○○委員 ほかのデータにもそういうのが。免疫原性に関しては大体そういうデータで

すね。対照群は。そんなことで疑問に思いました。どうもありがとうございました。

○○委員 よろしゅうございますか。ただいまの件に関してはよろしいですね。

ほかにございますか。

○○委員 臨床試験でこのイリドウイルスについては、判定不能というのがほとんどで

すよね。それに関してこれで調査会ではよしとなったんでしょうけど、その辺の判断を

もう一度御説明願えればと思います。

○○委員 事務局よろしいですか、臨床試験で判定不能になった件についての御質問で

すが。

事務局 イリドウイルスの発生が今回の事例では見られなかったということでして、あ

る程度魚齢が達していくと、イリドウイルスに対してかなり耐性になってしまうところ

がございまして、その辺で今回かなりの場所で発生が見られなかったのではないかと思

います。○○先生、その辺追加でお願いします。

○○委員 この点の指摘を私もしました。治験のとり方が悪いのではないか。ただ、こ

、 、の年は自然発生も非常に少ない年でして こういう治験をとるというのは大変なことで

それでやむ得ないのかなと。ただ、それでも努力はしておりまして、それらのものに対

して攻撃ウイルスで確かめることもやっておりまして、 ページに治験施設のものにつ69
いて接種を一応して試みております。その結果、それらについて免疫力は確かにあると

、 。いうことも確かめておりますので その努力は十分に認めるに値すると思っております

治験について少し足りないということはありますが、やむを得ない面もあり、またそれ

を補うだけのデータはあると。それから、前と同等の実験、治験ではないけれども、実

験データが以前に出ているものと同等の効果を示しているということがありますので、

その場合の既知に既に入れているワクチンの場合に、治験として有効であるという結果

は得られておりますので、そのことを想定すると大丈夫ではないかというふうに判断い
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たしました。

○○委員 ○○先生、よろしいですか。

○○委員 イリドの場合は抗体を測るとかそういうことはやられてないんですか。

○○委員 やっておりません。

○○委員 ほかにはいかがでしょうか。

特にないようなんですが、私ちょっと気になるのが、一番最後の紙の取り扱い上の注

意なんです。これの（９）番に、使用済みの注射針を産業廃棄物として捨ててよろしい

ようなニュアンスで出ているんですが、これを確認しましたところ医療廃棄物も産業廃

棄物の一部なんだということなんですが、これはあえて医療廃棄物と限定していただか

ないと非常に危険ではないかと思いますので、この部分はぜひ訂正していただきたいと

思います。

事務局 その辺につきましては検討させていただきたいと思います。

○○委員 ほかによろしゅうございますか。

特に御意見がないようです。それでは、承認ということにいたします。よろしゅうご

ざいますね。

事務局 ありがとうございます。承認を可としまして、薬事分科会に報告させていただ

きます。なお、再審査期間は新動物用配合剤ということで、６年間といたします。

［審議事項］

（１）動物用医薬品の製造・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）】

①ケトフェン錠５ｍｇ、同 ｍｇ及び同 ｍｇ メリアル・ジャパン株式会社10 20

○○委員 それでは、次にもとへ戻りまして、継続審議事項でございます一般用医薬品

調査会関係の①ケトフェン錠５ｍｇ、同 ｍｇ、 ｍｇの輸入承認事項変更承認の可10 20
否についてということで、○○先生から御説明をお願いします。

○○委員 ケトフェン錠５ｍｇ、 ｍｇ、 ｍｇですが、本製剤は、メリアル・ジャパ10 20
ン株式会社から承認申請されたもので、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す。

前回の動物用医薬品等部会で審議され、継続審議となったものです。今般、当部会から

の指摘事項に対する回答などが提出されました。詳細につい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資料番号赤の１番を御用意くださ

い。

本剤は、メリアル・ジャパン株式会社から輸入承認事項変更承認申請されました、ケ

トフェン錠５ｍｇ、 ｍｇ、 ｍｇでございます。本剤は、前回の本部会におきまして10 20
６点の指摘事項を受けまして、継続審議とされたものでございます。

それでは、個々の指摘事項に対する回答につきまして御説明いたします。緑色のタッ
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クで「回答（部会・調査会・ヒアリング 」というのがありまして、その下に水色の「部）

会」というタックがありますので、そちらをお開きください。

まず、上の欄に四角で囲ってあります審議結果と指摘事項がございますが、その中に

指摘事項として６つが記載されています。

①番ですが、用量設定試験における「最小有効量」は、本試験で行われた中での最小

量であることから、誤解を与えない適切な記載とすること、ということでございます。

それにつきましては下の段の①の下に回答がございますが、具体的には概要の ページ10
になります。概要の ページの上から６行目、７行目のところにアンダーラインが引い10
てあるわけですが、前回の資料では、ここの部分が 「本試験の結果から、ケトプロフェ、

ンの体重支持能力改善に対する最小有効量を ｍｇ／ｋｇに設定した」というふうに0.25
書いてあったんですが、今回そこの部分を 「以上の結果から、本試験におけるケトプロ、

フェンの体重支持能力改善に対する最小有効量を ｍｇ／ｋｇと考えた 」と。あく0.25 。

、 。までも この試験の中ではこういう結果でしたという記載に変更させていただきました

それから、事前配付させていただきました横長のナンバーリングがしていない表なん

ですけれども、これはこの本件に関するヒアリングの指摘事項の回答でございまして、

オレンジ色の「第２回ヒアリング」というタックがありますが、そちらを開いていただ

いて、１枚目のところが当日配付資料に該当します。具体的には、１枚目の意見又は措

置の欄の下から７行目に当たりますが 「本試験における疼痛緩和の最小有効量を」とい、

うふうに書いてあります。以前は 「薬理作用に基づく疼痛緩和の最小有効量を」という、

ふうに書いてあったんですけれども、それを「本試験における疼痛緩和の最小有効量」

と、あくまでも本試験におけるということで記載を訂正させていただいております。

18続きまして、もとの部会の指摘事項の方に戻りまして、②番になります。資料概要

ページの表 －４の症例数と ページの表 －９の症例数に齟齬があるため、表中の12 20 12
数値整備を行うとともに、関係する数値の訂正を行うことということで、次のページに

新旧対照表がございます。新と旧に分かれて表が記載してあります。上の旧の方なんで

すが、表 －４のカルプロフェン投与群、カルプロフェン対照群のｄａｙ のところ12 30
、 、の微効症例数が６と書いてあったんですが これは実際は下の新の方が正しいんですが

７の誤まりだったということです。それに伴いまして、判定不能のところが９だったの

が８になっております。記載ミスでございます。そこで訂正したということでございま

す。

続きまして、③の指摘でございます。試験への供試頭数と資料概要 ページの表中の26
供試頭数に齟齬があるため、表中の数値の整備を行うことということで、３ページに回

答があるわけですが、具体的には概要の ページの表をごらんください。前回の御指摘29
では、表のちょうど真ん中、左側のところですが、試験終了頭数と供試頭数が書かれて

いるところがございます。７分の５、８分の６というふうに縦にずっと書いてあるもの

ですが、これの供試頭数をすべて足しますと 頭になります。ところが、前のページの56
表を見てみますと供試件数が 頭になっている。これは合わないではないかという御指53
摘だったかと思います。

、 ） ） 、これにつきましては ページの表の１ と２ がついているところがあるんですが29
症例数としては 頭だったんですが、症例の数として、要するにダブっている犬が３頭53
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いまして、延べ頭数としては 頭で、この表では合計 というふうになったというこ56 56
とで、ダブっている部分がわかるように片括弧の記載を加えさせていただいたというこ

とでございます。犬の頭数としては 頭で、症例として延べ 頭ということでござい53 56
ます。

次の指摘でございます。④番ですが、用法及び用量欄における「基準量」について説

明することということで、３ページの下のところに回答が書いてございます。基準量と

は、効力を裏づける試験結果に基づいて設定した用量であり、臨床試験で実際に使用す

る剤型はその用量の２倍を超えない範囲で各動物に投与できるものである。これは錠剤

になっておりまして、 ｍｇというのはその半分を割って投与するという形になりま0.25
す。厳密な分割投与ができないために、基準量として ｍｇ／ｋｇという表現で用法0.25
用量欄に記載したということでございます。

続きまして、⑤番の指摘でございます。概要 ページの国内臨床試験概要の表中の改13
善項目における投与群と対照群との違いや改善項目と改善度の項目の違いなど、概要の

中で添付資料の内容がわかるように概要を整備することということで、この表につきま

しても回答の４ページ、５ページに新旧の対照表がつけてあります。４ページが前の古

い表で５ページが新しい表になっております。

ページがずれていて比較しづらいんですが、例えば４ページの旧の表ですと、対照群

のところに、上から２つ目のところですが、試験 日時頭数／供試件数として、その下14
に 頭、 頭と書いてあるんですが、これに対応する投与群の方の頭数が何も書いて52 58
ない。その下の改善項目というのがあるんですが、投与群の方の改善項目は、行動スコ

ア、跛行スコア、疼痛スコア、総合スコアとあるわけですが、対照群の方には行動スコ

アがない。注釈のところで、総合スコアを算出するのに関節可動スコアとか、関節腫脹

スコアというのがあるんですが、そういうスコアがこの表には書いていない。どうやっ

て総合スコアが出せるのかというところの御指摘をいただいております。

、 。そこにつきましては ５ページの新しい表のように記載を整備させていただきました

基本的にスコアについては、投与群も対照群も同じスコアで評価しております。

最後の⑥番の指摘事項でございます。使用上の注意の「対象動物に対する注意」の制

限事項における（２）と（７）の記載を整合性のあるものにすることということで、６

ページに回答がございます （２）は犬の変形性関節症に伴う慢性疼痛の緩和、この場合。

、 、に用いる場合には カ月未満のものには投与しないことという記載になっていますが18
７番のところには、幼若動物には慎重に投与すること。幼若動物と言えば３カ月から半

年ぐらいではないか、 カ月未満という話とちょっと合わないので整合性をとるように18
ということで、申請者の方は （２）番の記載はそのままにし （７）番の記載の中で、、 、

急性の炎症及び疼痛の緩和に使う場合には、幼若動物には慎重に投与することという記

載に整備させていただいたということでございます。

以上６点の回答でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

○○委員 それでは、ただいまの説明につきまして御意見、御質問等ございましたらお

願いいたします。

○○委員 基準量についてですけれども、前回の委員会では 「基準量」という言葉は適、

切な表現であるかどうかということを踏まえて説明していただきたいということではな
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かったかと思うんですが。

動物医薬品検査所 錠剤の場合は一般的に使っていた言葉です。というのは先ほど説明

があったとおり、錠剤で分割して投与する場合にきちっとした投与ができないので 「基、

準量」という表現があります。

○○委員 よろしゅうございますか。

ほかにはいかがでしょうか。

○○委員 細かいところからですが、今の部会の６ページのところですが 「幼弱動物」、

というのは、これは「弱」ではなくて「若」だと思います。

事務局 修正いたします。

18○○委員 それから その年齢のことなんですけれども 今回の申請では 臨床試験で、 、 、

カ月というのが一番下の方だったので、それ未満は投与しないという形になっていると

思うんですけれども、前回のもともとの申請のときの急性の炎症及び疼痛の緩和のとき

の臨床試験というのは、下限は何歳までだったんですか。というのは、年齢制限をあい

まいな形と何カ月という形と両方書いてあるのは、非常に使う側としてはわかりにくい

記載なので、年齢についてはあわせて書いていただきたいと思います。

事務局 ちょっと今手元にデータがございませんで、急性の炎症又は疼痛緩和以前に承

認されたときの臨床試験が、何カ月齢が最小でやっているかが確認できませんでしたの

で、それを確認して、その月齢数で慎重投与という記載に直させるように指導いたしま

す。

○○委員 よろしいですか。

ほかにいかがでしょうか。

。 、 。ほかに特に御意見がない ということは 承認ということでよろしゅうございますね

それでは、承認といたします。

事務局 ありがとうございました。それでは、承認を可とし、薬事分科会に報告させて

いただきます。

［審議事項］

（１）動物用医薬品の製造・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〕

【新動物用配合剤 （製造承認）】

②“京都微研 キャトルウィン－６ 株式会社 微生物化学研究所
”

○○委員 それでは、続きまして新規審議品目ということで、生物学的製剤調査会関係

で、②の“京都微研 キャトルウィン－６の製造承認等の可否について、○○先生から
”

御説明をお願いします。

○○委員 本製剤は、株式会社 微生物化学研究所から製造承認申請されました、弱毒

牛伝染性鼻気管炎ウイルス、弱毒牛パラインフルエンザ３型ウイルス、弱毒牛ＲＳウイ

ルス及び弱毒牛アデノウイルス（７型）を有効成分とする乾燥生ワクチンと、牛ウイル

ス性下痢－粘膜病ウイルスの１型及び２型を有効成分とする液状不活化ワクチンからな
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る牛用の混合ワクチンであります。

、 、本製剤は 平成 年 月 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15 10 30
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資料番号赤の２番を御用意くださ

い 「申請書」と書いてありますタックがありますので、そちらをお開きください。。

本剤は、株式会社 微生物化学研究所より製造承認申請されました “京都微研 キャ、
”

トルウィン－６でございます。

次のページに主剤が載っておりますが、本剤は乾燥生ワクチンと液状の不活化ワクチ

ンとからなりまして、乾燥の生ワクチンには牛伝染性鼻気管炎ウイルス、牛パラインフ

ルエンザ３型ウイルス、牛ＲＳウイルス、牛アデノウイルスのそれぞれの弱毒株が含ま

れております。

液状の不活化ワクチンには、牛ウイルス性下痢－粘膜病ウイルスの１型及び２型の不

活化のウイルスが含まれています。使用に際しては、液状の不活化ワクチンで乾燥の生

ワクチンを溶解しまして、 ページの下に用法、用量が記載されていますが、その溶解10
したものを２ｍＬ牛に筋肉内に注射するというものでございます。

次のページに効能又は効果がありますが、牛伝染性鼻気管炎、牛ウイルス性下痢－粘

膜病、牛のパラインフルエンザ、牛ＲＳウイルス感染症及び牛アデノウイルス（７型）

感染症の予防ということでございます。

牛のこれら５種類のウイルスを含む生ワクチンは、この京都微研さんが既に承認を持

、 、 。っておりますが そのものはＢＶＤウイルスが１株で しかも生ウイルスでございます

本剤のように５種類のウイルスを含み、ＢＶＤが２株で不活化というものは初めてでご

ざいますので、新動物用配合剤ということで御審議を願います。

それでは概要を用いて御説明させていただきます 「概要」と書かれましたタックをお。

開きください。

概要の４ページに折り込んだＢ４の横長の表がありますので、そちらをごらんくださ

い。本ワクチンは先ほども申しましたように牛のＩＤＲ、ＢＶＤ、ＰＩ３、ＲＳ、アデ

ノ、これらを予防するものでございますが、既にこれらを同時に予防するワクチンとし

ては、この表の右側に示します“京都微研 牛５種混合ワクチンが承認され、販売され
”

ております。

では、なぜ今般、この表の左側に示す“京都微研 キャトルウィン－６が開発されて
”

承認申請されたかといいますと、このワクチンには特に２つのアドバンテージがござい

ます。１つは、ＢＶＤを不活化することにより妊娠牛にも使用できるという点でござい

ます。既承認の“京都微研 牛５種混合ワクチンの方は、ＢＶＤが生であるために、こ
”

の表の下の対象動物に対する注意の制限事項のところにございますように、妊娠中のも

のには使用しないことになっております。しかし、本剤のキャトルウィン－６は、ＢＶ

Ｄを不活化することにより、妊娠牛にも用いることができるようにしております。

もう一点は、このＢＶＤを２価にすることによって、ＢＶＤの多様な抗原性を持たせ

まして、ＢＶＤの多様な抗原性にも対応できるように、今回、遺伝子型１型のＮｏｓｅ

株と、遺伝子型２型のＫＺ－ －ｃｐ株をワクチン株に使用することで、その抗原性を91
広げたというものでございます。
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したがいまして、既存のワクチンに比べてＢＶＤの部分が大きく異なりますので、そ

の点を中心にこれから説明させていただきます。

次に概要の 、 ページをお願いします。概要 ページの２－２、２－２－１－１11 12 11
というところに不活化方法に関する試験というのがあります。ＢＶＤウイルスの不活化

の方法を検討するために、一般的にありますホルマリン、β－プロピオラクトン、熱、

紫外線を用いまして、マウスを使った抗体応答で試験をしております。その結果を表９

に示しておりますが、Ｎｏｓｅ株、ＫＺの株の両株とも、どの不活化方法でも十分に不

活化され、マウスでの抗体応答は紫外線、β－プロピオラクトン、ホルマリン、熱の順

で免疫原性が高かったということでございます。しかし、最終的に乾燥生ワクチンと混

合するということを考えまして、その生ワクチンの方のウイルスに影響を与えないよう

にということで、紫外線で不活化する方を選択いたしました。

また、紫外線照射の条件を調べましたのが、次の概要の ページに記載されておりま13
す。表 に示しますように、両株とも紫外線照射２分以上で不活化されることが確認さ11
れました。実際はそのウイルスの確実な不活化、それから免疫原性の保持を考慮しまし

て、紫外線の照射時間を３分というふうに設定してございます。

なお、この紫外線照射による不活化につきましては、生物学的製剤調査会の方で指摘

事項がありましたので、後ほどその点については御説明させていただきます。

次に概要の 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。まず妊娠27
牛における安全試験でございますが、妊娠牛を９頭用意しまして、３頭に２ｍＬ、３頭

に ｍＬ、残り３頭は無接種対照として、母牛と胎子に対する安全性を検討しました。20
その結果が右側の表 に示してありますが、母牛については、常用量及び 倍量と19 10

もにこの被験物質の注射に起因すると思われる一般状態への影響は認められませんでし

た。しかし、分娩時に 倍量を投与した１頭の胎子に、前肢の失位による難産で胎児の10
死亡というものが確認されております。

次に、７－２に子牛を用いた安全試験が実施されています。同じように３カ月齢の子

牛を９頭用意しまして、３頭に２ｍＬ、３頭に ｍＬ、３頭を無接種対象として試験を20
しております。その結果が表 に示してありますが、被験物質に起因するような大きな20
変化、有害事象は認められませんでした。ただ、常用量の２ｍＬを投与した１頭に細菌

性の尿路感染症が起こりまして、第１回目の注射後、 日で死亡している例がございま25
す。この点につきましても調査会で御議論になりましたので、後ほど御説明させていた

だきます。

続きまして、薬理試験でございますが、概要の ページの８－３をごらんください。31
既承認の牛５種混合生ワクチンとの比較をしております。その結果が概要の ページの33
表 がわかりやすいかと思いますが、ＩＢＲ、ＰＩ３、ＲＳ、アデノについては５種混28
合生ワクチンに準ずる成績が得られております。ＢＶＤについては既承認は１型しか含

、 、 。んでいませんので それと比較したんですが 若干劣っていたという結果でございます

これはＢＶＤが不活化でございますので、どうしてもその分劣ってしまったのではない

。 、 、かということでございます しかし ＢＶＤの最小の有効抗体価は２倍でございますが

これは上回っておるということで、ワクチンの効果としては、牛５種混合生ワクチンと

同程度の予防効果があるものというふうに結論づけております。
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しかし、抗体の維持を比較しましたところ、ＩＢＲ、ＲＳ、ＰＩ３、アデノについて

はほぼ同等でございますが、どうしてもＢＶＤについては不活化であることから抗体の

持続も短いという結果になっております。

続きまして、概要の ページの臨床試験でございます。三重県の○○牧場で黒毛和種34
頭、高知県の○○牧場でホルスタインの泌乳牛 頭を用いて試験しております。両50 50

施設ともワクチン接種群を 頭、無接種対照群を 頭として、本ワクチンを筋肉内注35 15
射してワクチンの安全性及び有効性を評価しております。

その結果ですが、概－ ページの表 に示しますように、○○牧場の子牛では、ワ35 30
クチン接種後、２頭に発咳とか１頭に血便が認められていますが、対照牛でも同様に発

咳や血便が認められており、これはワクチンによる異常ではないというふうに判断しま

した。それ以外の異常は認められておりません。

また、○○牧場の妊娠牛についても、臨床的な異常は認められていないということで

ございます。

また、有効性については表 、 、 にまとめてございます。ワクチン接種時に抗体31 32 33
が陰性だった牛については、各試験とも高い有効率が示されております。また、ワクチ

ン接種時に抗体が陽性であった牛については、子牛では有効率が低かったんですが、こ

れは移行抗体による影響であろうと推察されております。しかし、成牛での有効率は高

く、ワクチンとしての有効性が確認されております。

以上の成績により、本製剤の安全性と有効性が臨床試験においても確認されたという

ことになっております。

最初に戻りまして、審議経過票をお開きください。本製剤は、平成 年７月 日に15 22
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、２点の資料を整備するこ

とで継続審議となっております。

１点は、先ほど御説明しました安全試験におきまして、子牛の死亡例、胎子の死産が

認められた。これについてきちっと安全性が成立しているのか、判断できる根拠を明確

にしなさいということでございます。

それに対して申請者は、子牛の死亡例については、この例が急性の化膿性膀胱炎が原

因で、このワクチンとは無関係な偶発的なものであるということを剖検所見、病理学的

な所見をデータとしてつけて説明しております。

また、胎子の死産についても分娩時の状況をデータとしてつけておりまして、あくま

でもワクチンに起因するものではなく、胎子の体位の失位ということを原因として記載

してあります。

さらに、この安全試験を行う前にＧＬＰの試験ではないんですが、常用量を４頭、高

用量を４頭、対照群を２頭用いた子牛の安全試験、予備試験を実施しております。その

中では、この被験ワクチンによる影響、有害事象は認められておりません。したがいま

して、これらのことから本ワクチンの安全性には問題がないというふうに結論されてお

ります。

もう一点は紫外線照射でございますが、紫外線照射装置というものを使ってＢＶＤウ

イルスを不活化しているんですけれども、当然紫外線照射装置が劣化してくると線量が

落ちてくるわけですから、実際の照射時間ではなく、積算の照射線量で不活化の条件を
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規定した方がいいのではないかという御指摘がありましたが、この積算紫外線照射装置

というものが複雑な構造をしておるようでして、実際に積算照射線量を規定するのが困

難であるということでございました。

したがいまして、紫外線ランプが劣化する前にそのランプを交換するということで、

劣化しない時間として 時間、累積照射時間を 時間と限りまして、その 時間200 200 200
の中で３分間照射しますよという規定にさせていただいたということでございます。

以上の回答をもちまして、再度 月 日の生物の調査会で御審議いただきまして、10 30
本部会に上程して差し支えないと、再審査期間は６年ということにされたものでござい

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。

○○委員 ただいまの説明について御意見、御質問がございましたらお願いします。

○○委員 ＩＢＲ等は１年間ですか、抗体が持続すると。ＢＶＤ－ＭＤの方は半年であ

るということで、追加免疫する場合は半年から１年というふうに設定されているんです

けれども、６カ月後から１年の間のまだＩＢＲ等の抗体がある時期に追加免疫しても、

そのＩＢＲ、ＢＶＤ以外のウイルスに対する抗体応答はあるんですか。むだにならない

かということ。それから、ＢＶＤに関しては カ月では陰性になるようですから、この12
。 。間に６カ月から カ月後には打たなければならないだろう 抗体を持続させるためには12

その辺のデータがちゃんとあるのかどうかお聞きしたいんです。

事務局 このＢＶＤ以外のＩＢＲとＰＩ３とアデノとＲＳは、既承認の製品と成分分量

が全く一緒でございまして、先ほど説明しましたような既承認の牛５種混合ワクチンに

ついては、実際こういう形で半年から１年ごとの追加接種というので、実際フィールド

で使われているものでございます。その際の抗体維持のデータというのが先発品につい

ていたかどうかちょっとわからないものですから、データの有無については今お答えで

きません。

○○委員 ＩＢＲ、５種混のときも６カ月から１年後に打ちなさい、追加免疫する場合

は、ということだったんですか。

事務局 実際の承認事項としての用法、用量には追加接種のことは書いてないんですけ

れども、フィールドでは実際そういう使われ方をしていると聞いております。

○○委員 ６カ月後でＰＩ３も 倍とか、アデノも 倍、９カ月後でも低いものもあ20 56
りますけど、その辺で２回目打ったはいいけど、ＢＶＤは確かに二次応答となり抗体も

上がってまだ持続する。だけどＩＢＲなんかはただ落ちる一方だということであれば、

追加免疫の効果半分というか、ＢＶＤだけしかないみたいなことにならないかという心

配です。

○○委員 いかがでしょう、ただいまの御意見についてどなたか御発言ございますか。

その前に確認ですが、先発品の５種はこのまま継続なんですか、それともこれは撤収

なんですか。これが承認されると。

、 。事務局 現時点でメーカーの方から これは製造しませんという話は聞いておりません

○○委員 つまり新規のものができても、先発品はしばらくは出る可能性があるという

ことですね。

事務局 そうです。当然今回申請のものの方が２点のアドバンテージがありますので、
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そちらに皆さんの要望があれば、当然こちらはつくらないだろうということは想定され

ます。

○○委員 いずれにしても、○○先生の御意見についてどなたか御発言ございますか。

○○委員 そこまではデータがなかったような気がします。この概－４を見ると、前回

、 、と今回のものが違ったのは最初に事務局が言ったように 不活化にして妊娠牛を加えて

不活化したことによって長持ちしないので、それのための追加免疫としてやる場合は半

年から１年にしなさいという項目が加わっているので、多分この追加免疫の対照にして

いるのかわからないんですが、フィールドでやるのは、もし妊娠牛でそういう事態まで

引っ張るならそこまで持ちませんから追加しなさいよということであって、従来の使い

方の生ワクチンで使っているのは１回打てばいいので、特に追加免疫は必要ないという

ことなんじゃないかなと解釈したんです。

○○委員 よろしゅうございますか。

ほかにいかがでしょうか。

○○委員 安全性試験のことでお尋ねしたいんですが、概要の ページです。本製剤は27
既承認の４種混合ということになって、ただいまの説明のように妊娠中でも使えるとい

うようなことであります。その中で安全性試験ということで妊娠牛を使ってやっておら

れますね。９頭の牛を使ってやったということでありますが、この試験というのは、妊

娠期間のいつの時期にやるかについては別に指定はないんですか。

事務局 今回の試験は、妊娠約６カ月でこのワクチンを投与しています。２回投与して

おります。６カ月と８カ月で投与しているということです。

○○委員 別に方法として、何カ月のものにやりなさいという規定はないんですね。

事務局 それはありません。

、 、○○委員 これで見ますと妊娠６カ月 そして２回目で８カ月ということになりますと

妊娠期間としては牛にとっては最も安定している時期なんですね。不活化したから妊娠

中でも使えるんだ、その安全性試験は６カ月、８カ月でやったからもう大丈夫だという

ことになると、ちょっと引っかかるんです。というのは、こういった製剤でありますか

ら、交配後間もないものということになりますと、受精卵は卵分割があります。それか

ら、内胚葉、外胚葉、中胚葉という胚の形成もあるわけですね。これは非常に早い時期

に行われるわけですね。ですから、この試験だけでそういった交配後間もないものにつ

いての安全性は担保されているのかどうか。不活化したからそれでいいんだということ

で、それで言ってしまえるのかどうかということ。

それから、分娩間際のものについては死産という問題もあるわけです。分娩前という

のは牛にとっても非常に不安定な時期でありますから、そういったものをきちんとした

担保をとった上で、妊娠中であればいつでもよろしいよということで認めていいのかど

うかということなんです。そういったデータがあれば別に問題ないんですが、一番危険

な交配後間もない時期とそれから分娩間際のものということ、これの安全性について担

保があるのかどうかということをお尋ねしたいんです。

事務局 いわゆる安全性試験という中で、いろんな妊娠のステージで安全性を見たとい

うデータはありません。今確認させていますけれども、臨床試験で妊娠牛 頭用いて、50
そのうち 頭にワクチンを接種していますので、その妊娠牛がどれぐらいのステージに35
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振られているか。それについては安全性が確認されていますので、少なくともその範囲

内については安全ではないかというのは推察できると思います。

○○委員 そういったきちっとしたデータがあって、安全性が確保できる、担保できる

ということであればよろしいんですが、そういったことがなければ使用上の注意の制限

事項に、例えば前から３枚目に制限事項というものがあるわけですが、この（２）を見

ますと「分娩直後のもの」というのがあるし、一番下に「発情中」というものが入って

いる。この交配そのものについては、やっていけませんよ、発情中もやっていけません

よ、これはあるんですね。もしそういったデータがないということであれば、やはり交

配後間もないものについてはやってはだめ。それから、分娩間際のものも危ないよとい

うような注意喚起が必要ではないかと思うんです。そのようなことで成績があればその

ままでも結構だと思いますが、ひとつ検討していただきたいと思います。

事務局 わかりました。臨床試験のデータを確認しまして、交配後とか分娩直前のデー

タがなければ、そのものについては慎重投与という使用上の注意の記載をさせたいと思

います。

○○委員 どうぞ、○○先生。

○○委員 今の○○先生のことはこの前の調査会でも議論したところがあって、その問

題ではなくて、安全性試験とは何なんだと。今結果的にフィールドでやって、いろんな

ケースで安全だったからこれは安全だろうというのは一つの根拠にはなるけど、でも、

１点だけの安全性試験をして、そのままフィールドに持って行ったときにもし問題があ

ったときに、安全性試験の持つ意味は何なんだということがあって、さっきの３分の２

の問題がかなり問題になったんです。それで、プレの試験があるからそのデータをつけ

て、逆転した格好で安全性試験を通して臨床に行ったというような変なつじつまを合わ

せなんですけれども、今の問題も安全性試験からフィールドに持って行く条件として、

もう一回考えておかないといけないと思うんです。市販される前に、臨床試験に行く段

階で何をクリアしなければいけないのかということをはっきりさせておかないと、市場

に出る前に実際の臨床試験で大問題を起こすことも考えなければいけないので、安全性

試験というものはプレクニカルの何を保証するのかということは、この前ちょっとその

議論にもなったと思うんですが、今の点も同じ問題を含んでいるので、臨床試験に妊娠

のステージがどのくらい入っていたかというのは、ある意味では安全性試験の持つ意味

とは離れたことになっていると思うんです。そこは問題が違うんだろうと思うんです。

○○委員 ○○先生。

○○委員 ○○先生の御指摘で妊娠初期の話と分娩直前の話がありましたが、それは○

○先生のお話とも関連するんですが、そういう場合にかなり影響が頻繁に起こることで

あれば、その試験で確認できるんだと思うんですが、今の○○先生の御指摘は、かなり

。 、頭数をやらないとわからない部分もあるような気がするんです 例えば 頭やったから10
それでＯＫだからいいのかという話にもなるし。今回のワクチンのこと、ＢＶＤウイル

スのことを考えてみると、不活化の担保さえきっちりできていれば、ウイルスそのもの

が胎子に及ぼす影響はほとんど考えなくていいと思うんです。ただ、不活化ワクチンと

することで、例えばスタビライザーとかその他諸々のものが入っておりますよね。例え

ば妊娠している胎子に影響を及ぼすようなことがあるかどうかということだと思うんで
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す。いずれにしても不活化ワクチンということで、不活化の担保というのは一番大事な

ことだと思います。

○○委員 ほかにございますか。

、 。○○委員 調査会で紫外線のことが出たようですので 簡単なコメントを申し上げます

照射装置の指定がきちっとありますからいいようなものなんですが、これは割合特殊な

照射装置ですので、その概要では単なる紫外線照射というふうに書いてありますから、

指定の照射装置を用いるとか条件をお書きになった方がいいと思います。と申しますの

は紫外線ランプにもいろいろあって、必要ならばジュールであらわすんだろうと思いま

すが、このランプで３分照射すると何ジュールになるのか。これは照射装置があります

から、距離が定まっていますから計算で出るんですけれども、一応出した値を示してお

く。照射装置の規格は申請書の ページにあるんですね。それはいいとして、そうしな38
いとこれでは紫外線量の特定ができないのと、このランプはＵＶＣランプなんですけれ

ども、ＵＶの波長とかそういうのもランプによって違いますので、その辺を特定される

といいと思います。

事務局 わかりました。紫外線装置の具体的な波長とか、要するに規格をもう少しはっ

きりさせて、具体的に申請書の不活化のところに、何ジュールになるかを調べて、それ

で照射するよということを規定するように指導いたします。

○○委員 ほかにいかがでしょうか。

先ほどの○○先生の件ですが、今調べ中ですから。

事務局 臨床試験では妊娠月例までは記載がありません。したがって、どのステージで

臨床試験がやられたかというのはわかりません。

○○委員 私が発言していいのかどうかわかりませんけれども、この妊娠牛に打つとい

うことは、目的は生まれてくる子牛の移行抗体を持ち上げるということになるんでしょ

うか。もしそうだとすれば種つけして間もなくに打つ人はいないわけですね。むしろ移

行抗体が出やすい例えば分娩の２カ月前とか、あるいはその前後でしょうか、そのあた

りで打とうというのが一般論かと思いますけれども、そこら辺の目的といいますか、意

図するものは何かどこかにありましたか。

事務局 このものの有効性として、妊娠牛に接種して、それから生まれた牛の抗体価と

いうものは調べていません。したがいまして、生まれてきた子牛に対しての予防という

ものはこの効能効果には含まれていません。あくまでも接種している牛だけです。

○○委員 先ほどの○○先生の御発言は非常に重要だと思うんです。そこで一般論とい

いますか、常識論といいますか、妊娠の種つけから分娩までの間の特定の期間、最も危

険だと言われる期間をはずすというような表現でとりあえずいいのか、皆さんお考えの

ようにこの各ステージをどこで割るかは別としても、何頭ずつそれではチェックすれば

いいか。そして今から２年、３年をかけてもう一回これをチェックするのかという問題

。 。に絡んでくると思います この問題について先生方の御意見をいただきたいと思います

何か限定するか、あるいは再試験するかということですね。

どうぞ、○○先生。

○○委員 交配後間もないものの受精というのは本当に大変なことだと思うんです。問

題が出れば。ところがこの試験は、最初に○○先生がおっしゃられたとおり難しいんで
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すよ。何頭やったらいいかというこの試験そのものが大変だと思うので、私は制限事項

にきちっと注意喚起して、交配後間もないものにはやるなよということさえきちんとす

れば、それは事故は起きないと思うんです。安全性の試験をどうするかについてはまた

別な問題として検討していただく。今回のこの製剤については、そういった制限事項を

つけていただくということで対処したらいかがでしょうか。

○○委員 頭から３枚目の別紙１の下の方に制限事項があります。先生方にこれを見て

いただきまして、今の御発言の内容を含む（２）のところに、加えなければならない項

目について今具体的に１つ挙がったわけですが、この部分を少し加筆するということで

とりあえずよろしいかと思いますが、いかがでしょうか。

どうぞ、○○先生。

○○委員 共立製薬のストックガードというのは、ちゃんと制限事項にそういうことが

書かれていますね。ただ、成分等が違うからかもしれませんけれども。交配後間がない

もの、分娩間際のもの、または分娩直後のもの、これは慎重に行うこととあります。折

り込みの３枚目です。

○○委員 概要の５ですね。

○○委員 そうですね。

○○委員 概要の５のＢ４の横長のやつですね。後ろの方です。

○○委員 そうですね、やはりＢＶＤ－ＭＤの方は不活化されているけど、もう半分ま

ぜている方は生ワクを含んでいるから、交配直後のまだ胚の発生の器官形成期に行くま

での胎盤のしっかりしない時期と、出産直前のもしウイルスの方がある程度増殖してい

て産道感染その他いろいろ問題を考えれば、交配直後と出産の前は避けるというこの共

立の書き方の方が賢明かもしれないと思います。

事務局 本品はストックガードと非常に似ているところが、アデノが入っていないだけ

なんです。あとはＢＶＤも２株で不活化にこのストックガードはなっていますので、そ

ういう意味では同様の指摘を加えてもよろしいかと思います。

○○委員 ストックガードについては、事故その他の報告は過去にありますか。

事務局 それは聞いていないです。

○○委員 まだ承認されて１年程度ですので、報告も上がってきてないと思います。

○○委員 今のところはそういう報告はないということですね。

事務局 はい。

○○委員 では、これを参考にするといいますか、そういう対応でいいんでしょうか。

直接御専門の先生、あるいはそうでない先生もそれなりの責任のある立場でございます

ので、御発言いただきたいと思います。これを基準にして、ただいま出ましたように交

配直後、あるいは分娩直前を制限事項に加える、ということでよろしいですか。

○○委員 考え方の類推としては、そういうことだと私も思います。

○○委員 特に妊娠の前３分の１という考え方は設けなくてよろしいでしょうか。そこ

まではいい。

いかがでしょうか、今の加筆をするということで。これは承認の方向で物を考えてい

るわけですが。異論あるいはほかの御意見ございましょうか。

、 、 、では この項はそういう加筆をするということで 案を後で発表していただくとして
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ちょっとまとめておいてください。

それでは、これ以外の御意見、御質問がございましたら受けたいと思いますが、いか

がでしょうか。

○○委員 先ほど子牛の安全性試験で死亡例が出ていて、その説明が急性化膿性膀胱炎

と。急性化膿性膀胱炎で死亡するのかということが納得できないんです。

事務局 確かにこの試験は、いわゆるＧＬＰの基準に基づいて実施された試験でござい

まして、実際にはそういうのを一手に引き受けています○○で行われた試験でございま

す。この牛が何で死んだのかということで 「別添１」というタックがありまして、その、

別添の１のタックの次に、○○の実際にこの試験を担当した者から、この子牛の死亡例

に関するレポートがついております。この中では当然そのときの剖検所見とか病理所見

を見て、それらのことから細菌性の尿路感染症で死亡というふうに結論づけられている

わけでございます。

○○委員 この個体については血液検査とか臨床的な評価はされてないんでしょうか。

○○委員 急性の化膿性膀胱炎というよりは、もう全部駆け上がって糸球体や尿細管に

もつながって、急性の化膿性腎炎ですね。多分、急性腎不全とか尿毒症とかそっちがあ

ったんだろうと思うんです。

○○委員 つまり、これは子牛の選別を誤ったということでしょうか。

○○委員 飼育管理が完全ではなかったか。

○○委員 ○○先生、ただいまの御発言の延長でこのことについて何か。

○○委員 納得いく説明がこれまでされたのか。○○先生の話で大分わかってきている

んですけれども、それが本当にこのワクチンとは関係ないのかということは現状では証

明できないと思うんです。死亡例があるのに、ＧＬＰ基準にのっとった環境でやって、

ワクチンを打って死亡例がある。それはワクチンに関係あるということなんじゃないか

と思うんです。ですから、その死亡例について関係ないとするということについて根拠

が乏しいと私は思うんです。

○○委員 ただいまの御発言に関して、ほかにどなたか御発言ございませんか。

これを否定するのか肯定するのかによって、これは審議の判定に影響を及ぼすことに

なりますが。

○○委員 このデータはどこまであるかわからないんですが、普通に考えて接種後 日25
、 、 、と言えば 多分免疫応答は常識であれば起こっていますから そこまでウイルスがいて

そのときに急性に腎炎を起こしたということは余り考えにくい。ここである病変そのも

のは明らかな尿路感染と化膿性の膀胱炎、腎炎に伴う、多分腹水貯留とかいろいろ見る

と、腎不全から尿毒症、あるいは腎感染症までいったんだろうと。直接の死因は、ここ

で言っている化膿性腎炎及び膀胱炎で、原因は尿路感染というのは私は正しいと思うん

です。常識的に考えれば、 日たって持続感染しているウイルスなら別ですが、普通の25
ワクチンで打って、そこで暴れだすということは余り考えにくいと理解します。

○○委員 という御発言なんですが。いや私もひょっとしてこれは導尿でもして、導尿

のし過ぎから二次感染を起こして誘発したのかなと思ったんですが、それらしいデータ

がどこにもないんですよね。導尿したらしいというデータがどこにもありませんので、

ですから、これもちょっと肯定できるか否定できるかわかりません。いずれにしまして
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も、こういう症例がくっついているということで、これは非常に重要な問題だと思いま

すが。

大変横暴ですが、ここでちょっとお考えいただく時間を。とりあえず 分まで休憩で15
いかがでしょうか。 分になりましたら、今のところからスタートを切ります。15

〔暫時休憩〕

○○委員 それでは、再開いたします。

この子牛１件に関しまして関係の深いところからそれぞれ御意見を伺いたいと思いま

すので、まず○○先生いかがでしょうか、率直な御意見をいただきたいと思います。

○○委員 調査会でもそういうわけで安全性試験とは何ぞやという問題と、牛ですから

たくさんの頭数は要求できないにしても、各３頭でスタートして、その１頭が欠けて２

頭になったときに、それを安全性試験として成立するというふうに考えていいのかどう

なのかというのは、ここに諮問したとおりで。その子牛に関しては、プレでやった実験

で４頭、４頭、２頭のデータがあるということがあってそれを添付して、それをもう一

回対象として審議しようというような格好になって、そっちでは問題ないということで

一応それを加味して評価して安全性試験として成り立っているというふうに調査会とし

ては了解しました。それから、先ほどの死因に関しては、ぎりぎりまで議論はしなかっ

たけれども、私個人は先ほどのように解釈したいと思っております。

○○委員 動薬検が先でしょうか、御意見を伺いたいと思います。

○○委員 確かに安全試験で子牛１頭が死んだ。それは高用量も含めた中での３頭の１

用量のうちの１頭ということです。先ほどの議論で急性化膿性膀胱炎が原因で死亡とい

うようなところは信じがたいという話、私もそれは感じるところです。けれども、申請

書の別添資料の１－２を見ますと、これは申請者ではなくて○○からの報告書では、急

性細菌感染症に基づく死亡という形で、特に膀胱炎とは特定していないのです。おそら

く回答書をつくる方が、そこの言葉だけとらえて言っているんじゃないか、そこは確認

する必要があると思うんです。そういうような状況を含めて安全性というものは、確か

に安全試験が一つの重要なファクターですけれども、それ以外にも臨床試験、何十頭と

いうところも含めて、この製剤の安全性が評価されるという認識です。

それと今回死亡したのが接種 日後ということで、先ほど○○委員もおっしゃったよ25
うに、 日というのはワクチンによる影響はほとんどないと私は考えています。通常、25
臨床試験、安全試験でも、ワクチン接種後１週間は厳密に臨床観察も含めて試験計画を

立てていると思うんですが、それ以後は週単位で観察するという形で通常試験、観察は

。 、 、行われています そこの試験の終わりというか ほぼそれに近い 日で死亡というのは25
申請者の方に書いている偶発的な細菌感染症という方をとらえて、この死亡があったも

のと理解していますので、このデータでワクチンの安全性が否定されるとは考えていま

せん。

○○委員 ありがとうございました。一般的には○○先生の御説明で納得する範囲かな

と思うんですが。特にこれを否定するとなると、これははっきり、もう少し追加してデ

ータをとってもらわなければならないということになるわけです。それがいいか悪いか

は別として、この会ですからこれを結果論としてどちらか、イスエかノーかの答えを出

。 、さなければならないわけです これ以外の問題はちょっと後にないように思いますので
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今の話を含めまして、もし今後メーカー側に対応を迫るとしたらどういう方法が可能で

しょうか。事務局どうでしょうか。もし承認ということになった場合に、この問題を踏

まえて市販後の調査といいますか、何かそういう方法はあると思うんですが。

事務局 もちろんこのものは新薬でございますので、承認後６年間の再審査期間が設定

されます。当然６年後は再審査ということで、このものの安全性及び有効性が再度評価

されることになります。

○○委員 別添１－２のところですが、先ほどの御説明で糸球体や尿細管の壊死も伴っ

22ておりとか、腎臓の病変等が書いてあるんですけれども、その後で、被験物質注射後

日間の一般状態及び血液検査所見に変化が認められていない。そのデータはここに入っ

ているんでしょうか、入ってないんでしょうか。例えば血液検査のデータとか。

○○委員 ここら辺のデータは調査会ではあったんですか。

○○委員 ついでですけど、細菌感染で菌塊も認められているのに菌も分離してないん

でしょうか。していれば、何もとれてこれなかったらとれてこれない、何かとれたらと

れたというようなデータもあれば非常にいいと思うんですけれども。

○○委員 病理所見として不可解なのは、恐らく記録はあるんだろうと思いますけど、

このケースでは絶対に腎炎を起こしていると予想されますよね。そうじゃないと死なな

いんですよ。恐らくは敗血症ですよね。この腎炎の所見から見ればそういうことがあっ

てちっとも不思議ではないけど、その記録がないのが矛盾点なんですよね。

○○委員 どうぞ事務局。

事務局 注射後の臨床所見とか血液所見ですが、調査会には具体的なデータを提出させ

ていただいております。具体的には体温とか血液学的な検査を注射後７日までとってい

まして、変化がないことが確認されています。あと 日目に再度検査して、その時点で14
も変化がないことが確認されているというデータは調査会には提出させていただいてお

ります。この部会の資料には概要だけですから、そこまで載っておりません。

○○委員 別添１－２では、 日間と書いてあるんですか。 日目まであったんじゃな22 22
いですか。

○○委員 ということは、これは３週ですか。

○○委員 別にデータは今なくて構わないんです。要するに実際に安全性試験をして１

頭の子牛が死んでいるのに、それに対するアプローチが非常に甘いということがわかり

ます。○○先生もおっしゃったように細菌性の感染症であればそれが何であるか、それ

が糞便由来の菌であるとか、常在菌であるとか、特殊な菌であるとか、そこでも全然違

うわけですね。病理学的に判断する場合も、急性化膿性膀胱炎が死因であると書くこと

自体がちょっと真剣味に欠けるんです。ですから、この１例について申請者に確実なレ

ポートを出させて、それについて専門家にアドバイスをもらって、この部会でも納得さ

れるようなデータを出してもらって、その上で判断することが必要ではないかと私は思

います。

○○委員 このものについてもう一度原点に返って、最初のデータから洗い直してもら

う。それを見た上で判断する。つまり、ここではこれは承認というわけにはいかんとい

うのが○○先生の御意見ですね。

○○委員 このままだととても納得できないんです。
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○○委員 このデータの取り寄せは可能ですね。

事務局 調査会の方で細かい血液学的な検査のデータ等は提出しますので、それはお示

しできると思います。

○○委員 もう一回洗い直すと。

事務局 ただ、菌分離とかさらにそれ以上の詳細な検査はどこまでやっているかわかり

ませんので、もしかしたらそれはないかもしれません。

○○委員 あと病理の所見で、病理組織学的な検査が腎臓、膀胱以外がされていないと

いうふうに書いてありますので、そこについてはぜひ出していただくことが必要だと思

います。

○○委員 ここには記載されてなくても記録はあるはずだというお考えですか。

○○委員 いや、検査せずと書いてあるんです。そういうこと事態が非常に問題だとい

うことです。

○○委員 確かに。以前にも私申し上げましたけれども、いいものは一日も早く世の中

に出す、疑念のあるものはとことん納得のいくまで議論を尽くす、この方針でいきまし

ょうということで先生方の御協力をいただく方針できましたので、今回これは承認とい

うわけにはいかないと思います。この疑念をはらした上で、それで納得可能なデータを

極力出してもらう。そして、これは再審査としたいと思いますが、先生方よろしゅうご

ざいますか。

事務局 ありがとうございました。本剤につきましては、今の安全性試験に関する詳細

なデータを追加することをもって継続審議というふうにさせていただきます。次回のと

きには、○○先生の御指摘のありました使用上の注意は、追加の記載の部分はそのよう

に直させますし、○○先生の方からありました照射線量の規格の部分も追加した形で資

料を整備させていただきます。

○○委員 そこのところも一緒にもしできれば。事のついでと言っては何なんですが、

そうなると私もこの３枚目ですか、別紙１のところの適用上の注意、ここのところもち

ょっと見直していただけるとどうかと思うんです。ちょっとごらんいただきたいと思う

んです。というのは適用上の注意のところに注射器具ですね、薬剤による消毒はいかん

と書いてあるんですが、ガス滅菌も薬剤なわけですね。今やガス滅菌された注射器具が

大体常識的に使われている。ですから、この解釈がちょっと問題ではないかということ

と、それからその下の方に２カ所ありますが、要は ％アルコールという、これはわか70
る人はだれでもわかるんですが、この表現でよろしいのか。それとも ％ならエタノー70
ルと書くべきなのかどうなのか。あるいは消毒用アルコールと単に書けばいいのか。ほ

かの物件にもたくさん出てくるように思いますので、これらも含めてついでと言っては

何ですが、御検討いただければいいかなと思います。

事務局 わかりました。今の点につきましても検討させていただきます。

○○委員 では、このものについては継続審議ということでよろしゅうございますね。

［審議事項］

（１）動物用医薬品の製造・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
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〔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 （製造承認）】

③スワイバック ＡＲコンポ２ 共立製薬株式会社

○○委員 それでは、次へ参ります。

続きまして、同じく生物学的製剤調査会の③でございます。スワイバック ＡＲコンポ

２の製造承認等の可否について、これも○○先生から御説明をお願いします。

○○委員 本製剤は、共立製薬株式会社から製造承認申請されたボルデテラ・ブロンキ

セプチカ、Ⅰ相菌Ａ 株由来シアル酸結合型赤血球凝集素、それとパスツレラ・ムルト19
シダ菌、 菌Ｂ型抽出抗原を有効成分とする豚用の不活化ワクチンであります。本製202
剤は、平成 年 月 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15 10 30
程されるものです。詳細につい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資料番号赤の３番を御用意くださ

。「 」 、 。い 申請書 と書いてあります黄色いタックがありますので そちらをお開きください

本剤は、共立製薬株式会社より製造承認申請されましたスワイバック ＡＲコンポ２で

す。

次のページに主剤が載っていますが、乾燥ワクチンとしてボルデテラ・ブロンキセプ

チカ菌由来のシアル酸結合型赤血球凝集素、液状の不活化ワクチンとしてパスツレラ・

ムルトシダ菌抽出抗原をそれぞれ含む豚用の不活化ワクチンで、５ページに用法、用量

が載っております。乾燥ワクチンを液状の不活化ワクチンで溶解し、下記に示す成豚と

子豚にそれぞれ示す量、それから回数を、その豚の耳根部または臀部筋肉内に注射する

というものでございます。

効能効果は、ボルデテラ・ブロンキセプチカ及び毒素産生パスツレラ・ムルトシダの

混合感染、またはそのいずれかの菌の感染による豚の萎縮性鼻炎の予防ということにな

っております。

豚のＡＲを予防するワクチンは既に幾つか承認されておりますが、本剤のような新し

い有効成分としてパスツレラの抽出抗原、それから、ボルデテラのシアル酸結合型赤血

球凝集素、この成分は既承認でございますが、これを配合するものは初めてでございま

す。したがいまして、新有効成分含有動物用医薬品及び新動物用配合剤ということで御

審議を願います。

それでは、概要を用いて御説明させていただきますが、その前に、最後の方に青いタ

ックの「目次」というタックがございますが、その２枚前にまたＢ４の横長の表がござ

いますので、そちらをお開きください。左の上隅に「参考事項１」と書いてあるＢ４の

横長のものでございます。

ＡＲのワクチンについては、既にこれだけの類似の製品が承認されております。本製

剤の成分でありますボルデテラのシアル酸の結合型赤血球凝集素は、この表の一番左側

のスワイバックＡＲコンポーネントという製品の成分として既に承認されているもので

ございます。今回この製品のパスツレラ・ムルトシダの抽出抗原は新規の成分でござい

ます。したがいまして、その部分を中心に御説明させていただきたいと思います。

今度は概要の ページをお願いします。オレンジのタックで「概要」がありますが、14
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それの ページをお願いします。２－２－３－１として、パスツレラ・ムルトシダ菌体14
抗原の抽出方法の検討がございます。表に示すようにいろいろな処理方法を用いて検討

したところ、たんぱくの回収量が最も多く、かつモルモットにおける皮膚壊死斑形成が

強く認められるというのが、超音波３回処理または乳化器 分間処理、これが適当とい10
うふうに判断されました。

そうして抽出して精製した抗原について、次の ページに示します免疫学的同定を行15
いましたところ、パスツレラの抽出抗原の免疫豚血清を用いたウエスタンブロッティン

グの結果、左の図になりますが、 ＫＤａ及び ＫＤａの２本に発色が認められたと60 37
いうものでございます。

続きまして、 ページをお願いします。安全性に関する資料でございます。まず妊娠28
豚及び離乳後子豚におけるＧＬＰ適応安全試験ということで、妊娠が確認された未経産

豚９頭を用いて３群に分け、１ドース接種群、 ドース接種群、無接種対照群に設定し10
まして、２週間間隔で２回ワクチン接種を行いました。

その結果、１回目接種後の ドースの接種群の全頭に、 ページの左上の図に示す10 29
ような一過性の発熱が認められましたが、それ以外の臨床的な異常は認められませんで

した。また、血液、生化学的検査の結果からも、腎機能、肝機能は正常であったという

ものでございます。また、繁殖成績についても、下の表に示すようにワクチン接種によ

る影響は認められませんでした。

以上の結果から、本ワクチンの妊娠豚に対する安全性が確認されております。

、 。 。続きまして ページをお願いします 次は育成豚における安全性試験でございます31
同様に９頭の子豚を３群に分けまして、１ドース群、 ドース群、無接種対照群という10
ふうにしまして、このワクチンの安全性を評価しました。

その結果、１回目、２回目ワクチン接種後において、１ドース接種群、 ドース接種10
群ともに一過性の体温上昇が認められる個体がありましたが、翌日にはすべて回復した

というものでございます。また、その他の臨床観察の結果についても、３群とも異常は

認められなかったというものでございます。

ページの右上の図に示しますように、体重は３群ともどの週齢においても群間に有32
意差はなく、ワクチン接種による影響が認められませんでした。

また、生後 週齢の剖検につきましては、ワクチン接種部位の肉眼的な所見に異常は19
認められませんでした。

続きまして、 ページの下の表に組織学的検査の結果が示してありますが、１ドース32
接種群、無接種対照群においては、組織学的な病変は認められておりません。

以上のことから、育成期の豚に対する接種についても、一過性の発熱等は認められま

したが、安全性が確認されたというものでございます。

続きまして、 ページをお願いします。有効性に関する試験でございますが、ボルデ45
テラとパスツレラの混合攻撃を行いまして、それらよる効力の試験でございます。本ワ

クチンの効力を調べるために、試作ワクチンを接種した豚４頭、対照群２頭にボルデテ

ラとパスツレラを５日間、連続攻撃を行いました。

その結果、攻撃後６週における鼻断面所見、 ページの下にその写真がついています45
が、鼻断面の所見においては、ワクチン群は正常から軽度の萎縮が認められましたが、
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それに対して対照群は中等度から重度の萎縮を認め、ワクチンによる効果が認められた

というものでございます。

次の ページでは、ボルデテラで攻撃した後、今度は製造用株以外のパスツレラの標46
準株で攻撃した試験結果を示しております。ちょっと写真が載っておりませんが、その

剖検時における鼻断面の所見は、ワクチン群では正常でありましたが、対照群では中等

度の鼻甲介の萎縮が認められ、ワクチンの効果が認められたという結果になっておりま

す。

したがいまして、本ワクチンは、ボルデテラとパスツレラに対して有効性が認められ

たというものでございます。

続きまして、 ページをお願いします。 ページに臨床試験の総括報告書が記載され60 60
ております。茨城県内の２農場において、この ページの下の表に示すような内訳で、60
母豚と子豚を用いた臨床試験を実施しております。

まず、母豚自体に対する安全性については、 ページの上の２つの表に示しますよう61
に、ワクチン接種後の臨床症状及び分娩成績に異常は認められず、母豚に対する安全性

というものが確認されております。

また、母豚における有効性の評価の表においては、ワクチン接種後のボルデテラの抗

原に対する抗体応答陽性率は ％、パスツレラに対しては ％を示しまして、それ100 87.5
ぞれ有効性が確認されております。

また、このワクチンを接種した豚から生まれた子豚への移行抗体については、 ペー61
ジの下の表と ページの上の表に示しますように、全頭移行抗体が付与されており、少62
なくとも６週齢までは有効抗体の保有率が ％以上を示しておりました。50
また、その子豚に対する安全性、有効性については、今度は ページの表に示します63

ように、 頭中４頭には沈鬱等の一過性の症状が認められたわけですが、総じて安全性60
が確認されたというものでございます。

また、有効性については、ボルデテラに対する抗体陽性率は、５週齢から７週齢の接

種群では ％と低かったんですけれども、７週から９週齢接種群では ％の抗体陽25 81.8
性率が得られ、本ワクチンでの有効性が確認されております。

また、パスツレラについては、５週から７週では ％、７週から９週では ％と83.3 100
いうことで高い抗体率が認められて、有効性が確認されたというものでございます。

最初に戻りまして、一番最初の審議経過票をお開きください。本製剤は、 月 日10 30
に開催された動物用生物学的製剤調査会で御審議いただきまして、本部会に上程して差

し支えない。なお、再審査期間は６年とするというふうにされたものでございます。

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 それでは、ただいまの説明につきまして御質問、御意見等ございましたらお

願いいたします。

○○委員 概要の最初の開発の経緯なんですけれども、結構この文章には矛盾が見られ

ます。といいますのは、２段目の３行目ぐらいから、従来から、Ｐｍ単独では健康な豚

の鼻粘膜は定着することができず、Ｂｂが先行することによって定着可能となると言っ

ているんですけど、次の段の「しかし」のところの３行目の後半からは、ＰｍがＡＲの

一次病原体として位置づけされているのが現状である。この辺はちょっと矛盾すると思



- 33 -

います。

それから、その「しかし」の段の中ほどになりますが、右端の「但し」というところ

から、Ｐｍ菌は単独で肺炎の起病性は低く、Ｍ 何とか何とかですね、との混合ycoplasma
感染により重篤な肺炎症状に至る、至るでしょうね、これ。経るじゃないですよね。

そしてその後が、しかし、パスツレラ肺炎及び合併症が平成 年には急増していると13
いうことですけれども、これはマイコプラズマとか、アクチノバチラスとか、ＰＲＲＳ

にしても、ワクチン等の応用がなされるようになったわけですから、これは混合感染で

はなくてパスツレラ単独の感染が。それらは抑えられることによってパスツレラがふえ

ているのではないか。その辺の整合性が文章的にとれてないのかなと思います。

それから、パスツレラの菌株についてですが、 という株を分与されてそれを使わ202
れたということですが、どうも毒力が。例えばマウスに対するＬＤ は の７乗とい50 10
うような高いＬＤ で、Ｄ型の菌でも通常５乗ぐらいのものがあるわけで、多数の中か50
らこの株が最適であるということで選ばれたのか。ただこの株をもらったから使ったの

か、その辺はいかがかなと思います。

○○委員 念のために、今の点のページは何ページですか。

○○委員 別紙でいきますと別紙の 、製造方法のところです。ほかにも菌株について14
は、別紙の１もですね。両株の作出過程ということが載っておりますけれども。菌株の

選定ということでまず１つです。

それから、先ほどのウエスタンとかあるところですが、概要では ページです。これ15
は菌体抽出抗原、たんぱく抗原を主体とする成分というふうに言われているんですが、

いろんなものが、多糖体も含まれているだろうと思いますが、その辺のことは一切解析

はなされてないですね。そして、このウエスタンで２つのバンドがありますが、これは

一体何ですか。機能は何ですか。防御抗原なんですか。ＡＲというのはいわゆる皮膚壊

60 37 140死毒素 ＤＮＴで起こるということがわかっておりまして それは ではなくて、 、 、

とか ＫＤａなわけで。その辺の証拠は何も見せられてなくて、ただ、モルモット皮160
膚壊死斑ということで、ディテクションは挙げられているということですけれども、一

体何が。この２つのたんぱくが効いているというふうに言う証拠は何も示されていない

ということ。

それから、抽出抗原でＥＬＩＳＡをやられていますが、それもＡＲということを対象

にするならば、やはり毒素抗体を測定しないと、ちょっと何を見ておられるのかなと。

ただ抗体を見ておられて、並行関係にあると。そうすると再現性の点で非常に問題じゃ

ないかと思うんです。

もう一つは臨床試験で、ワクチンはどのワクチンを使われたとかそういう記載はない

ですよね。ロットナンバーとか。どこの農場ではどのワクチンを使ったのかとか、その

辺が。１つのロットで全部試験をやられたのか、その辺が定かでないですね。というあ

たりですけれども。

○○委員 どこかに絞り込みましょう。今のはどこからやりますか。

○○委員 まず菌株の選定から教えていただければと思います。私の見ているところは

別紙の１ページ目でございます。

○○委員 別紙－１の資料番号２－ というところですか。11
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○○委員 そうですね。２番のパスツレラ・ムルトシダ、この菌は要らないと思うんで

すけれども。 株の作出過程というところで、この株を使われたことを示されていま202
すが、実際これは普通の株の中から選ばれたものかどうか、お聞きしたい。

事務局 まず作出用というか製造用株につきましては、いろいろな株からこれを選んだ

ということでは、そういうデータはついておりません。

○○委員 わかりました。恐らくそうなんだろうと思うんです。ですから、毒素産生性

についても比較したわけではないですし、この株の毒素産生能が培地によってどうだと

かという成績はあるんですが、株の選定はこれはベストでなかったというふうに判断さ

れます。毒力の点からもＬＤ は非常に高いということですね。例えば豚にチャレンジ50
しても、５日間連続投与されているのに菌が少ししか回収されていない。その辺も毒力

が弱いものを使われているんじゃないかと思います。効いていることは効いているみた

いですが。

あと抗原ということについてはいかがでしょうか。

事務局 ウエスタンのバンドでございますね。

○○委員 概要の ページですね。15
事務局 ここの表を御紹介させていただいたのは、いわゆる免疫の豚血清を当てて反応

しているバンドが２つあったということで、少なくとも免疫原性に関係しているものが

ここに２つ、 ＫＤａと ＫＤａのものが２本きちっと入っていますよということで60 37
説明させていただきまして。この２つのバンドのたんぱくの機能といいますか、それに

ついてはちょっとこの資料の中にはありません。

○○委員 文献的には何かあったんでしょうか。申請者が、これが効いています、有効

成分ですというような何か発言があったんでしょうか。ウエスタンで反応しても有効成

分ではあるとは言えないと思います。

事務局 それはございません。

○○委員 ＡＲの病原因子としては、モルモットの皮膚壊死毒素ですね。確かに含まれ

ていることはわかるんですけれども、なぜそちらの定量なりウエスタンでの証明なりが

。 。なされてなかったんでしょうか むしろそちらをきちっとやるべきではないでしょうか

もちろんこの 、 が非常にユニークな抗原で、壊死毒素にプラスする有効成分である60 37
とおっしゃるんなら別ですけれども。

事務局 それは恐らくこの ＫＤａと ＫＤａのたんぱく質のキャラクターが何かと60 37
。 、いうことに関係してくるかと思います むしろその方がよかったというデータがあれば

そっちを選んだということになると思います。なぜそれ以外のところを選ばなかったの

かというのは、あわせてちょっとお答えできないんですけれども。

○○委員 抗体を見ているけど、何を見ているかわからないですね。もう少しちゃんと

した成績を出してほしいということです。

○○委員 これは調査会のデータにもないでしょうね。

事務局 調査会用の資料を今見ていますけれども、今のことが書いてあるデータ等は載

っていません。ですので、今ちょっとお答えできないんですけれども。

○○委員 即答というよりも今資料がそこにないと。いや、調査会の段階でもなかった

ということなんですね。これについて○○先生、御意見はどのように。そうすると、そ
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れこそこの仕事の根本から揺す振られている状況なんですね。ですから、この審議を進

めるについて、そこのところで先生の見解をまず伺っておく必要があると思います。

○○委員 ＥＬＩＳＡについても、やはり毒素抗体がちゃんと上がっている。それとも

関係があるということであればＡＲを防御することにつながると思うんですけれども、

この 、 が何であるかわからない、ＡＲと関係ないのであれば。例えば付着に関係が60 37
あるという話ならまたそれは防御と関係があると思うんです。その辺をちゃんと示して

もらいたいと思います。

○○委員 これは正直なところ私の専門外であるものですから、どなたか御専門の先生

で今の御発言に関してどなたか御意見。

○○委員 そこまで言いますのは、これまでの認可されているワクチンにおけるデータ

では、そういうことは既に示されてきているわけですね。だから、それをきちっとそれ

以上のものを示す必要がある。同等なりそれ以上のものなりを示す必要があると思うん

です。

○○委員 これは開発の段階、着手の段階での問題だと思いますので、そうしますとこ

れは、いわゆる事務局というよりも動薬検に振らなければいけないのかしら。何か開発

の段階でそれなりのアプローチがあったのかどうか。そして、そういう指導か何かの段

階でそういう話題が上ったのどうか。これは根幹に属することだと思いますので、何か

記憶の範囲でお話いただけますか。

○○委員 この開発に当たって特にこちらの方に相談を受けたということは私の方には

届いていませんので、申請者が独自にパスツレラの菌を加えた混合ワクチンということ

で開発していると私は考えています。従来のパスツレラ、毒素に着目した製剤もありま

すし、いろんなタイプのパスツレラとＡＲ、ボルデテラ、混合したもの、ワクチンが開

発されていますけれども、この取り扱いは、従来のものと同じという取り扱いで審査し

たとは思っていません。それぞれのタイプがあるということで、抗原の作成法も違うの

、 、 。で 従来のものとは異なる製品だということから 資料を独自に添付させてきています

先ほど特定の毒素に着目したという話であれば、従来と同じような開発の中での解析が

必要だと思います。されていないこと自体が問題だというなら、させる必要があると思

います。しかし、製剤としてでき上がったものを見たときに、攻撃試験で一応評価され

、 、ており 有効性が認められているという形で製剤としての申請が行われていることから

必ずしも前と同じでなければいけないという立場で審議する必要はないと思います。

○○委員 概要の開発の経緯の一番最後のフレームに、従来のボルデテラとパスツレラ

のトキソイドはそれなりに有効なんだろうけれども、今回はあえてパスツレラの侵入増

殖部位である鼻粘膜での防御能力を高めるために、こういう菌体抽出型にしたというん

だけど、あの２つがそれに直接関連しているのかそれは企業秘密で、それの根源を明ら

かにしなければ私もよくわからないんだけれども。製造方法は明らかに企業として書い

てあるんですね。従来の壊死毒素単独組み合わせから、もう少しわからない格好になっ

ていると言えばわからない格好になっているんけれども。それと というものを選ん202
だ組み合わせの中に何か秘密があるのかは、ちょっと私にもわかりかねます。

○○委員 ○○先生の御指摘は例えばパスツレラ、私は菌のことは詳しくないんですけ

れども、壊死毒素が病原因子の一つと言われることが明らかになっているから、少なく



- 36 -

ともそれとの関係ぐらいはっきりさせなければ不十分だという御指摘ですか。

○○委員 そういうものが含まれるであろう。当然トキソイド化しているわけですね。

そこのところが何か毒素も含まれているということをはっきり言っているわけですね。

トキソイド化しているわけです。何のためにトキソイド化するんですかね。毒素が入っ

ているわけです。それが何も余り関係してないようなあれですよね、この証明が。何か

こう新しいんだよと見せかけているけど、実際は。じゃあ、その新しいものは何だとい

うのをきちっとして、その抗体をはかっているんだということも関連づけて示している

ならいいんですが、何かすごいあやふやな感じなんです。効いているというのは実際の

感染防御試験等でわかるわけですけれども、その中身、筋道をきれいにしてもらえばと

思うんです。

○○委員 病原因子みたいなものがはっきりしている場合はそうなんでしょうけど、病

原因子がよくわからないものもたくさんあるわけですね。

○○委員 ＡＲを起こすのは皮膚壊死毒素です。もうはっきりしています。世界的認識

です。

○○委員 さて、これはまさしくこの仕事の根幹に属するんですね。細菌関係の御専門

の立場からの御意見がいただけると大変ありがたいんですが、どなたかほかに御発言ご

ざいませんか。

○○委員 このたんぱく解析と免疫学的造成の意義というか目的がよくわからない記載

、 。になっているので そこをまずはっきりしてもらうのが一つの手じゃないかと思います

○○委員 ということは開発の経緯そのものについて、もう少し文献などを引用しなが

ら筋道をしっかり立てろと。それでここへ至った理屈が成り立てばいいということにな

りますか。

○○委員 多分そうだと思います。

○○委員 ということのようなんですけれども、○○先生おっしゃるように、その間に

企業秘密というか知的財産の部分に属するのかどうか知りませんが、表現可能な限り、

まずそれをはっきりさせる。

事務局 企業秘密な部分はもちろんあるのかもしれませんが、当然そこがこの場で明ら

かにならないことには承認にならないわけですね。

○○委員 先へ進む必要がなくなるわけですね。何のために開発したのというは、薬と

しては最悪の状態ですからね。

事務局 当然そこがクリアにならないことには、この部会としては御了承できないとい

うことならば、ここに関するデータも提出する義務は申請者にあるというふうに考えて

います。

○○委員 Ｂｂ、ＨＩ抗体価及びＰｍ、ＥＬＩＳＡ抗体価が上がっているということで

評価できるかどうかということなんでしょうね。結局抗体が上がっていると。○○先生

は抗体が上がっているということの何に対する抗体が上がっているかということで、そ

れが間違っているんじゃないかという指摘ととらえてよろしいんでしょうか。

○○委員 その抗体の中に、当然豚の萎縮性鼻炎を起こす皮膚壊死毒素に対する抗体が

入っているということも証明しないと、これはＡＲに言う萎縮性鼻炎に有効なという判

断はできないと思うんです。あるいは 、 ＫＤａのたんぱくが感染防御に関係あると37 60
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いうことで、それに対する抗体も含まれているんだと、そういうことも別にきちっと見

ているわけではないですよね。いろんなものが含まれている抗原ですから。

。 、○○委員 壊死毒素は入っていると思うんです これは明らかにモルモットで評価して

それがトキソイド化されて……。

○○委員 何でウエスタンでぴしっと出しておかないんですかね。

○○委員 わからないんですけど、これまでのＡＲを予防するワクチンとしてボルデテ

ラ死菌、あるいはトキソイドとＰｍのトキソイドの混合ワクチンが用いられてきた。し

かし、これらのワクチンは本病の症状を緩和し病変を軽減させる効果は認められるもの

の、より有効な混合ワクチンの開発が望まれていた。それで当社はＰｍ、抽出抗原を組

み合わせることによって新有効成分として、開発の経緯としてこの菌を選んで、この抽

出方法でやってきて、この有効性と安全性を確かめたんだと。それに対してそういう戦

略はもともと成り立たない、科学的に成り立たないということであれば、そういうサイ

エンティフィックデータをつけて、それは開発企画の間違いであったということになる

わけです。

○○委員 開発の方向性とかそういうのはいいと思うんです。ですから、何を測ってい

るんですか、何が効いているんですか、何を要望しているんですか、そういうところを

見せてもらえればいいと思うんです。

○○委員 多分、毒素プラスアルファなんだろうと思うんです。少なくとも毒素の方は

毒素で測っていて、それ以外にこの抽出の中にこれだけのたくさんのものを含んでいる

ので、ある意味ではピューリファイした毒素で免疫効果をねらっているものでないこと

は事実なんです。逆に言えば菌体のほとんどのものは不活化、不活化ワクチンにほとん

ど近いのかなという気がします。

○○委員 菌体表層の成分を全部ひっくるめてという考えはわかるんですけれども。当

然莢膜多糖体も効いているんだろうと思うんです。その辺のことは言及してないですけ

れども。

○○委員 キロと キロというのは特殊なたんぱくとして見ているのか、単なる耐60 37
過したやつに、こういうもののたんぱくに対する抗体が上がっているよということだけ

で見ているのか、それは僕にもよくわかりません。抽出方法を確かめるというだけの意

味しかないのかもしれません。

○○委員 ページのところに最小有効抗体量をどのぐらいにするというようなことも41
決めるわけですね。この抗体で測っていったときにどれくらいだと。だから、この抗体

が○○先生が言われているようなものでなければならないんじゃなくて、この抗体その

ものの最小有効量というのをここで規定しているというふうに理解できるんじゃないで

すか。だから、最小有効量以上の抗体価が上がっているから有効だということをここで

規定しているので、これでよろしいんじゃないでしょうか。

○○委員 それは１点ではそういうことが言えると思うんです。再現性の問題は当然あ

ると思います。このボルデテラについては、赤血球凝集素ということでピュールファイ

されたもので問題ないわけですが、問題にしているのはパスツレラの方なんです。

○○委員 クローズなものを抗原に用いてしまったときには、問題はいつも起こるよう

な気がしますね。ほかのワクチンもすべて。もしそういうことをするとすれば、ほかの
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ワクチンのときの評価も。

○○委員 だからパスツレラの毒素についての関与は調べようと思えばできるんでしょ

うけど、それ以外にアンノンのものがまざっている場合に、なおかつ有効が想定される

場合、その各々について機能をはっきりさせて、なおかつそれについての抗体も測定と

いうのはなかなか難しい話ですよね。わかっているものはいいんですが。

○○委員 皮膚壊死毒素というのははっきりわかっているものなんです。そのことを全

くネグって。だから、アンノンのものだけで物を言おうとしているというところが。既

知のものはきちっと押さえておいてほしいという意味合いです。

○○委員 ページでも、その有効抗体価を規定するわけですよね。その症状その他等41
から比較して。それを用いて判断材料とするというやり方でいいのではないかと思うん

ですけど。

○○委員 有効抗原量、あるいは抗体量を定めているのは、僕はこの方法で別にいいと

思います。

○○委員 抗毒素のピューリファイの抗体か毒素そのものの抗原による、ワクチンであ

って、それの有効性を見るなら当然毒素の抗体価を測らなければいけないということは

わかるんですけど、込み込みの場合に、結局有効性の評価も込み込みの抗原に対するレ

スポンスで相関をとってこざるを得ないのかなという気もするんです。もし毒素でとっ

たときにずれたときに、それは何なんだと。それは何をはかったことになるのか。もと

もとが毒素精製ならいい。例えば普通の試験でやったときに、何かこういう基準を決め

るときに、毒素で決めたら全部ずれたけど、じゃあどうしてくれるという問題は起きま

せんか。

、 、○○委員 いずれにしても この問題はここから一歩も先へ動けそうにありませんので

事務局へ提案なんですが、例えば具体的に○○先生が御指摘になった部分、これは場合

によったら先生から何らかの形で書面でいただいて、それをもちろん固有名詞は置きま

して、それを土台にしてもう一回この立案の段階にそれを組み入れて表現、つまりわか

、 、りやすく表現した方がいいのか それとも常識の範囲という部分は割愛してもいいのか

そこら辺の。いずれにしても開発の経緯のところから突っかかりますと、ここまで○○

先生が座長で調査会から上がってきたのを、むげに戻すというのはちょっとどうかと思

うので、やはりもう一回その中身を検討して、この意見に妥当性があるのかないのかを

チェックした上で、お返しするなら返さなければならないでしょうし。ですから、この

会の預かりの形で、もう一回業者とそのあたりの複数な解釈が不可能なような表現とい

いますか、あるいは舌足らずのところをきちっと可能な限り表現できるものなら表現す

る。だれが読んでも理屈が立つという文章にして起こしてこないと、これちょっと先に

進まないような気がするんです。

○○委員 私は反対です。僕は○○先生を支持します。論理的に○○先生の言われてい

ることが正しいと思います。これでいいんだと。きちっとということ。この方法ではか

って、この場合は問題があるわけではないと。

○○委員 もしけちをつけるなら、やはり徹底的にけちをつける必要性はあると思うん

です。何がおかしいのか。そもそもこの発想法がおかしいのか。でも企業は、それぞれ

の発想法でそれぞれの戦略を独自につくってくるわけですね。それに基づいて実際の試
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験をやって、同等あるいはそれ以上の有効性がある。安全性についてその他の試験は全

部やって、それをクリアしてくるわけですね。そのときに、もし否定するとすればそれ

は捏造であると。論理的におかしいから、もしそういうデータが出るとするなら捏造で

あるというならば、それはあり得ることかもしれない。

○○委員 有効性、安全性のことを言っているわけではないんです。その筋道なりその

根拠をきちっと示してほしいということを言っているんです。根拠というのはデータで

すね。安全であるし、効いているわけですね。

○○委員 そのメカニズムを明らかにしろということなんですか。例えば本当に、その

素抽出のようなものを抗原系にしてくる系はワクチンだっていっぱいあるわけですね。

そのときに例えばウイルスだって、ヘルペスあたりでは糖たんぱくだって 個も 個10 20
もある。このうちのどの糖たんぱくが効いているかを明らかにするということですか。

○○委員 これは何が効いているんですかとどうやって答えるんですか。 、 が効い60 37
ていると言えるんですか。

○○委員 効いているとは言ってないと思うんです。だからこの意味は、さっきも言っ

たように僕もわからない。これはマーカーに使っているだけのことかもしれないし。

○○委員 今はそういうレベルじゃないですかね。だって皮膚壊死毒素の 、 ＫＤ140 160
ａ当たりのたんぱくはきちっと同定されて、それに対するリコンビナンスなり何なりが

できる世の中で、精製毒素ワクチンなりもう出ているわけですよね。

○○委員 それに対して、あえてこの方法をつくってきたという経緯が最初のフレーズ

に書いてあるんじゃないですか。

○○委員 毒素も入っていると言っているわけでしょう。実際にトキソイド。じゃあ、

毒素の証明もきちっとしておきなさいということです。毒素の証明を何もしてないじゃ

ないですか、ウエスタンで。

○○委員 毒素が入っていることはわかっているわけですよね、この皮膚試験から抗原

の中に。

○○委員 そうですね。抗体がちゃんと上がっていますよと調べておけばいいんじゃな

いですか。それぐらいのことをしてもいいんじゃないですか。確かに粗抗原の中には多

分、莢膜を持っていますから多糖体がが入っていますね。それも有効ですね。ＬＰＳも

。 。 。入っています それから表層のたくぱくですね 皮膚壊死毒素以外のものも入っている

○○委員 全部上がっているかどうかをチェックして。

○○委員 ただ、ＡＲという防御のために使われているわけですから、ＡＲを起こす毒

素の証明はやはり必要ではないかと思うんです。この人たちが、ＡＲ毒素以外で起こる

というふうに言われるなら別ですけど。

○○委員 毒素以外で起こるとは言ってないんです。毒素プラスアルファだから、こう

。 。いう抽出方法を考えたということなんじゃないかと思うんです その文章から考えると

ＡＲの毒素では既にできていて、それはそれなりの有効性を持っているけれども、それ

では足りないと思うから、こういうシステムに変えたんだけど、どうだろうかという問

い合わせのように私は理解したんです。

○○委員 それはいいんですよ。いろんなものを含む形でその方が有効だという話も当

然あるわけですから、いいわけですけど、少なくとも鼻甲介萎縮を起こすのは、その皮
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膚壊死毒素だとわかっているわけですから。それを精製したワクチンも既に幾つもある

わけですから、世界中で使われているわけですから、それも含まれていますよというこ

とを免疫学的にきちっと言って示してくださればいいと思うんです。

○○委員 今の議論ですが、概要の ページのパスツレラ・ムルトシダのたんぱく解析15
と免疫学的同定で、精製抗原の中には皮膚壊死毒素に相当するバンドがないし、ウエス

タンも豚の免疫血清でポリクローナルの抗体だと思うんですが、そういうものも出てこ

なくて、何を打っているか入ってるのかというのをちゃんと出していないということが

あって、それは○○先生おっしゃることに関係するんだと思うんです。だから、出して

いる限りはそこはきちっとデータを出すべきで、皮膚壊死毒素との関係がここだと合わ

。 。ないということがあると思います 量的に非常にウエスタンで検出できる量なんですか

これはできてないのは……。

○○委員 までしかないじゃないですか。もっと大きいわけです。97
○○委員 これはテクニック的に問題があるということですか。

○○委員 そうですね。ここはわざと示してないのか。

動物医薬品検査所 指摘している問題点を私なりに理解したいんですけど、菌の定着、

増殖というのを含めて感染防御能を高めるという意味で免疫を付与するのか、先生おっ

しゃるのは、あるトキソイド、ある毒素に対する抗体を高めて、それを阻害しないとワ

クチンとして認められない。だから、ある毒素に対する因果関係をちゃんとクリアにし

なければならない、そういう意味で指摘されているんですか。

○○委員 少なくとも抗ＡＲということでは、毒素が原因であるということが明確なわ

けですので、その手法的にもできないことではないので。

動物医薬品検査所 総合的な感染防御能ということで、毒素に対する抗体もあるし、い

ろんな抗体もあるけれどもと、そういう意味でのワクチンではだめだという意味なんで

しょうか。

○○委員 含まれていると言っているわけです。だけど、それを証明しなさいというこ

とです。

○○委員 モルモットの皮膚壊死はパスツレラの毒素を測っていることにはならないん

ですか。

○○委員 それはある程度なりますよ。

。○○委員 ウエスタンでバンドが出なければ毒素がないということではないんですよね

○○委員 だから、免疫したときにちゃんとその抗体もできていますということを見て

。 。 、ほしいんです それは実際にワクチンを打ったときにどうだという話ですから これは

ただ菌がこういう毒素を持っていますという証明でしかないですよね。あるいは抽出抗

原中にありますよと。

○○委員 いずれにしましても、さっき私が言いかけたんですが、今の問題は、○○先

生が持っておられるこの資料の範囲での内容に対する疑念ですね、これをやはりピック

アップしていただいて。これは言葉で行ったり来たりではなくて、何ページのどこのこ

いつがというふうに具体的になればなお結構だと思うんですが、この疑念をピックアッ

プしていただいて。それでメーカー側といいますか、それから、あえて調査会を経てき

ているわけですから、その調査会に提出されたもとの資料との１回つけ合わせをどこか
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できちんと。表現されていたのか、どこかで割愛されたのか、どこかぼけているところ

があるのか、いろんなチェックがあると思います。それを明確にした上で。ですから、

調査会に戻すのではなくてこの会に預かりの形で、そこを１回チェックして事務局で整

理していただけると。その上で今の。いずれにしてもこれは継続審議にならざるを得な

いと思いますが、事前にもとの資料とのつき合わせを○○先生とまずチェック、これで

筋が通っているかどうか。

○○委員 私は基本的には筋が通っていると思います。

○○委員 ですから、筋が通っているとおっしゃることに対しての疑念ですから、やは

、 。りそこの部分でそのもとのデータを そして資料の範囲でもう一度確認していただいて

大変御足労ですけれども。やはりどなたか疑念がある場合には、一度ストップかけても

う一回見直そうよという本来の姿で進行したいと思うんです。ですから、この会での預

かりという形で、決して戻すのではなくて。１回そこまで整理してみていただけません

か。○○先生、その問題点をピックアップして文書で事務局に出していただきたいと思

うんです。

○○委員 実際に市販されて使われるときも、きちっとユーザーに説明ができる形の方

がいいと思うんです。ちゃんとトキソイドも入っていて効いていますよ。いろんなサー

フェースのプロティンも効いていますよ。そういう話はできた方がワクチンとしては価

値が高いんじゃないかと思うんです。

、 、 、○○委員 わかるんですけれども ただ もしここでそういうクレームをつけたときに

、今後出てくるこの手の抽出抗原ワクチンについてどういうスタンスで調査会が臨むのか

何を企業に要求するのか、それはもう一回考えておいてもらう。これは特殊なケースな

のか、そういうことを毎回要求しないといけないのか。

○○委員 おっしゃるとおりだと思います。ですから、それだけに私は今の疑念を、言

葉ではなくて御当人からの文書で出していただいてチェックすべきだと思うんです。速

記や何かで万が一大変失礼ながら聞き違いがあったりするといけませんので。御当人の

書面でそれを確認して、今後の課題になるのか、あるいは一過性の今回だけの問題なの

か、そこのところを明確にする必要があると思います。

それで○○先生いかがでしょうか。

○○委員 はい。

○○委員 ですから、一度期限は事務局の方で切っていただいて、いつまでに先生から

提出していただくということでお願いしたいと思います。

事務局 わかりました。

○○委員 少々座長独断ですが、そういうわけでこれは一応継続議ということで、ここ

では打ち切りたいと思います。

事務局 ありがとうございました。

本剤につきましては、部会長から御指示のとおり、まず○○先生の方から書面でコメ

ントいただきまして、○○先生が御疑問に思っている部分をクリアする形で、まず資料

の整備をするようにいたします。それから、今後こういった製品、いわゆる抽出抗原と

いう形でかなり大ざっぱな形でつくられたものについて、どこまで資料を要求するのか

というところも事務局として考え方を整理したいと思います。
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○○委員 今の話は抽出抗原だけではなくて、ワクチン全般について、免疫に有効な部

分の抗体を測っているかということと同じことだと思うんです。そういうふうに広がっ

ていくことはないんですか。特に抗体ＥＬＩＳＡでも測定する経緯であると、何をはか

っているかわからないところがあるわけで。やはり今の話を突き詰めると、何が免疫に

重要かということがわかって、なおかつ、それに対する抗体を測らなければいかんとい

う話でしょう。

○○委員 だから、わからないことを追求してきちっと抗体を測定しろということでは

なくて、含まれているのであればきちっとそれに対する抗体が含まれていると、ウエス

タンの段階で結構ですが、そういう証明を。私が言うのは既知のものであるから言うん

であって、まだこれから解明しなければならないものについて言っているわけではござ

。 、 、いません ＡＲという病気にかかわっている人はだれでも知っていること できること

どこのラボでもできることなんですよ。よろしいですか。

○○委員 あくまでこれは将来前例になるかどうかは別として、この場はとにかくこの

問題だけに絞って、そのような対応をとりあえずとってみていただきたいと思います。

事務局 わかりました。この製品についてどう資料を整備するかということに限って事

務局の方で整理させていただきます。

［審議事項］

（１）動物用医薬品の製造・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

〔動物性抗菌性物質製剤調査会関係〕

【新有効成分含有動物用医薬品 （輸入承認）】

④ゼナキル錠 、同 、同 及び ファイザー株式会社25 50 100 200

、 。 、○○委員 続きまして 抗菌性物質製剤調査会の関係でございます ④のゼナキル錠 25
同 、 、 の輸入承認等の可否ということでございます。50 100 200
この製品は、マルボフロキサシンを主剤とする犬及び猫の細菌性皮膚感染症を適用と

する医薬品でございます。本日は座長の○○先生が御欠席でございますので、事務局か

ら説明をお願いいたします。

事務局 それでは、お手元に事前にお配りしています赤Ｎｏ４、緑色の表紙のものでご.
。 、 、 、 。ざいます ゼナキル錠の という資料で概略御説明させていただきます25 50 100 200

まず、タックの「申請書」のところをごらんいただきたいと思います。本品は、ファ

イザー株式会社から輸入承認の申請が出ておりますゼナキル錠の 、 、 、 とい25 50 100 200
う４種類の製剤でございまして、マルボフロキサシンを主剤とする製剤でございます。

１枚申請書をめくっていただきまして、効能、効果でございますが、スタフィロコッ

カス・アウレウス・インターメディウス、パスツレラ・ムルトシダを有効菌種としてお

りまして、適応症は犬、猫の細菌性皮膚感染症でございます。

2.75用法 用量でございますが １日１回 体重１ｋｇ当たりマルボフロキサシンとして、 、 、

～ ｍｇを原則として、５～７日間経口投与するものでございます。７日間の投与後5.5
動物の症状を観察した上で、追加投与が必要と判断された場合には、投与開始から 日14
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を限度として適切な期間投与するという形になっております。

概要につきまして、資料の概要に基づいて説明させていただきたいと存じます。まず

「概要」のタックで目次がございますが、１ページでございます。起源及び開発の経緯

でございます。マルボフロキサシンでございますが、これはピリドンカルボン酸系に属

するフルオロキノロンの一種でありまして、開発はそのページの下にございます、当初

スイスのロッシュ社が医薬品用として開発したものを、米国ファイザー社が引き継ぎま

して、米国において犬猫用の経口剤として承認がとられております。 年に承認され1999
て販売されているものでございます。

４つの用量の錠剤がございます。 ｍｇ、 ｍｇ、 ｍｇ、 ｍｇと４つの錠剤25 50 100 200
がございます。この錠剤の実際の形状でございますが、ちょっとお手数なんですが 「指、

摘」というタグのところに水色の仕切り紙が２枚入っておりますが、その２枚目の水色

の仕切り紙の１つ前のページ、色刷りのこんなページがございませんでしょうか。ここ

に錠剤の形状がございます。４種類ございますが、左の方から ｍｇ、 ｍｇ、 ｍ25 50 100
200 25ｇ ｍｇでございます 用量が大きくなるに従って錠剤も大きくなっておりまして、 。 、

ｍｇの錠剤ですと ｍｇですが、 ｍｇの方ですと ｍｇということで大きく182.5 200 1,460
なっております。それぞれに用量が 、 、 、 ということで刻印してございまし25 50 100 200
て、真ん中に割線が入っておりまして、ここで割って半分ずつの処方ができるという形

になっているものでございます。

お手数ですが、また概要の方に戻っていただきまして、２ページ目でございます。国

内におけるフルオロキノロンの使用状況でございますが、犬猫用の経口投与剤でござい

ますが、３種類承認がございまして、次の３ページが折り込みになっておりますが、こ

れを開いていただきたいと思います。大きな表になっておりますが、一番左側が今回の

承認にかかりますゼナキル錠でございまして、マルボフロキサシンを主剤としておりま

す。そのほか既に発売されているものでございますが、バイトリル錠がエンロフロキサ

シン、ビクタスＳ錠がオルビフロキサシン、クロリット粒 ％がオフロキサシンを主成10
分としているものでございます。いずれも犬猫用の経口投与剤でございますが、バイト

リル錠、クロリットル錠については適応症が細菌性の尿路感染症になっております。ビ

クタスＳ錠は細菌性の尿路感染症のほかに、細菌性の皮膚感染症であるとか、細菌性の

下痢症等が適応症に入っているものでございます。

バイトリル錠、ビクタスＳ錠については経口投与で、１日１ｋｇ当たりバイトリル錠

でいきますと、犬では５～ ｍｇ、ビクタスＳ錠では ～５ｍｇ、それから、クロリ10 2.5
ットではオフロキサシンとして５～ ｍｇを経口投与することになっておりまして、投10
与期間が明示されているのは、クロリットの５～７日ということになっております。今

回のゼナキル錠につきましては原則として５～７日間の経口投与後、７日目に症状を観

察した上で、最長 日までになっております。14
この皮膚感染症については、概要の２ページに対象疾病の罹患率状況ということでご

ざいますが、これは小動物の保健衛生情報という農水省の事業でやったものでございま

すが、この中でも皮膚病は犬でも猫でも比較的主要な形の疾患だということでございま

す。

それから概要の５ページになりますが、開発の意義でございます。犬猫用の経口の動
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物用医薬品について記載がございまして、現在７製品が経口投与の薬剤としてございま

すが、皮膚感染症を適応症状としているのが３製剤でございます。バイトリル、ビクタ

スＳ、クロリット、トリブリッセン、リンコシン、ダイミロン、バチリオンとございま

すが、皮膚感染症を適応としておりますのがビクタスとリンコシンと一番下のバチリオ

ンの３つだけであるということで、こういった皮膚感染症の製剤の必要性があるという

ことでございます。

次の６ページですが、抗菌活性について若干記載がございます。ここでは対象として

オルビフロキサシンと比較しておりますが、犬由来、猫由来のスタフィロコッカス・ア

ウレウス・インターミディウスに対して、マルボフロキサシンはオルビフロキサシンと

比較して有意に抗菌活性が高かったという形の記載になっております。

それから８ページでございます。耐性獲得及び交差耐性発現の機序という記載があり

ます。これはマルボフロキサシンも一般のフルオロキノロンと共通した機構であるとい

うふうに記載されております。

。 。それから ページでございます 耐性菌という関係がニューキノロン剤でございます11
試験管内の耐性獲得試験ということで ページに記載がございますが、基本的にはオキ11
ソリン酸、オールドキノロンと比較してのデータでございますが、基本的にはオールド

キノロンと比べて耐性が発生しにくい。一般的なエンロフロキサシン、ダノフロキサシ

ン等のニューキノロンと同様のものであるということで記載されております。

それから ページでございます。ニューキノロン剤の代謝された後のことでございま13
して、 ページには若干分解性あるいは土壌での吸着性ということでありますが、基本13
的には自然光による分解が非常に容易にされるということ。それから、土壌中では土壌

に吸着されて簡単には遊離しない。

さらに ページでございますが、土壌中の濃度は極めて低くて、土壌微生物に対する14
影響はほとんどないという形になっております。

それから若干飛ばしていただきまして、安全性の関係でございます。安全性について

は、まとめの方が ページにございますのでごらんいただければと思います。基本的112
にキノロン剤でございます。特に幼若な動物に対しては関節障害を起こす可能性がある

ということで、これは他の類縁のキノロン剤と同様の報告がございまして、この関係で

使用上の注意には「若齢のものには使用しないように」ということで、 カ月齢未満の12
犬、猫には使用しないように考慮する必要があるということでございます。

さらに、このまとめの中ほどのパラグラフの下の方でございますが、成犬についても

常用最高量の５倍を６週間、あるいは常用最高量の約７倍を３カ月の場合に関節障害が

見られたというような報告がございます。

それから、本件につきましてはほかに有害な事象が若干ございまして、それについて

は ページから ページにかけてございます。 ページは臨床試験のところでご167 168 167
ざいますが、投与群ごとの有害事象の要約ということで真ん中の欄でございますが、６

－ で沈鬱、無気力、嘔吐、脱水というものがございます。01
次の ページでございますが、一番上で、症例番号６－ では、投与時に錠剤をす68 01

、 、りつぶして投与したことについての有害事象でございますので これも使用上の注意に

「すりつぶさないように」という手当てをしているところでございます。
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それから、本件について調査会で特に議論になりましたのは、投与期間の問題でござ

います。これまで一般に抗菌剤については、週余にわたる投与は原則としてしないとい

うことになっておりまして、この製剤については、 日間の最高の投与期間ということ14
になります。その場合の投与期間の妥当性等について議論がございまして、その関係で

投与期間に関する考察が ページからございますので、そちらの方で御説明させてい176
ただきたいと存じます。

投与期間に関する考察としまして、犬の投与期間に関する考察でございますが、これ

は 頭の細菌性の皮膚感染症の犬に対して実験したものでございます。表ト－ でご37 21
ざいます。これで著効と有効と無効となっております。著効が臨床スコアがゼロになっ

、 。 。 、たもの 治癒したもの 有効が臨床スコアが減少したもの ゼロにはならなかったけど

減少したというもの。それから、無効というのが臨床スコアが変化がなかったか、ある

いは増加したものということで、 頭について１週間投与したところ、著効が５頭、有37
効が 頭ということでございました。著効については治癒しておりますので、有効であ31
った、いわゆる臨床スコアが低減した 頭につきまして、さらにもう１週間投与しまし31
た。うち１頭については追加投与の評価日が守られなかったために除外されまして、２

週間目の合計 とございますが、この 頭中 頭につきまして、２週間を限度として30 31 30
投与をしましたところ、著効が 、有効が 、無効がゼロということで、この場合の著19 11
効が ％というようなデータになっております。63.3
ただ、これにつきましては若干評価の仕方がいろいろございまして、これが４月に第

１回の調査会がございましたが、そのときに議論がございまして、この点を見直すとい

うことでございまして、これにつきましては一番下にございますが、追加ガイドライン

に従いとございますが、これについては平成 年３月 日付の薬事室長通知の別紙の12 31
第４の６の１にございますガイドラインに従いまして、評価をし直したものが次のペー

ジの ページにございます。これにつきましては有効な評価の方法がちょっと違いま177
して、臨床スコアの改善率が ％以上が著効、 ％以上 ％未満を有効、 ％未満を85 70 85 70
無効というような評価になっております。これを評価しますと、１週間目の投与、 頭37
でございますが、そのうち著効に相当するものが７頭で ％、有効に相当するものが18.9
４頭で ％、無効というのが ％という形になっております。10.8 70.3
さらに、この前に 頭については２週間投与したわけでございますので、この２週間30

投与のものを１週間目、２週間目に区切って評価してみますと、１週間目では著効が１

頭で ％、有効が４頭で ％となっております。２週間目については著効が 頭で3.3 13.3 20
％、有効が２頭で ％ということで、２週間目はかなり著効ないし有効が増加し66.7 6.7

ておるわけでございます。

同様に猫についても投与期間の考察をしておりまして、 ページの下からでござい177
ます。 頭の細菌性の感染症の猫に対して調査しております。46
データは ページにございます。これも同じ形でございます。当初は臨床スコアが178

ゼロになったものを著効、臨床スコアが低減したものを有効、変化しなかったもの、増

46 18 39.1 25加したものを無効と同じ評価でございます。著効が 頭中 頭で ％、有効が

頭で ％。この有効であったものについて２週間目の投与をしておりますが、若干同54.4
様にその追加投与後の評価日が守られなかったものを除きまして 頭について評価しま22
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して、２週間目に著効が 頭、 ％という結果になっております。16 72.7
これも同様に追加ガイドラインに従って評価し直したものが次の ページの下から178
ページの表ございますが、猫について 頭中、著効が 頭の ％、有効が６頭179 46 18 39.1

の ％となっております。２週間投与したものについて、１週間目では著効がなく、有13
27.3 17 77.3 13.6効が６頭で ％でございますが ２週間目では著効が 頭 ％ 有効が３頭、 、 、 、

％というようなことになっております。

一応これで概略説明いたしまして、一番前に戻っていただきまして、審議経過票がご

ざいますので、そちらで若干審議の経過等を御説明させていただきたいと思います。

１ページ目でございます。７のところが審議結果でございます。平成 年４月９日に15
第１回の抗菌調査会での審議がございました。耐性菌の発現を抑制するため、特にフル

オロキノロン剤ということで、原則として週余にわたる投与は避けるべきであるという

ことから指摘等がございまして、原則として５日から７日の投与。重症例については、

７日目に獣医師が診察した上で、 日を上限として適切な投与期間を指示するというこ14
と。それにあわせて妥当性を証明する資料、臨床成績を整理するようにということでご

ざいまして、先ほど申しましたような形での追加ガイドラインによる整理等も含めて整

理されたわけでございます。

、 、 、その他 若干毒性量と常用量が近いと 先ほど関節障害という点がございましたので

錠剤の濃度ごとの区分けを十分すべきではないかということについては、先ほどお示し

しました図のような形で、錠剤自体がかなりの大きさ、刻示があるということで担保で

きるということがございまして、その他については資料整備することになりまして、次

回、次のページでございますが、平成 年 月 日の調査会での審議でございます。15 10 16
基本的には、投与期間については妥当性を十分に証明するに至っておりませんが、そ

もそも臨床試験の設計自体が、７日で１回区切って追加投与を決めるということもござ

。 、 、います あるいは慎重に投与するという意味で ７日目で区切って効果を判定した上で

最長 日投与するという方法は妥当であると考えられるということでございます。14
それから、これは経口投与剤でありますが、皮膚疾患でございます。当然皮膚での局

所治療が普通は併用されるわけでございますが、この場合の評価では、当然薬の影響、

薬を評価するということで、局所の治療を行っておりません。したがいまして、局所治

療を併用すれば、より治療期間の短縮が図られるのではないかということで、使用上の

注意には 「局所治療を必ず併用すること」をつけ加えるということになっております。、

それから、これは調査会での部会へ上程するときの条件として、新有効成分薬品であ

る再審査期間がございますが、再審査期間中に局所治療等の併用によって、７日間投与

での有効性を示すような資料を収集することを条件に、部会に上程を可というふうに御

審議いただいたわけでございます。

また、先ほど有害事象のところで申しましたように、すりつぶすと沈鬱であるとか嘔

吐というような有害事象が認められますので、これについては使用上の注意の中で注意

を喚起することになっております。

以上を踏まえまして、動物医薬品等部会に上程して差し支えないという 月の調査会10
の審議結果となりまして、本剤については毒薬・劇薬に指定しない。新有効成分含有動

物用医薬品ということでございまして、再審査期間６年ということで、先ほど申しまし
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たように局所治療と併用による７日間投与での有効性を示す資料を再審査期間中に収集

するという条件で、部会に上程されたものでございます。

以上、御審議を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、御質問ございましたらお願いします。

○○委員 開発の経緯のところで、耐性菌はふえてきているからというのが一つの理由

になっておりましたが、臨床試験のところでは、既存の薬物と有効性が余り変わらない

と。既存の方は ％以上ありましたし、今回の被験薬では 何％。有効率、数字は高80 90
いですけれども、 ％以上効く薬物が既にあって、なおかつ、そういう状況の中でこの80
種の薬物を認可していかなければならない必要性というか、意義はあるんでしょうか。

○○委員 これは事務局から答えてもらうしかないね。

事務局 現状では確かに既に同じキノロン系の製剤があるわけですが、キノロン系とい

うことでは１種類のみ、経口投与での皮膚感染症を適応症とするものについては３製剤

だけでございますので、こういう点では幾つか選択肢があっても差し支えないのではな

いかということでございます。

、 、 。○○委員 この薬物の特徴としては 交差耐性 耐性菌が出てくる可能性があるわけね

、 。事務局 交差については ほかのニューキノロンと大差がないということでございます

○○委員 そうすると公衆衛生上の問題からすると、それらに関しては気をつけないと

いけない。しかもその背景として先ほど申し上げましたように、その耐性菌がふえてき

ているという状況の中。ですから、ほかに効く薬がなくなったということであれば、そ

れは選択せざるを得ないと思うんですが、ほかに同様な疾患に対して効く薬はちゃんと

あるんだという状況の中で、認めていいのかなという気が一つしております。

それから、もしこれが認められたとしても、その後の必要なデータの収集を図るのが

調査会で義務づけられておりますけれども、もしそうだとするとその中に一つ加えてい

ただきたいのは、７日間投与した後必要に応じて 日を限度として投与することができ14
ると書いてありますが、そのようなケースが大体どのくらい出てくるのか。そのような

使い方をしたときにどれだけ効果があったのか、有効率があったのか、その辺のところ

もあわせて調べていただきたいと思います。

以上です。

○○委員 ほかにいかがでしょうか。

○○委員 概要の ページ、嘔吐その他の副作用が ％ぐらい、 ｍｇ、最高投与168 20 5.5
量ということになっておりますが、常用最高量として ｍｇで ％。まとめの中では5.5 20

、 、大した副作用ではなくて 重篤な副作用ではないと考えられるということですけれども

、 、自分の家で副作用があった経験から 私自身がここで審議した薬だったんですけれども

副作用がすごく出まして、それで獣医さんのところに連れて行きましたら、よく出るん

ですよと言われて。でも飼い主からすると、すごい嘔吐と、ぐったりしちゃって。だか

らこれをやめましょうと。もちろんその診断にもお金をとられるわけですけれども、実

際にこの感覚がずれているんじゃないかとその時初めて思ったんです。この表現と。

それで ページですが、副作用のところに 「本剤の投与により、嘔吐、元気消失、184 、

食欲の減退又は下痢が見られることがある」と。 ％というと実は５頭に１頭、そして20
、 。犬も獣医さんの話だと種類がいろいろあって 大型犬から小型犬いろいろあるんだよと
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あなたのところのはよく出るんだよというような話になると、この表現がいいのかとい

うのを、ちょっと自分の体験から考えてしまいました。 ％ですから、すごい率なんで20
すよ。もう確実に出ますよというふうな感じなんです。その点ちょっと御審議願えれば

と思います。

○○委員 これに関する、逆にもしかすると私たちはというところで小動物関係、○○

先生、今のような御意見に対してどういう御意見をお持ちでしょうか。

○○委員 確かにキノロン製剤が日本で発売されたときには、それまで大変苦労してい

た細菌性疾患に非常に効果が高いのと、それからもう一点は血中濃度が比較的長くて、

大体ＳＩＤで投与して十分効果があるということも、動物を飼っていらっしゃる側の立

場から考えると、１日１回投与すればいいという利便性もありまして、随分使用頻度は

高くなっております。バイトリルが出たときが一番尿路系の疾患で大変苦労していて、

特に猫では非常に尿路系の疾患が、特にエフリュースという問題がありまして、そうい

った関係で。 私も実はバイトリルの臨床試験を経験したことがございます。それで非

常にキノロン系の薬を使う機会が多いんです。○○先生がおっしゃられたほど僕はそん

なに副作用はないと思うんです。

それから、犬に関しては、非常に感受性の強い犬種は確かにどんな薬剤でもあるんで

す。○○先生のところでお飼いになっている種類が……

○○委員 この薬ではないんです。

○○委員 ほかのキノロン剤でも。もう一点は、日本で飼われている犬のある意味ファ

ッション性、流行性というのがありまして、今はチワワが１頭 万でも手に入らないぐ50
らいバカ受けしている。日本人はそういう世上の流行に非常にシビアで、そういうこと

も含めて今度はそういうことが文化としてある背景には、劣悪な遺伝的要素を持ったも

のもどんどん繁殖されてしまう。つまり売れるからつくってしまうということもありま

して、そういったことも含めて犬種での感受性の問題は薬剤に非常に多く見受けられる

と思うんです。

、 、そこで最近特に薬剤で反応が見られるのは キノロンについてだけではないんですが

ゴールデンリトリバーという種類が非常に多く飼われておりまして、これは薬剤に対し

て比較的ほかの犬種と比べると副作用の発生率が高いような気がします。それから短頭

種ではパグ、マルチーズみたいな小型犬種、それから比較的薬の反応が大きいのはシェ

ットランドシープドックという種類も比較的感受性が高くて、ほかの犬種よりも薬の反

応が強いということ。○○先生の御質問に参考になっているかどうかわかりませんが、

そういう傾向はあるように思います。

○○委員 ページに、このデータを ％のデータをもってして下痢が見られること184 20
があるでいいのか、よく見られるのか。

○○委員 これは完全に ％だと５分の１ですから、これは下痢を見ることがあるので20
十分注意して投与するように、あるいは注意するようにという表現の方が。

○○委員 その方がありがたいです。そういう表現だったら、覚悟する方も最初に。お

、 、医者さんもそういうふうに最初に言ってくださるから 多分これは下痢が出ますよとか

そうしたら安心しておれるんです。ところが見られることがあるだと、多分言わずにい

てくださって後で言われても。そこは全然違うんですよ。データ的に ％というのは僕20
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はかなり高いと。

○○委員 注意を喚起するという点では、別にオーバーな表現にはならないわけですか

ら、下痢その他の副作用は。

○○委員 ％程度の投薬による副作用の嘔吐、下痢等が見られることがわかっている20
と。だから、十分に注意して投与するようにと書くべきでしょうね。そこまで書いてい

いと思うんですよ。それはあくまでも使用する側の獣医師が注意を惹起されて、使用説

明を読んで、そして飼い主に渡すときもインフォームドコンセントするわけですから。

私は書くべきだと思うんです。

○○委員 特に今先生御発言の短頭種ですね、いわゆるブルドックに代表するような鼻

ぺちゃの犬は喉の粘膜が非常に弱いですね。薬を飲ませるのに刺激しただけでもゲーッ

とくるやつがいるわけですから。ですから薬そのものなのか、飲ませるという行為で反

射的に出るのか、両方疑わしいような例は割と多いですね。また、今お話のようにそれ

が最近はやっているんですね。

ほかにいかがでしょうか。

○○委員 有害事象というのは、国内のデータはわかるんですが、国外でもこのぐらい

の頻度なのかどうかをお聞きしたいんです。

事務局 調査会の資料にあると思いますので、調べてみます。

○○委員 別にいいですけど、それをもとに。つまり 例だけではなくて、ほかにも資60
料があればそれをもとにして判断していただければと思います。

○○委員 いずれにしても、注意を喚起するという方向ですね。

ほかにはいかがでしょうか。ほかに御発言ございませんか。

なければ、これは承認の方向で皆さんが納得されていると解釈いたしますが、よろし

ゅうございますか。

それでは。

事務局 ありがとうございました。そうしましたら調査会での再審査期間中でのデータ

の収集、それから、今御指摘いただきました注意喚起につきまして所要の整備をいたし

まして、分科会の方に報告させていただきたいと思います。

○○委員 済みません、そのお話のあった後で大変恐縮なんですが、私から一つ注文で

す。お話する必要はないかと思ったんですが、この前から５枚目の紙ですか、指摘の前

のあたりの紙ですね、使用上の注意。これは一般論なんですが、先生方にもぜひお考え

いただきたいんです。というのは、この使用上の注意というのは、一体だれがだれに向

けて書いたものなんだという解釈なんです。今お話があったように、これを特に錠剤の

ような飼い主に持たせて５日なり１週間なり飲ましてもらう場合には、当然その担当す

る獣医師が飼い主に注意すべき事項があるわけですね。今のような副作用も含めて。

ところがこれをずっと読んでいきますと、一体だれがだれに向けて書いた文章だとい

うような感じがいたしまして、やはり動物の管理者なり飼い主に、最低これだけのこと

は注意しなければいけないよという内容がもっとコンパクトにまとまってもいいんじゃ

ないか。これはちょっと私気がつきまして、事務局には今後の検討課題にしようやとい

うことでお話したんですが、ここら辺の検討も含めて考えていただくということを提案

したいんですが、よろしゅうございますか。
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飼い主向けに、最小限これだけのことは注意しましょうという、何かそういうものが

欲しいなと思いますので。事務局いいでしょうか、事のついでに検討していただけます

か。

事務局 記載について検討させていただきます。

○○委員 では、この件はこれで終了といたします。

［報告事項］

（３）動物用医薬品の再評価について

〔動物用医薬品再評価調査会関係〕

①プラジクアンテル

②ペルメトリン

③オーエスキー病生ワクチン

④トリニューモウイルス感染症生ワクチン

⑤スルファジアジン・トリメトプリム

○○委員 スケジュールに従いますと、あとは報告事項ということでございます。お願

いします。

事務局 それでは、報告事項でございますが、再評価の調査会の結果につきまして、御

報告させていただきたいと思います。お手元の事前配付の資料で赤のＮｏ７でございま.
す。２枚のものでございます。

月 日に開催されました再評価調査会での評価一覧表でございます。５成分につ10 29
きまして再評価調査会での御審議をいただきまして、いずれにつきましても再評価指定

しないという結果になっておりますが、概要について御説明いたします。

１番目がプラジクアンテルでございますが、これにつきましては変異原性に関する総

in vivo説が１件ございました。これについて審議しましたところ、基本的にヒトを含む

の遺伝毒性のバックグラウンドデータから、プラジクアンテルは遺伝毒性を有しないと

いう判断が、ＷＨＯ等で総括されておるということ。それから、我が国で承認されてい

、 、る製剤については 予防目的ではなく治療目的であるということ等を総合的に勘案して

再評価指定はいたしませんが、今後とも情報収集に努めることとしております。

それから、２件目でございます。ペルメトリンでございますが、これにつきましては

環境中の残留に関する文献が２件、マウス、ラットでの発がん性に関するものが２件、

変異原性に関するものが１件、過敏症に関するものが１件、文献報告がございました。

本成分につきましては齧歯目で弱い発がん性が認められておりますが、ヒトに対する発

がん性は懸念するほどではないという報告が 年のＪＭＰＲであるとか、 年の1999 2002
ＥＭＥＡでの再評価でございますので、そういったものを勘案して今後とも関連情報の

収集に努めることとしますが、再評価指定はしないということにしております。

それから、３件目でございますが、オーエスキーの生ワクチンでございます。これに

つきましてはワクチン株を発情中の豚に静脈内接種するというちょっとイレギュラーな

、 。ことをした場合に 卵巣に壊死性の病変を起こしたという文献報告が１件ございました

これにつきまして、当然静脈内接種ということで我が国で承認されております用法・用



- 51 -

量と異なるということ、それから、ワクチン株については我が国の承認のものと異なる

ということもございますので、今後とも関連情報の収集に努めることとして、再評価指

定はしないということにしております。

それから、４件目でございます、トリニューモウイルス感染症生ワクチンでございま

す。これにつきましては伝染性気管支炎の生ワクチンと同時期投与したときに、ワクチ

ン応答、抗体応答が低下するという文献報告があったものでございまして、これは実は

我が国では２社の製剤について承認がございますが、うち１社については、その旨の使

用上の注意が記載されておりますが、もう１社についてはそのような記載がございませ

ん。したがいまして、そのような記載のない方のメーカーのものにつきまして、本剤と

ニューカッスル病、伝染性気管支炎またはニューカッスル病、または伝染性気管支炎混

合生ワクチンを同時接種すると、ウイルス間の干渉作用により本剤の効果が抑制される

場合があるという使用上の注意をつけ加えるということで、再評価指定しないことにい

たしております。なお、関連情報の収集には今後とも努めることにしております。

それから、最後に５件目でございますが、スルファジアジン・トリメトプリムの配合

、 、剤でございますが スルファジアジンの成分での再評価のピックアップでございますが

甲状腺機能低下が認められたという文献が３件ございます。これについては我が国で承

認のないスルファメトキサザールとトリメトプリムの報告が１件あったということ、そ

れから、我が国で承認されている投与量より多い投与量であるということでございます

ので、使用上の注意に副作用について記載することにして、今後とも関連情報の収集に

努めることにして、再評価指定しないことにしております。

対象動物に対する注意のところに副作用の項として、トリメトプリムとサルファ剤の

配合剤を比較的長期投与により、多発性の関節炎云々とありまして、一番後ろに甲状腺

機能低下が報告されているということをつけ加えることとしております。

以上でございます。

○○委員 特段の御質問はございますか。

○○委員 今のスルファジアジン・トリメトプリムのところですが、これは今回のとこ

ろと関係ないのかもしれませんが、枠の一番下から５行目に「非再生不良性貧血」と書

いてあります。こういう言葉はないと思うんですよ。非再生性貧血ではないかと思うの

で、この機会に直していただいた方がいいと思います。

○○委員 結局これはどっちなんですか。

○○委員 非再生性貧血でいいんだと私は思います。

○○委員 いや 「非」をくっつけたのがミスプリントなのか。これははっきりした方が、

いいですね。血小板の減少がありますから、そうすると再生不良性貧血かもしれないで

すね。

○○委員 再生不良性貧血というふうに書いてしまうと、貧血、血小板減少、白血球と

全部入ってしまうので。

○○委員 この場合「非」を消すのか、それとも「不良」を消すのか、いずれにしても

これは確認してください。

、 「 」事務局 再審査の調査会でメーカーさんから出されたものは 一応 非再生不良性貧血

と書かれているので、そこはちょっと確認してどちらが正しいか。
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○○委員 それは間違いなんで、サルファ剤が骨髄抑制を起こすことは既にわかってい

ることなので、これを非再生性貧血というふうに変えておけばいいということで、メー

カーに確認だけとればいいと思います。

事務局 はい。

［報告事項］

（４）動物用医薬品の再審査について

〔動物用医薬品再評価調査会関係〕

①塩酸ジフロキサシン

②ベテキノン可溶散 ％25

○○委員 それでは、次へ参りましょう （４）ですか。。

事務局 （４）の再審査についてでございます。事前配付資料のＮ ８でございます。o.
あとちょっと資料が抜けておりまして、当日配付のＮ ３に再審査の審議概要表がついo.

。 、 。ております 再審査については これも 月の再評価調査会での審議結果でございます10
２品目でございますが、①のジフロキサシンは②のベテキノン可溶散 ％の原薬でござ25
いますので、実質的に１成分ということになります。

それで、ベテキノン可溶散 ％というのが製剤でございまして、塩酸ジフロキサシン25
を主成分とする松村薬品工業株式会社のものでございます。再審査期間が平成８年２月

日から平成 年 月 日というものでございます。塩酸ジフロキサシンを１ｇ中27 14 12 26
に ｍｇ含有する散剤でございまして、豚に対して１日１回体重１ｋｇ当たり か272.8 2.5

、 。ら５ｍｇジフロキサシンとして 飲水に均一に溶かして経口投与するものでございます

本剤の感受性菌については、アクチノバチルス・プルロニューモニエとパスツレラ・ム

ルトシダでございまして、豚の細菌性肺炎を適応症とするものでございます。

再審査審議品目表を今日お配りしておりますＮ ３の資料を見ていただければと思いo.
ます。有効性に関する事項でございますが、使用成績等の調査でございます承認時と同

等以上の臨床試験でございまして、ジフロキサシンの ｍｇ／ｋｇの投与群と５ｍｇ2.5
85 93.3 87.1／ｋｇの投与群でございますが、有効率が ％、 ％ということで、承認時の

％、 ％と同等ということでございます。92.9
その他の調査でございますが、調査の結果、有効率 ％ということになっておりま96.9

す。 それから、２の文献調査でございますが、問題となる研究報告はございませんで

した。

18 5,067それから、安全性に関する事項でございますが、使用成績の調査は、 施設の

頭、抽出率 ％でございます。一般症状の異常の有無等ございませんで、副作用の発0.26
現数もないということでございます。

また、文献調査での問題となる研究報告もございませんでしたので、評価として、有

効性、安全性に関する評価に基づき有用性が認められるということで、部会の方に報告

させていただいております。

なお、若干使用上の注意等で記載が適切でないところがございましたので、そういっ

た点については修正させていただいております。
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審議経過票の方で、例えば一番下の制限事項のところで「幼若ケン」と犬が片仮名に

なっているとか、その他語句上一般的でないということがございましたので、そういっ

た点を修正させていただいております。

以上でございます。

○○委員 御質問等ございましょうか。

よろしいですか。

［報告事項］

（５）動物用医薬品の諮問・承認について

○○委員 それでは、次へ参りましょう。今度は（５）動物用医薬品の諮問・承認状況

について。

事務局 当日配付資料の黒のＮ ４、横長の２枚紙をごらんください。前回の本部会かo.
ら本日までに諮問及び承認されたものの御報告でございます。

１枚目は諮問の状況でございます。一般薬関係としてベトルファール、明治製菓株式

。 、 、会社のものでございます 酒石酸ブトルファノールを含有する注射剤ということで 犬

猫の術後の鎮痛ということでございます。後日、本部会で御審議を願いたいと思ってお

ります。

続きまして、抗菌剤関係については、動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部

改正ということで２件、ジヒドロストレプトマイシン／ストレプトマイシンを有効成分

、 、 。とする動物用医薬品に係る改正 それから ダノフロキサシンに係る改正でございます

。これは厚生労働省がＭＲＬを新たに設定したことに伴う使用基準の見直しでございます

それから、水産関係につきましては、フェバンテルでございます。これは先ほど御審

議していただいた件でございます。

２枚目は承認状況でございます。一般薬関係で２点、フロントラインプラスドックと

フロントラインプラスキャットでございます。これは５月 日の本部会で御審議してい22
ただいたものでございます。それぞれ９月 日で承認になっております。19
以上でございます。

○○委員 御質問等ございますか。

よろしいですね。

［その他］

（６）厚生労働省への諮問事項について

○○委員 それでは （６）厚生労働省への諮問事項について。、

事務局 当日配付の資料Ｎ ５を簡単に御説明させていただきます。o.
前回の部会で、食品安全委員会との手続の関係で御説明いたしまして、その際に食品

安全委員会に動物用医薬品承認等に関して意見を聞くことに関して、例えば犬猫用の医

薬品であるとか体外診断薬、それから、ゾロ品等につきましては、食品健康影響評価が

明らかに必要でないものということで、農林水産大臣から食品安全委員会に照会いたし
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ましてその旨の回答をいただいておりますが、今度は薬事法に基づいて、同時に厚生労

働大臣に動物用医薬品の承認の申請、あるいは事項変更の申請について意見を聞かなけ

ればならないことになっておりますが、これもゾロ品等すべてを聞きますと大変なこと

になりますので、食品安全委員会で食品健康影響評価が不要とされた事項とほぼ同等の

事項については、この文章に回答になっておりますが、１枚めくっていただいたのが農

林水産大臣から厚生労働大臣に意見を聞いたものでございますが、例えば承認に関して

は、薬事法第 条１項の承認に関しては、体外診断薬であるとか、既に承認されている14
ものと有効成分、効能、用量の変更のないもの、あるいは用量を減じたもの、効能のみ

の変更のもの、あるいは動物体に直接使用しない殺虫剤で既に有効成分が承認されてい

るもの等につきましては、ここの場で一括して意見を聞きまして、回答として、薬事法

の 条２項第２号の「残留性の程度に係る部分に該当しない」という御回答をいただい14
ておりますので、このような医薬品については、今後個々に厚生労働大臣に意見を聞か

ずに承認、あるいは事項変更の手続ができることになっておりますので、その点を御報

告させていただきます。

以上でございます。

○○委員 よろしゅうございますか。

５．次回日程について

○○委員 それでは、きょうの審議及び報告はこれで全部終了ですが、最後に次回の開

催をお願いします。

事務局 ３カ月ごとでございますので、次回は来年の２月または３月ごろになると思い

ます。ちょうど３カ月後といいますと２月 日になるわけですが、その週は事務局の方27
で別の調査会等の時期が近うございまして、できましたら翌週の３月３日または４日あ

たりでお願いしたいんですが、いかがでございましょうか。

○○委員 ３月の３、４、今から予定の立っていらっしゃる方、そうでない方いらっし

ゃると思いますが、３、４のどっちを予定にしますか。

事務局 できれば、４日で。

○○委員 それでは、とりあえずマークしていただくということでよろしゅうございま

すか。鬼が笑うと言いますけどね。それでは、とりあえず次回は来年の３月４日と。

事務局 では、次回は３月４日、木曜日ということで予定させていただきます。ありが

とうございます。

６．閉 会

○○委員 それでは、大分長きにわたりまして議論してまいりましたけれども、これで

審議会は終了といたします。どうも長時間ありがとうございました。


