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⑨イージーブリード

12.5mg 25kg⑩アピナック錠 、同

2.5 10 20⑪エナカルド錠１、同 、同５、同 、同

⑫木防已湯乾燥エキス「アルプス 、ラッセラ、セトラスト」

100 500⑬ニトロスカネート、ロパトール錠 、同

⑭ネオマイゾン注射液、バシイット注射液

⑮バナミン、バナミン注射液５％

⑯バチオリン粒 ％ …………………………………………… ５０50
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１．開 会

○○委員 それでは、定刻でございますので、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 初めに室長からご挨拶をちょうだいします。

薬事・飼料安全室長 動物用医薬品等部会の委員各位におかれましては、御多

用中お集まりいただきまして、ありがとうございます。

最初に、委員の交代がございますので私から御紹介させていただきたいと思

います。

まず、山本委員にかわりまして日本薬剤師会常務理事をお務めの七海朗先生

に委員をお願いしております。

○七海委員 七海です。よろしくお願いいたします。

薬事・飼料安全室長 もう一方、吉倉委員にかわりまして、本日は御欠席でご

ざいますが、国立感染症研究所長の倉田毅委員にお願いしています。

いつも我が衛生管理課は問題山積と申し上げているわけでございますが、最

近は燃え盛っていたものが一応鎮静した形で推移しておりますが、その結果い

ろいろな問題があぶり出されて、将来を見定めた今後の対応をどうするかとい

ったことに引き続き追われているという状況になっております。

御承知のとおり、インフルエンザは先月 日、京都府が移動制限を解除い13
たしまして、一応の終息を見ているわけでございますが、幾つかの課題が残っ

たわけでございます。移動制限の補償の問題とか、早期通報がなされなかった

という問題につきましては、家畜伝染病予防法を改正いたしまして、昨日公布

し、一部を残して即日施行という形になって、既に施行された状態になってお

ります。

それからワクチンの問題もございまして、生産者団体は、補償がある程度な

されたとはいえ、発生すれば即倒産だということで、海外で使用されておりま

すワクチンを即予防的に使わせてほしいという要望を出しておりますが、私ど

もとしては基本的には早期の摘発・淘汰でいくという形で、ワクチンは現在は

使わないという方針を出しているわけでございまして、そこのところは引き続

き協議を進めていくという状況になっております。

ただ、ワクチンは現在メキシコで製造されたものを備蓄しているわけでござ

いますが、薬事法上は未承認なわけでございまして、きちっと承認をしておく
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。 、 、ことが必要だろうと考えております 現在 国の方でも補助事業を組みまして

今年度から高病原性鳥インフルエンザワクチンにつきまして早期に薬事法での

承認を進めるべく作業を開始しております。昨日もその検討委員会の２回目が

開催されて、具体的なデータのとり方等につきまして議論をさせていただいた

という状況になっております。当面のスケジュールとしては、今年は海外で使

用されておりますワクチン３品目について試験を行って、可能であれば本年の

月末を目標に承認に持っていきたいと考えておりまして、その時期になり11
ましたら本部会にもお諮りさせていただくことになろうかと思っております。

その際には、インフルエンザのワクチン、Ｈ型は あって、Ｎ型は９つあ15
るわけですが、当然流行するのも変わることになるわけでございまして、原薬

といわれます製造用株の扱いについて承認をしなければいけないわけでありま

す。人体用では一つの株について承認を持っていれば、あとは国立感染症研究

所の方で提供する株でつくる限りにおいては新たな承認は要らないという形で

運営されていると聞いております。そういった人での対応といったものも勉強

させていただきながら、調査会、本部会にも御相談させていただきたいと考え

ているところでございます。

、 、ＢＳＥにつきましては 長いことアメリカと膠着状態が続いておりましたが

５月の 、 日だったですか、日米双方の専門家のワーキンググループがス18 19
タートしております。その中でＢＳＥの定義とか、検査の方法とか、ＳＲＭの

範囲、あるいはフィードバンのやり方、そういったことについて技術的に意見

を交換しているところでありまして、第２回目をアメリカで今月末に開く、７

月に第３回目を開くということで、うまくいけばその後に局長級の意見交換を

行って牛肉の輸入再開ができないか話し合うというようなスケジュールになっ

ておりますが、１回目では双方の立場をそれぞれ主張し合って、合意というに

はほど遠いという状況になっております。

さらに先週はＯＩＥでもＢＳＥの定義について議論がありました。日本とし

ては放っておけばアメリカで主張しておりますことが通るという状況でござい

ましたので、あらかじめ各国にも日本の主張を御説明しながら臨んだわけでご

ざいます。そういった意味では日本の主張も幾らか取り入れた。例えばリスク

評価して、その国からの牛肉は安全に貿易できるという規定があったわけです

が、評価しても必ずしも牛肉すべてが安全とは限らないわけでございまして、

それはおかしいのではないかということで修正を勝ち取ることができました。

一方、腸管につきましては回腸遠位部２ｍといったのがＳＲＭの範囲になっ

ておりますけれども、ＯＩＥコードの中では一応腸管全部をＳＲＭ扱いとする

というような結論になっております。また、ＳＲＭに属する月齢につきまして

も、これまで６カ月でございましたが、 カ月齢に引き上げるということで12



- 4 -

我が国の主張は通らなかったという状況になっております。

いずれにしてもリスク管理そのものは各国に任されているわけでございます

し、ＯＩＥコードそのものも引き続き検討されていくというような状況になっ

ております。

ちょっと長くなりますが、先月の 、 日にはＶＩＣＨという動物用医薬12 13
品等の承認申請資料のデータをとるところの技術的なハーモナイゼーションを

日米欧が中心になってやっているわけでございますが、その運営委員会が東京

で開催されております。動物用医薬品等の環境への影響評価といった手法につ

きましてはおおむね合意に達して進んでいるわけでございますが、幾つか難し

い問題も抱えております。ワクチンについての迷入ウイルスの否定の問題につ

きましては、欧米の方式が基本的にはシードロットシステムでなされている反

面、日本としてはまだシードロットシステムが不十分でありますし、基本的に

は製品のすべての検定で対応しているという、検査をする時期が原料の段階で

やるか製品でやるかといった基本的な違いもありまして、なかなか難しい問題

ということで、日本においてはシードロットシステムの導入ということに入っ

ておりますが、動薬検にもいろいろ御検討いただきまして検討を開始をしたと

いう状況になっております。

そのほかにも、残留性の問題につきましても今後検討に乗せようじゃないか

という動きになっておりまして、日本の規制当局以外はみんなそれを進めたい

という御意向がありましたので、そういったものについても検討を進めていく

ことになっておりまして、今後ますます動物用医薬品につきましても国際化が

進むという状況になってきているわけでございます。

長くなりましたが、本日は承認関係が５品目、それから使用規制省令改正関

係が１件、それから報告事項等がございます。よろしく御審議をいただきます

ようにお願いいたします。

○○委員 ありがとうございました。

３．配付資料の確認

○○委員 それでは早速本題に参りますが、まず、配付資料の確認ということ

で、事務局、お願いします。

事務局 それでは当日配付資料を確認させていただきます。

まず当日配付資料一覧という１枚紙がありまして、その下に黒でナンバーリ

ングしてありますが、Ｎ １が議事次第でございます。委員の出欠表と座席表o.
が添付されております。Ｎ ２は、この後御審議していただきます“京都微研o.
キャトルウィン－６の追加資料でございます。Ｎ ３はオイルバックスＳＥ

”
o.
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Ｔの追加資料でございます。Ｎ ４はリニシールド ＴＸ４の追加資料でござo.
o. o.います Ｎ ５は動物用医薬品再審査関係の差し替えの資料でございます Ｎ。 。

、 、６は いつも最後にやっています動物用医薬品の諮問・承認状況ということで

。 、後ほど御説明させていただきます それからＮ ７が欠番になっておりますがo.
一番最後に医療機器クラス分類の告示についてということで事務局から説明い

たしますが、その際に配付させていただきます。Ｎ ８は次回の日程を決めるo.
際の８月、９月のカレンダーで、Ｎ ９は、その他のところで事務局から御説o.
明させていただきますが、鳥インフルエンザワクチンの攻撃試験方法について

簡単に御紹介させていただきます。

以上、Ｎ ７がありませんので、現時点では８点でございます。御確認のほo.
どをよろしくお願いいたします。

○○委員 先生方、資料、よろしゅうございますか。

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

〔動物用一般医薬品調査会関係〕

【新有効成分含有動物用医薬品 （製造承認）】

④インタードック 東レ株式会社

○○委員 それでは議事に移ります。

、 、 、 、まず 本日 ○○先生の御都合により 審議項目の( ) の生物学的製剤関係1
３品目ございますが、これを後回しにいたしまして、最初に動物用一般医薬品

調査会関係から審議を始めたいと思います。

まず( ) の④インタードックの製造承認についてでございますが、○○委員1
から説明をお願いします。

○○委員 インタードックは東レ株式会社から承認申請されたイヌインターフ

ェロン－γを有効成分とする犬用の注射剤であります。平成 年４月 日の16 15
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ということになりました。詳細については事務

局、お願いします。

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４番を御用

意ください。

オレンジ色の「製造承認申請書」というタッグをお開きください。本剤は東

レ株式会社より製造承認申請されましたインタードックでございます。成分は
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イヌインターフェロン－γ（組換え型）でございまして、本剤１バイアルを用

時生理食塩水にて溶解し、体重１ 当たりイヌインターフェロン－γとしてkg
１万単位を皮下に注射するという用法で、効能・効果は、犬のアトピー性皮膚

炎における症状の緩和でございます。

それでは製品の概要について概要書を用いて御説明させていただきます。ブ

ルーのタッグの「概要書」をお開きください。１ページ目の開発の経緯でござ

いますが、東レ株式会社は以前から組換え技術を用いて、まず猫のインターフ

ェロンというものを製造して既に承認を取って販売しているという状況でござ

います。このインターフェロン製剤はⅠ型とⅡ型がございまして、今回承認申

請されましたインターフェロン－γはⅡ型のインターフェロンで、どちらかと

いうと免疫関連の皮膚病とか腫瘍に効果があると期待されているものでござい

ます。実際にヒトにおきましてはアトピー性皮膚炎に対してインターフェロン

－γの有効性が認められたという報告がありまして、東レ株式会社はイヌイン

ターフェロン－γを用いて犬のアトピー性皮膚炎の治療ということで研究開発

に着手したという経緯でございます。

次に ページをお開きください。この成分の構造でございますが、アミノ14
酸 個からなるポリペプチドということで、 ページにこのものの製造工127 17
程のフローチャートがございます。具体的には、イヌインターフェロン－γの

遺伝子をカイコのバキュロウイルスに組み込み組換えウイルスを作出し、カイ

コに感染させ、その体液からイヌインターフェロン－γを抽出するという形の

ものでございます。

少し飛びますが、 ページをお開きください。この製品の安定性でござい75
ます。 ℃保存での長期保存安定性試験、それから ℃での加速試験を行い10 25

。 （ ） 、 。ました また高温 ℃ による試験 光による苛酷試験を行っております40
その結果、 ℃では カ月、 ℃の加速試験では９カ月間の保存が確認され10 18 25
ております。また、光による苛酷試験では保存後１カ月後では変化が認められ

ておりません。また、熱（ ℃）による苛酷試験では３カ月後に有意な力価40
の低下が認められたという結果でございます。したがいまして、本剤は冷暗所

（ ℃）で、少なくとも カ月間は安定ですという結果になっております。10 18
続きまして ページをお願いいたします。毒性試験でございます。急性毒89

、 。性と亜急性毒性 それから催奇形性と変異原性の試験をそれぞれ行っています

まず急性毒性におきましては、マウス、ラットを用いた経口及び臨床適用経路

である皮下投与により試験を行っておりますが、いずれも異常は観察されず、

ＮＯＡＥＬは 万単位 と結論づけられております。100 /kg
また、亜急性毒性につきましてもマウスを用いた 日間の連続皮下投与試21

験を行い、毒性は認められておらず、ＮＯＡＥＬは 万単位 日と結論づけ50 /kg/
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られております。

さらに催奇形性試験につきましてはマウスとウサギを用いて実施しておりま

。 、す 妊娠マウスへの皮下投与における母動物に対するＮＯＡＥＬは 万単位100
発生毒性に対するＮＯＡＥＬも 万単位 日でありました。それから、妊100 /kg/
娠ウサギについても同様に母動物に対しては 万単位、発生毒性については20
４万単位という結論でございました。

ページには変異原性試験のまとめが記載してありますが、細菌を用いる90
復帰変異試験では、復帰コロニー数の増加が認められませんでした。また、哺

乳類の培養細胞を用いる染色体異常試験では、ＣＨＯ細胞に対し染色体異常を

誘発しないという結論になっております。

。 。続きまして ページをお開きください 安全性に関する試験でございます111
まずフランスでやった試験ですが、 ページの上に表ニ－ がございます114 11
が、高用量と中用量と低用量、５万単位と２万単位と１万単位、対照群と、４

群、それぞれ雌雄３頭ずつ、週３回４週間、計 回皮下投与するという試験12
をやっております。その結果を表ニ－ 、 ページに示しておりますが、試12 115
験期間中に死亡例も認められず、局所的な変化または全身的な変化、血液学的

な変化については異常が認められなかったという形になっております。

続きまして、 ページにおきましては、これもフランスで実施された試験116
でございますが、４カ月齢の犬を用いた安全性試験が実施されております。表

ニ－ に示しますように、投与群は２万単位、対照群はなしということで、13
雌雄３頭ずつ、週３回、４週間、計 回皮下投与した試験でございますが、12
試験結果は表ニ－ 、 ページに示しますが、これにおきましても特記すべ14 118
き異常所見は認められなかったということでございます。

ページには、これは日本でやった試験でございますが、対象動物におけ119
。 、る 週間投与安全性試験が実施されております 表ニ－ に示しますように13 15

５倍量群は５万単位で、常用量群が１万単位、対照群ということで、雌雄３頭

ずつ、週３回 週間、合計 回皮下投与した試験でございますが、これにお13 39
きましても一般状態とか投与部位、血液学的な検査、病理検査について特記す

べき異常所見はなかったということでございます。

それから、アナフィラキシーショックを誘発するか否かを検討するために、

最終投与後 日目に常用量群及び５倍量群に週３回静脈内投与いたしまして21
一般状態を観察しましたが、それについてもアナフィラキシーショックを誘発

するようなものは認められなかったということでございます。

続きまして ページをお願いします。臨床効果を証明する試験ということ131
で、アトピー性皮膚炎の発症メカニズムとイヌインターフェロン－γの作用と

いうことで、実際にアトピー性皮膚炎の患畜におきましては血清の総ＩｇＥ量
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が高値になるということがございます。インターフェロン－γはＩＬ ４など-
の細胞が産生するサイトカインの過剰な分泌を抑制する作用がございまして、

その結果ＩｇＥの分泌も抑制してアレルギーの症状が改善されるのだろうと考

えられております。そこで実際にアトピー性皮膚炎の犬に本剤を投与してＩｇ

Ｅの量を測定いたしました。その結果を ページの図ホ－４に示しておりま133
すが、 頭の犬で試験しているんですが、アトピー性皮膚炎の中で血清の総10
ＩｇＥ量の有意な減少が観察されております。

最後に臨床試験になるんですが、臨床試験につきましては調査会でかなり御

議論をいただきまして、最終的には臨床試験をやり直して有効性がわかるはっ

きりしたデータをお示ししなさいという指摘がありました。それに基づいて申

請者は臨床試験をやり直して、クリアなデータを示してきました。

最初の方の「第四回」というタッグをお開きいただきたいんですが、まず指

摘事項として、臨床試験を改めて実施し、本品の有効性を明確に示す成績を添

付すること。これは第４回目の調査会での審議結果でございます。これに基づ

いて申請者は臨床試験を改めて実施しして、この後に示しますデータを添付し

てまいりました。

まず、全国 カ所の動物病院にて、試験群 頭、対照群 頭において試23 63 29
験を実施いたしました。用法・用量は、１万単位 で１日１回、週３回隔日/kg
皮下投与して、投与期間は４週間としました。対照薬は抗ヒスタミン剤としま

した。その結果ですが、有効性の評価として、まずかゆみの評価項目として掻

痒、皮膚の症状の客観的な評価項目として掻破痕、紅斑、脱毛、これらをメル

クマールに設定してそれぞれの改善度を算出し、それらの合計を全臨床症状と

いうことで計算して評価をしたということでございます。

掻痒と掻破痕、それから紅斑と脱毛と全臨床症状の初診日に対する改善のポ

イントの推移を図１に示してあります。４ページになります。図１を見ていた

だきますと、本剤の改善ポイントということで 日目、 日目、 日目が判14 21 28
定日に設定してあるんですが、その時点においてすべて対照群を上回っている

結果でございました。

また、有効性の評価ということで１ページ目の表１に評価基準を示してあり

ますが、改善率の度合いによって著効、有効、やや有効、無効、悪化というふ

うに評価基準を定めそれぞれの評価をしたということでございます。評価結果

が５ページの表２に示してあります。改善率と有効率は２ページの式２、式３

に示すように算出いたしましたが、いずれの症状においても 日目から 日14 28
28 72.1 73.8目にかけて有効率が高まり、例えば 日目では掻痒は ％、掻破痕は

％、紅斑は ％、脱毛は ％の有効率となっております。また、全臨床75.4 60.7
症状につきましても、 日目では ％の有効率となり、対照群との間に有28 70.5
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意差が認められております。これらの結果から、本剤のアトピー性皮膚炎に対

する効果は４週間投与においては有効性が確認されたと結論づけられておりま

す。

また、アトピー性皮膚炎というものはかなり長期にわたる疾患であることか

ら、参考データとして４週間投与後、さらに改善の維持というものを見ており

ます。実際はその後どれぐらい投与しているかは症例によってまちまちになっ

てくるわけですが、０～３回投与のものが 例、４回投与のものが 例、５14 32
～ 回投与のものが７例といった形で分けて推移をあらわしたものが７ペー12
ジの図２でございます。いずれの投与回数におきましても０～ 日目にかけ28
て改善されたスコアが ～ 日目においても維持されていたという結果にな28 56
っております。

、 。 。最初に戻りまして １ページ目をごらんください 審議経過票でございます

本剤は、先ほど申しましたように、調査会で５回にわたり御審議をしていただ

き、最終的には４月 日の調査会において事前の調査審議を終了し、本部会15
に上程して差し支えないとされたものでございます。また、本剤の劇薬指定の

要否につきましては、本剤はインターフェロン製剤ということで既に同様の製

剤としてネコインターフェロンが承認されておりますが、ネコインターフェロ

ンは猫に体重１ 当たり ～ 万単位を静脈内注射するということで劇kg 250 500
薬に指定されております。本剤も同様なインターフェロンということで、犬の

体重１ 当たり１万単位という高い用量を投与することから、同様に劇薬指kg
定をすることを御提案させていただきます。

以上でございます。御審議のほどをよろしくお願いいたします。

○○委員 ありがとうございました。

ただいまの説明につきまして御質問あるいは御意見がございましたらお願い

します。

○○委員 １ページ目の用法・用量なんですが、最後の行に「投与回数として

は、１日１回とし、４週間、週３回隔日投与を行う」と書いてあるんですが、

ここは投与回数と期間が併記されているわけですね。ですから、ここは用法及

び用量並びに投与期間というふうにしないと日本語の整合性がないですね。そ

れが１点。

それから 「投与回数としては」と断り書きをしているわけですから、回数、

が優先しなければおかしいので、１日１回とし、週３回隔日投与、そして期間

を４週間というふうに直さないと日本語としては理解しがたいなと思います

が、いかがでしょうか。

事務局 まず、項目として用法及び用量と投与期間ということなんですが、こ

れは申請書のフォームが決められておりまして、５番目は「用法及び用量」と
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いうタイトルで、省令で決まっているものでございますので、そこに投与期間

というのは加えられないかなと思います。

投与回数につきましては、御指摘のとおりわかりづらいと思いますので、１

日１回として週３回隔日投与とする。なお、投与期間については４週間という

形で整理させたいと思います。

○○委員 よろしいですか。

○○委員 はい。

○○委員 ほかには。

○○委員 今の件で、書き方なんですけど、１日１回というのは毎日、 時24
間ごとという意味なんですね。隔日というのは 時間ごとということで 「１48 、

日１回として」と書くからいけないんだと思うんですよ。投与回数としては隔

日に週３回行い、合計４週間投与するという形ですね。言い方を整理して誤解

のないようにしていただければ。

○○委員 つまり、１日分を１回で投与し、２回以上には分けないという意味

も含みますね。

○○委員 そうですね。だから「隔日」とか「１日１回」というのは不正確で

あるということで、例えば 時間ごととか、 時間ごととかいった形に変わ24 48
ってきていると思うんですけれども、そういう形には今すぐできないと思うん

ですが、誤解されないような正確な記載をお願いしたい。

事務局 はい。具体的には事務局と申請者の方でということで。

○○委員 誤解を絶対に生じない方法で表現していただければいいんじゃない

でしょうか。

事務局 では「１日１回とし」というのは削るということで、投与回数として

は週３回隔日投与とし、投与期限は４週間とするということですね。

○○委員 期間は４週がリミットなわけです。

事務局 そうですね。では、投与回数としては週３回隔日投与とし、投与期間

は４週間とする。

○○委員 具体的なことは検討してもらえばいいんですけど、よく考えると、

「隔日」と「週３回」というのは違いますね。

○○委員 違いますね。２週目は４回になりますものね。

○○委員 実際にはどちらでしたっけ。

事務局 １週間３回です。

○○委員 １週間に３回打ちなさいということ自体に余り意味がないんじゃな

いですか。１週間は奇数ですから、３回打てということ自体が。何か特別な意

味があるんですか。

事務局 そういう形で試験が設定されたということなんですね。
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○○委員 本当を言うと回数の問題なんでしょう。要は３×４、 回を限度12
とするということでしょう。

事務局 そうですね。

○○委員 その辺をわかりやすく書いていただいた方がいいかもしれない。

○○委員 要するにウィークデーに病院でやりたい。例えば月・水・金でやる

ということで週３回で１日置きとなっているんです。

○○委員 トータルで隔日に 回打てばいいわけでしょう。そうすると日曜12
日が入るとぐあいが悪いとか、休日が入るとぐあいが悪いとか、臨床家のため

を思って週３回としたわけですね。

○○委員 そこは申請者側の判断なんですが。

事務局 これは多分、試験を請け負っていただいた獣医さんから希望があって

そういう形の試験設定になったんで、それが反映された用法・用量の……。

○○委員 試験設定は僕も何回もやっていますけど、それは試験を要求する側

、 。が指定するんで 我々側がこういうふうにしかできないということはないです

事務局 もちろんそうです。多分、お話し合いの中で「先生、こうしましょう

か」という話だと思うんですが。

○○委員 どうなんですか。隔日に打てば３週半で終わっちゃうわけですね。

それではぐあいが悪いという根拠があるんでしょうか。忠実に守って３週半で

終わったのと、中に１日休みを置いて４週まで使ったのと、実質的な差はない

、 。でしょうけれども これは書類のやりとり上ぐあいの悪いことなんでしょうか

事務局 基本的にこの製剤は安全性に問題があるとは思っていませんので、用

法・用量について多少のフレキシビリティーはあっても問題ないと思っていま

す。したがいまして、これは要指示になりますので獣医さんが使うことになる

かと思いますが、実際にそれを使われる獣医さんに誤解を与えないような表現

にするのが妥当かと思います。

○○委員 その点で、一般薬調査会のチェアマンが誤解のないようにと要請し

。 、 、 、ていますので 仮に半週 前後にずれても これは使用者の問題だと思うんで

客観的に見て筋の通る表現にしていただければよろしいんじゃないかと思いま

すが、どうでしょうか。

○○委員 内容的には、隔日投与とし、４週間を限度とするということでほと

んど問題ないと思うんです。ですから用法・用量で書く場合にその方が誤解が

ないのであればそれにした方がいいのではないかと私は思います。

事務局 そうしましたら、隔日投与とし……。

○○委員 「週３回とし、４週を限度」と言えば、その範囲で１日、２日の融

通はきく。これではまずいでしょうか。

○○委員 試験結果からいくと、１日置きに打たないとまずいと書いてあるん
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ですね。ですから１日置きなんですね。だから、週３回隔日投与とし、期間を

４週間とすると書かないと臨床家はわからない。

事務局 そうしましたら 「週３回隔日投与とし、投与期間は４週間とする」、

という表記にさせていただきます。

○○委員 そう。そういうふうに書いてあれば使う側はわかりやすい。

○○委員 では、その点はいいとしまして、ほかにいかがでしょうか。

○○委員 あと１点いいですか。

○○委員 どうぞ。

○○委員 ページ 〔取扱い上の注意〕のところで、先ほど劇薬指定にす256 、

。 、るとおっしゃっていましたね そうするとこれは医療用廃棄物になりますから

「使用済みの容器等は適切に処分する」ではなくて、医療廃棄物として処分し

なさいと明記しないとまずいのではないかと思います。

事務局 はい。そのように訂正いたします。

○○委員 ちょっとよろしいでしょうか。どこでも一緒ですが、前から２ペー

ジ目、３ページ目あたりの別紙、使用上の注意。これは要指示薬ですね。製品

によって表現が多少違うんですけれども 〔一般的注意〕のところで「獣医師、

」 。 、の処方せん・指示により使用すること と書いてある 皆さんご存知のように

動物薬の場合には「要指示薬」という外枠が既に一つの言葉としてありますの

で、ほかの薬剤との整合性といいますか、統一した方がよろしいのではないか

と思うんですが。

事務局 使用上の注意につきましては、事務局から事務連絡で各メーカーに具

、 、体的な記載事項の例示を示しているわけですが その中で要指示薬については

「本剤は要指示医薬品であるので、獣医師の処方せん・指示により使用するこ

と」と書くように指示をしています。これは足りないです。

○○委員 前段が抜けているわけですね。

事務局 はい。そこは記載例に従った、今申しました内容に改めます。

○○委員 ほかによろしいでしょうか。

ちょっと先生方に提案があるので、これを材料にお話ししたいんですが、前

から申し上げているように「要指示薬」というのは現在では動物薬だけに限定

された表現なんですね。本日もほかにも大量に要指示薬が出てまいります。と

ころが、今のページを見ていただきますと、その大事な一項がここでは５番目

に出てくる。ほかでは３番目だったり４番目だったりするわけです。この「要

指示薬」という表現を、今後一番頭に持ってくる、順序の入れかえだけなんで

すが、これを一つの流れにしていただけないものだろうか。

私の提案なんですが、先生方から御賛同いただければ「要指示薬」を前面に

出す。そうすれば、この内容はどちらかというと一般向けな表現ではあるけれ
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、 。ども これはすべて獣医師に対して指導する内容だということになるわけです

「 」 、 、要指示薬 を前面に出すという表現でいかがなものかと思いますが 先生方

御異論ありましょうか。なければぜひそうしていただきたいと思うんですが。

特に御発言ございませんでしょうか。

○○委員 その方がわかりやすくていいと思います。

○○委員 ありがとうございます。きょうも８割方がそういう薬剤だと思う

んです。ですから、後から出てくる再評価の問題にしても、その都度書きかえ

ていけば、何年か先にはすべて統一された 「要指示薬」があるんだというこ、

とを前面に出すという、これはある意味では使用する獣医師にそれだけの責任

を持たせるという非常に意味のある内容になってくるんじゃないかと思いま

す。ここら辺、まずは御検討いただきたいということであえて提言したいと思

うんですが。

事務局 それでは、本部会での御指示と受けとめまして、今後承認申請される

ものにつきまして、要指示のものについては一番最初にその旨を表記するよう

にいたします。それから、既に承認されているものにつきましては、再審査と

か再評価、または別の案件で使用上の注意の変更、こういった時点に、あわせ

て変更するように指示いたします。

○○委員 ぜひお願いしたいと思います。同時に、先ほど○○先生から御指摘

があったように、容器の処分についても当然のこと、医療用廃棄物という形で

処理をする。これも関連して出てくると思いますので、この辺のチェックも今

後よろしくお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。このものについて、承認について特に御異論ございます

か。

○○委員 もう一つ、疑問で 〔対象動物に対する注意〕の下の副作用のとこ、

ろで、ここにさまざまな症状が書かれているんですが、これが現れることがあ

る。現れても使用を中止しなくていいのか、注意しなさいというのか。この表

現は副反応として書かれている。副作用だと、必ず打てばそういう作用が現れ

ることがあるということになりますね。どちらなんですかね。まれに副反応と

してこういうことが現れるから注意しなさいということですか。

具体的に副作用として四つの項目が挙げられていて、これに対応する注意が

何もないんですね。

事務局 本剤の安全性試験の中ではこういった副作用が見られていませんの

で、投与すれば必ず見られるというものではないと理解しています。

○○委員 休薬すべきなのか、続けていいのか、副作用があったらどうすれば

いいかという話がここに書かれていないというのが臨床家としての疑問です。

続けてもいいんだったらこんなこと書かなくてもいいんですよ。問題にならな
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いのであれば。

事務局 そこは難しいいところで、多分ケース・バイ・ケースなんじゃないか

なと思います。

○○委員 対象動物に対する注意として書かれているから、副作用が出たら投

薬をやめるべきなのか、何のためにこれが書かれているのか、受けとめ方とし

ては、こういうことが起こっても４週間は使い続けてもいいんですよという意

味なのか、書かれている意図がよくわからない。

○○委員 それと、４項目に分けなくても、一列に四つ並べても同じなんです

が、この表現どうですか。○○先生、何か。

○○委員 事務局に確認したいんですけれども、ここの症状は安全性試験では

なくて臨床試験のときに有害事象として認められたことが並べてあるというこ

とでよろしかったですか。

もう１点確認したいのは、投薬を中止しなければいけないような状況であっ

たのか、軽度であったから続けたか。私の記憶では、臨床試験での有害事象で

あって、いずれも軽微であったので、少し間隔をあけたかもしれないですけれ

ども、臨床試験は続けたと思うんですが、確認していただければ。

○○委員 概要の ページに書いてあるんですが、有害事象発現状況。これ230
を見ますと 、 でありますから、５％未満ということで、発生頻度という1.4 1.5
のは「まれに」とか 「時に」とか、または副詞が全然ないという３通りの解、

釈をしているわけですね。これについては 、 、 ということで、発症1.4 1.5 1.6
。 「 」 、頻度は５％未満ということなんですね ですから 時に という副詞を入れて

この程度の発生ですよ、この程度の発生ですから慎重に投与してくださいとい

うのが言外にあると思うんですね。ですから、これだけあったということで、

これは必要ではないかと思うんです。

、 、 。○○委員 つまり これは表現しておいて そういうことがあったという……

そのとおりの文章になっていますね。

○○委員 わずかですけれども出ますよ。心配ありませんよというのが含まれ

ているんじゃないかと思うんです。それは酌んでいただきたいということで、

だからどうだこうだということは要らないんじゃないかと思います。

○○委員 いかがですか。ただいまの御発言を含めて何か、的確な表現なり。

○○委員 副詞も何もついてないということになると、どのぐらい出るかわか

りませんということなんですね。副詞がついているんですから、このぐらいの

程度ですよということは理解していただけるんじゃないかと思うんですね。そ

れ以上のものをつけ加える必要はないんじゃないかと思います。

○○委員 ○○先生、どうですか。

○○委員 副作用を四つも行を分けて列記しているということは、時に嘔吐が
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現れることがあるということは、現れたら投薬をやめろという意味なのか、そ

の辺がはっきりしないので、今おっしゃられたように、本剤の投与により、時

、 、 、 、に嘔吐 軟便 食欲減退 元気減退が現れることがあるという軽い注意なのか

その辺が使用する側にとっては、あるいは観察を十分行い投与することとか、

書くのであればそういうことを書いておいていただいた方がいい。そういうふ

うに書かれているものも結構あるんですね。副作用が出たときは慎重に投与す

ることとか、そういう注意書きが書かれていますね。そういう意味の注意書き

なんですか、どうなんですかということを伺っている。

○○委員 状況としては、どういうメカニズムで起きているかがよくわかって

いないんですね。実際に臨床試験の場ではなぜそうなったのかがわからない。

有害事象としてはとらえられているけれども、因果関係がはっきりしたことで

はないということで、つまり、それによって何らかの現象が起きてほかの治療

を必要とすることがわかっているものであればそういうふうにすればいいんで

しょうけれども、因果関係もわからないし、どう対応すればいいかというのは

ケースによって随分違うので書けなかったんだと思うんですね。

先生がおっしゃるように、４行に分ける必要はないので、時に嘔吐、軟便、

食欲減退が現れる、減退が見られることがあるという注意書きで、そういうの

が起きた場合には獣医師が、薬によるものなのか、違うものによるものか判断

することになるんじゃないでしょうか。対処の仕方が書けないような状況だと

思うんです。

○○委員 そういう状況設定の中で、注意書きとしてこういうことを書くこと

が通例なんですか。

事務局 使用上の注意には、なるべく情報提供をしましょうという趣旨があり

ますので、今回臨床試験の中でこういった有害事象が見られたということで、

情報提供として使われる方に示すという形で副作用として書かれています。

○○委員 わかりました。

○○委員 それでは、四つに分ける必要があるかどうかというのが一つと、で

きればいろいろな例にあるように「注意して投与 、いわゆる「慎重投与」で」

はないと思うんですが、注意を要するという意味の表現をもう一言加えるとよ

ろしいんじゃないでしょうか。

事務局 そうですね。ちょっと投げやりな表現で、○○先生から御指摘があり

ましたように、４行に分ける必要はないと思いますので、これは１行に並列さ

せていただいて、文章の後に、こういったことが現れることがあるので、注意

して投与すること。

、 。○○委員 あるいは 投与中にきちっと観察をしろということだと思うんです

というのは、この中で一番問題になるのは、あえて言えば嘔吐だと思うんです
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ね。嘔吐は時に誤嚥につながって重大な事故につながるわけです。ですから、

注意しなさいということは表現した方がいいと思うんです。

事務局 わかりました。それはほかの製剤を見てみまして、適当な言葉をつけ

るようにいたします。

○○委員 そんなところでよろしいですか。

○○委員 結局、僕が使う側として非常に疑問に思ったのは、この四つの副作

用と称する臨床症状が現れても試験の結果からは何ら問題がないから、気にし

ないで治療薬として４週間の期間続けて、必要であれば投与しなさいという意

味の注意書きなのか、それがこの文章ではわからないという意味です。安全試

験を見ると何ら問題はないわけでしょう。だから副反応としてこういう症状が

現れても使用上問題はありませんよと書くべきなのか、どっちなんですか、こ

れではわかりませんと申し上げている。そういう意味です。

○○委員 今の最後の一言が非常に重要なんですよ。

○○委員 注意をしなきゃいけないのか、こんなことが現れても、因果関係も

はっきりしないし、試験期間でも問題はなかったし、動物には何ら影響もなか

った。こういうことがたまに起こることがあるよ。あまり気にせずにやりなさ

いということなのか。

、 、事務局 内容としては 恐らく気にしなくてもいいということだと思いますが

因果関係がわからなくて、もしかしたら重大なことになることもあるかもしれ

ませんので、あくまでも限られた範囲でしか臨床試験はやっていませんので、

どうぞ気にしないでお使いくださいということはなかなか言いづらいかと思い

ます。

○○委員 やはり注意して投与ということだと思いますが。

事務局 そうですね。大事に至ってはいけないということがあるかと思います

ので、実際にこういう事例が起きたという現象を重く見て、注意して投与しな

さいという形になるかと思います。

○○委員 注意する場合も、最初からそういうことが起きると想定して注意す

るということと、起きた場合に、起きた症例については注意することでは随分

違うと思うんですね。この製剤の場合には最初から注意する必要はあまりなく

て、非常に頻度が低いし、軽症ですから、こういった症状が現れた場合には投

与に関して注意をすること、または注意して投与すること。言い方が難しいん

、 、ですけれども 獣医師として対応するようにさせるべきなんでしょうけれども

言い方を調べていただいて、症状が起きた場合に注意をしなければいけないと

いうことをきちっと伝えられるような文章を考えるというのはいかがでしょ

う。

事務局 そうですね。最初から注意して使うような危ない薬ではないと思いま
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すので、投与して、その際に嘔吐が見られたり、そういう話があったら何かケ

アをしなさいという意味合いでの注意しなさいという表現にした方がよろしい

かと思います。

、 、○○委員 先ほど私が申し上げたように これは要指示薬ということですから

あくまでもこの注意は獣医師がやるべきものですね。飼い主の宿題にする問題

ではないと思うんです。そういう意味では、一般的な表現ではありながらも、

獣医師がこういうところに注意しなければならんのだという意味合いにとれれ

ばいいんじゃないかと思いますが。何度も言いますが、獣医師に責任を持たせ

る。大事なことではないかと思うんです。

○○委員 細かいことで、関連で参考のためにお聞きしたいんですけど 「ま、

れに」とか「時に」とかいう表現の問題なんですけど、ここでは、私の印象で

は「まれに」なんですけど 「時に」と書いてあるんですが 「時に」と言うと、 、

一般的な印象としては ％という感じではなくて、もっと頻繁に出るような1.5
イメージがあるんですけど、そういう用語の使い分けがあるんですか。

○○委員 一応ありまして 「まれに」というのは ％未満とか、それに沿、 0.5
って表現しているようですね。それが一般的かどうかについては何とも言えな

いと思うんですけれども、そういった基準に則って書いているようですね。

事務局 今の「まれに」とか「時に」という表現ですが、私どもの薬事室長通

知の「動物用医薬品関係事務取扱いについて」という中で一応整理させていた

だいておりまして ％未満の場合は まれに ～５％未満の場合は 時、 「 」、 「0.1 0.1
に 、それ以上の場合には副詞はつけないというふうに整理をさせていただい」

ております。それによると、これは「時に」という形になります。

○○委員 獣医師の国語力の問題になりそうですが、よろしいですか。

○○委員 申請書の ページに「反すう動物由来物質に関する資料」がある35
んですけど、申請がちょっと古くて、アメリカでＢＳＥが出る前の申請だった

ので、適宜直していただくということをお願いします。

○○委員 これはよろしいですか。

事務局 はい。アメリカが発生国になりましたので、発生牛群とは関係ないと

いう証明がなければアメリカ産の牛血清は使えませんので、取るようにいたし

ます。

○○委員 ほかによろしゅうございますか。

○○委員 審議経過表の４ページ目、使用上の注意で、言葉の問題だけなんで

すけれども 〔一般的注意〕の３番で「本剤はアトピー性皮膚炎と診断された、

犬にのみ用い、食物アレルギー他のアレルギー疾患には適用しないこと」と。

「食物アレルギー他の」という日本語はちょっと変だなと思って。

事務局 「食物アレルギーや、その他の」ということですね。
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○○委員 はい。それで結構です。

○○委員 それでは、内容的には問題ないということで、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承認を可とし、薬事分

科会に報告させていただきます。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医

薬品ということで６年間とし、劇薬に指定することと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

〔動物用一般医薬品調査会関係〕

【新動物用配合剤 （輸入承認）】

⑤フォートレオン バイエル株式会社

○○委員 では、続きまして同じく一般医薬品調査会の関係で、⑤フォートレ

オンの輸入承認の可否について。これも○○先生から説明をお願いします。

○○委員 フォートレオンは、バイエル株式会社から承認申請されたイミダク

ロプリドとペルメトリンを有効成分とする犬用の皮膚滴下剤であります。平成

年４月 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16 15
し、動物用医薬品等部会に上程して差し支えないということになりました。詳

細については事務局から説明をお願いします。

事務局 事前に配付させていただきました資料番号赤の５番を御用意くださ

い。

本剤はバイエル株式会社から輸入承認申請されましたフォートレオンでござ

います。本剤はイミダクロプリドとペルメトリンを主剤とする犬用のスポット

オン製剤で、効能・効果は、犬のノミ及びマダニの駆除でございます。イミダ

クロプリドもペルメトリンも、それぞれ成分としては既に動物用医薬品として

承認されているものでございますが、これらを配合したものはございませんの

で、新動物用配合剤ということで御審議をいただきたいと存じます。したがい

まして、配合剤とした場合のデータを中心に御説明させていただきます。

それでは概要を用いまして説明いたします 「概要」と書いてありますタッ。

グをお開きください。フォートレオンは、クロロニコチル系殺虫剤のイミダク

ロプリドと、ピレスロイド系殺虫剤のペルメトリンを配合したスポットオン製

剤でございますが、当初は犬に寄生するノミの駆除、それからマダニの駆除／

忌避、さらに蚊の成虫の駆除／吸血防止といった効能・効果を目的として開発

されたものでございますが、一般の動物病院に来院する犬にマダニに対する忌
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避効果、または蚊の吸血防止といったものを試験するというのは事実上不可能

で、確認できなかったことから、ノミの駆除とマダニの駆除を効能・効果とす

るという形になりました。

本剤は、まずアメリカにおいて承認を取りまして、それを皮切りにヨーロッ

2002パ各国で順次承認がとられているものでございます 日本におきましては。

年から本剤の開発が進みまして、ノミとマダニを同時に駆除するという有効性

を有する製剤であることから、その有用性は高いと判断されて開発が進んで申

請されたものでございます。

７ページの下にノミとマダニの混合寄生に対する総合防除の必要性を述べて

おりますが、実際に日本で実施された臨床試験におきまして、犬 頭のうち169
頭、 ％にノミとマダニの混合寄生が認められております。また、屋外65 38.5

で飼育されている犬 頭中 頭、 ％に、室内でも 頭中５頭、 ％に80 59 73.7 30 16
同時寄生が認められています。飼育環境を問わず混合寄生がなされていること

から、これらを同時に駆除する薬剤の必要性が考えられるということでござい

ます。

続きまして、先ほど言いましたように成分の基礎試験は省略させていただき

、 。 、まして ページの急性毒性に関する試験をお開きください 合剤ですので95
配合することによる相乗毒性の可能性ということですが、まずイミダクロプリ

ドは昆虫の神経レセプターのみに選択的なアゴニストであり、ペルメトリンは

昆虫及び脊椎動物の両方のナトリウムチャンネルに無差別に作用するというも

のでございます。したがいまして明らかに異なる標的を有しているということ

で、基本的には相乗効果は生じないと考えられます。

具体的に ページから製剤を用いた毒性試験を実施しておりますが、ラッ99
トを用いた経口投与及び経皮投与によって急性毒性試験を実施しております。

50100 101ページと ページの表にその結果を示してありますが、いずれもＬＤ

は 以上ということで、毒性はないというものでございます。2,000mg/kg
続きまして ページでございます。 ページからは吸入毒性等の特殊毒102 102

性に関する資料でございます。まず吸入毒性試験ですが、ＯＥＣＤのガイドラ

インに基づき試験を実施いたしましたところ、次のページの表Ⅵ－ に示しま1.
すように、ＬＤ は ということでございます。50 3,565mg/m ３

続きまして、 ページの下の眼刺激性試験でございますが、これもＯＥＣ103
Ｄのガイドラインに基づいて実施されたものでございます。 ページの表Ⅵ104
－ に示しますように、一旦すべてのウサギに陽性反応が認められております2.
が、投与後 日までには完全に回復したという結果でございます。14
次に ページの真ん中、皮膚刺激性試験につきましては、表Ⅵ－ に示し104 3.

ますように、ウサギ３羽を使っているわけですが、本剤を曝露させまして、そ
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のうち２羽に１時間後に紅斑が認められておりますが、その刺激はすぐに治ま

って、 時間以内には回復したというものでございます。24
ページは皮膚感作性試験でございますが、これもＯＥＣＤのガイドライ105

ンに基づいてモルモットを用いて試験をしておりますが、３回感作した後の皮

膚反応というものは、試験群 匹のうち１匹のモルモットに変化が認められ20
ましたが、反対側の惹起側の薬を投与した側につきましてはすべてのモルモッ

トで変化は認められなかったということでございます。

続きまして ページをお願いいたします。対象動物を用いた安全性試験で109
ございます。まず成犬における安全性試験ということで、○○とアメリカバイ

エル社で行われた試験が載っております。 ページの表Ⅶ－１－ にそれが111 2.
まとめられてございますが、まず○○の試験は、ビーグルを用い本剤の常用量

とその３倍量、それから無投与群の３群用意いたしまして、３日間連続経皮投

与いたしました。その結果、本剤の投与に起因する異常というものは認められ

ておりません。また、アメリカバイエル社のビーグル犬を用いた試験におきま

しても、常用量の５倍量を投与した群で、週に１回４週間経皮投与を行ってお

りますが、同様に本剤の投与に起因する異常は認められておりません。

それから、幼犬を用いた安全性試験も実施しております。 ページの表Ⅶ112
、 、－１－ に示しますように アメリカバイエル社で行った試験でございますが3.

７週齢のビーグルを用い、常用量の５倍量を週に１回４週間経皮投与しており

ますが、異常は認められておりません。

さらに妊娠期及び授乳期の母犬と子犬の安全性も見ております。これはドイ

ツのバイエル社で行った試験でございますが、 ページの表Ⅶ－１－ でご113 4.
ざいますが、常用最高量とその３倍量を妊娠期に３回、授乳期に３回投与して

、 、 、おりますが 交配した雌犬はすべてきちんと出産いたしまして いずれの母犬

子犬にも異常は認められなかったという結果になっております。

続きまして ページをお願いいたします。用量確認の根拠となる試験資料121
ということで、まずノミに対する有効性。犬 頭にネコノミの成虫約 匹20 100
を人工感染させ、本剤のノミに対する駆虫効果を見ております。次のページの

表Ⅷ－２－ に示しますように、投与後１日目の有効率が ％、投与後８2. 99.4
日から 日まで ％から ％と、４週間その効果が持続しております。29 99.9 95.8
また、ノミ幼虫に対する脱皮阻害効果につきましても、表Ⅷ－２－ に示しま3.

、 。すように 投与後 日まで ％から ％の有効率が認められております24 85.1 99.2
次に ページのマダニに対する有効性。これも犬 頭を用い、２種類の122 20

マダニ約 匹を人工感染させ、マダニの駆除効果を調べております。その結100
果を表Ⅷ－２－ に示しておりますが、２種類のマダニに対して、 ％から5. 74

％、もう一つは ％から ％の効果が得られております。97.6 67 100
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最後に臨床試験でございますが、 ページになります。臨床試験につきま133
しては、犬 頭を用い、フィプロニルという製剤を対照薬に用い、それぞれ169
の駆除率を比較検討しております。

試験方法としては、治験薬と対照薬を単回投与し、 ページに示しますよ135
うに、まずノミ及びマダニの寄生状況を観察してそれをスコア化し、有効性を

評価しています。有効性の評価につきましては、駆除率を ページの下の式135
に当てはめて算出し評価しております。

また、安全性の評価につきましては、 ページに示しますように、試験の136
実施担当者が表ⅩⅡ－ 、ⅩⅡ－ に示すような基準に基づいて判定しており2. 3.
ます。その結果につきましては、まずノミに対する有効性は、 ページの表137

、に示しますように京都動物検査センターで行われた試験では被験薬は犬 頭35
対照薬は犬 頭を使って評価しておりますが、被験薬と対照薬との間に統計21
的な有意差は認められておりません。同じように効いたということでございま

す。 ページは○○で同じようにやられた試験でございます。 頭の犬に被138 37
験薬を、 頭の犬に対照薬を投与していますが、同様に同じように効いたと17
いう結果でございます。

マダニに対する有効性も同様に調べられております。その結果が ページ140
と ページに示されております。いずれにおきましても同様に効果が認めら141
れているという形になっております。

また、安全性につきましては、今回供試された犬 頭のいずれに対しても169
有害事象というものは認められませんでした。投与部位の局所反応も認められ

なかったという形になっております。

表紙に戻っていただいて、審議経過票をごらんください。本剤は４月 日15
の一般医薬品調査会で御審議していただき、別紙１に示しますように、本調査

会での承認の可否に関する事前の調査審議を終了し、新動物用配合剤として本

部会に上程して差し支えない。なお、再審査期間は６年とするということにな

りました。また、本剤の毒劇薬の指定につきましては、本剤はイミダクロプリ

ドとペルメトリンを主剤とする合剤でございますが、イミダクロプリドにつき

ましては成分としては劇薬に指定されていますが、 ％以下の外用剤は除外10
されています。本剤はイミダクロプリドを１ 中 、つまり ％含有ml 100mg 10
していますので、イミダクロプリドについては劇薬から除外されると考えてい

ます。また、ペルメトリンにつきましては既に動物薬として、衛生害虫の駆除

剤の「ヤシマフタスミン」とか、牛の外部寄生虫剤「ヤシマペルタッグ」とい

ったもので承認をされていますが、いずれにおきましても毒劇薬には指定され

ておりません。今回提出された急性毒性試験からも、ラットの経口投与試験で

はＬＤ は ということで、また、犬を用いた安全性試験でも重篤な50 547mg/kg
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副作用等は見られておりませんので、ペルメトリンにつきましても毒劇薬には

該当しないと考えております。したがいまして、本剤につきましては毒劇薬に

は指定しないということを御提案させていただきます。御審議のほどをよろし

くお願いいたします。

○○委員 ありがとうございました。

ただいまの説明につきまして御質問あるいは御意見をいただきたいと思いま

す。

御発言ございませんか。

では私から、最初から３枚目の使用上の注意のところですね。先ほどもあり

ました表現上の問題なんですが、まず、中段より下 〔取扱い上の注意〕のと、

ころで容器の処分ですね 「適切に処分」というのが、わかっているようで、。

抽象的な表現なもんですから。

これは要指示薬ではありませんね。この薬物は一般家庭の居間の中まで、文

字どおり浸透していく可能性のある薬物で、広い意味で飼い主の方の関心が高

いところですね。ですから「適切に処分」ではひょっとすると理解できない。

この入れ物は使用後は獣医さんに返すのか、もう少し具体的な表現が必要では

ないかと思うんですが。

これは、以前にこの手の表現で大変な誤解を招くというような前例がありま

すので、ちょっと御検討いただけないでしょうか。

何か適切な方法はないですか、○○先生。医療廃棄物というほどではないん

だよね。

○○委員 ではないですね。前にもそれは議論になったことがあって、いい結

論が得られなかったように思うんですよ。

事務局 ○○委員がおっしゃられたように、一般の家庭にまで行き渡る形にな

ると想定されますので、一般の方に医療用廃棄物として廃棄というのは難しい

かなと思います。どう適切にということになるとなかなか難しいんですけれど

も。

○○委員 ○○先生に振りたいんですが、この手の薬剤は、必ずしも獣医師が

滴下するとは限りませんね。

○○委員 ほとんどは指示をして、場合によっては使い方を１回目に教えて、

大体こういうものは３本セットになって、３カ月分ごとに売られるんですね。

ですからそのまま飼い主に手渡し、以後は御自分で添加してもらうわけですか

ら、処分は家庭内で行われますね。

○○委員 その場合の「適切な処分」というのは。

○○委員 使用済みのものはごみ箱に捨てなさいと私は指示しますけれども、

添付文書が製品とともに行って、ユーザーがお読みになるわけですから 「適、
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」 、 。切に と書いてあれば適切に処分すると私は思っているんですが 具体的には

私は、使った後は必ずごみ箱に処分してくださいと言いますけどね。その辺

、 。に置いておかないでくださいという意味で すぐ処分してくださいといいます

具体的には、使用済みの空容器等は直ちに処分すること。すぐしなさい。その

辺にほっぽらかさない。

○○委員 これは法に触れますか。私がこれから言いたそうなことは。

事務局 いや、大丈夫だと思います。

○○委員 では堂々といいます。

薬事の分科会、厚生労働省で以前にこの手の表現がありまして、適切な処分

とは何事だという強い御指摘がありました。そのときに私は、とっさに、本来

これは獣医師が処置する薬物だ。ですから空容器は病院内で医療用の廃棄物と

して処分されるから何の心配も要りませんと言って納得していただいたんです

が、厳密にはそれは言い過ぎなんですね。できれば、そういう御懸念が生ずる

可能性があるのであれば、空容器は後日病院で回収してくれると都合がいいん

ですね。最も適切な処分になると思います。

最近の御時勢は、先ほどもありましたように、どう転がっても読み間違いの

ない表現が要求されているようでして。

○○委員 これは先ほどおっしゃっていたように要指示薬ではないわけです。

ですから、基本的には獣医師が回収するのは難しいですね。それだけユーザー

に負担をかけるわけです。どこにそういう注意書きが書いてあるのかとクレー

ムがつかないとも言えない。獣医師が回収するということは、それなりの回収

しなければならない理由がないとだめですね。要指示薬だから我々が回収しな

ければいけないというなら話は別ですけど。

僕は 「適切に処分すること」という表現があいまいであるなら、使用済み、

の容器等は安全に直ちに処分することと加えておけば。

○○委員 あるいは、小さな入れ物ですから、例えば可燃ごみの中に入れてし

まっていいのかと思うんですが 「可燃ごみ」なんて入れてしまうとかえって、

問題かしら。プラスチック容器でしょう。

余り時間をとるのはどうかと思いますが、意外とこういうところが、１段上

がりますと話題になりますので、先生方のお知恵をぜひいただきたいと思うん

です。

○○委員 これはいわゆる動物用医薬品とは違って、殺虫剤とか、そういうも

のと共通性が高い薬剤ですね。ああいうものについてはどういうことになって

いるんですかね。

○○委員 例えばゴキブリかなんかのやつですね。使い終わったものはどうや

って処理するのか。あれに準ずればいいんだと思うんですけどね。
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いずれにしましても、この表現は適切だと思うんです。ですから表現は変え

、 、 、 、ないで もう一歩踏み込むべきなのか これで十分だということか それとも

先ほど○○先生からお話があったように速やかに、そこら辺に置きっぱなしに

しないで速やかに処分ということでしょうかね。

○○委員 一番危険なのは乳幼児が口に入れるということですね。あと、動物

。 、 、がくわえて飲み込む これが結構多いんで そういうことに対する注意として

薬剤に対する注意じゃなく、異物としての注意として、直ちに処分してくださ

いと申し上げるんですが、これは取扱い上の注意ですから、それにふさわしい

言葉を考えておかないと、同じ事例が今後も出てきて、同じことを繰り返すこ

とになりかねないので、このままの文言で今後もいくのか、そうでないのか、

いかないのであればどういう文言にするか決めた方がいいんじゃないでしょう

かね。

事務局 今のような御趣旨を反映するとすれば、使用済みの空容器等は……。

○○委員 ２点あると思います。放置するなということと、できるだけ安全に

処分ということだと思うんです。使い終わったらすぐに、犬も赤ん坊も離す。

当たり前のことですね。

事務局 空容器等は放置せずに、速やかに処分すること。

○○委員 とりあえずそういう表現でどうでしょうか。

事務局 そうすれば赤ちゃんが食べてしまうような話はないでしょうし、犬が

くわえていくこともないでしょうし、使ったらすぐごみ箱に捨てなさいよとい

うふうに理解していただけるかと思いますが。

○○委員 そんなところでよろしいでしょうか。

ちょっと脱線話になったようですが、本質論としてこの薬剤そのものは問題

ないと思いますけれども、いかがでしょうか。御発言ございますか。

特にないようです。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。本剤につきましては承認を可とし、薬事分

科会に報告させていただきます。なお、再審査期間は新動物用配合剤というこ

とで６年とし、毒劇薬には指定しないこと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

〔動物用抗菌性物質製剤調査会関係〕

○○委員 では、次に( ) の動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改2
正ということで、○○先生から御説明をお願いいたします。

○○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について。今回
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の動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正は、平成 年５月 日16 19
の動物用医薬品残留問題調査会で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されたものです。

セフチオフルナトリウムを有効成分とする注射剤についての使用禁止期間の

見直しと、フェバンテルを有効成分とする強制経口投与剤の使用基準を新たに

設定するものの２点です。

今回の改正の経緯ですが、セフチオフルナトリウムについて、本製剤の承認

後に食品衛生法に基づく残留基準値が設定されたことから、搾乳牛に対する使

。 、 、用禁止期間を短縮しようとするものです また フェバンテルにつきましては

フグ目魚類用のフェバンテルを有効成分とする寄生虫駆除剤の承認申請に伴

い、食品健康影響評価の結果に基づき、陸生哺乳動物に対しても残留基準値が

設定されることとなったため、フェバンテルを有効成分とする馬用の強制経口

投与剤について新たに使用基準を設定することとしたものです。

この詳細につきましては事務局より説明をお願いします。

事務局 それでは、事前にお配りしております資料の赤のＮ ６で御説明をさo.
せていただきたいと存じます。座長から御説明がありましたように、動物用医

薬品の使用の規制に関する省令の中で抗生物質等の使用基準を定めているわけ

でございますが、改正が２点ございます。

まず１点目でございますが、セフチオフルナトリウムを有効成分とする注射

剤の使用禁止期間の短縮でございます。セフチオフルナトリウムの製剤につい

てでございますが、お手元の資料の ページをお開きいただければと存じま10
す。エクセネル注という商品名で承認されたものがございます。医薬品の休薬

期間は、イコール使用基準に定められております使用禁止期間ということでご

ざいますので、メーカーからデータをもとに提出されましたのは、使用基準の

日数を変えてほしいという要望書になっております。

１枚めくっていただきまして ページでございます。経緯、内容がござい11
ますが、セフチオフルナトリウムを主成分とする注射剤でございますが、平成

８年に承認されております。牛、豚の肺炎の治療薬ということで承認されてい

るわけでございますが、翌年の平成９年には搾乳牛についても対象動物が拡大

されまして、その時点で牛乳の出荷制限期間も設定されております。基本的に

抗生物質、合成抗菌剤等につきましては食品衛生法で検出されてはならないと

いう規制がかかっているわけでございますので、これに基づき検出限界で検出

されないことが確保できる使用禁止期間を設定しているわけでございます。

ただ、食品衛生法の規定では原則として抗生物質、合成抗菌剤は検出されて

はならないわけでございますが、別途、規格・基準等で残留基準が定められた

ものについては、この値を超えて検出されてはならないという規定になってお
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13 14ります セフチオフルナトリウムにつきましては平成 年に告示があって。 、

年の４月から食品中の残留基準値が設定されておりまして、牛乳中につきまし

ては の残留基準値が設定されたわけでございます。本剤が搾乳牛へ適0.1 ppm
用拡大になって承認された時点では不検出という基準に基づいて休薬期間が設

定されておりますが、現時点では残留基準値がございますので、乳汁につきま

しては を超えなければ残留が認められることになっております。した0.1 ppm
がいまして、新たに という食品中の残留基準値に適合する形での搾乳0.1 ppm
牛の休薬期間の見直しを要望されたものでございます。

同じページの下でございます。諸外国においてエクセネル注は乳牛に使用さ

れておりまして、休薬期間が各国で定められているわけでございますが、一番

最後に日本がございますが、現行は 時間でございます。オランダとかドイ36
ツ、デンマークでは１日という休薬期間がございますが、そのほかは休薬期間

なしという設定になっております。

１枚めくっていただきまして ページでございます。基本的に平成９年に12
承認されたときの試験のデータ等を再整理したものが国内での試験でございま

すが、最高適用量、２倍量で最長期間投与いたしまして乳汁中の残留を確認し

ているわけでございますが、 時間以降はいずれも検出限界未満ということ24
で、残留基準値であります を下回っているという形でございます。0.1 ppm
それから、国外で新たに試験を設計いたしまして、時間差を置いたような搾

乳の体系のもので乳汁中への残留を検証して統計学的に処理をいたしました結

果、休薬期間、残留基準値を下回る時点としては 時間というような試験結19
果になっております。ただ、我が国での搾乳は 時間間隔での１日２回とい12
うことが一般的でございますので、搾乳牛に対する休薬期間につきましては基

本的に の倍数で設定をさせていただいております。そういった点も考慮い12
たしまして、今回 時間であったものを 時間にするという改正案でござい36 24
ます。

具体的な改正案は、この資料の２ページに記載をしてあるわけでございます

が、セフチオフルナトリウムを有効成分とする注射剤ということで省令に項目

がございます。その中で、牛につきましては現在「食用に供するために搾乳す

る前 時間」となっている使用禁止期間を「 時間」に短縮するという内容36 24
でございます。

それから、フェバンテルも続けて説明させていただきたいと存じます。資料

。 、の３ページでございます フェバンテルを有効成分とする製剤でございますが

今回設定する経緯となりましたのは、昨年の本部会で、フグ目用にフェバンテ

ルを有効成分とする寄生虫駆除剤の申請がございまして、これについて承認を

可とするという御審議をいただきました。その結果、食用動物用の動物用医薬
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品でございますので、食品安全委員会の方に食品健康影響評価を求めますとと

もに、食品衛生を所管しております厚生労働大臣に残留性について、承認の可

否と使用基準の設定について意見を聞くという手続をしたわけでございます

が、フェバンテルについてはコーデックスでも残留基準値の設定がございます

関係から、それらを考慮いたしまして、食品健康影響評価の結果、申請があり

ましたフグ目の魚だけでなく、陸棲の動物についても残留基準値を設定すると

いう方向で、厚生労働省の方で現在審議が進んでおります。

その概要でございますが、この資料の ページに残留基準値案ということ16
で、４月 日の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の農薬・動物用医薬品13
等部会にかかりました資料から持ってきたものでございます。一番下に、フグ

目魚類につきましては食品健康影響評価の結果、ＡＤＩの設定も踏まえまして

という基準値案が設定されますが、それと同時に、陸棲の哺乳動物と0.05ppm
か鳥類、家禽等につきましても基準値案が設定されております。筋肉、脂肪、

腎臓等については 、肝臓については 、その他の内蔵等につい0.1 ppm 0.5 ppm
ては３ と設定されております。ppm
基本的に、現在、動物用医薬品の安全性の確保の観点から、使用基準の設定

につきましては食品衛生法で新しく残留基準値が設定されれば、それに合わせ

て見直しをする、あるいは設定していくという方針で対応させていただいてお

ります。その関係で、２ページほど戻っていただいて ページをごらんいた14
だければと思います。フェバンテルについてはプロドラッグでございまして、

フェバンテルとして投与されますと体内でフェンベンダゾールに代謝され、フ

ェンベンダゾール、オクスフェンダゾールということで、この辺が薬効成分で

ございますが、最終的には酸化されましてオクスフェンダゾールスルホンとい

う形になるということでございますが、現在、フェバンテルの製剤としては既

に馬用の強制経口投与剤の承認がございますが、これについては使用基準が設

定されておりません。それから、フェンベンダゾールの製剤というのが別途ご

ざいまして、これは豚用の飼料添加剤でございますが、これにつきましては既

に使用基準が設定されております。

、 、 、したがいまして 今回新たにフェバンテル 厳密に残留基準値で申しますと

これらを全部ひっくるめまして最終的な代謝産物のオクスフェンダゾールスル

ホンに換算して設定をされているわけでございますが、それについて新たに食

品中の残留基準値が設定されるということでございますので、現在有ります豚

用のフェンダゾール製剤について、新たな残留基準値に対応できるかどうかと

いうことの検証と、馬用のフェバンテルの製剤につきましては新たに使用基準

を設定するという対応をさせていただきたいということが今回の御提案でござ

います。
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、 、 、それで ３ページに戻っていただきますと まず豚用の製剤でございますが

これは既に３品目ありまして７日間の使用禁止期間が設定されておりますが、

これにつきましては、承認時のデータ等を検証いたしましたところ新たに設定

されます残留基準値を十分クリアできるということでございます。残留試験の

結果を見ますと２日から３日で残留基準値をクリアできることが確認できてお

りますので、現行の使用基準はそのままということですので、今回の改正案に

は載せてございません。現行の使用基準をそのまま使わせていただくという内

容でございます。

６ページを見ていただければと思いますが、( ) フェバンテルを有効成分と2
する馬用の強制経口投与剤、これはペースト状の製剤で、馬の舌、口の中に投

与する形のものでございますが、これにつきましては、現行ですと１日用量で

体重１ 当たり６ を強制経口投与するということで、 日間の休薬期間kg mg 10
がついた形で承認されておりますが、省令に基づく使用基準には設定がござい

ません。したがいまして、現行の用法・用量につきまして残留試験の承認時の

データ等を検証させていただきましたところ、８ページでございますが、通常

用量の約８倍用量のものも使っておりますが、現行の休薬期間で残留基準値を

クリアできるという結果がございます。この結果を踏まえまして、現行の用法

・用量、休薬期間で新たに設定を予定されております残留基準値がクリアでき

るということでございますので、これを使用基準として設定させていただきた

いということで、９ページに案として掲載させていただいております。

右が現行で、左が改正案でございます。現行の一番下にフェンベンダゾール

を有効成分とする飼料添加剤ということで（略 （略）となっておりますが、）

これが豚の先ほどのフェンベンダゾールの製剤でございますが、これの上の欄

にフェバンテルを有効成分とする強制経口投与剤、馬ということで、現在承認

されている用法・用量に、承認されている休薬期間を加え、使用禁止期間とい

うことで使用基準を設定させていただければと考えております。

現行はまさに今の段階のものでございますので、今承認手続中のフグのフェ

、 、 、バンテル製剤も 別の欄でございますが 入ってくるという形でございますが

こういう形で使用基準を設定させていただきたいということでございます。

以上でございます。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質問、御意見等ございましょうか。

○○委員 ちょっとお伺いしたいんですが、豚の使用期間、残留値から考えて

３日でも大丈夫という話をされていましたね。それは製造者から申請があった

ら考慮するということですか。

事務局 はい。申請者から残留試験のデータ等を添えて申請があって、新しく

設定されますフェバンテル、フェンベンダゾールの残留基準値をクリアできる
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というデータが示されれば、それに合わせて短縮ということを御審議させてい

ただければと思いますが、今まで私どもがさせていただいている手続としまし

ては、新しく残留基準値が設定をされたら、今定めている使用基準がそれをク

リアできるかどうかをまず検証して、クリアできればそのまま使わせていただ

くという形にさせていただいております。御指摘いただきましたように、申請

者から短縮の要請があれば、最初の議題のエクセネルのような形で、データが

あれば当然短縮をさせていただきたいと考えております。

○○委員 ほかにいかがでしょうか。

。 。特に御発言はないようです 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。

そうしましたら、本案につきましては原案のとおり薬事分科会に報告をさせ

ていただきますとともに、厚生労働大臣に意見を聞くという手続を経まして、

所要の省令改正手続、パブリックコメント等を経て省令の改正ということで対

応させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました。

［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）】

①“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 では１番に戻ります。動物用生物学的製剤調査会関係でございます

が、①の“京都微研 キャトルウィン－６の製造承認の可否について。○○先
”

生から御説明をお願いします。

○○委員 “京都微研 キャトルウィン－６につきましては、前回及び前前回
”

の部会で審議されたところであります。安全性試験における子牛の死亡例につ

いて検討するということで継続審議になった課題ですけれども、詳細について

は事務局から説明してください。

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。

本日再々審議になります“京都微研 キャトルウィン－６につきましては、
”

安全試験で死亡した子牛に関する考察をまとめ直すこと、それから紫外線照射

装置の概要について説明すること、これらの点に関して指摘を受けました。今

回、具体的な指摘事項に対する回答が得られましたので御説明させていただき
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ます。

審議経過票の次にあります「別紙４」というタッグをお開きください。１ペ

ージ目ですが、安全性試験における子牛の死亡例についてということで、まず

①の指摘ですが、現在示されている考察では死亡原因がワクチン接種と無関係

であるとは言い切れない。剖検所見及び病理組織学的所見に基づき、発症から

死亡への経過について、より詳細に考察すること。また、腹膜炎を裏づけるよ

うな病理組織学的所見の有無等、保存されている標本等を再度整理し、科学的

知見に基づきワクチンとの関係の有無について考察を行うことということでご

ざいます。

まず、６ページの表１に死亡牛の臨床症状の経過を示しております。死亡２

日前から元気消失、食欲低下、横臥、呼吸速迫、乏尿及び腹囲膨大を呈してお

りました。

次に、 ページの表６に死亡後の剖検所見が記載してありますが、まず腎11
臓には、両側に実質内に化膿性炎症巣が認められ、 ページに病理組織学的22
所見の写真が載っていますが、病巣内の尿細管上皮細胞が壊死し、腔内には細

菌塊、これは ページの写真３になりますが、ちょっとわかりづらいので、23
当日配付のＮ ２がそれの強拡大になっております。矢印で示したところが細o.

。 。 、菌塊でございます こういった像が認められたということでございます また

腎臓の被膜にも炎症が認められたということでございます。それが写真の４、

５でございます。それから、これらの写真の中では好中球の浸潤が主体として

認められており、いわゆる急性の像を呈していたということでございます。ま

た、膀胱におきましては写真の９と に示しますように化膿性の膀胱炎の所10
見が認められております。

一方、それ以外の臓器、肺、心臓、肝臓、脾臓、甲状腺、副腎及び大脳、こ

れらにつきましては病理組織学的所見で著変はありませんでした。これらが病

理としての所見でございます。

本例につきましては腎臓における化膿性病変が原因だと結論づけたんですけ

れども、その発現メカニズムを次のように考察してあります。まず、それ以外

の他の臓器におきましては感染病巣が認められておらず、また血行性の細菌感

染といったものも認められていません。しかし膀胱には化膿性の膀胱炎、それ

から腎臓においては好中球の浸潤、それから尿細管における菌塊、こういった

ものが確認されております。したがいまして、本例は尿の停滞により膀胱の感

染病巣から病原菌が上向性に腎臓に達し、両側腎の化膿性病変を起こし、さら

にその菌が腹膜に達して腹膜炎を併発したものと考察されております。また、

臨床症状におきましても乏尿、剖検所見においても膀胱の尿の貯留など尿閉を

示唆する所見から、急性の尿毒症が起こったものと推定されるということでご
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ざいます。

したがいまして、本死亡の原因はワクチンとは直接関係なく、あくまでも偶

発的な細菌感染による死亡と判断されるという結論になっております。

続きまして、２ページの真ん中、②の指摘になります。ＩＢＲウイルス、Ｂ

ＶＤウイルス、パラインフルエンザウイルス３型、アデノウイルス及びＲＳウ

イルスが子牛に感染した場合に観察される病理組織学的変化と比較し、ウイル

ス株が原因でないことを示すことというものでございますが、この製剤は、Ｂ

ＶＤは不活化されているわけですが、それ以外の４つの生ウイルスにつきまし

ては既承認製剤として承認されて販売されているもので、その安全性は確認さ

れているものでございます。成書によりますと、これらのウイルスはいずれも

牛の呼吸器病の病原体でございまして、病理的には封入体の形成を特徴として

おります。また、ＩＢＲは生殖器の感染とか流産、アデノについてはカタル性

の出血性腸炎を起こすとなっておりまして、こういった変化は野外強毒株によ

、 、って見られるものであり 弱毒株がこういった病変を起こすことは考えがたく

実際、本死亡例におきましても膀胱や腎臓の化膿性炎症が認められたもので、

封入体も見られていませんし、生殖器の感染、カタル性の腸炎といったものも

認められておりません。こういったことから、本死亡例の原因として生ウイル

スが原因だったのではないかということは否定されるというものでございま

す。

続きまして３ページの③の指摘になります。正常であった他の子牛２頭の血

液学検査所見、血液生化学検査所見と比較する等、死亡例のワクチン接種後１

、 。 、 、週間までの所見については 特に異常がないことを示すこと なお 死亡例は

（ 、 ） 、多核球 好中球 好酸球及び好塩基球 とリンパ球の比率の逆転が見られるが

それについて考察（ウイルス感染の可能性等について）を行うことということ

で、表７－１から７－４、表８－１から８－５、 ページから ページにな12 20
りますが、ここに個体別の血液学及び血液生化学検査の所見を示しています。

死亡例を含む全供試動物の赤血球数、血色素といったものは、おおむね所内

基準値範囲でした。所内基準値につきましては後ほど御説明させていただきま

す。死亡例の白血球数につきましては、感染を疑わせる所見は見られませんで

した。また、白血球の百分率を表７－３と表７－４に示しますが、死亡例では

注射後７日目に好中球の減少、リンパ球の増加が認められ、好中球とリンパ球

の比率が逆転しております。しかしそれぞれの絶対値を見ますと、第１回の注

射の前の日、注射後の１日目の好中球がやや高めであった、それから７日目が

やや低めであったことから、結果として逆転したように見えたということでご

ざいます。これらいずれの値も所内基準値の範囲内であり、ウイルス感染等に

。 、 、見られる変動ではないと結論されています また 無投与の対照群の３頭とか



- 32 -

倍投与量の３頭におきましてもこういった逆転が認められていますが、い10
ずれも所内基準値の範囲だったということでございます。

また、血液生化学検査所見は、表８－１から８－４に示しますように死亡例

のＬＤＨ及びグロブリン値が対照群に比べてやや高値でありましたが、いずれ

も所内基準値の範囲でした。

次に４ページの④の指摘でございます。別添３の表４及び表５の正常値範囲

を基準値範囲とし、子牛のものか成牛のものかを含め、その出典等を示すこと

ということでございます。

まず血液成分の正常値につきましては、いろいろな要因により影響を受ける

ということで、一般的に施設ごとに正常値範囲を設定するのが望ましいという

ことで、この試験を実施いたしました○○の所内基準値というものが定められ

ております。表４と表５に示しました所内基準値というものは○○の中で調べ

たホルスタイン種の去勢の雄、３カ月齢の ～ 頭の検査値から作成したも18 20
のでございます。また、血液生化学検査の所内基準値は、同様にホルスタイン

、 。種の去勢の雄 ４～８カ月齢の ～ 頭を調べて作成したものでございます46 52
また、文献データということで の から参考基準値Merck Veterinary Manual

というものを表４、５に併記させていただいております。いずれにおきまして

もそう違いのないデータを添付させていただいているということでございま

す。

次に⑤の指摘でございますが、子牛の飼育環境について記載することという

ことで、 ページと ページに写真の から を添付させていただいてい51 52 58 61
14 21ますが 飼育畜舎は開放系の平屋の牛舎で 中には 房が設定されています、 、 。

ページに畜舎の平面図があります。実際に牛を飼育する際には、床面に床敷を

敷き詰め、１日１回ふん尿とともに掃き出し、清掃が済み次第新鮮な床敷を敷

き、水洗はしないという形でございます。この試験期間中は１牛房に１頭収用

して飼育をしておりました。えさは乾草で、水はウォーターカップで自由に摂

取できるという形でございます。

死亡牛に関しての指摘は以上５点でございまして、もう１点、紫外線照射装

置についての指摘でございますが、それについての回答は ページになりま53
す。この紫外線照射装置につきまして、照射線量はどのように計算されている

のか、計算方法を示すこと。それから、照射装置の詳細な構造について写真、

図を用いて説明することということでございます。

照射線量につきましては、計算方法が載っておりますが、まずその装置をつ

くったメーカーが紫外線照度計を用いて測定した紫外線照度が ｍＷ で30 /cm2

ございます。このチューブの中を液が通過する時間が３分間、 秒でござい180
、 、ますので ｍＷ に 秒を掛けますと Ｗ・ ということで30 /cm 180 5,400m s/cm2 2
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Ｊ となります。これが照射線量でございます。5.4 /cm2

また、照射装置の詳細な構造ということですが、 ページの下にこの装置54
の断面図が載っています。ピンクで示したのがチューブでございまして、チュ

、 、 。ーブの中心 それから外側に３本 計４本の紫外線ランプが設置されています

その中をチューブがスパイラル状にずっと巻き取られていまして、この中をＢ

ＶＤの液が３分間かけて通過して不活化されていくというものでございます。

チューブの材質につきましては、③に示しますように外径が８ 、内径が６mm
、厚さ１ のテフロンチューブということでございます。mm mm
以上でございます。御審議のほど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質問あるいは御意見がございました

らお願いします。

この問題は大分長くなりましたので、そろそろ結論を出さなければいかんか

なという気もしないではないんですが、どなたか御発言ございませんでしょう

か。

○○委員 後先になると思いますが、紫外線照射装置についてはこういった記

載を求めていたもので、これで結構でございます。

○○委員 御発言がなければ私ちょっと発言したいんです。前の方の数ページ

の中で、報告の中で大変な手落ちがあるという気がいたしました。腎臓、膀胱

等の感染症云々で攻めていたもんですから、すっかりそれにとらわれてしまっ

たんですが、大変な問題があると思うんです。

例えば６ページの表１、死亡例における臨床症状。これも含めてそうなんで

すが、俗に言う肉眼的な、マクロの写真も、表現も、極めて、言葉は悪いんで

すが、粗末なんですね。この中で御注目いただきたいと思うのは、下から２行

目にある腹囲膨大という所見なんですね。前の方に移りまして、４ページの下

に飼育環境について表現してありますが、えさは乾草（チモシー）の不断給餌

ということですから、飼養されている牛は常に乾草が食える状態にあったとい

うことが一つあります。それから、水はウォーターカップで、これも言うなれ

ば不断給餌と同じで、いつでも水が飲める。それからもう一つ、１ページの一

番最後 「子牛であったこと 」の後ろです 「胃内容物の充満」という表現が、 、 。

あるんです。

これで気がついたんですが、乾草が不断給餌されて、胃内容物が充満という

ことは、明らかに急性胃拡張を起こしたのであろう。つまり乾草が水でふやけ

て胃の中で膨満した。これが鼓脹症であれば別なんですが、弾力性がある程度

ありますし、ですが鼓脹症ではない。いわゆる胃拡張だとしますと、これが原

因で周辺臓器を圧迫する可能性が十分に考えられるのではなかろうか。

11 11そんなことで改めて表１、それから ページの表を見直しますと、特に
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ページの表６には胃の所見が何もなくて、一番最後の欄に、その他として第１

胃の膨満（内容物充満 。）

そこで私が疑問に思いますのは、胃内容物がチモシーだったのかどうかとい

うことがどこにも表現されていない。ですが、長年の臨床経験からいくとこれ

は明らかに急性胃拡張に陥った。しかも、行ったり来たりになりますが、６ペ

ージの表１には「横臥」と書いてある。右が下か左が下かわかりませんが、横

臥状態である。となると、ますます周辺臓器が第１胃によって圧迫されたであ

ろうと想像がつくわけです。膀胱所見も腎臓所見も、横隔膜を圧迫して呼吸器

22障害、すべて第１胃が原因だと考えられるんじゃないか。そうしますと、

日までは無事であって、 、 日、横臥している２日間の間に死んでしまっ23 24
たと考えますと筋が通る。

私は当初から、薬剤とは直接関係ないだろう。だけど何か問題があるんじゃ

ないかということで飼育環境や何かのことを報告を要求したわけです。かいつ

まんで言いますと、以上のことから、私自身は、個人的な発言で申しわけない

んですが、薬剤とは直接関係なく、牛が急性鼓脹症を起こして引っ繰り返った

のをだれも気づかずに、ただ外から眺めて２日間放っておいた。その結果が腎

臓あるいは膀胱の異常だったんだろう。と考えると、今まで数回、振り回され

てしまったなという感触です。

今申し上げたようなことが御参考になれば、あるいは対処の仕方が変わって

くるんじゃないかと思いまして、あえて発言させていただきました。

○○先生、どうでしょう。私の今の考え方。

○○委員 大動物の経験は余りないので、牛に関してはよくわからないところ

があるので判断ができないんですが、今回申請者から提出されている腎臓、膀

胱の所見等を見ても、腎臓のネフロンがかなり残っていますので、腎不全に陥

るほどの障害ではないんじゃないか。つまりこれが直接の死因ではない可能性

もあるなと思っています。

一番の問題は、先生がおっしゃったように、状態が悪化してから血液検査も

何もしていない。状況の把握をしようと努力していない。何もしていなければ

結果としてわからないということだと思いますので、安全性試験の間に状態が

悪くなったときの対応の仕方が悪いためにはっきりした答えが得られなかった

ということで、そこが大きな問題だと思います。

、 、牛でこういった状況になる場合の臨床的 または病理学的な判断というのは

先生の判断が妥当なんだと思うんですけれども。

○○委員 一つの筋道だと思いますがね。大変口幅ったいんですが、こういう

のを押しつけながら、○○先生、どうお考えでしょうか。

○○委員 先ほどのお話でありますが、表６にルーメンの所見が全然出ていな
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いということがありますから、ルーメンのことについてどうのこうのというこ

とは言えないと思うんですけれども、試験牛が生後３カ月の牛だということに

なりますと、まだルーメンは完全に完成されていない状態なんですね。ルーメ

ンの完成ということになりますと生後 週ぐらいでようやく成牛並みの機能20
を持つということでありますから、それまではルーメンという機能は十分果た

していないということでありますから、ルーメンが初発の大きな原因かどうか

ということは、この所見からだけでは言い切れないと思うんですね。

まだ完成されていないルーメンで、ああいった飼料給与でということであり

ますと、飼料給与のし過ぎで先生がおっしゃるような所見も確かに出るはずな

んですけれども、それが剖検所見として出ていないということは、それほどの

。 。所見が出ていなかったのかもしれないですね ですから断定はできないんです

ただ、可能性はあると思います。

で、突然症状が出たということなんですね。はっきりしたことは言えません

けれども、腹膜炎などを併発しているということであれば、ルーメンの方から

じゃなくて腹膜炎の方での腹囲膨大も考えられると思うんですね。最終的に尿

毒症ということでありますが、これだけの所見では何とも言い切れない。

管理が不十分だということだけは言えると思うんですね。施設は立派であり

ますけれども、よく観察していない。そんな状態ですから、何が主な原因でこ

ういった所見が出てきたんだということは言い切れないと思うんです。だけど

最終的には尿毒症ということで考えざるを得ないのかな。

○○委員 本当の意味の死因ですね。

○○委員 死因はですね。当初から問題があった試験薬の影響ではないという

ことはほぼ推定できるんじゃないかと思うんですね。最終的に死んでしまった

ということでありまして、また蒸し返してどうのこうのということでなくて、

ここまでお話が進んだらこの辺でよろしいのではないかと思うんです。

○○委員 という御発言で、私の押しつけから、あるいは予期したことと違っ

た議論になったかもしれませんが、いずれにしましても極めてずさんな管理、

特に発病してからの臨床所見が何もないに等しい。ただ、薬剤と死因の直接的

な関係は私はないんじゃないかと思います。いつまでもずるずるひきずってい

てはぐあいが悪かろうと思いますし、いや、そうではないという御発言があれ

、 、 、ば別ですが ただいま○○先生がおっしゃったように 因果関係が明確でない

というよりも「ない」と想像されますと、承認でも差し支えないんじゃないか

なという気がいたしますが、そこら辺に絞って御発言いただけませんでしょう

か。

○○委員 この件については何回も質問しましたし、データも見せてもらいま

したけれども、推定として先生のおっしゃるようにワクチンと死亡牛の死因に
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ついては関係はないだろうと思います。所見が不十分なために推定にすぎない

ということですけど、それはワクチンの問題というよりも試験をしたところの

問題だと思いますので、ワクチンの承認に関しては、私は問題ないんだろうと

思うんです。

ただ、こういうことがあることによって非常に問題が起きますので、安全性

試験の実施箇所に関して何らかの注意をすべきじゃないかと思います。

○○委員 今のは非常に大事なことだと思うんですね。試験をやった場所はそ

んじょそこらの場所ではございませんので、それなりの権威を持った仕事をや

ってほしいなという気がいたします。

ほかにいかがでしょうか。

因果関係その他につきまして、今のような考え方で承認してもいいんじゃな

いかと言い切っていいでしょうかね。どなたか、もうお一人二人御発言がない

とちょっと踏み切れませんが。

○○先生、どうですか。

○○委員 今の報告の中にもウイルスの感染ということも否定されていますの

で、ワクチンの影響はないと僕は解釈しています。この原因についてのデータ

を絞っているところに関しても、飼養失宜か、アクシデントでの死亡だと解釈

して、承認して差し支えないと私は思います。

○○委員 ありがとうございます。

筋道といたしまして、○○先生に最終的に御発言をぜひいただきたいんです

が。

○○委員 多分、この親委員会の任務というのを考えたときに、今言われたよ

うに安全性試験、牛なんかの場合はどうしても限られた頭数になりますよね。

高用量３頭、常用量３頭、コントロール３頭。今回みたいな格好で試験が行わ

れて、全部全うできれば問題にならないと思うんですけど、今回の場合は僕も

ワクチンとの因果関係はないと思うんですけれども、アウト・オブ・ルールに

なったときに何を要求して、どれを是とするか、非とするかというのは、調査

会なり委員会で本当は議論しておかなければいけないと思うんですね。ここが

あいまいになってくると、確かにケース・バイ・ケースというのが多いと思う

んですけれども、最低限行政制度的に、最初のときのようなデータで出すなと

いう注意は必要だと思います。

最終的には、これだけのデータを見ると直接ワクチンとの関連ということは

可能性は非常に低いんじゃないかと思います。

○○委員 もう一方ぐらい、どなたか御発言ありませんでしょうか。

特にないということで、では、長い時間をかけましたけれども、これは承認

ということでよろしゅうございますか。
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特に異論はないようです。

事務局 ありがとうございました。本剤につきましては承認を可とし、薬事分

科会に報告させていただきます。なお、再審査期間は新動物用配合剤というこ

とで６年とさせていただきます。なお、この試験を実施いたしました○○につ

きましては、本部会での指摘ということで注意をして、今後こういった事例が

あった場合の取り扱いについて具体的に定めるように指導をしたいと思いま

す。

○○委員 ぜひよろしくお願いいたします。

では、次と申し上げたいんですが、突然ですが、 分ばかり休憩でいかが10
でしょうか。難問が一つ片づきましたので。

では、あの時計で５分過ぎということでお集まりください。

〔暫時休憩〕

○○委員 それでは再開いたします。

［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

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕

【新動物用配合剤 （製造承認）】

②オイルバックスＳＥＴ 財団法人 化学及血清療法研究所

○○委員 今度はＮ ２の資料ですね。生物学的製剤調査会ですが、オイルバo.
ックスＳＥＴにつきまして、○○先生から御説明をお願いします。

○○委員 オイルバックスＳＥＴは、前回の部会で審議され、ＳＥを２株含有

する意義等に関して継続審議の必要があるということになった課題でありま

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、事前に配付させていただきました資料番号赤の２番をごら

んください。

本日再審議していただきますオイルバックスＳＥＴは、前回、３月２日の本

部会におきまして、表紙の審議経過票の８番に示すような５つの御指摘を受け

て継続審議になったものでございます。今般、これらの指摘事項に対して申請

者が回答を提出してまいりましたので、御審議のほどをよろしくお願いいたし

ます。

３枚目に横長の表がありますが、当日配付資料の に差しかわっておりNo.3
ますので、当日配付資料の をごらんください。回答が少し詳しく記述しNo.3
た形になっております。
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まず )でございます。人から分離された株をワクチン株とした理由とその1
妥当性について説明することということでございますが、本製剤の株の選定に

つきましては、まずＳＥ７株、これはいずれも人から分離されたものです。そ

れからＳＴ４株、これも人から分離されたもので、これを用いて鶏に対する病

原性と免疫原性を調査し、強い病原性と高い免疫原性を有する株を製造用株に

設定したということでございます。

そもそも人から分離された株を製造用株とした理由の妥当性につきまして

は、まず、人から検出される血清型の多くは鶏からも検出され、公衆衛生上か

らも重要視されている。それから、サルモネラ症は人にも鶏にも共通に感染す

る疾病であり、鶏から人への感染が成立すること。それから、３番として、そ

もそもワクチンの使用の目的が、ワクチン接種鶏からの菌の定着を抑制し、ひ

いては排菌を抑制して、人への感染レベルを低減させる、これが目的でござい

ますので、したがいまして人由来の分離株を用いることは妥当であるという回

答になっております。

続きまして )の問いでございます。ＳＥを２株含有する意義を説明するこ2
とということでございますが、概要の ページに表概 というのがござい15 2.19
ます。ここにおきまして三つのワクチンをパイロット版で作出して、Ｎ ①はo.
ＳＥを１株だけ含むもの、Ｎ ②はＳＥを２株含むもの、Ｎ ③はＳＥ２株とo. o.
ＳＴ１株を含むもの、この三つのワクチンを試作して、これらを接種した鶏を

、 、 、 、 。ＳＥで攻撃し その後 肝臓 脾臓 盲腸から菌を回収した成績でございます

この中で盲腸での菌回収の成績につきましては、単味のＮ ①のワクチンにo.
ついては 、２番の混合ワクチンについては ということで、この二つ4.39 3.88
についてはｔ検定で有意差が認められております。これらの結果から、１株の

ワクチンより２株含有した方がＳＥに対しては有効性が高まるだろうと判断し

て２株含んだものでございます。

また、その下のＳＥ２株とＳＥ１株を含むものにつきましては、Ｎ ①のワo.
クチン、Ｎ ②のワクチンそれぞれと有意差が認められておりません。１番とo.
２番は有意差があるのに１番と３番は有意差がないというのはおかしいとなる

んですが、それにつきましては、３価のワクチンはＳＥの菌量が違う。３番の

方がちょっと少なくなっているということで若干効果が落ちたという回答がな

されています。

続きまして )でございます。概要の 、今回の概要では になっています3 11 15
が、その 混合ワクチンの検討において、盲腸では、混合ワクチンが単味ワ2.6
クチンと比較して有意に少ない菌数が回収されたとあるが、この記載の根拠は

どこにあるのか説明すること。表概 にはそのような記載が見られない。ま2.6
た、本申請書に使用されている統計学的手法にｔ検定が用いられているが、そ
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の妥当性についても説明することということで、前回の資料では説明文の中で

有意に少ない菌が回収となっているんですが、ちゃんと統計学的な処理をした

ということがどこにも示されておりませんでした。しかし表概 、先ほど説2.19
明しました各群におきましてはちゃんとｔ検定をしておりまして、その結果、

有意差があったということになっております。また、これらの試験も含め、ｔ

、 、検定を用いる妥当性については ２群間の回収菌量を比較している多くの論文

文献等におきましてｔ検定での比較を行っており、これがほぼ一般的な統計学

的な検定方法であるとなっております。

次のページですが、 )は、概要にも、試験動物（性別、年齢 、接種回数・4 ）

量・間隔、判定基準等、試験結果を理解するために最低限必要な事項について

記載することということで、これはそのように整備したものがついているかと

存じます。

また、 )は、使用上の注意について、①〔一般的注意〕の( ) の「従って」5 5
を 「したがって」に、それから「サルモネラ症」を「サルモネラ感染症」に、

、 。するということで そのように使用上の注意を整備させていただいております

以上でございます。御審議のほどを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あるいは御意見をお

願いいたします。

○○委員 最初は私が質問した内容に対する答えなんですけれども、一応鶏に

対する病原性を確認されているということで、免疫原性も見ておられるという

ことで、それはデータにもあるわけですけれども、ただ、人からとれたものが

鶏で分離されるものと本当に同じかな、同じであるという事実もあるわけです

、 。けど そういうものを使われたのかどうかというところを知りたかったんです

単に血清型が一緒というのは、いろいろな動物からとれてくるものが、エンテ

リティディスであったりティフィムリウムであったりするわけで、血清型につ

いては意味がないことだと思うんです。

ヒトの株を使われるというのは非常にいいアイデアだと思うんですが、その

裏づけが欲しかったんですけれども、鳥に対する病原性があるということはデ

ータからは言えるわけで、本当は、食中毒からとれたなら、その食中毒事例が

卵が原因であったとか、そういうところが欲しかったんです。

○○委員 ということは、概ねこれで了解というふうに解釈してよろしゅうご

ざいますか。

○○委員 はい。

それから２番ですけれども、有意差があるということですけれども、非常に

微妙なことで、恐らく大きな差が出ないものだろうと思うんですけれども、多

く含まれていればいいかみたいなところに疑問があったもんですから。
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まあ、答えられる範囲内で答えられているなと思います。

○○委員 よろしゅうございますか。では、両方とも一応納得ということでよ

ろしいかと思います。

ほかにはいかがでしょうか。御発言ございませんか。

特になければよろしいかと思いますが、１点だけ、ちょっと気になるところ

が。２枚目の〔使用者に対する注意 。以前も似たような表現があったと思う〕

んですが、( ) の①ですね 「誤注射部位から吸い出すこと」という、これが2 。

ひっかかるんですが、この表現は絶対必要なのか、現実に可能なことなのかど

うか。

恐らく、鶏の問題ですから、獣医師の指示に従って、なれた現場の人たちが

作業をするんだと思うんです。ですから、まず誤注射はなかろうと考えられる

、 、 。んですが 万が一にしても 薬剤を吸い出せという表現が的確な表現かどうか

どうなんでしょう。つまり、ここに書かなければならない表現なのか。これは

医師法違反に通ずる誤解を招く表現なのかということなんですが。

事務局 誤注射に関しての使用上の注意の記載でございますが、これは、かな

り以前に今の薬事分科会の方で、具体的に誤注射した場合にはどうすればいい

んですかというような御指摘があって、それを受けてこういった形で整理をし

たものでございます。そのときの製品はそれでよかったのかもしれませんが、

すべてのオイルワクチンに同じようにつけるべきかどうかというのは、それぞ

れ検討しなければならないかと思います。つまり、鶏の製品と犬猫の製品とは

使われ方が違うでしょうし、○○委員が申されましたように、鶏の場合は、な

れた方がぱっぱっぱっとやられるのが通常かと思いますので、誤注射というの

は余り考えられないだろうと思います。ただ、そういう経緯がありまして、現

在はこういう形で整理させていただいているというものです。

○○委員 ということは、多くの製品にこの表現がついている。

事務局 はい。オイルアジュバントについてはすべて、こういった記載がされ

ています。

○○委員 これがマイナスなイメージにつながらなければ、このまま残しても

いいのかなとは思いますけれども。

○○委員 人に注射しても犬に注射しても多分同じなんだと思うんですけれど

も、ワクチンを間違って打ってしまって、それを解消するために吸って取ると

いうことは無理だと思うんです。ナンセンスなことが書いてあることが問題だ

と思いますので 「誤注射部位から吸い出す」ということは書かない方が私は、

いいと思うんです。

○○委員 私がちょっと気になるのは、これは皮下接種ですね。皮下の範囲に

。 、入っていれば抜けるんです ところが誤注射というのは皮下とは限らないんで
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筋肉まで行っちゃっているかもしれない。その場合にはまず不可能だろう。

前例にならうという、これは言わない方がいいのかもしれないな、悪い意味

でのお役所的な、面々と受け継がれるということのよしあしですね。言い過ぎ

たらごめんなさい。

事務局 吸引器具などを用いて吸い出すことという表現が加わったのは、誤注

射をした場合に具体的にどうするんですかという指摘がありまして、吸い出す

んでしょうという形でこういう表記になったと思います。ですから吸い出せる

ものは吸い出しなさいということだと思います。中まで行っちゃっているもの

は当然吸い出せないかと思いますが。

○○委員 とは言いながら、これは薬剤の本質論ではございませんので、ここ

ら辺は、今後の問題になるかどうかわかりませんけれども、事務局にお任せと

いうことでよろしゅうございますね。このままでも、特に問題がなければ。私

が言い出して、まことにぐあいの悪い表現なんですが。

ほかにいかがでしょうか。

○○委員 私はこのままではよくないと思うんです。問題があることがわかっ

ていてそれを放置するのはまずいと思うんですよ。炎症を起こして腫れや痛み

を伴うおそれがあるので、必要に応じて医師の診察を受けることというふうに

していくべきじゃないかと思います。

○○委員 むしろ積極的に医者にかかれという表現にした方がよかろうという

御発言ですね。

この表現に関しては特に御異論はないかと思いますが、いかがでしょうか。

おおむね各先生方の同意を得たような気がいたしますが、これ、書き直して

いただけますか。

。 「 」 、事務局 わかりました ①の 吸い出すこと という表記は削除いたしまして

直ちにお医者さんに行くようにという表現に改める。

○○委員 つまり、①を削ってしまって、②を①に。そうするとサークルは要

らなくなるのかもしれませんけれども。

事務局 そうですね。②に含まれている形になると思います。細かいところは

事務局にお任せいただければと思います。

○○委員 よろしゅうございますね。

では、ほかに御発言がなければ承認ということにいたしますが、よろししい

でしょうか。

事務局 ありがとうございました。本剤につきましては承認を可とし、薬事分

科会に報告させていただきます。なお、再審査期間は新動物用配合剤というこ

とで６年間といたします。ありがとうございました。
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［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、新効能動物用医薬品 （輸入承認）】

③リニシールド ＴＸ４ ノバルティス アニマルヘルス株式会社

リニシールド ＴＸ４（ゲン） 株式会社ゲン・コーポレーション

○○委員 それでは次へ参ります。やはり生物学的製剤調査会の③でございま

す。リニシールド ＴＸ４、同じく（ゲン 。これにつきましても○○先生か）

ら御説明をいただきます。

○○委員 本製剤は、前回の部会で審議され、力価試験の妥当性及び安全性試

験での流産事例の考察等、継続審議が必要であるという結論になったと思いま

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。

本日再審議いただきますリニシールド ＴＸ４及びリニシールド ＴＸ４

（ゲン）につきましては、前回の本部会におきまして７点の指摘事項をいただ

いております。今回、これら７点の指摘事項に対する回答が来ましたので御説

明させていただきます。

「医薬品等特別部会指摘事項回答書」というタッグをお開きください。回答

書があるんですが、一部修正が加わりまして、その差しかえが当日配付資料の

Ｎ ４でございますので、黒のＮ ４をごらんください。o. o.
まず１番目の指摘事項でございます。パスツレラ・ムルトシダの莢膜抗原を

用いたＥＬＩＳＡについて、Ａ型でもＤ型でも共通抗原が存在する可能性があ

ることから、Ａ型に対する特異性及びＥＬＩＳＡ法を用いることの妥当性を説

明することということでございます。

回答でございますが、まずパスツレラ・ムルトシダの莢膜抗原の型別は、常

法に従って「間接赤血球凝集反応」を用いて実施しておりますが、概要では凝

集反応と誤って記載されていたため、概要中の当該箇所を「間接赤血球凝集反

応」に訂正したということでございます。

次に本題でございますが、本剤の力価試験で用いられているＥＬＩＳＡの特

異性についてですが、ＥＬＩＳＡの固相抗原であるパスツレラ・ムルトシダの

86 15 2-2-1-2トキシンは強毒株である 株から得た毒素で、概要の ページの表

②に示しますように、 株は莢膜抗原のＡ型で、Ｄ型株で作成された血清、86
つまりホモ血清と、ＧＬ 血清のみに反応しており、Ｄ型に対する抗体とは37
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反応しておりません。したがいまして、 株のトキシンを固相化抗原とした86
ＥＬＩＳＡにつきましてはＡ型に対する特異性は確認されており、その力価を

ＥＬＩＳＡで判定することは妥当だと考えているという回答になっておりま

す。

続きまして②の指摘でございます。安全性試験における流産事例について、

、 、本ワクチンは母豚に使用することを目的としていることから この事例に関し

ワクチン接種後の経過（臨床症状、生化学的検査結果）及び病理学的検査結果

を示し、ワクチンとの関係について考察することということですが、回答とい

たしまして、流産豚（動物番号 ）の病理組織学的検査を実施しました。507
また、この流産胎児 頭のうち無作為に３頭採りまして、これについても病13
理組織学的検査を実施いたしました。また、この試験において正常分娩であっ

た常用量の３頭（動物番号 、 、 ）の子宮についても病理組織学的504 505 506
検査を実施いたしました。動物番号 、当該流産豚の結果につきましては、507
「別添１」というタッグの中にあります表５、６、７に所見が記載されていま

すが、いずれも異常を示す所見は認められなかったというものでございます。

この結果から 「別添２」のような考察を行っております。まず、病状とし、

て体温の上昇があったわけですが、血液学的及び血液生化学的な検査において

。 、 、は異常は認められておりません また 剖検及び病理組織学的検査においても

先ほど示しましたように臓器の異常等は認められなかったということでござい

ます。

通常、流産の原因としては、成書によれば、伝染性流産と散発性流産に大別

されるということでございます。本例においては流産が１頭の豚だけの単発の

ものであることから、伝染性流産には該当しないものと判断され、散発性流産

であろうと考えられるということでございます。散発性流産ということになり

ますと、まず胎盤が障害されて起こるはずであるということから、晩出された

羊膜とか胎盤、臍帯といったものの検査を行ったわけですが、これらについて

は肉眼的な変化は認められなかったということです。

また、この流産例については子宮やその他の臓器に病理学的な変化が認めら

れておりません。また、被験ワクチンの接種前の血液検査では異常は認められ

ておりませんで、そもそも慢性疾患があったということもないと判断されてお

ります。したがいまして、流産の原因として被験ワクチンが原因ということで

はなくて、接種した後の何らかによる急激な一般状態の変化、特に体温が上昇

したところから起こったものではないかと考察しております。

続きまして指摘事項の③でございます。ボルデテラ・ブロンキセプチカが２

株含有されているが、その２株の抗原性の違いについて記載するとともに、２

株含有することにより感染防御能が拡大されることについて説明すること。ま
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た、野外では多くの抗原性が見られる等その必要性についても説明することと

いう指摘でございますが、概要の ページの表 に示しますように、ま22 2-3-1
ず２株の抗原性については、そもそもボルデテラについては血清型による分類

群というものがございませんので、これら２株の抗原性というものはわからな

い、調べていないというのが現状でございます。ただ、このワクチンは輸入の

ワクチンなんですが、 年代ぐらいからアメリカで開発が進んでおりまし1980
て、その当時はボルデテラについては菌体抗原がＡＲの防御に有効な抗原であ

ると考えられていたことから、複数の菌体を含有することが広い抗原性を確保

されるだろうと考えられて、抗原性に違いがある、ないということは確認され

ずに経験上２株入れることがよろしかろうということで開発され、 年に1998
アメリカで承認されているということでございます。そういった形でこのもの

は２株入った形で製剤設計がなされているということでございます。

続きまして４番の指摘事項でございます。ワクチン接種部位に赤斑及び腫脹

が認められていることから、使用上の注意の副反応の欄にこのことに対する注

意喚起について記載することということで、使用上の注意の〔対象動物に対す

る注意〕の２番、副反応の( ) に「本剤注射後、注射局所に軽度の紅斑、腫脹2
が発現することがある」と追加してございます。

５番の指摘事項でございますが、表 ①、概要の ページになります2-2-1-3 17
が、この表の「ブラシ様」という言葉を「試験管ブラシ様」にすることという

ことで、これは指摘のとおり訂正させていただいております。

。 （ 、 ）続きまして６番の指摘でございます 試験方法 接種間隔・量 攻撃時期等

及び判定方法（手法及び判定基準）は、行われた試験の妥当性を審議する基準

となることから、各試験ごとに記載することということで、御指摘のとおり、

各試験について目的、材料及び方法、判定方法、結果及び考察という形で記載

を整備させていただいております。

最後の指摘でございます。概要の ページ、表 ①における表記につ47 8-1-5-
いて、題名中には「ＰｍＡに対する抗体価」となっていますが、表中は「Ｐｍ

トキシン」となっているので確認することということで、題名中の記載が誤記

でありましたので「Ｐｍトキシン」と訂正させていただいているということで

ございます。

以上でございます。御審議のほど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質問、御意見等をいただきます。

○○委員 まず１番ですけれども、まだ理解されていないようで 「間接赤血、

球凝集反応 、これはこれでいいと思うんです。血清型の特異性を見られた概」

要の の下の表ですけれども、これはこれで、特異性があるという確認で結15
構なんですけど、用いる血清反応によって特異性というのは異なってくるとい
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うことがわかっておられないと思うんですね。つまり、単に加熱抽出抗原とい

、 、 。いますと それは莢膜の多糖体と細胞壁のＬＰＳと 両方含んでいるわけです

それらを血球、ヒツジ血球でもヒトＯ型血球でもいいんですけど、そういうも

のを用いて感作血球をつくって、この場合鳥でやられているんですか、そうい

うものとの反応においてはいわゆる莢膜の抗原性、特異的な反応が起こるんで

すけれども、例えばその血清で、同じ抗原を用いてゲル沈をやりますと、それ

はもう関係なく、Ａ型特異性とかＤ型特異性は出ないんです。つまり、莢膜型

特異抗原も反応しているでしょうけれども、ＬＰＳの方のＯ抗原がかかわって

いる。そういうことで、もしＯ抗原が同じであれば共通抗原ということでゲル

沈の場合反応しちゃうんですけど、ＥＬＩＳＡにおいては、私は経験がないも

んですから、果たしてＨＩ反応と同じにいくのかどうか、その辺を確かめてほ

しいということなんですね。

製造用に用いられたＡ型株、Ｄ型株のＯ抗原が同じかどうか、違うのかどう

か、そのことで大きく違ってくると思うんですね。ということなんで、これは

答えになっていないんです。

ですから、ＥＬＩＳＡを力価試験に使われる、モルモットを使われたり、豚

を使われているわけですけれども、莢膜抗原に対するものと、ＡとＤとＯ抗原

のタイプが共通であったとすれば、それらも一緒にひっかけている可能性があ

。 、るということを指摘しているんですけれども 参照株は私が上げたんですけど

一言聞いてもらえば教えてあげた。

○○委員 今のは、確認をするという。それとも……。

○○委員 ＥＬＩＳＡで力価試験をやられるわけですよね。Ａ型の抗体を測る

ということにおいては。それは果たしてＡ型の、莢膜抗原に対する抗体だけを

測っているかどうか、怪しいですね。

用いられた製造用株なりと反応に用いた菌の抗原、Ｏ抗体が何かというのを

ちゃんと示してもらうなりすれば、ある程度はっきりする。もし違っていれば

問題ない。

○○委員 事務局、聞こえましたか。

15 2-2-1-2事務局 今の○○先生の御指摘を解決するのは、恐らく概要の の表

②のＥＬＩＳＡ版をつくるということになるんじゃないかと思うんですが、そ

ういうことですね。

○○委員 そうですね。抗原がわかってなくても、ＥＬＩＳＡできちっと特異

性が示されればいいかと思うんです。

○○委員 今の御指摘は承認かどうかのところにひっかかってくるかと思うん

ですが、どのようにお考えですか。

○○委員 感染防御なり、そういうことにおいては問題ないと思うんですけれ
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ども、それを測定する力価試験でこの反応を用いるということですから、はっ

きりさせておいてもらった方が。承認にかかわると思うんです。

○○委員 今の御発言に関して、どなたか、ほかに御発言ありましょうか。

○○委員 あと、ＩＨ反応でもプラス・マイナスというのは、スライド凝集を

やっているわけではないんですから、何倍というタイターをきちっと書くべき

じゃないですか。

○○委員 事務局、今の○○先生からの御指摘、よろしいですか。メモでも、

文書でいただいて業者に要求しますか。聞き落としがあるかもしれないので。

事務局 メモでいただければ、その方が事務局としてはありがたいですが。

○○委員 ○○先生、よろしいですか。ポイントをメモして事務局に提出して

いただく。それにより対応をお願いする。

そうすると、これは継続になる可能性があるんですが、それ以外の御発言は

ございましょうか。

○○委員 事務局にお尋ねしたいんですけれども、前から５枚目の使用上の注

意のところで 〔対象動物に対する注意〕の制限事項の( ) の「・」の上から、 3
三つ目 「交配後間がないもの、分娩間際のもの」ということで、これは用法、

及び用量と整合性がないので検討していただきたいと３月の部会でお願いした

はずなんですけれども、指摘事項にもない。当然回答もないということなんで

すけれども、それはどうなったんでしょうか。

事務局 前回の指摘では、そこはこのままでいいという結果になったと……

○○委員 そうじゃなく、その後ですぐに言葉が足りなかったということで追

加でお話しして、最終的にそうしましょうと事務局から返事をもらって。それ

は議事録にも出ているはずなんです。

というのは 「交配後間がないもの、分娩間際のもの」ということでありま、

すが、一番前の用法及び用量のところを見ますと「妊娠豚に分娩予定の７～５

114週前とその３週間後 に打つことになっていますね 豚の場合は妊娠期間が」 。

日、週にしますと 週と２日ということですから、逆算しますと交配後９週16
目から 週目に第１回目、第２回目となると交配後 ～ 週に打つという11 12 14
ことになっているんですね。そうしますと 「交配後間がない 。これは打てと、 」

は言ってないですね 「分娩間際のもの 、これは腹に入っていますから、間際。 」

のものに効能・効果で言っている産子の萎縮性鼻炎なんていうのは効果が期待

できないはずです。豚丹毒とかパスツレラについては言えると思うんですが。

ここに書いてあるのを見ると、交配後間がないものとか分娩間際のものにつ

いても健康状態さえよければ打ってもいいというふうにしか読めないですね。

この文章は前の用法・用量とは合わないということで、この辺は検討していた

だきたいとお願いしたはずなんで。
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事務局 すみません。私どもは、前回そこのところを御議論していただいて、

。 。このままでいいというふうに理解しておりましたので 申しわけございません

○○委員 これは逆算すれば出ることですし、あいまいな表現を削るかどうか

ということだと思います。議事録云々は置きまして、効果のないやり方ではぐ

あいが悪いという御指摘だと思いますので、用法・用量に従った表現で見直し

ていただけますか。

事務局 わかりました。

○○委員 ○○先生、それでよろしゅうございますね。

○○委員 はい。もう一ついいですか。同じ使用上の注意の〔使用者に対する

注意〕の２行目のところに 「医師の診断を受けること」とあります。これは、

医師の「診察」の方がよろしいですね。

○○委員 ほかに御発言ございますか。

先ほどの○○先生の御意見に従ってもう一度整備するということになると、

。 、 、これは継続になると思うんです 継続になるのであれば この際といいますか

何か御指摘があればいただきたいと思いますが。

○○委員 ３番の質問に対しても答えられていない。抗原性状の違いがあるの

かと聞いているのに、わからないと。かつて菌体抗原がＡＲの防御に有効であ

る。これは今も有効なんですね。ですから付着阻止ということをねらって、ボ

ルデテラの場合は菌体だけでも防御ができるわけですけれども、さらにトキソ

イドを加えるということなんですけれども、２株入っている理由は何ら説明さ

れていない。わからないということで、製造用株をお持ちなわけですから、菌

体のＨＡ性が違う、抗原性がちょっと違うとか、何かわかってもいいかなと思

うんです。

「より広い抗原域」といっても、抗原性が同じであれば意味がないことで、

菌数が問題であれば一つの株で２倍にふやせばいいわけで、２株の理由という

のは何らない。これまでもそういうものがあるという答えが前にもありました

けれども。

○○委員 ○○先生、先ほどのと一緒に、誤解を生じないように、ポイントを

絞って早急に事務局に出していただけますか。

○○委員 質問は合っていると思うんですけど。

○○委員 答えがなっとらんと。

これはやはり専門の先生でないと理解しがたいところがありますので、ポイ

ントを絞って再度指摘していただく。その方が効率がいいかと思うんですが。

○○委員 どうしても調べられないというのであれば仕方がないかと……

○○委員 それはそのときに相応の回答としてもらえばいいわけですね。

○○委員 実際、僕もわからないんですけど、毒素と、問題にされている抗原
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性、抗原性というのは何を調べれば。２株が違うか違わないかということを証

明するための抗原というのは何なのか。調べるとするなら。

○○委員 血清型というのがいろいろな方法で調べられてきたかどうか。血清

型はないということですね。例えばＨＡ性がありますから、量的な違いがある

とか、それでもいいと思うんです。あと、例えば、線毛とＨＡとは一緒でない

かもしれないですけど、線毛の、片方は保有している、片方は保有していない

とかですね。

○○委員 いずれにいたしましてもこれは継続審議ということにして、今の懸

念の部分は明確に回答をもらった方がよろしいかと思うんです。特に御専門の

先生からの指摘ですので。

事務局 メモでいただければ非常にありがたいと思います。

○○委員 文書による回答で納得が得られるものであればいいと思うんですけ

ど。

○○委員 より具体的に表現をして、メーカー側に誤解のないような質問の仕

方で回答を求めることが必要かと思いますが、早急に事務局に連絡していただ

けますか。

事務局 あと、このものは先ほどのオイルバックスとは違い輸入製品でござい

まして、しかも開発されたのが 年代で、かなり昔なものですから、開発1980
した当時のコンセプトというんですか、何で２株入っているかとか、どこがど

う違って２株を選んだのかという話につながってくると思うんで、場合によっ

ては十分な回答が得られない可能性があるかと思いますが。

○○委員 ありのままの回答をいただいて、現段階ではレベルが違ったとして

も、その内容が納得できるかどうかということだと思うんです。

事務局 それはそれでやむを得ないという。

○○委員 わからないままに「やむを得ない」と言うんじゃなくて。

○○先生、そんなことでいかがでしょうか。

○○委員 製造用株はお持ちなんでしょう。

事務局 アメリカの製造元は当然、製造用株は持っていると思います。

86○○委員 ＩＨＡでちゃんと特異性を見ているわけですから 私が分与した。

とか とかを並べてやっておられるわけですから。免疫血清は自分らでやっ82
たんじゃないでしょうか。

株が手に入らないということであれば向こうの情報に頼るしかないと思うん

ですけれども。

○○委員 そこら辺を回答のときに明確な表現でいただくということで。

事務局 日本法人の会社が申請していますので、製造用株が手に入らないとい

うことは。聞いてみなければわかりませんが。
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○○委員 これは自分らのデータじゃないんですか。概要の ページは。15
○○委員 時代をさかのぼって、その時点でわかる範囲を明確に表現して、誤

解のないような回答ということであればよろしいんじゃないでしょうか。

事務局 私も余りボルデテラには明るくないものですから、かなり専門的な部

分かと存じますので、○○先生と事務局とで調整しながら、きっちり回答をつ

くるように申請者に、いわゆるキャッチボール方式でやっていった方がよろし

いかと思いますが。

○○委員 先生方、それでよろしいでしょうか。

では、これは継続ということで、テクニックは事務局にお任せします。

よろしいですね。

事務局 ありがとうございました。本剤につきましては、○○先生から御指摘

をいただきました製造用株の性状等、それから○○先生から御指摘をいただき

ました使用上の注意の「交配後間がないもの、分娩間際のもの」という制限事

項について整備する、あとは「診断」を「診察」に改めるという点を条件に継

続審議とさせていただきます。

○○委員 すみません、もう一つ、使用上の注意の２枚目の 適用上の注意、4.
それの( 「妊娠豚に注射し……」で、この後ろに母豚が十分な初乳を分泌し5）

、 、 、ているかどうか 子豚が飲んでいるかどうか これは常識的にわかるんですが

「かどうか」ではなくて、十分に分泌していること、子豚が十分に初乳を摂取

していることの確認だと思うので、ちょっとあいまいなような気がするんです

が。表現の問題だと思いますが。

事務局 わかりました。表現の整備をさせていただきます。

○○委員 ほかにございませんか。

○○委員 使用上の注意のところの使用者に対する注意のところで「誤って人

に注射した場合は、患者の消毒等」と言っているんですけれども、患者ではな

いような気がします。それから「消毒等」と言うのは、消毒しても悪くはない

と思いますけれども、消毒が必要なものなんですかね。

○○委員 先ほど御指摘の「診断」の頭ですね 「誤って人に注射した場合は。

…… 。突然患者になっちゃっていますが、これはまずいですね。」

事務局 ここも先ほどと……。

○○委員 先ほどの例にならった表現の整備ということでいかがでしょうか。

では、これも含めて。ほかにはもうございませんね。

○○委員 先ほどのインタードックの中で副作用という文言が出てきて、ここ

では副反応という文言なんですね。これの使い分けというのは何かあるんです

か。

事務局 基本的に、ワクチンについては「副反応」という表現を使わせていた
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だいて、それ以外の製剤については「副作用」という整理をさせていただいて

います。

○○委員 わかりました。

○○委員 よろしいですか。

事務局 では、今の追加の点も含めまして継続審議という形にさせていただき

ます。

○○委員 はい。それでは継続ということでよろしくお願いします。

［報告事項］

（３）動物用医薬品の製造承認事項変更承認の可否について

〔動物用一般薬品調査会関係〕

【新効能動物用医薬品 （製造承認事項変更承認）］

①トライキル 田村製薬株式会社

○○委員 一応これで審議事項は終了いたしました。続きまして報告事項に参

ります。

一般医薬品調査会関係、( ) トライキルについて。これを事務局からお願い3
します。

事務局 事前に配付させていただきました資料番号赤の７番をごらんくださ

い。報告事項ですので簡単にさせていただきます。

本剤は田村製薬株式会社から製造承認事項変更承認申請されましたトライキ

ルでございます。これはいわゆる消毒剤でございますが、今回、用法及び用量

の中の４番、牛コクシジウムオーシストの殺滅という用法を追加した事項変更

でございます。それに伴い、効能又は効果の４番、牛コクシジウムオーシスト

の殺滅というものも追加されたというものでございます。

本件につきましては４月 日の一般医薬品調査会で御審議いただき、承認15
の可否に関する事前の調査審議を終了し、新効能動物用医薬品として本部会に

報告して差し支えないとされたものでございます。以上でございます。

○○委員 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして特段の御質

問等ございましょうか。

よろしいですか。

［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インゲルバックＡＲ４ 塩野義製薬株式会社
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②豚パスツレラトキソイド“化血研” 財団法人化学及血清療法研究所

③日生研鶏コクシ弱毒３価生ワクチン（ＴＡＭ） 日生研株式会社

④犬用ビルバゲンＤＡ 株式会社ビルバックジャパン2Parvo
⑤猫用ビルバゲンＣＲＰ 株式会社ビルバックジャパン

⑥フェロセロ ＣＶＲ ファイザー製薬株式会社

⑦アントリンＲ／１０ 川崎製薬株式会社

⑧ウロストン 科研製薬株式会社、日新製薬株式会社

⑨イージーブリード サージミヤワキ株式会社

⑩アピナック錠 、同 大日本製薬株式会社12.5mg 25kg
2.5 10 20⑪エナカルド錠１、同 、同５、同 、同

メリアル・ジャパン株式会社

⑫木防已湯乾燥エキス「アルプス」 アルプス薬品工業株式会社

ラッセラ、セトラスト 佐藤製薬株式会社

100 500⑬ニトロスカネート、ロパトール錠 、同

ノバルティス アニマルヘルス株式会社

⑭ネオマイゾン注射液、バシイット注射液 三鷹製薬株式会社

⑮バナミン、バナミン注射液５％ 大日本製薬株式会社

⑯バチオリン粒 ％ 第一ファインケミカル株式会社50

○○委員 それでは次へ参りましょう。

次は再審査についてということで、事務局からよろしくお願いします。

事務局 それでは再審査につきまして御報告をさせていただきたいと存じま

す。事前にお配りしております資料の赤のＮ ８、それから若干の差しかえがo.
ございまして、当日配付の黒のＮ ５になります。o.
まず赤のＮ ８をごらんいただければと思いますが、本日御報告いたしますo.

のは と、大変数が多うございます。実は、再審査関係につきましては品目16
がかなりたまってしまっている関係から、再評価調査会の回数を増すなどして

正常化すべく努力しておりますので、件数が多いことを御了承いただきたいと

存じます。

内容でございますが、最初に各品目ごとの概要表がございまして、その後ろ

に審査の審議経過票ということで、幾つかメーカーが分かれていたり、内容が

ちょっと違ったりして二つになっているものもございますが、 についての16
審議経過票がつけてございます。たくさんございますので、概要表の方で御説

明をさせていただければと思いますが、差しかえの資料は後ろについている経

過票の内容でございますので、先に差しかえの部分だけ御説明をさせていただ

きます。
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最初にインゲルバックＡＲ４の使用上の注意で 〔使用者に対する注意〕の、

ところが差しかえになっております。二つ目が②の豚パスツレラトキソイド“

化血研”の同じく使用上の注意の〔使用者に対する注意〕のところが変更にな

っております。それから三つ目のネオマイゾン注射液でございますが、これは

誤記の修正で 「マンヘミア」とするところが「マンヘイミア」になっている、

のを直しただけで、内容の実質的な変更ではございませんが、誤記でございま

すので差しかえさせていただいております。

それでは概要表に沿いまして 品目、御説明をさせていただければと存じ16
ます。

まず①でございます。概要表の一番上、 インゲルバックＡＲ４でございま1.
すが、これは塩野義製薬から申請されております不活化ワクチンで、豚の萎縮

性鼻炎の予防でございます。再審査でございますので、有効性と安全性につい

て評価をする形になっておりますが、有効性については使用実績等に基づく評

価をいたしまして、承認時と同等程度の有効率があるかどうかということ、そ

れから文献調査において問題となる報告がなかったかどうかという２点を審査

をいたしております。それから安全性に関する事項といたしましては、同様に

使用成績等の調査から副作用の発現頭数等について調査をするとともに、文献

調査で問題となる研究報告がなかったかどうかを調査するという形で、これら

に基づいて、有効性、安全性に関する評価に基づいて有用性が認められるか否

かということでございます。本件につきましては、使用上の注意の記述を適正

化する等の資料整備を条件として、有用性が認められるということで再評価調

査会での御審議をいただきまして、部会への報告という形になっております。

続けて説明をさせていただきます。１枚めくっていただきまして、２番目が

パスツレラトキソイド“化血研 、不活化ワクチンでございます。豚の萎縮性”

鼻炎の予防を効果としております。同様に、有効性につきまして承認時と同等

の有効性、それから文献報告で有用性に関する問題がなかった。それから安全

性につきましても副作用の発現なしということで、文献上も問題ないというこ

とで、これも使用上の注意に関する資料整備を条件として有用性が認められる

ということで部会に報告させていただいております。

１枚めくっていただきます。３番目でございます。日生研の鶏コクシ弱毒３

価生ワクチン。鶏のコクシジウム症の発生抑制のためのワクチンでございます

が、同様に、有効性に関して承認時と同等の有効性、文献等の問題なし。さら

に安全性につきましても副作用の問題、文献上の問題なしということで、有用

性が認められるという形で部会に報告させていただいております。

次が４番目でございます。犬用ビルバゲンＤＡ ということで、犬のワ2Parvo
クチンでございます。ジステンパー、アデノウイルス（２型 、伝染性肝炎、）
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パルボウイルスの感染症の予防を目的とするワクチンでございます。同様に、

有効性につきましては承認時と同等の有効率、それから文献上の報告は特にご

ざいませんし、副作用につきましては、 頭で 症例あるわけでございます17 22
、 、が 使用上の注意にない副作用については使用上の注意に加えるということで

有用性が有りということで報告をさせていただいております。

次に５番目でございます。今度は猫用ビルバゲンＣＲＰでございます。猫用

のカリシウイルスの感染症、それからウイルス性の気管支炎、それから猫の汎

白血球減少症の予防を効能とするワクチンでございます。同様に、有効性、安

全性に関する評価の結果、有効性については承認時とほぼ同等の有効率、安全

性につきましては、副作用の発現が 頭 症例ございますが、使用上の注意27 59
にない副作用について、くしゃみ、流涙等について使用上の注意に加えるとい

うことで、有用性ありということで部会に報告をさせていただいております。

次が６番目でございます。フェロセロのＣＶＲでございます。これも猫用の

ワクチンでございます。カリシウイルス、ウイルス性気管支炎、それから汎白

血球減少症の予防を効能とするものでございますが、有効性については承認時

とほぼ同じ有効率、安全性に関しましては、３頭５症例の副作用の報告がござ

いますが、使用上の注意にない副作用は認められなかったということで、使用

上の注意で副反応の表現方法を若干整備するという資料整備を条件として有用

性があるものとして部会に報告をさせていただいております。

次に７番でございます。アントリンＲ・ でございますが、これは牛の過10
剰排卵誘起のためのホルモン剤でございます。有効性につきましても承認時と

ほぼ同等でございます。それから、副作用につきましても、１頭１症例ござい

ますが、使用上の注意にない副作用ではございますが、これを追記するという

ことで、有用性が認められるということで部会に報告をさせていただいており

ます。

次に８番目でございます。ウロストンございます。牛のリン酸塩尿路結石の

溶解排泄促進を効能とする製剤でございますが、有効性につきましては承認時

の有効率と同等、安全性につきましては、副作用の発現が１頭１症例ございま

、 。すが 使用上の注意にない副作用は認められなかったということでございます

有用性が認められるということで部会に報告をさせていただいております。

次が９番目でございます。イージーブリードでございます。プロゲステロン

を主剤とする牛の発情周期の同調等を効能とする製剤でございます。有効性に

つきましては承認時とほぼ同等の有効性、副作用につきましては、 頭 症16 16
例ございますが、使用上の注意にない副作用はなかったということでございま

す。これはプロゲステロン単独の製剤でございますが、実際の現場ではエスト

ラジオール等のほかの薬との併用というのがあるので、単独使用での有効性に
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ついての考察等の資料の整備を条件として有効性が認められるということで部

会に報告をさせていただいております。

次が 番目でございます。アピナック錠でございます。これは犬の僧帽弁10
閉鎖不全による慢性心不全の症状の改善を効能・効果とするもので、有効性に

関しては承認時とほぼ同等の有効性、副作用につきましては、９頭 症例ご15
ざいますが、使用上の注意にない副作用としての食欲不振につきまして使用上

の注意に記載をするという形で、資料整備を条件として有用性が認められると

いう形になっております。なお、これは後ろのエナカルドと同等でございます

が、効能・効果については部会等でも御議論が過去にあったものを踏まえまし

て、僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全に伴う症状の改善というような形での効

能・効果にするということにいたしております。

それから、 番、エナカルド錠の１、 、５、 、 の５種類の製剤でご11 2.5 10 20
ざいます。これも先ほどの製剤と同様、犬の僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全

に伴う症状の改善を効能・効果といたしております。有効性につきましては承

認時の有効率とほぼ同等、安全性に関しましても、副作用は 頭 症例ござ15 16
いますが、使用上の注意にない副作用につきましては使用上の注意に加える。

それから、投与前から見られた症状等につきましては別な原因ということです

ので、ここでは取り上げないという形にしておりますが、効能・効果につきま

しては、先ほど申しましたように僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全に伴う症状

の改善ということで資料整備をするということで、有用性があるということで

部会に報告をさせていただいております。

次が 番でございます。木防已湯乾燥エキス「アルプス」と、ラッセラ、12
セトラスト、品目としては三つでございますが、成分としては同じものでござ

いまして、犬の慢性気管支炎及び心臓性喘息症状の改善ということになってお

ります。有効性につきましては承認時と同程度、安全性につきましても副作用

なしということで、有用性が認められるとして部会に報告をさせていただいて

おります。

13 100次が 番でございます。ニトロスカネート、それからロパトール錠の

と でございます。これにつきましては、犬の瓜実条虫、それから回虫等500
の駆除を効能といたしております。有効性については承認時と同等でございま

すし、安全性につきましては、使用上の注意にない副作用として血便以外は使

用上の注意に加えるということで、資料整備の上、有用性が認められたものと

いうことで報告させていただいております。なお、用法・用量のところで、体

重の用量が不連続になっておりまして、適切な表現に改めるということの書類

整備も加えまして有用性がありということで報告させていただくことにしてお

ります。
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次が 番目でございますが、ネオマイゾン注射液とバシット注射液でござ14
います。これにつきましては、牛の細菌性の肺炎、豚でありますと胸膜肺炎を

。 、効能・効果とする製剤でございます 有効性につきましては承認時と同じ程度

それから、安全性につきましても、副作用の発現が 頭 例ということでご18 30
ざいますが、使用上の注意にない副作用はなかったということでございます。

、 、 、なお 有効菌種でございますが パスツレラ・ヘモリチカとなっておりますが

内容を確認しまして、現在で言いますマンヘミア・ヘモリチカでございますの

で、これに修正するということの書類整備を条件として有用性があるというこ

とで部会に報告させていただいております。

。 。次が 番目でございます バナミンとバナミン注射液の５％でございます15
これは馬の運動器疾患に伴う炎症及び疼痛の緩和、それから疝痛時の鎮痛を効

能とする医薬品でございます。有効性につきましては承認時の有効率とほぼ同

じ、安全性に関しましても副作用なしということで、有用性ありということで

報告させていただいております。

それから 番目でございます。バチオリン粒 ％でございます。犬、猫の16 50
細菌性の皮膚感染症を効能とするものでございますが、有効性については承認

時と同等でございます。それから安全性につきましても、副作用の発現４頭４

件ということでございますが、使用上の注意にない副作用はなかったというこ

とでございます。使用上の注意の中で記載方法が古いものがございますので、

最新の記載方法に直すということの書類整備を条件として有用性があるという

ことで部会に報告をさせていただいております。

以上、 件でございます。概略を御説明いたしました。よろしくお願いい16
たします。

○○委員 ただいまの説明につきまして御意見、御質問等ございますか。

○○委員 最初のインゲルバックＡＲ４ですけれども、ボルデテラ・ブロンキ

セプチカの菌株の名称は、これは２株じゃないですよね。１株ですね。ですか

ら 「 」は要らないと思います 「 」は何ぼと数えるときにつけるもの77-14 ， 。 ，

で、 。こういう「 」は誤解を招きます。14540 ，

○○委員 これは千単位のつもりでしょうかね。

よろしいですか。

事務局 確認させていただきます。間違いであれば修正いたします。

○○委員 そうですね。これだと という株と という二つの株かと思77-14 540
われちゃいますので。恐らく１株だと思いますので、確認をお願いします。

事務局 申請書上は「 」が入っているようでございますが、多分、けた数で，

すね。

○○委員 一万四千の千の単位のけたですか。
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事務局 ではないかと思いますが、最終的には確認をいたしまして、正しい表

記にいたしたいと思います。

○○委員 いずれにしても、誤解のないような表現ということだと思います。

ついでに、今配られた黒のＮ ５の２枚目、今の製品ですが、本ワクチンのo.
成分の特徴という中段の枠の中の「人畜共通」という表現ですが、これは古い

ものをこのまま使うんですか。それとも「人獣」にこの際とりかえるんでしょ

うか。

どれでしたか、後のは「人獣」と表現してあるんですね。

事務局 「人畜」は古い記載でございますので 「人獣」と、後ろのパスツレ、

ラの方もそうなっておりますので、そちらの記載にしたいと思います。

あと、インゲルバックのところで、その下の「人に対する病原性はない」と

いうのは記述としては誤りでございますので、これは適切に修正をさせていた

だきたいと存じます。先ほどのリニシールドのところと記載がそごが生じてし

まいますので。

○○委員 どこですか。

事務局 赤のＮ ３の５枚目です。使用上の注意がありますが、菌種としてはo.
ボルデテラ・ブロンキセプチカとパスツレラ・ムルトシダがございますが、こ

ちらの記載とそごが生じてしまいますので、確認いたしまして、適切に修正を

させていただきたいと思います。

それから、説明のときに申し忘れてしまいましたが、いずれも「要指示薬」

の記載については、先ほど御議論いただきましたことを踏まえまして一番上に

持ってくるというような調整をした上で最終的に整理をさせていただければと

思います。

○○委員 そうですね。再審査の機会にやりますと非常に効率がいいと思いま

すので、ぜひ御検討ください。

事務局 はい。ちょうどいい機会だと思いますので、やらせていただきたいと

思います。

○○委員 ほかには。

○○委員 ちょっとお教え願いたいんですけど、使用上の注意を入れる、入れ

ないというのはどういう基準で選んでいるんですか。これは記載がないから入

。 、れると幾つかの製剤で書いてありますよね 全部を入れているわけでもないし

症例の少ないのは省いているんだろうけれども、症例数が同じでも入れている

のもあるし、どういう基準で選んでいるのか。

事務局 副作用等で使用上の注意に入れるか入れないということでございます

か。

○○委員 はい。
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事務局 基本的には症例数があれば入れるわけですが、既に記載されている副

作用の中で読めるような内容であれば、あえてつけ加えないというような整理

をさせていただいております。

○○委員 猫用のビルバゲンですか、くしゃみ、流涙、跛行は症例１だから除

いたということですね。軟便というのは下痢に含まれるから書いてない。

事務局 そうでございます。

○○委員 わかりました。

○○委員 よろしいですか。

ほかにはいかがでしょう。よろしいでしょうか。

、 、 、○○委員 今の４番 ５番 ６番の犬・猫用のワクチンについてですけれども

「 」 、調査結果のところで 獣医師の主観による判定が行われ と書いてありますが

これはどういう意味なんでしょうか。

事務局 これは使用実績でございますので、ワクチン効果を見るに当たって、

抗体価では判定をしているんですが、感染したかしないかについて、抗体価の

ほかに獣医師の主観も含めて判定をしているということでございます。

○○委員 言葉として「主観」というのが問題だと。

事務局 獣医師の診断なり判断というような。

○○委員 抗体価のこともあるわけですよね。その辺をもう少し科学的な言葉

で書いていただければ。

事務局 わかりました。その辺は適切な表現に修正をしたいと思います。

○○委員 もう１点、 番のエナカルド錠のところですが、副作用事例の詳11
細というところで、一番上に死亡というのがあります。これは副作用なんでし

ょうか。

○○委員 前の方にもある。

○○委員 そうですね。アピナック。いずれも心不全の症例に対して使う薬な

ので、犬が死ぬことはあると思うんですけれども、副作用の中にそれを入れる

とおかしいと思うんです。投薬したために死亡したという判断があればいいで

すけれども、そうでなければ、副作用の中に死亡例を入れるということであれ

ば死亡も入れなければいけないということになりますね。

事務局 恐らく、これは投薬後の症例の中で死亡したのを入れていると思いま

す。病気が病気ですので、場合によっては死亡するということがあろうかと思

。 、 。います 内容を確認いたしますが 御指摘を踏まえて整理をしたいと思います

○○委員 もう１点だけ、 番の木防已湯乾燥エキスですけれども、効能又12
は効果の心臓性喘息症状。古い薬なんですけれども、こういう病名はないと思

うんです。再審査して続けて承認していく場合には、この病名は現在の臨床獣

医学ではあり得ない名前だと思います。
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事務局 そうしますと、この病名ではなく別な病名という。

○○委員 恐らくこれは僧帽弁閉鎖不全に伴う呼吸器症状とか、そういうこと

なのかなと思うんですけど、内容をよく知らないのでわかりませんが、この薬

がどういった病気に対して使われる薬なのか、再調査といいますか、再審査し

て、現在一般的に使われている診断名に変更しないと、このままだとおかしい

と思います。

事務局 御指摘いただきました点、確認して、より適切なものにしたいと思い

ます。ただ、漢方薬でございますので、あいまいなところがあるかもしれませ

んが、確認させていただきまして、先生に御相談をさせていただければと思い

ます。

○○委員 候補が上がりましたら、念のために確認していただいて。

、 。○○委員 申請時の症例がどういう症例か 今回も再審査しているわけですね

そのときの症例がどういう症例か、多分、心臓性喘息の症例を 例集めろと60
言われても困ったんじゃないかと思うんです。

○○委員 では、これは確認をお願いします。

ほかにはよろしいですか。

○○委員 先ほど御説明いただきました副反応はワクチン、それ以外のものは

副作用ということであると、これは整合性がないですね。ワクチンのところに

も副作用と書いてありますね。

事務局 これは間違いです。

事務局 すみません。機械的にそういう項目になっておりましたので。その辺

は考慮しておりません。それは適切に表記するようにいたします。

○○委員 そうですね。克明にチェックをして、この機会ですから、ぜひ。

ほかによろしいですか。

、 、 。それでは これは報告ですから 了解いたしましたということだと思います

事務局 ありがとうございました。

［報告事項］

（５）動物用医薬品の諮問・承認状況について

○○委員 次は( ) 諮問・承認状況について。事務局からお願いします。5
事務局 当日配付資料、黒のＮ ６を御用意ください。前回の本部会から本日o.
までの諮問・承認状況の御説明でございます。

まず諮問状況でございますが、生物製剤関係では、まず日生研のＮＢＢＥＧ

不活化オイルワクチン、鶏用のワクチンでございます。一番右の諮問年月日が

「決済中」となっておりますが、本日付けで諮問させていただいております。
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以下 「決済中」となっているものは、すべて本日付けで諮問しております。、

続きまして日生研のＡＲＢＰ混合不活化ワクチンＭＥ。これも日生研株式会

社のもので、豚用のワクチンでございます。

２点目はマイコバスターＡＲプラス。日本ファマシー株式会社のものでござ

います。これも豚用のワクチンでございます。いずれ御審議のほどをよろしく

お願いいたします。

続きまして一般医薬品関係でございますが、ノルバサン ソリューション。

キリカン洋行株式会社のものでございます。酢酸クロルヘキシジンを含有する

消毒剤でございます。

続きまして水産用で、パイセス。ノバルティス アニマルヘルス株式会社の

もので、プロノポールを含有する水カビ病の予防の製剤でございます。

３ページ目ですが、セボフロ。セボフルランを含有する犬の麻酔剤でござい

ます。それからエトジェシックパラタブ と、同 でございます。エト150 300
ドラクを含有する経口投与剤でございます。

最後はメタカム２％注射液で、ベーリンガーの製品でございます。

４ページ目は抗菌関係で、使用基準の一部改正でございますが、これは今日

御審議していただいたものでございます。

続きまして５ページでございますが、承認状況でございます。まず水産用医

薬品関係でピシバック 注３混でございますが、これは 年の 月 日に15 11 27
本部会で御審議していただいたものでございます。４月 日に承認されてお23
ります。

続きまして生物製剤関係ですが、リスポバル。ファイザー製薬のものでござ

いますが、これは昨年の８月 日に本部会で御審議していただき、先達て、21
５月 日に承認されました。10
６ページ目はケトフェン錠５ 、 、 でございます。これにつきmg 10mg 20mg

ましては昨年 月 日に本部会で御審議いただき、１月９日に承認されてお11 27
ります。

それから最後、ノックベイトでございますが、これは昨年の５月 日に本22
部会に報告させてもらっているものでございます。２月３日に承認されており

ます。

以上でございます。

○○委員 何か御質問ございますか。

○○委員 ３ページのセボフロ。セボフルランを含有する注射剤となっている

けど、間違いですか。これでいいんですか。犬の全身麻酔用剤。セボフルラン

ですと吸入麻酔剤の間違いじゃないですか。

事務局 ちょっとお時間をいただければ、確認いたします。
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、 、 。○○委員 では この部分はペンディングにしておいて ほかにございますか

よろしいですね。

では、答えが来るまでこの部分は待ったいただいて、次へ参りましょう。

［その他］

（７）医療機器クラス分類告示について

○○委員 続きまして、その他。医療機器クラス分類告示ですか。事務局、お

願いします。

事務局 動物医薬品検査所の○○でございます。本日は動物用医療機器のクラ

ス分類等について説明させていただきます。

今お手元にお配りしました の資料に基づいて御説明させていただきまNo.7
す。前回の特別部会で平成 年４月１日に施行されます改正薬事法につきま17
して御説明差し上げましたが、その中で医療機器につきましては安全対策の抜

本的な見直しが行われるということで、それに基づいてクラス分類が行われる

というふうに御説明申し上げました。このクラス分類につきましては、厚生労

働省と当省で若干分類の仕方が違うということもありますので、本日ここにお

きまして動物用医療機器のクラス分類等について説明させていただきます。

時間もありませんのでポイントを説明させていただきますが、４枚めくって

いただきまして、横長の別添の医療機器のクラス分類についてという表をごら

んください。

医療機器のクラス分類ですが、現行は、左の方にありますが、大臣承認が必

要な品目とそうでない品目に大きく分かれておりまして、販売規制としては、

指定された品目には届出制があり、そのほかの品目は販売規制はなしという形

になっております。

これが、改正薬事法の施行後はリスクに応じて大きく三つに分かれます。高

度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器と、リスクの高いものから三つ

に分かれます。そして、管理医療機器の中に、大臣が基準を定めて指定するも

のについては第三者の登録認証機関が認証すると、そのようなシステムになっ

ております。ただ、前回も御説明差し上げましたように、登録認証機関の制度

につきましては動物用医薬品については導入しないというふうになっておりま

す。そして販売規制につきましては、高度管理医療機器が今度は都道府県知事

の許可が必要であり、管理医療機器は今までどおり届出、一般医療機器はなし

となっております。

そして、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器にまたがってあり

ますが、特定保守管理医療機器というものがございます。これは保守点検とか
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修理その他の管理に専門的な知識や技能を必要とする医療機器でありまして、

これも大臣が薬事審議会に意見を聞いて指定するものです。これは承認とはリ

ンクしておりませんで、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器にま

たがって存在します。これについても販売については許可制がとられておりま

す。この意味といたしましては、中古品を流通させる際の品質管理を明確にし

たいということで特定保守管理医療機器が今回新しく指定されたということで

ございます。

それでは１枚目に戻ります。２番ですが、動物用医療機器については農林水

産大臣が審議会の意見をお聞きして高度管理医療機器、管理医療機器、一般医

療機器、そして特定保守管理医療機器を指定、この指定は告示ですが、告示で

指定することとなります。

まず、厚生労働省がどのように指定の作業を進めているかについて簡単に御

説明申し上げます。

３番になりますが、まず、告示についてはすべて一般的名称で行うことで準

。 、 。備しております ５枚ほどめくっていただきまして 別紙２をごらんください

医療用具とは、薬事法の定義によりますと、医療用具としての目的、形態を備

えたもの、そして政令で指定するものというような規定になっておりますが、

この「政令で指定するもの」の「政令」がここに書いてあります薬事法施行令

の別表第１の分類名でございます。これを「類別」と呼んでおります。

この類別は、器具器械、医療用品、歯科材料、衛生用品、動物専用医療用具

36 36に大きく分かれておりまして、政令は昭和 年につくられましたが、昭和

年の時点での医療用具の例示であると考えていただければと思います。これで

医療用具の範囲を規定しているということでございます。ただ、年月がたつに

つれてこの類別では対応し切れないほど医療用具の数も種類もふえたというこ

とで、２番以降にありますが、厚生労働省では医療用具の一般的名称を規定す

るようになりました。最初は、類別が ありますが、 から へ一般的103 103 900
名称をふやしまして、今回、今ある一般的名称を約 までふやしておりま3,000
す。これにより、今まではリスクの異なる品目が一つの一般的名称の中に入っ

ていたんですが、基本的には一つの一般的名称で一つの医療用具の品目である

というような１対１の対応にほぼなっているわけでございます。

また１ページに戻らせていただきますが、 に細分化した一般的名称で3,000
厚生労働省はクラス分類の指定を行ってます。厚生労働省におきましては平成

年から、医療用具についてリスクの低い方からクラスⅠからクラスⅣまで11
分離し、それで承認申請の際の提出資料の取り扱い等を決めておりましたが、

今回、ＧＨＴＦ等の国際基準に合わせて整理し直しまして、クラスⅠに属する

医療用具を一般医療機器、クラスⅡに属する医療用具を管理医療機器、そして
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クラスⅢとクラスⅣに属する医療用具を高度管理医療機器に指定したというこ

とでございます。そして、従来特定修理医療用具として指定しておりました医

療用具を中心に特定保守管理医療機器を指定しました。これでクラス分類の告

示と特定保守管理医療機器を指定する告示、合計２本の告示で指定するという

わけでございます。

、 、これが厚生労働省の基準となりますが １枚めくっていただきまして４番で

当省としてどのようにクラス分類を行っていく予定であるかを説明させていた

。 、 、 、だきます ２ページ目の４の( ) ですが 告示は 厚生労働省とは違いまして1
まず類別を示して一般的名称を併記する形にいたします。当省におきましても

現在、承認申請書等に一般的名称を併記させておりますが、これはあくまで参

考として書かせているものでありまして、厚生労働省のように国が明確に決め

たものではありません。そういうものですから、同じ動物用医療機器であって

も異なる一般的名称がついている場合があるということでございます。よって

今回、動物用医療機器の一般的名称を新たに整備する必要があります。基本的

には人用の の一般的名称を参考にして、それに合わせて規定したいと考3,000
えております。すなわち人用の医療機器と同じ医療機器であれば同一の一般的

名称として、動物専用の医療機器もありますが、それらについてもできるだけ

人用医療機器の一般的名称に合わせて規定していこうと考えております。

今、４の( ) ですが、動物用医薬品等取締規則、省令ですが、省令の別表第2
一の二「承認を要しない医療用具」というのを定めております。これは類別で

示しておりますが、類別と、実際に承認・許可されている品目を一般的名称で

追加いたしまして、それをそのまま一般医療機器を指定する告示としたいと考

えております。また基準適合品につきましても、基準名中の医療用具名を類別

と一般的名称で示すことによって一般医療機器の中に加えたいと考えておりま

す。

４の( ) ですが、承認不要医療用具、別表第一の二以外の医療用具、すなわ3
ち現在承認を取得している医療用具を管理医療機器として指定したいと考えて

おります。

( ) ですが、高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器は当面は指定しな4
い予定です。対応はいたしますが、当面は指定しません。これが厚生労働省と

の最も大きな違いであります。

別紙４をごらんください。終わりから２枚目ですが、人用医療機器と動物用

医療機器のクラス分類について比較してあります。人用医療機器におきまして

、 。は 今申し上げましたようにリスクに基づく分類でクラス分類を行っています

そしてそれぞれ特定保守管理医療機器に該当するものとそうでないものがあり

ます。動物用医療機器につきましては、現在承認を取得しているものを管理医
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療機器、現在の基準適合品と類別許可品目を一般医療機器に分類することにし

ております。

この分類でいきますと、動物用医療機器の表の右の方にありますが、人用医

療機器のクラス分類との関係を見ますと、動物用では管理となっているもので

人用では高度管理になっているものが 品目ほどありまして、動物で一般医28
療機器となっているもの のうち高度管理となっているものも ほどあり513 19
ます。人用につきましては昭和 年から一般的名称を決めて安全管理を行っ58
てきています。当省におきましては今もまだ類別を中心に安全管理を行ってお

りまして、そこで少々そごが生じてきたということであります。ただ、これに

つきましては、高度管理医療機器と申しましても人体用で承認されたものが動

物用に流用されているのが通例であり、あと、特に動物用におきまして不具合

が生じたという事例はありませんことから、このクラス分類で決めさせていた

だきたいと考えております。

２ページに戻りますが、４の( ) のイです。現在承認がない人工心肺装置、4
心臓ペースメーカー、人工透析器等、不具合が生じた場合には動物の生命及び

健康に重大な影響を与えることが容易に予想されるものが承認申請されること

が予想されますが、このようなものが承認申請された場合には薬事・食品衛生

審議会の意見を聞きまして高度管理医療機器として指定することとしたいと考

えております。また、そのような品目の審査につきましては、現在医療機器に

ついて審査する委員会がないことから、医療機器の専門家からなる医療機器審

査小委員会、仮名ですが、これをつくりまして動物用医薬品等部会、一般医薬

品調査会等で承認審査を行っていただきたいと考えております。

４の( ) ですが、今後承認等をされます医療機器のうち、告示中に該当する5
一般的名称がない品目につきましては、承認等の際に告示を改正していくこと

となります。今までの流れを見ますと、告示の改正は年間３品目程度と予想し

ております。

４の( ) ですが、特定保守管理医療機器の概念の導入についてですが、これ6
は先ほど来説明しておりますように中古品の流通時の品質確保の徹底を図るこ

とが主な目的であり、特定保守管理医療機器には高度管理医療機器以上の規制

が課せられております。ただ、現在、動物用医療用具の販売に関しましては何

の規制もございませんで、販売の実態を我々としても完全に把握しておりませ

ん。まして中古品の流通につきましてはその状況が全く不明であることから、

当面は特定保守管理医療機器は指定しないこととする予定です。しかし、今回

の改正で管理医療機器については販売が届出制となったこともありまして、動

。 、物用医療機器の流通状況も順次明らかになっていくと考えております その際

中古品流通について規制をかける必要があると判断されれば、その時点で審議
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会の意見を聞きまして特定保守管理医療機器に指定することの検討をしたいと

考えております。

以上の方針で分類を行いましたクラス分類（案）を、最後のページですが、

別紙５で示しております。先ほど説明しましたような表となっておりますが、

動物用におきましては管理医療機器に 類別で 一般的名称、一般医療機22 179
器が 類別で 一般的名称、高度管理医療機器と特定保守管理医療機器に73 513
つきましては当面は対応しない、そして、管理医療機器については今後は届出

制に移行するということでございます。

、 （ ）これがクラス分類の案でございまして 現在これに基づいて実際の告示 案

を作成している最中であります。その告示（案）につきましては次回の特別部

会でお示しして御説明したいと考えております。以上でございます。

○○委員 ありがとうございました。

特段の御質問等ございますか。

よろしいですね。

どうも御苦労さまでした。

［その他］

（６）鳥インフルエンザ不活化ワクチン攻撃試験方法（案）

○○委員 一つ残ってますね。きょうの配付資料のＮ ９。o.
その前に、さっきの、わかりましたか。

事務局 さっきのは間違いで、吸入でございます。マスクを使用することによ

ってセボフルランと酸素の混合ガスを吸入することによって麻酔導入を行うと

いう形での用法・用量になっております。

○○委員 吸入剤ですね。注射剤ではなくて。

事務局 それでは、当日配付資料のＮ ９について簡単に説明させていただきo.
ます。

年ぶりに鳥インフルエンザが発生いたしまして、国は緊急にワクチンを79
備蓄したわけでございますが、このものにつきましては薬事法未承認というこ

とで、今後は薬事法上承認されたワクチンを備蓄したいと考えています。それ

につきまして、ワクチンの開発推進事業を立ち上げ、まず輸入のワクチンの承

認申請を促進しようかと思っています。

その中で動物衛生研究所におきましての感染試験が実施されるわけでござい

ますが、そのプロトコールが今日お示ししましたＮ ９でございます。一番最o.
後に横長の図がありますので、そちらを見ていただくと試験計画の大体の内容

がわかるかと思います。



- 65 -

21試験は大きく二つに分かれていまして 一つは単回接種試験ということで、 、

日齢の鶏に１回接種して、３週後に今回山口県で採りましたインフルエンザ山

口株で攻撃して、２週間観察をするというものでございます。もう一つは２回

接種試験ということで、これらのワクチンは基本的には２回接種に用法・用量

がなっていますので、それぞれの用法・用量に従って２回接種した後、約３週

後、もうちょっと延びるものもありますが、３週以上たった後に攻撃をして、

同様に２週間観察をするというものでございます。こういったプロトコールで

攻撃試験を実施して、それぞれのワクチンについての有効性を確認したいと考

えています。

これ以外に安全性試験、臨床試験も計画されておりまして、すべてそろいま

したらこの３者から輸入承認申請が上がってきて、本部会で御審議願うことに

なると思います。予定としては 月の本部会で御審議を願いたいと思ってい11
ます。以上でございます。

○○委員 ありがとうございました。

御質問等ございますか。

よろしいでしょうか。

ぜひ抜かりない資料をきちっとつくってくるように指導していただきたいと

思います。緊急を要することになると思うんです。ですから５回も６回も行っ

たり来たりすることになるとえらいことになりますので、ぜひよろしくお願い

します。

５．次回日程について

○○委員 そうすると、報告もこれで全部終わりまして、あとは次回の日程で

しょうか。

事務局 Ｎ ８にカレンダーが用意してございますが、３カ月置きということo.
で、きょうが６月３日でございますので、９月の頭になるかと思いますが、木

曜日の９月２日はいかがでございましょうか。

○○委員 とりあえずカレンダーにマークしていただきまして。まだ大分先の

。 、 。ことでございますので ９月２日の木曜日 とりあえず予定に入れていただく

よほどのことがなければ午後ですね。

事務局 基本的にはきょうと同じぐらいの。詳しい時間、開催場所については

追って御連絡させていただきます。

○○委員 では、とりあえず予定していただきまして、これにて。

６．閉 会
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○○委員 本日もまた長時間にわたりましていろいろ御審議していただき、あ

りがとうございました。ちょうど６時で終了です。


