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１．開 会

○○委員 こんにちは。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．衛生管理課長挨拶

○○委員 初めに衛生管理課長からごあいさつをお願いいたします。

衛生管理課長 先生方、大変お忙しい中を御出席をいただきまして、どうもありがとう

ございます。

前回、９月２日の部会のときにも久し振りに出席をさせていただきまして、衛生のめ

ぐる情勢等を御紹介させていただきましたけれども、前回の９月２日以来、２カ月ちょ

っとたったわけです。その間、ＢＳＥの関係では、○○委員などには大変御尽力をいた

だいているわけですけれども、食品安全委員会でＢＳＥの対策についての検証が行われ

て、９月９日に中間的な取りまとめということで私どもに対して御指摘をいただいたと

いう形になっておりまして、それを踏まえて、これまでとってまいりましたＢＳＥの対

策について、さらに強化できるところがないかどうか見直しを考えて、その内容につい

。ての諮問を、食品安全委員会に対して10月15日にさせていただいているという状況です

その間、ＢＳＥが発生して止まっていますアメリカからの牛肉の輸入に関して、それ

を再開する、あるいは日本からアメリカ向けの牛肉の輸出の再開といったことについて

の協議も行われておりまして、いろいろと議論がされているところでございますが、国

内でも前回の部会以降さらに３頭の感染牛が確認されております。九州で初めて出たと

か、死亡牛で２頭目の確認がされたとか、いろいろあります。地元では大きな問題にな

るわけですけれども、全国的には非常に冷静な対応をしていただいていると思っており

ます。先生方の御理解等のおかげだと感謝しております。

、前回、ワクチンに関することで二つ気になっていることがあると申し上げましたので

その後の状況について少し御紹介させていただきたいと思います。

１点はインフルエンザのワクチンについてでございますけれども、本日、３品目につ

いて輸入承認に関する御審議をお願いすることになっております。このワクチン、今、

高病原性鳥インフルエンザというのは口蹄疫と同じような考え方を持っておりまして、

海外病の扱いという考え方で、これまで口蹄疫については、国内で承認していないワク

チンを備蓄してきたという扱いで、こういったものについては承認申請があっても受け

付けないという基本的な姿勢を持っていたわけです。ただ、そうなりますと、国内での

評価をしていない、日本として評価をしていないものをいざというときに使わなければ

ならないというような、後手後手に回ってしまうということがありまして、あらかじめ

評価をしたものを持とうという判断の変更をしたということで、３品目についての輸入

承認申請を受け付けたわけでございます。

本日それを御審議いただきますけれども、これについては、インフルエンザの防疫に

ついての考え方というのは、原則としてワクチンを使わないということは変えておりま

せんので、承認になったから自由に使えるというものではないという形での承認という
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ことになります。したがいまして、用法・用量の制限とか、承認に当たっての条件をあ

わせて考え方を示させていただきたいと思っておりますので、その辺につきましても慎

重な御審議をお願いしたいと思います。

もう１点は豚コレラについてでございますが、未承認ワクチンに由来する豚コレラの

疑い例が出ました。前回は３カ所ということだったんですけど、その後、大変残念なこ

とにあと２カ所、同じようなケースが見つかりました。全体で５カ所確認されましたけ

れども、10月４日に５カ所目を淘汰いたしまして、それに当たってかなり注意をしたの

は、ネズミについての対策を徹底的に打った上で豚の淘汰をしたというやり方をしてお

、ります。その後３週間以上たっておりまして、もう１カ月になりますが、発生がなくて

昨日、周辺を含めての清浄性の確認が終わったところです。これで治まれば、あとは未

承認ワクチンの使用について今後も監視を徹底していくということで終息させられるの

ではないかと考えております。そのことについては、御心配をおかけしましたが、そう

いう状況に至っています。今後は、平成８年以来続けております撲滅対策で、できるだ

け早くワクチンの完全使用中止を目指していきたいと考えております。

そのことを御報告させていただきまして、本日は先ほど申し上げましたインフルエン

ザのワクチン３品目を始め、たくさんの審議、あるいは御報告させていただく事項がご

ざいます。どうぞ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。

３．配付資料の確認

○○委員 それでは、まず配付資料の確認を事務局からお願いします。

事務局 それでは、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。当日配付資料でございますが、まず当日配付資料一覧という１枚紙があり

まして、その下に黒のNo１、本日の議事次第でございます。議事次第と、委員の出欠表

と座席表がついております。No２は、インゲルバックＰＲＲＳ生ワクチンの再審査期間

における有効性確認調査の実施方法についてというもので、後ほど事務局から御報告さ

せていただく資料でございます。それからNo３、枝番が１、２、３と三つありますが、

この後２番目に御審議していただきますインフルエンザのワクチン、レイヤーミューン

の差し替えの資料、それから追加の資料でございます。No３－１、２、３の三つでござ

、います。それから、黒のNo４は、その後御審議いただきますインフルエンザのワクチン

ノビリスＩＡ inac の審議経過票と、申請書本体の３ページ、4 ページの差し替えでご

ざいます。誤字がありましたので差し替えさせて頂きます。No５は平成16年度再評価ス

クリーニング対象成分の選定についてということで、これも後ほど事務局から御説明さ

せていただきます。No６は動物用医薬品の諮問・承認状況ということで、毎回御説明さ

せていただいている資料でございます。これも後ほど御説明させていただきます。No７

は次回の日程を決めていただく際の来年２月、３月のカレンダーでございます。

以上、No１からNo７でございます。御確認のほどをよろしくお願いいたします。

○○委員 先生方、いかがでしょうか。そろっておりますでしょうか。

４．議 題

［審議事項]
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（１）動物用医薬品の製造・輸入承認の可否、毒・劇薬等の指定及び再審査期間の指定

について

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕

【新有効成分含有動物用医薬品 （輸入承認）】

①ＡＩ(Ｈ５Ｎ２亜型）不活化ワクチン（ ) 日本バイオロジカルズ株式会社NBI

○○委員 それでは審議事項に入ります。

まず最初に、動物用生物学的製剤調査会関係の(1) の①ＡＩ（Ｈ５Ｎ２亜型）不活化

ワクチン（ＮＢＩ）の輸入承認ということでございます。○○先生から御説明をお願い

します。

○○委員 鳥インフルエンザＡＩ（Ｈ５Ｎ２亜型）不活化ワクチン（ＮＢＩ）と省略さ

れていますけど、これは日本バイオロジカルズ株式会社から輸入承認申請された鳥イン

フルエンザウイルスを有効成分とする鶏用の不活化ワクチンであります。本製剤は、平

成16年10月14日に開催された動物用生物学的製剤調査会において事前の審議を終了し、

本部会に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１番を御用意くださ

い。

「申請書」と書いてありますオレンジ色のタッグをお開きください。本剤は、日本バ

イオロジカルズ株式会社から輸入承認申請されましたＡＩ（Ｈ５Ｎ２亜型）不活化ワク

チン（ＮＢＩ）でございます。鳥インフルエンザワクチンは初めての製剤でございます

ので、新有効成分含有動物用医薬品ということで御審議を願います。

本剤は、低病原性鳥インフルエンザウイルスをワクチン株とする鶏用のオイルアジュ

、バント不活化ワクチンで、申請書の３ページの下に示しますように、その用法・用量は

10日齢以上の鶏に0.5mＬを５～10週間隔で２回、皮下注射するもので、効能・効果は、

鳥インフルエンザの発症予防及びウイルス排泄の抑制でございます。

それでは概要について御説明いたします 「概要」という黄色のタッグの概－１ページ。

をお開きください。高病原性鳥インフルエンザは家禽の急性伝染病疾病であり、ＯＩＥ

のリストＡ疾病として世界的規模で監視が行われています。御承知のとおり、我が国に

おきましても、今年の１月に79年ぶりに発生したわけですが 「高病原性鳥インフルエン、

ザ防疫マニュアル」に準じて防疫対策が行われ、４カ所の発生にとどめることができ、

本病のコントロールに成功いたしました。しかし、東南アジアなどの国々では防疫対策

が功を奏さず、続発していることから、ＯＩＥはこれらの多発地域において、従来の摘

発・淘汰による防疫対策のみでは根絶が不可能な場合には、摘発・淘汰方式の補助的な

方策としてＡＩ不活化ワクチンを使用することができるとの見解を示しております。本

病の防疫対策の一つであるワクチンは、米国、メキシコ、イタリア及びパキスタンなど

で使用実績がございます。

鳥インフルエンザ不活化ワクチンの効能・効果は、主として発症の低下及びウイルス

の排泄の減少であり、完全に感染を防御できないこと、ワクチン抗体と野外感染抗体と

区別がつかないことなどがデメリットとして挙げられています。しかし一方で感染防御

できるとする試験結果報告もあり、ＤＩＶＡシステムやおとり鶏を置くことでワクチン

接種鶏群での感染を感知できるとも言われています。

本剤は、メキシコのＡvi－Ｍex社が1998年に同国において製造承認を得たもので、199
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4年にメキシコで分離されたＨ５Ｎ２亜型ウイルスをもとに、メキシコ政府がマスターシ

。ード及びワーキングシードを確立し、その配付を受けて製造しているものでございます

本剤は、メキシコ以外では、概－６ページの表１－２－２に示しますように、グアテマ

ラとかエルサルバドルで承認されており、現在、タイ及びインドネシアでも承認申請中

でございます。

続きまして概－14ページをお開きください。安定性に関する資料でございます。３ロ

ットについて製造直後から６カ月ごとの間隔で免疫原性試験を行い、本製剤の安定性を

検討しました結果、概－15ページから17ページまでにＨＩ抗体価の推移を示す図がござ

いますが、それぞれ、85倍、143 倍、63倍と、規格値以上のＧＭ値を示し、安定してい

ることが確認されております。

続きまして概－18ページをお開きください。安全性に関する資料です。本剤を白色レ

グホンＳＰＦ鶏に、10日齢、その５週後の45日齢、さらに４週後の73日齢に、それぞれ

常用量及び５倍量を皮下接種いたしました。その結果を表７－１－１に示しますが、観

察期間中の育成率は、すべての鶏群で100 ％で、一般状態等にも変化は認められません

でした。また、投与部位については、剖検では被験物質由来と思われる白濁物の貯留が

認められましたが、臨床観察では変化は認められませんでした。

続きまして、概－19ページからは薬理に関する資料ですが、概－22ページの真ん中か

らですが、このワクチンの有効性ということで、まずメキシコ分離高病原性ＡＩＶ攻撃

試験での評価ということで、概－23ページからになりますが、本剤を10日齢のＳＰＦの

ひなに皮下接種し、21日目にメキシコで分離されました高病原性鳥インフルエンザウイ

ルスで攻撃をし、防御効果を検討いたしました。その結果、まずＨＩ抗体価は免疫後２

週で90％陽転し、３週では100 ％陽転となり、攻撃後の結果は、表８－４Ａ－１に示し

ますように、ワクチン接種群は攻撃後臨床症状を呈するものは認められず、無免疫対象

群はすべて発症・死亡が認められました。よって、本ワクチンは100 ％の発症防御効果

を示す有効性が確認されました。

次に８－４Ｂで、日本分離高病原性ＡＩＶ攻撃試験での評価ですが、これは動物衛生

研究所で実施された攻撃試験です。本剤を３週齢のＳＰＦ鶏に皮下接種し、３週後に、

今回山口県の発生で分離されたいわゆる山口株で経鼻攻撃いたしました。その結果を次

のページの表に示しますが、まず表８－４Ｂ－１に示しますように、ワクチン接種群で

は発病、死亡ともに認められず、咽喉頭スワブ及びクロアカスワブからウイルスは回収

されませんでした。一方、対照群はすべての鶏が発病、死亡し、咽喉頭及びクロアカス

ワブからウイルスが回収されております。それから、表８－４Ｂ－２に攻撃前後におけ

るＨＩ抗体価の変動を示していますが、ＨＡ抗原を山口株とした場合とワクチン株とし

た場合のそれぞれを示してありますが、ワクチン接種群ではそれぞれ攻撃後にＨＩ抗体

の上昇が認められています。対照群は攻撃により死亡してしまいましたので、未検査と

いうことです。

以上のことから、本ワクチン１羽分注射鶏は、アイソレーター内の好条件下及び免疫

後３週目において良好な抗体応答を惹起する免疫原性を有するとともに、ヘテロである

山口株の攻撃に対して、100 ％の感染防御効果を示す有効性が確認されたと考察されて

います。

次に概－24ページの８－４Ｃ、日本分離高病原性ＡＩＶ攻撃試験での評価（２回免

疫）ということで、これも動物衛生研究所で実施された試験ですが、本剤の用法・用量
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どおりに２回免疫をし、２回目免疫後27日目に山口株で経鼻攻撃いたしました。その結

果を次の概－25ページに示しますが、まず表８－４Ｃ－１に示しますように、ワクチン

接種群では発病、死亡ともに認められず、咽喉頭及びクロアカスワブからウイルスは回

収されませんでした。一方、対照群はすべての鶏が発病、死亡し、咽喉頭及びクロアカ

スワブからウイルスが回収されています。それから、表８－４Ｃ－２にワクチン接種時

及び攻撃前後におけるＨＩ抗体価の変動を示していますが、ＨＡ抗原を山口株とした場

合とワクチン株とした場合のそれぞれを示してありますが、ワクチン接種群では、ワク

チン１回注射後に全例が陽転し、ワクチン２回注射後には抗体価が約２分の１に減少し

ました。これらのＨＩ抗体価は、攻撃後、有意な上昇は見られず、逆に、攻撃前の約２

分の１に低下しました。

以上のことから、本ワクチン１羽分２回注射免疫鶏は、アイソレーター内の好条件下

及び免疫後３週目での山口株の攻撃に対して100 ％感染防御効果を示し、咽喉頭及びク

ロアカスワブ、各種臓器からもウイルスが回収されず、攻撃後のＨＩ抗体価の上昇が見

られなかったことから、感染防御も付与できたものと考察されています。

続きまして概－31ページをお開きください。臨床試験に関する資料でございます。埼

玉県と神奈川県の２カ所の農場におきまして、試験群200 羽、対照群200 羽の採卵鶏を

用いて安全性及び有効性を評価いたしました。まず安全性につきましては、概－32ペー

、ジの９行目から記載してありますように、臨床症状、注射局所の反応、増体重、育成率

、産卵率で評価をいたし、隣のページの表12－１－１及び表12－１－２に示しますように

すべての項目で適合と判定され、安全性に問題はないと考えられました。

また、有効性につきましては、概－31ページの下から３行目に示しますように、イン

フルエンザの流行が認められなかったので、ＨＩ抗体価が80％以上の鶏で160 倍以上で

ある場合に有効と判定するとしまして、その結果を概－33ページの表12－１－３に示し

ますが、試験群の２回注射後４週のＨＩ抗体価が160 倍以上の比率は、実施施設１では9

0.0％、実施施設２では95％であり、両実施施設とも有効性の判定基準に適合したと判定

されております。

それでは、一番最初の審議経過票にお戻りください。本申請につきましては、７番の

欄に示しますように、平成16年10月14日に開催されました動物用生物学的製剤調査会で

御審議いただき、次のページの別紙１に示しますような指摘事項、特に御確認いただき

たいのは、下から二つ目の丸にあります、用法・用量に「家畜伝染病予防法第３条の２

に基づき規定される高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に従い

使用すること」の文章を追加すること。この防疫指針の中にはワクチンの使用につきま

して 「都道府県知事は、原則として同一の移動制限区域内の複数の農場で本病が続発し、、

発生農場の飼養家禽の迅速な淘汰が困難となり、又は困難になると判断される場合に、

家畜伝染病予防法第31条の規定に基づきワクチン接種を実施する。ワクチン接種を実施

した家禽等について、家畜伝染病予防法施行規則第13条の規定に基づき標識を付し、そ

の移動を制限するとともに、接種家禽、農場等はすべての接種家禽が処分等をされるま

での間、家畜防疫員による定期的な検査等の監視を行う」と規定されております。

それから、次の丸にありますように、効能・効果でございますが、申請時はＨ５亜型

の高病原性鳥インフルエンザの発症予防及びウイルス排泄の抑制でしたが、それを「鳥

インフルエンザの発症予防及びウイルス排泄の抑制」とすること。それから、次のペー

ジの裏面に、使用上の注意を別紙２のようにすること、これらを条件としまして事前の
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調査審議を終了し、本部会に上程して差し支えない。なお、再審査期間は、新有効成分

含有動物用医薬品ということで６年とするということでした。

なお、本日、本製剤の承認が可とされた場合、後に控えています同じ鳥インフルエン

ザのワクチン２製剤についても同様ですが、薬事法第79条に基づき、輸入に際しては一

定の条件を付すことを検討しております。また家畜伝染病予防法施行規則第57条第２号

に「高病原性鳥インフルエンザ予防液」を追加いたしまして、家畜伝染病予防法第50条

に基づき、都道府県知事の許可を受けなければ使用してはならない製剤に指定をし、国

及び都道府県の管理下で防疫指針に従ってモニタリングも適正に実施される場合に限っ

て使用し得るものとする予定でございます。

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あるいは御意見がございましたらどうぞ

○○委員 幾つかあるんですが、一つずつ確認していきたいんです。一つは、品名の中

に「Ｈ５Ｎ２亜型」という言葉を使っていますけれども、ヒアリングの指摘で、新しく

「動物用生物学的製剤基準において定める株」も製造用株にするということで、そうし

た場合に、複数の株をこの申請書の中で認めるという話になるんです。そのため「Ｈ５

。Ｎ２亜型」という特定した亜型を品名に記載するのは不適切ではないかと考えています

事務局 それにつきましては、成分・分量の欄にありますように、今はＨ５Ｎ２の亜型

でございますが、今後、動生剤基準において定める株ということで、この後、製剤基準

の改正のところで御説明させていただきたいと思っていたんですが、製剤基準で定める

株でつくれるという形になっております。そうしますとＨ５Ｎ２でない製造用株を用い

てつくる場合も想定されますので、混乱が生じるということならば品名からこの部分は

削除してもよろしいかと考えています。

○○委員 ほかに御意見ございますか。

。○○委員 これは、Ｈ５のタイプであればＮが違っていてもすべて防御をするんですね

○○委員 基本的には交差防御はする。少なくとも日本のチャレンジ株はＨ５Ｎ１です

から。ここで使っている山口のは。

○○委員 よろしいでしょうか。

○○委員 今の質問ですが、Ｈ５Ｎ２タイプでいいんですけれども、将来的には、例え

ば高病原性でありますＨ７とか、そういうワクチン株も想定されるわけです。それを製

剤基準に基づいて特に定められた株の中でＨ７を採用した場合に、この表現では合わな

くなる。少なくともほかの２社は品名の中に亜型の株は入れていないので、亜型の株は

入れない方が適切ではないかと私は感じています。

Ｈ５Ｎ２というのを確実に表現しようとするのであれば、指導する中で、別に表示の

中で「Ｈ５Ｎ２」と書き、別のワクチン株を製造したときにはその亜型を書きなさいと

いうことで、使う側で確実に把握できるような何らかの方法があると思うんです。あえ

て品名で確認する必要はないと思います。

○○委員 いかがでしょうか。関連した御意見ございますか。

ちょっとお聞きしたいんだけど、これは輸入ですよね。これは限定されているわけで

しょう。タイプは。そうすると、これを国内で融通がきくようにした場合に、メキシコ

から輸入するのに不都合は起きませんか。

事務局 今後、国が配付した株でも製造できるかどうかと申請者に問うたんですが、明

確な答えはまだいただいていませんが、製造元自体がこの株でつくって輸出することを
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メキシコ政府が認めるならば可能だろうと言っていました。絶対無理だとは言っていま

せんでした。

○○委員 いかがでしょうか。

○○先生、先ほどの御意見ですけれども、とりあえずこの製剤について輸入するかど

うかということが先決のようにも思うんですが、将来国内でつくるかどうかということ

を関連してしまいますと非常に煩雑になるかなと思いますが、どうでしょうか。

○○委員 輸入する場合でも、向こうで仮にＨ７の株でつくるということであれば、今

。回申請のとおりになれば自動的に承認されてしまうというシステムになると思うんです

前回のここの部会での説明だとそういう形で承認申請書を整理するという話です。申請

者がこのワクチンしか輸入しないということであれば僕はこれでも構わないと思うんで

すけど、ほかの株で製造し得るということであれば削除した方がいいと思います。

○○委員 事務局。

事務局 今御議論になっているのは、申請書本体の「成分及び分量」の主剤のところの

記載だと思うんですけれども、現時点ではメキシコで分離されましたＡ/Chieken/Mexico

/232/94/CPAという株で、メキシコで製造されていて、それを輸入したいということで、

今後、例えば国が備蓄する場合に、日本の発生の危険性とか周りの状況を考えて、この

株でいいんだ、この株でつくられたものを備蓄しますよということならば、その株のも

のを輸入して備蓄する形であります。

衛生管理課長 ちょっとよろしいですか。

ワクチンの今までの承認は、一つの株についての承認ということだったんですけど、

これはそういう意味では新しい概念の承認をしようとしておりまして、今目的としてい

るものは一つなんですけれども、そうじゃない株を使ったものも認めるという形の承認

をしようとしています。それに関連する○○委員の御意見なんで、ちょっと、そこが御

説明が前後しているので。

○○委員 どうでしょうか。ほかにも２剤ありますね。インフルエンザワクチンという

のは来シーズンに向けて急を要する問題だと思うんです。ですから単刀直入に考え方を

明らかにしていただいて、それを前提に話し合った方が効率がいいんじゃないかと思い

ますので、もし差し支えなければ。

事務局 わかりました。そうしましたら、事前配付資料の７番が製剤基準の一部改正案

になりますが、そちらをご覧ください。

○○委員 変則になりますが、こっちの方の説明を先にしていただいた方が効率がいい

と思いますので。

事務局 通常、ワクチンの場合は、承認されて、新薬の場合は６年の再審査期間がつく

んですが、再審査が終わった後、製剤基準を規定するとなっています。しかし、このも

のについては、今言いましたような問題がありますので、これが承認されると同時に製

剤基準を規定したいと考えております。その具体的な案が事前配付資料の７番の２枚目

から示してあります。

、タイトルは鳥インフルエンザ（油性アジュバント加）不活化ワクチンですが、定義が

、低病原性鳥インフルエンザウイルスを発育鶏卵で増殖させて得たウイルス液を不活化し

油性アジュバントを添加したワクチンであるとなっています。その下に製法、2.1 製造

用株となっていまして、2.1.1 名称のところに「別に定めるインフルエンザウイルスＡ

、型株」となっております。これは、今後国が備蓄用のワクチンなりを検討いたしまして



- 8 -

国が配付するウイルスでもこの承認の中で自由につくって、自由につくったものを輸入

できるという規定でこのように設定されているものでございます。

ほかのものも説明した方がよろしいですか。

○○委員 関連していますから、前後が逆になりますけど。

事務局 わかりました。では、続きまして具体的な中身も御説明させていただきます。

このものの製造方法は非常に古典的なものでございまして、ウイルスを発育鶏卵で培

養しまして、その尿膜液を採取し、不活化して、アジュバントを添加して小分分注する

というものでございます。

２ページから各製造段階での試験方法が記載されてございます。まず製造に用いる発

育鶏卵の試験ということで、培養観察と鶏赤血球凝集試験が規定されております。それ

から、3.2 ウイルス浮遊液の試験といたしましてウイルス含有量試験が規定されており

ます。それから、3.3 不活化ウイルス浮遊液の試験といたしましては、無菌試験と不活

化試験が設定されております。３ページですが、3.4 原液の試験といたしましては無菌

試験が設定されております。最後に3.5 小分製品の試験といたしましては、特性試験、

無菌試験、チメロサール定量試験、ホルマリン定量試験、安全試験、４ページになりま

すが、力価試験というものがそれぞれ規定されております。それから、最後に５その他

という事項がありますが、添付文書等記載事項といたしまして、肉用鶏（種鶏を除く ）。

には使用しない旨、それから、採卵鶏又は種鶏を廃鶏として食鳥処理場へ出荷する前の

所定の期間は使用しない旨を規定することとなっております。以上でございます。

○○委員 ありがとうございました。今の事務局の話を前提にして話し合った方が効率

がいいかと思います。

改めまして御意見、御質問等ございましょうか。

○○委員 株の名前の話は後で結論を出していただきたいと思います。

次に、有効期間の記載なんですけれども、申請書の４ページで、８の有効期間、製造

後24カ月間。通常、製剤基準は２年間と書いていますけれども、先ほど説明された製剤

基準では 「２年間とする。ただし、特に承認されたものはその期間とする」ということ、

で、申請されたＨ５Ｎ２の試作品のデータは24カ月、２年間の有効期間、免疫原性があ

るということでデータが提出されているんですけれども、それ以外の株で同じような処

、方でつくったときに本当に２年間かどうか、そこはデータとして提出されていないので

２年間として一律承認していいのか、製剤基準にもあるように「特に承認されたものは

その期間とする」ということで、データを確認しながら、別の製造用株で製造されたと

きには適宜有効期間を設定していくという二面性を持たせた方がいいんじゃないかと私

は考えています。

○○委員 事務局、いかがでしょうか。

薬事・飼料安全室長 先ほど○○班長から御説明しましたのは、基本的にはヒト用のイ

ンフルエンザワクチンの手法を動物用にも当てはめるという対応をとる考えでございま

す。ヒト用の方は現在、Ａ型のＨ１とＨ３、それからＢ型の３価の混合ワクチンになっ

、ているわけでございまして、その株については国が定める株を使うということになって

外国とか国内での流行状況を見ながら株を決めていくという対応をとっております。緊

急に対応しなければいけないわけで、株ごとに一つ一つ安定性試験をやることができな

いということがございますので、このワクチンは不活化ワクチンで、ウイルスは不活化

してしまえばあとの成分は基本的に同じということでございますので、安定性試験は24
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カ月というデータがあれば、ほかの株を使った場合にも当てはめることができるだろう

ということで、基本的にヒト用と同じような対応をとりたいという趣旨でございます。

○○委員 そうした場合、仮に２年間ということで固定したときに、別の製造用株で製

造したときに、その製品についても追っかけて安定性試験をつくってもらうというお考

えでしょうか。もうつくらない。もし安定性のデータに疑義がある、おかしければ、そ

の時点で新たに有効期間を設定し直すと考えておられるんでしょうか。

薬事・飼料安全室長 基本的に、特段の疑義が生じなければ、株を変えたごとに安定性

試験をやる必要はないのではないかと考えております。毎年株の検討をするわけでござ

いまして、その都度２年間の安定性試験をやっても、結果的に後でわかるということで

ございますので、特段の問題が生じなければ安定性試験をそのたびごとにやる必要はな

いのではないかと考えております。

、○○委員 とりあえず先行している製造用株のものを置いておくということで承認して

後で問題があれば変えるということですね。

薬事・飼料安全室長 はい。そういう考えでございます。

○○委員 よろしいですか。

○○先生、何か御意見ありそうですが。

○○委員 僕は○○さんが言われたように、後でもいいからサイエンティフィックにバ

リデーションされたものに従ってやるべきであって、Ａ株、α株でもいいですが、こい

つが24カ月だから、同じ製法でつくられたやつは一律24カ月というのはちょっと乱暴な

んじゃないですか。24カ月データのあるものについてはそれでいいですけれども。

それから、人間の場合は確かにもう定着していますから、Ａ、Ｂ、Ｃを含めてあれで

すけど、鳥のインフルエンザはすべてＡ型ですよね。今わかっている限りは。もし人と

同じように定着が起こって、ＢだＣだ何だと出てくれば予測と対応というのが必要にな

るけれども、現時点でヒトとハーモナイズするために全く同じにしなければならないと

いうことは、僕はない気がするんです。

、薬事・飼料安全室長 基本的には、先ほど御説明しましたように防疫指針にのっとって

、このワクチンは当面備蓄をし、必要な場合に使うという対応をとるわけでございまして

、備蓄をするにも数量には限度があるわけで、正直なところ、経済動物でございますので

ワクチンにつきましてもある程度の経費といいますか、そこには限度があろうかと考え

ております。ですから、例えば1,000 万ドースぐらいしか備蓄しないのに２年間の安定

性試験を毎回やるというのが果たして製造コストという面でどうかなという面もありま

して、いずれにしても全くやらないというわけではございませんので。

○○委員 安定性試験をやって、例えば１年安定であることが確かめられれば自動的に

それは１年有効、さらに18カ月目に引き抜いて試して、それだけのがあれば18カ月とい

うことですよね。それもやらないわけですか。

例えば、Ｈ５、Ｎは幾つがあるか知らないけど、Ｎ８をだれかが分離して、低病原性

であるといって、同じ製法でワクチンをつくろうと、ぽんと不活化したやつを申請して

きたら、それは自動的に、安定性試験なしで24カ月いいですよとしてしまおうという考

えですか。

薬事・飼料安全室長 いや、だれかが勝手に株を変えるのではなくて、今のところまだ

実際にするかどうかわかりませんけれども、国の方で厚労省の研究班方式みたいなもの

をつくって、その中で適当なワクチン株を指定するという対応をとって、その株でやる
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限りにおいては新たに承認を取らずに、現在の承認の中で株を変えることができる。そ

の際の有効期間は24カ月としたいという御提案でございます。自由に株を変えられると

いうものではございません。

○○委員 しかし、もし効かなかったときは大問題にならないですか。例えば24カ月と

いって１年目に打ったんだけど、何かによって不安定だったために、後で調べてみたら1

8カ月後にはその株はすごく効きが悪くて、何を打ったんだという問題は起こらないです

かね。

○○委員 議論が製剤基準の一部改正とＡＩの不活化ワクチンの輸入承認とごっちゃに

なっていると思うんですけど、製剤基準の改正については株を定めた後のことを言って

。おられるんじゃないんですか。株を定めるかどうか、まだ決まっていないわけですよね

これが承認されて、こいつが入ってきた。こいつを、もとの会社がこちらの方が有効だ

と株を切りかえたときも、輸入申請を出して、ここで審議して、そのときには当然、有

効期間のデータもついてくるわけですよね。製剤基準で株を定めない場合には。

薬事・飼料安全室長 もちろんそうです。

、○○委員 そうすれば、そのときにそのワクチンの有効期間のデータも当然ついてきて

この場で審議するということになるんじゃないでしょうか。

○○委員 それはいいんだよ。今言っているのは、いずれ国内で自分たち用に自分たち

でつくり出したときに、今回、読みとしてはＨ５Ｎ１だと思ったけれども違う株がばか

んと高病原性で来そうだという委員会の決定になって、急遽新しく国内でつくったやつ

で対応しなければならないというときに、２年間の安定性の試験がとても間に合わない

けど打たなければならない。そのときに一律２年間として決めちゃっておいていいかと

いうことですよね。

薬事・飼料安全室長 とりあえず今回、この製剤は24カ月で……

○○委員 これはいいです。データがあるわけですから。

薬事・飼料安全室長 私どもが提案しております方法は、数年後にそういう方式を採用

したいということでございますので、お二方の委員からそういう御指摘がございますの

で、そういった時点で安定試験をどうするか一緒に議論していただいて、その結果を踏

まえて、安定性試験をやるとか、あるいは、最初のうちは安定性試験を義務づけておい

て、24カ月安定だということがわかれば将来的にはなくすとか、そういった方針を決め

ることでいかがでございましょうか。

○○委員 それの方が賢明だと思うね。

○○委員 いずれにしましても、２題コンフューズしているようですが、ここではこの

ものについて承認をするかしないか、まずこれが大前提です。ただ、承認するといたし

ましても、このものが全く動かないという状況ではなくて、場合によってはその時期あ

るいは年によってマイナーの手直しがあり得るということを前提に考えて承認を考えな

ければならんということだと思うんですね。まだ２剤ございますので、それを含めて後

でもう一度ディスカッションがあろうかと思いますが、まずこのもの、１番目の不活化

ワクチン、承認かそうでないか結論を出さなければならんと思うんです。

いろいろな問題を加味しながら、ほかに、否定するというような状況で何か御発言が

ございましょうか。

○○委員 安全性のことで、オイルアジュバントで皮下に接種されるので接種部位等に

。残らないということなんですか。それとも体全体に残っていないということなんですか
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オイルが残るということは。

○○委員 事務局どうぞ。

。事務局 オイルアジュバントの残留性につきましては、まだ試験が続行中でございます

このものは、３番目に御審議していただきますノビリスＩＡ inac のメキシコ政府が出

している同じガイドラインでつくられているもので、製造用株は同一で、アジュバント

もほぼ同じものでございます。したがいまして、ノビリスＩＡ inac が出荷制限が36週

ついていますので、多分このものについても同じぐらいオイルアジュバントが残るだろ

うということで、暫定的に36週間という出荷制限がつけられているものです。実際にど

れぐらい残るのか残らないのかというのは、今試験をしていますので、今後追加でデー

タが出てくる予定になっています。

○○委員 ある意味では、その結果を見るまで待てないという事情もあることを御配慮

いただきたいと思います。

薬事・飼料安全室長 今の件に関しましては、現在、食品安全委員会にも、このワクチ

ンを鶏に接種した場合の食品健康影響評価をお願いしております。10月７日に食品安全

委員会の親委員会で御審議をしていただきまして、10月20日に動物用医薬品専門調査会

で御審議をいただきました。その結果を受けて、11月４日に食品安全委員会がございま

して、その中で、実は３月に、本日３番目に御審議いただきます品目について備蓄して

いるわけでございまして、それについてはオイルアジュバントということで、ほかの製

剤と同様36週間の出荷制限をつけるべきだという御指摘をいただいております。この製

剤につきましても、同じアジュバントを使っておりますので、食品安全委員会から指摘

を受けた同じ期間の出荷制限を設定したということでございます。

○○委員 ○○先生、よろしいですか。

○○委員 はい。わかりました。

○○委員 ほかに。

どうぞ。

、○○委員 一つお尋ねしたいんですけれども、この製剤は10日齢以上の鶏に打つわけで

２回目の注射が産卵開始前とか産卵中とかいう例もあるわけですね。そういった場合、

産卵中に注射を打った場合に産卵率の低下はなかったという報告はデータとして出てい

るんですけれども、これから卵を産むよという、初めて卵を産む鶏を対象にした場合、

産卵開始前に打った場合、産卵開始が遅れるというほかの鶏のワクチンもあるわけです

ね。このワクチンについては注射を打っても産卵開始日齢が遅れることはないというよ

うなデータはあるんですか。

事務局 産卵率は調べてないですね。幼すう、まだ産む前の段階でワクチンを打った試

験というのは概要の33ページの表12－１－１になりまして、そこでは評価のメルクマー

ルとして産卵率は調べていません。ただ、平均体重、増体重、育成率で目立った変化が

ないとなっていますので、そこから類推しておそらく産卵率が低くなるとかいうのはな

いのではないかと思われますが。

○○委員 それは、推測ではちょっと無理な話なんですね。インフルエンザと違います

が、別の疾病のワクチンに、産卵何週間前にやってくれ。それは産卵開始日数が遅れる

からというようなワクチンが既にあるんですね。これについて、やはりきちっと試験を

して、これをしても遅れませんよ、また、産卵開始４週前にやってくれれば遅れません

よという状況かもしれませんが、それはやってみなければわかりませんけれども、初め
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て産む鶏の産卵開始日数が遅れるということは大変なことなんですから、そういった情

報をきちんと入れるべきではないかと思うんです。

○○委員 ちょっと聞きたいんですけど、このワクチンは、先ほどの話だと、もはや押

。さえ込めないというエマージェンシーのときに打つワクチンですよね。備蓄する意味は

実際に打った鶏はどういうことになるんですか。卵は使うわけですか。

、薬事・飼料安全室長 現在、ワクチンを使った場合どういったモニタリングをするのか

あるいはワクチンを打った鶏由来の卵とか鶏肉をどうするかというのは、このワクチン

が承認になるときにあわせて通知でお出ししたいと思っております。その中では、卵に

つきましては先般の食品安全委員会で既に３月、今備蓄しているワクチンについては食

品健康影響評価を終了しておりまして、卵については特に休薬期間は必要ないというこ

とになっておりますので、卵はそのまま出荷されることになります。

ただ、○○委員の御指摘のように、私どもの方針といたしましては、当初は緊急ワク

チン接種という形になろうかと思いますので、幼すうであろうが採卵鶏であろうが、必

要な地域には緊急接種することになりますので、もし採卵鶏に打つ場合には産卵率の影

、響は出るかもしれませんが、そこについてのデータはないわけでございます。ですから

我が国に鳥インフルエンザが長く残るということになれば、用法及び用量に書いてあり

ますように、事前に10日齢、あるいはその後５～10週齢に打つというような対応になり

ます。必ずしも用法・用量どおりこのワクチンが使われるわけではないということも念

頭に置いておかなければいけないと考えております。

○○委員 つまり、これは恒常的に使うという意図は今のところないわけですね。蔓延

を防ぐ、いわば外壁を固めるという意味合いでのみ使う。ですから、産卵率の低下が見

られたとしても蔓延を防ぐためにはやむを得ないという考え方ですね。

○○委員 それはわかるんですけれども、きちんとした情報は入れておくべきだという

ことなんですよ。

○○委員 ○○委員の言うのはおっしゃるとおりだと思うので、これは是非入れていた

だいて。承認の可否とは別の条件だと思いますけどね。

事務局 その点、申請者にデータがあるかどうか確認しまして、もし産卵前、直前に打

ったりした場合には産卵率が低下するというデータがあれば、少なくとも産卵開始の何

日か前に接種が終わるようにという使用上の注意を付すように指導いたします。もし何

もデータがないということでしたら、接種によって産卵率の低下が認められる場合もあ

るという情報提供の一文を加えるように指導させていただきます。

それでよろしいでしょうか。

○○委員 先生のは産卵率ではないですね。産卵開始日の遅延ですね。

事務局 産卵開始日が遅れるという。

○○委員 ただ、緊急事態ですから、やってはいけませんよじゃなくて、こういったこ

とがあるということでとめた方がいいと思うんです。やってはいけないということでは

なくて、こういった情報がありますということだけはきちんと知らせるべきだという。

事務局 わかりました。

、○○委員 これ、輸入品で、かなり中南米で使われていますね。そこでの使用成績とか

そういう形で調べていただけるなら、申請者じゃなくて輸入相手先で情報提供してもら

いたいと思います。

事務局 申請者に確認させていただきます。
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○○委員 よろしくお願いします。

ほかにいかがでしょうか。

○○委員 申請書の中身で、規格及び検査方法の9.2 というところで中間製品の試験方

法が書いてあります。中身は先ほど説明された製剤基準と同じ試験項目しか書いてない

んですけれども、概－10、11を見ると、ウイルスの試験、不活化後の試験、そういうと

ころを見ると、それ以外の試験項目も向こうでやると規定されているんで、相手先のや

っている試験方法はきちっと輸入相手先の試験の中に規定しておくべきではないかと考

えます。

実際に向こうできちっと製造されて、品質検査されたものが日本に来ると思うので、

そのものはきちっとこちらも把握しておく必要があると思います。

事務局 そうしましたら、規格及び検査方法は、メキシコの製造元でやられている試験

と、日本バイオロジカルがやる試験と分けて、二つ記載するように指導いたします。

○○委員 ○○先生、よろしいですか。

○○委員 はい。

○○委員 ほかに、まだありますか。

○○委員 申請書の製剤基準の小分製品の9.5.5 安全試験の記載方法で、ＨＩ試験をや

ると規定しているんですけれども、製剤基準の規定ぶりと若干ニュアンスが違っていま

、す。製剤基準を見ると、吸収処理をした血清できちっと陰性であることを確認するとか

非特異をできるだけ排除するような方法で規定されているので、できればその方法を申

請者が自分のところでやる試験に規定した方がいいと考えます。

○○委員 今の○○先生のことはいいですね。

事務局 安全試験のところのＨＩ試験は製剤基準の記載に合わせた形にするということ

だと思いますので、そのように指導をいたします。

○○委員 ○○先生どうぞ。

○○委員 この製造用株というのは低病原性ということですね。病原性と免疫原性は関

係がないんですか。

、事務局 まず、病原性についてはメキシコ政府で低病原性ということになっていまして

免疫原性については、先ほど攻撃試験とか臨床試験で御説明しましたようなＨＩ抗体価

の上昇がきっちり見られていることで免疫原性はあると理解していますが。

○○委員 あるわけですけど、病原性が強い方が免疫原性も強いということではない。

低病原性であっても最高の免疫原性を持っているという試験がなされた上での株の選択

ですかね。

事務局 おそらく、高病原性ですと卵で増やすことができないわけで、低病原性のもの

を用いて卵で抗原をわっとふやして、不活化してワクチンにしているということだと思

いますので、病原性が高くなればなるほど免疫原性が高くなるかというのはわかりませ

ん。

○○委員 低病原性のウイルスで卵に打った方がたくさんのＨＡ抗原がとれるというこ

とですか。

事務局 高病原性ですと、すぐ死んでしまいますので。

○○委員 わかりました。

○○委員 高病原性で製造したら、Ｎタイプが一緒の場合、野外感染鶏と見分けがつか

なくなる。
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事務局 そういう危険性もありますね。

○○委員 昨年、動物医薬品検査所で海外の状況を調べたときにも、ＵＳＤＡも製造用

株は必ず低病原性でなければいけない。ヨーロッパも低病原性を確認された株でつくる

ということで、高病原性鳥インフルエンザのワクチンに関しては、製造用株は低病原性

でつくらないとかえって危険だ。仮に不活化されていなかったり、製造所から拡散する

という話もありますので、低病原性でつくるというのが一つの思想です。

○○委員 抗原性という意味ではなくて、安全性の面で。

○○委員 はい。

○○委員 わかりました。

○○委員 ほかに。よろしいでしょうか。

○○委員 もう一つ。

前回の部会の中で、不足するデータは追加させますということで、この中身で見る限

りこの製品に問題はないと思うんですけれども、安定性試験とか安全性試験とか、もう

一つ、免疫持続の試験も、別の製剤かもしれませんが、確実に不足しているデータに関

しては事務局で把握して追加データを求めるということで、別途指示していただきたい

と思います。また、必要があれば審議会の方に報告していただく話になると思います。

事務局 はい。資料については、○○委員から御指摘された部分は追加でやっているの

を把握しておりますので、コンプリートされたら提出させますので、中身は私どもで審

査して、必要があれば調査会、本部会に御提出させていただきます。

○○委員 よろしいですか。

ほかには御意見ございませんか。

それでは、これは積極的な否定はないと判断いたします。承認でよろしゅうございま

すね。

〔 異議なし」の声あり〕「

事務局 ありがとうございました。本剤につきましては、まず○○委員から、接種後、

産卵開始日が遅れるかもしれないというお話がありましたので、そこについては申請者

に調べさせて、必要な情報を使用上の注意に付すとさせていただきます。それから、○

○委員から、規格及び検査方法の中で、メキシコの製造元での試験方法が記載されてい

ないので、それを記載するようにということと、これは輸入側の方の安全試験ですが、

ＨＩ試験が製剤基準とは違うので、それについては合わせるということ、それから一番

最初に○○委員から御提案がありました、製品名から（Ｈ５Ｎ２亜型）という部分を取

るということで、それも取るようにさせていただきます。

あとは、冒頭私どもから御説明させていただきましたように、本製剤の承認に際して

、は薬事法第79条に基づいて一定の条件を付すことを条件といたしまして、承認を可とし

薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬

品ということで６年とさせていただきます。

○○委員 大分時間をとりましたけれども、重要な問題ですから、当然と言えば当然の

ことだと思います。

［審議事項]

（１）動物用医薬品の製造・輸入承認の可否、毒・劇薬等の指定及び再審査期間の指定

について



- 15 -

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕

【新有効成分含有動物用医薬品 （輸入承認）】

②レイヤーミューン ＡＩＶ 株式会社シーエーエフ ラボラトリーズ

○○委員 次へ参りましょう。

同じく生物学的製剤調査会の関係で、②レイヤーミューン ＡＩＶ。これにつきまし

ても○○先生から御説明をお願いします。

○○委員 レイヤーミューン ＡＩＶは、株式会社シーエーエフ ラボラトリーズから

輸入承認申請された鳥インフルエンザウイルスを有効成分とする鶏用の不活化ワクチン

であります。本製剤は、平成16年10月14日に開催された動物用生物学的製剤調査会にお

いて事前の審議を終了し、本部会に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。それと、御説明の前に、本日の当日配付資料を御説明させていただきます。黒のNo

３－１、２、３と三つ御用意させていただいておりますが、まずNo３－１は事務局との

ヒアリングの指摘事項とその回答書で、資料から抜けておりましたので追加で提出させ

ていただいております。それから、No３－２につきましては、事前配付資料の赤の２番

の概要の73ページ、用法・用量の設定根拠の部分の差し替えで、もうちょっと詳しく書

かれています。それから、このものが申請されたときには有効期間が24カ月と申請され

ていたんですが、それの根拠資料がついております。それから、No３－３は概要の30ペ

ージ、安定性試験の部分の一部差し替えでございます。

それでは、赤のNo２の「申請書」と書いてありますタッグをお開きください。本製剤

は、株式会社シーエーエフ ラボラトリーズから輸入承認申請されましたレイヤーミュ

ーン ＡＩＶでございます。これも先ほどの製剤と同様、新有効成分含有動物用医薬品

として御審議を願います。

本剤は、米国で七面鳥から分離されましたＨ５Ｎ９亜型の低病原性鳥インフルエンザ

ウイルスをワクチン株とする鶏用のオイルアジュバント不活化ワクチンで、４ページに

示しますように、その用法・用量は、３週齢以上の種鶏又は採卵鶏に１羽当たり0.5mＬ

ずつ４週間隔で２回頚部皮下に注射するもので、効能・効果は、鳥インフルエンザの発

症予防及びウイルス排泄の抑制でございます。

それでは 「概要」という緑色のタッグをお開きください。近年、鳥インフルエンザの、

発生は、概要の４ページの表概１－１、次のページの表概１－２に示しますように、世

界各地で認められるようになっております。特に高病原性鳥インフルエンザは、アジア

ではＨ５亜型が、欧州諸国ではＨ７亜型が、南米・北米ではその両方の流行が見られ、

養鶏関連産業に莫大な被害をもたらしています。この高病原性鳥インフルエンザの流行

対策としては、表概１－３に示しますような五つの対策法がとられており、ワクチンを

使用した対策を講じている国もございます。

本製剤は、米国バイオミューン社が米国における鳥インフルエンザＨ５亜型感染対策

のための不活化ワクチンとして開発したものでございます。米国は緊急対応ワクチンと

してＨ５亜型とＨ７亜型を4,000 万羽分備蓄する予定で、本剤はそのための、つまり国

家備蓄用のものであり、米国内で一般的に販売されているものではありませんので、本

剤の製造・販売実績はございません。
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９ページをお開きください。２－２－３、本製造用株の鶏に対する病原性についてで

すが、表概２－１にまとめたように、本製造用株を鶏に静脈内投与し、14日間観察した

ところ、総死亡率は1.6 ％で、死亡に至るまでの平均期間は4.3 日であり、本製造用株

は病原性が非常に軽微であると判断されております。

続きまして28ページをお開きください。安定性に関する試験でございます。３ロット

について、製造元において本製剤の安定性を検討いたしました結果、30ページの表概３

－４に示しますように、製造後４カ月まで安定性が確認されています。また、輸入元に

おきましても、31ページから33ページまでの表に示しますように、２ロットについて少

なくとも製造後３カ月までの安定性が確認されています。

しかし、本剤は米国での有効性が24カ月と認められているということで、申請時はそ

の有効期間を製造後24カ月と申請してまいりました。その根拠として、本日配付させて

いただきました黒の資料番号３－２の３枚目と４枚目、これは米国の農務省の担当官か

ら製造元のバイオミューン社の担当者あてのレターでございます。これが追加資料とし

て提出されておりますが、10月14日の生物調査会におきましては、申請書の「回答」と

いう緑色のタッグの２ページ目の一番最後のところですが、実際、24カ月のデータは提

出されていないというわけで、このものの有効期間については現在確認されている期間

は４カ月であるということで、製造後４カ月間とすることという御指摘がされていると

ころでございます。

概要の方に戻りまして、34ページをお開きください。安全性試験でございます。本剤

をＳＰＦ鶏に、21日齢、その４週後の49日齢、さらに４週後の77日齢に、常用量及び５

倍量を皮下接種いたしました。その結果を37ページの表概７－３に示していますが、観

察期間中の育成率は、すべての試験群で対照群と差が認められず、一般状態及び体重増

加にも変化は認められませんでした。病理学的検査でも変化は認められませんでした。

また、投与部位については、剖検で被験物質由来と思われる白濁物の貯留が認められま

したが、臨床観察では変化は認められませんでした。以上の結果から、本剤投与によっ

て有害と思われる影響は認められませんでした。

、続きまして、44ページ、薬理試験でございますが、本ワクチンの有効性ということで

まず表概８－１の一番上の欄に示しますように、米国で実施されました攻撃試験という

ものがございます。本製剤と同一の製造用株で製造されたワクチンを３週齢のＳＰＦ鶏

に接種し、その３週後に香港でヒトから分離されたＨ５Ｎ１亜型のウイルスで攻撃しま

したところ、47ページの表概８－５に示しますように、ワクチンに含まれる抗原量によ

り高・中・低と３種類のワクチンで調べているんですが、高い抗原量のものであっても

発症及び死亡は抑えていますが、攻撃後２日に咽喉頭からウイルスが分離され、完全な

感染防御は認められていませんでした。

しかし一方で、58ページから、８－５として国内での本製品の攻撃試験成績というこ

とで、まず８－５－１、１回免疫鶏の攻撃試験、これも先ほどと同じ動物衛生研究所で

実施された攻撃試験ですが、本製剤を３週齢のＳＰＦ鶏に皮下接種し、３週後に、山口

株で経鼻攻撃いたしました。その結果を次のページの表概８－12にしますが、ワクチン

接種群では発病、死亡ともに認められず、咽喉頭スワブ及びクロアカスワブからウイル

スは回収されませんでした。一方、対照群ではすべての鶏が発病、死亡し、咽喉頭及び

クロアカスワブからウイルスが回収されています。それから、表概８－13に攻撃前後に

おけるＨＩ抗体価の変動を示していますが、ＨＡ抗原を山口株とした場合とワクチン株



- 17 -

とした場合のそれぞれを示しています。ワクチン接種群ではそれぞれ攻撃後にＨＩ抗体

価の上昇が認められています。対照群は死亡により未検査ということでございます。

以上のことから、本ワクチン１羽分注射鶏では、アイソレーター内の好条件下及び免

疫後３週目において良好な抗体応答を惹起する免疫原性を有するとともに、ヘテロであ

る山口株の攻撃に対して100 ％の発症防御効果を示す有効性が確認されたと考察されて

います。

続きまして、60ページからは８－５－２、２回免疫鶏の攻撃試験ということで、これ

も動衛研で実施された試験でございます。本剤の用法・用量どおりに２回免疫をし、２

回目免疫後23日目に、山口株で経鼻攻撃いたしました。その結果を次のページの表概８

－14に示しますが、ワクチン接種群では、事故によるものを除き発病、死亡ともに認め

られず、咽喉頭及びクロアカスワブからウイルスは回収されませんでした。一方、対照

群はすべての鶏が発病、死亡し、咽喉頭及びクロアカスワブからウイルスが回収されて

います。それから、表概８－15にワクチン接種時及び攻撃前後におけるＨＩ抗体価の変

動を示していますが、ＨＡ抗原を山口株とした場合とワクチン株とした場合のそれぞれ

を示してあります。ワクチン接種群では、ワクチン１回注射後に全例が陽転し、ワクチ

ン２回注射後もほぼ同程度の抗体価で推移いたしました。これらのＨＩ抗体価は、攻撃

後、有意な上昇は見られず、逆に攻撃前の約２分の１に低下いたしました。

以上のことから、本ワクチン１羽分２回注射免疫鶏は、アイソレーター内の好条件下

及び免疫後３週目において山口株の攻撃に対して100 ％発症防御効果を示し、咽喉頭及

びクロアカスワブ、各種臓器からもウイルスが回収されず、攻撃後のＨＩ抗体価の上昇

が見られなかったことから、感染防御も付与できたものと考察されています。

続きまして62ページをお開きください。臨床試験でございます。広島県下の２カ所の

農場におきまして、育成鶏240 羽、成鶏240 羽を用い、64ページの表概12－５に示しま

す評価基準に従い、安全性及び有効性を評価いたしました。その結果を次のページの表

概12－６に示してありますが、まず安全性につきましては、育成鶏及び成鶏の両方につ

いて群として臨床的な異常は認められませんでした。増体重、産卵率及び他のワクチネ

ーションについても有害となる影響はありませんでした。

また、有効性につきましては、インフルエンザの流行が認められなかったので、２回

注射鶏群の90％以上がＨＩ抗体価80倍以上を示す場合有効と判定するという判定基準に

照らし合わせましたところ、試験群の２回注射鶏群は全例ＨＩ抗体価320 倍を示しまし

た。これらの成績を総合すると、本剤は野外において有効であり、安全であるものと考

えられました。

それでは、一番最初の審議経過票にお戻りください。本製剤につきましては、先ほど

、御審議いただいた製剤と同様に10月14日の動物用生物学的製剤調査会で御審議いただき

緑色の「回答」というタッグの左の欄に示しますような指摘事項を受け、重要なポイン

トは、先ほどの製剤と同様に、用法・用量に「家畜伝染病予防法第３条の２に基づき規

定される高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に従い使用するこ

と 」の文章を追加すること。それから、効能・効果につきましては、申請時は鶏の鳥イ。

ンフルエンザＨ５型ウイルス感染に対する予防ということでしたが、それを「鳥インフ

ルエンザの発症予防及びウイルス排泄の抑制」とすること。それから、使用上の注意を

別紙のようにすること、これらを条件に本部会に上程して差し支えない。なお、再審査

期間は、新有効成分含有動物用医薬品ということで６年とするということでございまし
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た。

また、それ以外の承認に際しての条件は先ほど御説明させていただいたものと同様で

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あるいは御意見がございましたらどうぞ

○○委員 先ほどと重複するので、二つほど、規格及び検査方法の安全試験は製剤基準

に合わせるということと、あと、データが足りないところをきちっと確認しておいてほ

しいということ。

○○委員 ほかにございますか。

○○委員 この製剤についても前の製剤と同じように、産卵率は出ておりますが、産卵

開始の遅れがあるかどうかわかりませんので、これも調べておいてください。

○○委員 事務局、よろしいですか。

事務局 はい。

○○委員 前のところで大体の議論をしておりますので、特にこの製剤について別の御

発言ございましょうか。

○○委員 先ほどの副作用ですね。この製剤はアメリカでまだ販売していない製品です

けれども、ほかの株で製造されているものがあるので、そちらの情報でも構わないと思

うんです。実際にこれに類するワクチンを使ったときに鶏にどういう影響があるかとい

う情報は入手しておく必要があると思うんです。

○○委員 前のところに関連するんですが、排泄抑制というのはどのデータからとれば

いいんでしょうか。

事務局 まずは、動衛研での攻撃試験の中で、チャレンジした後、ワクチン接種鶏につ

いてはウイルス分離ができていないというデータ、それから、オリジナルがついていな

くて申しわけないんですけれども、先ほど御説明しました米国で実施されている攻撃試

、験ということで、概要の47ページにその結果がまとめてありますが、表概８－５ですが

一番右側に攻撃２日後のウイルス分離の割合ということで、注射をしていない対照群で

は10羽中10羽から咽喉頭、クロアカからウイルスがとれていますが、ワクチン接種群で

は、例えば高抗原量、７μｇのものについては10羽中７羽、クロアカの場合は10羽中０

羽とかいうふうになっていますので、これらのデータをもってウイルス排泄の抑制とい

う効能・効果にさせていただいているところでございます。

○○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か。御意見等ございますか。

特にないようです。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。本剤につきましては、先ほどの製剤と同じように、

まず、規格及び検査方法の安全試験を製剤基準に合わせるように。それから、産卵開始

時が遅れるかもしれないということで、その点についての情報を使用上の注意に付すこ

と。それから、副作用について他の製剤の情報を収集すること。あとは、薬事法第79条

に基づいて輸入承認に対して一定の条件を付すことを条件にいたしまして、承認を可と

し、薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用

医薬品ということで６年間とさせていただきます。

。○○委員 ３－２の有効期間４カ月という検討依頼に関しては４カ月ということですね
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事務局 はい。有効期間は、現時点では製造後４カ月のデータしかありませんので、製

造後４カ月ということにならざるを得ないかと思います。ただ、継続してやっています

ので、随時、事項変更が出てくれば、だんだん有効期間が延びるという形になります。

○○委員 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・輸入承認の可否、毒・劇薬等の指定及び再審査期間の指定

について

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕

【新有効成分含有動物用医薬品 （輸入承認）】

③ノビリス ＩＡ 株式会社インターベットinac

○○委員 それでは次へ参りましょう。

３番目ですが、同じく、③のノビリス ＩＡ inac 。これにつきましても○○先生か

ら御説明をお願いします。

○○委員 ノビリス ＩＡ inac は、株式会社インターベットから輸入承認申請された

鳥インフルエンザウイルスを有効成分とする鶏用の不活化ワクチンであります。本製剤

は、平成16年10月14日に開催された動物用生物学的製剤調査会において事前の審議を終

了し、本部会に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３番を御用意くださ

い。それから、当日配付資料として黒の４番で一部差し替えがございます。審議経過票

と申請書の３ページ、４ページですが、用法・用量のところが「８～10日齢」となって

いるんですが、それを「８日齢以上」と直すということで、調査会での審議事項はそう

いう形になっていましたので、誤字ということで差し替えさせていただきます。

それでは 「申請書」と書いてありますタッグをお開きください。本製剤は、株式会社、

インターベットから輸入承認申請されましたノビリス ＩＡ inac でございます。これ

。も先ほどの２製剤と同様、新有効成分含有動物用医薬品ということで御審議を願います

本製剤は、一番最初に御審議していただきましたワクチンと同様、メキシコ政府が配

付していますＨ５Ｎ２亜型ウイルスをワクチン株とする鶏用のオイルアジュバント加不

活化ワクチンで、申請書の３ページの下から示しますように、その用法・用量は、差し

替えていますが、８日齢以上の鶏の頚部中央部皮下に１羽当たり0.5mＬを注射する。採

卵用鶏及び種鶏では、その後、６～10週目に0.5mＬを頚部中央部皮下に追加注射すると

いうものでございます。効能・効果は、鳥インフルエンザの発症予防及びウイルス排泄

の抑制でございます。

それでは 「概要」というタッグをお開きください。最初に概要の要約がついています、

が、それを６枚ほどめくっていただきますと概－１ページが出てきますので、そちらを

お開きください。鳥インフルエンザにつきましては、その家禽における感染は、軽度か

ら重度の呼吸器症状、生産性の減少、飼料又は飲水量の減少又は高病原性鳥インフルエ

ンザとして知られているように急性致死性の全身性疾患を引き起こし、莫大な経済的な

損失をもたらします。病因の鳥インフルエンザウイルスはＡ型インフルエンザウイルス

。で、家禽だけではなく、広範囲の野鳥、特にほとんどの水鳥の渡り鳥が感染いたします

、本病の予防と対策ということで一番下の行から記載されていますが、本病の予防には
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厳格なバイオセキュリティーと衛生対策を実行し、鶏群を野鳥又は汚染物質と接触させ

、ないこと及び効果的なげっ歯類対策と死体処分計画を持つことが重要であります。なお

ワクチン投与は厳格な飼養管理、バイオセキュリティーと組み合わせて実施すると疾病

を効果的に抑制することができるとされています。米国では1970年代の後半から七面鳥

における低病原性鳥インフルエンザの散発的な発生を抑えるためにワクチンが使用され

ています。メキシコ、パキスタン、イタリア及び香港では、高病原性鳥インフルエンザ

の発生を抑えるためワクチンが使用され、効果を上げているとされています。

、次に概－９ページをお開きください。本製造用株の鶏に対する病原性についてですが

表１にまとめましたように、一番上のＭ5/94というのが本製造用株でございますが、本

製造用株を鶏に点鼻接種しても発症及び死亡するものはありませんでした。一方、静脈

内接種では一部死亡が認められましたが、前の概－８ページに示しますように、ＨＡの

開裂部位における多様性基本アミノ酸の欠如から、非病原性又は低病原性であることが

確認されています。

続きまして、概－16ページをお開きください。安定性試験でございます。３ロットに

ついて、メキシコの製造元において本製剤の安定性を検討した結果、表１に示しますよ

うに、１ロットは製造後27カ月まで、他の２ロットは製造後24カ月まで安定性が確認さ

れ、本製剤の有効期間を製造後27カ月と申請されていますが、原則有効期間の設定は３

ロットの安定性が確認された期間となっていることから、この場合、製造後24カ月とな

ります。

続きまして、概－18ページでございます。安全性に関する試験です。試験ワクチンの

常用量を８日齢及び50日齢時の２回又は８日齢、50日齢、106 日齢の３回、あるいは高

用量（４倍量）を８日齢と50日齢の２回、それぞれＳＰＦ鶏の頚部中央部の皮下に注射

し、注射後臨床観察、注射局所の反応、体重測定を行いました。その結果を表１及び表

、２に示しますが、１回目注射後及び２回目注射後の臨床観察で異常を示したものはなく

注射局所の観察におきましても腫脹や硬結を示したものはありませんでした。また、次

のページの表３及び表４に示しますように、１回目及び２回目注射後４週間の体重推移

は、試験群及び対照群とも同等であり、各群の平均体重に有意差はありませんでした。

続きまして、概－20ページからは薬理試験でございますが、このワクチンの有効性と

いうことで、まず概－33ページに香港におけるこのワクチンの評価ということで、野外

で実際にワクチン投与された鶏の一部を実験室に持ち込み、高病原性であるＨ５Ｎ１亜

型の香港分離株で攻撃しましたところ、一番下の表２に示しますように、免疫群は発症

も死亡もせず、防御することができました。また、ウイルス回収については、表中では

咽喉、クロアカともに０／10となっていますが、脚注のところではワクチン群の２羽に

攻撃後４日目のみ低レベル（10 ＥＩＤ ）のウイルスが検出されたとあり、本文では1.0
50

非免疫鶏と比較して免疫鶏における感染性のＨ５Ｎ１亜型ウイルスの排泄を1,000 倍以

上低下させることができたと記載されております。結果的にはウイルスの排泄や感染の

防御はできておりません。

また、次の概－34ページではインドネシアでの分離株に対する有効性を調べておりま

すが、ノビリス ＩＡ Inac とノビリス Influenza Ｈ５というのは同じワクチンでご

ざいます。ノビリス ＩＡ Inac というのはメキシコでの販売名、 Influenza Ｈ５は

インターナショナルな販売をされているものの品名で、同一でございます。これを３週

齢のＳＰＦ鶏の皮下に注射し、注射後３週目に１羽当たりインドネシア分離株を10ＥＩ6
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Ｄ 点鼻攻撃いたしました。その結果を表１に示しますが、この二つのワクチンは、攻撃50

。時に抗体を有していなかった１羽を除き、発症と死亡に対する防御を誘導いたしました

また、免疫鶏ではほとんどの鶏においてウイルスの排泄を抑制し、その平均は対照群よ

り１万から10万倍低かったというものです。しかし、ＨＩ抗体については攻撃後上昇し

ており、ウイルス回収も咽喉及びクロアカ、ともに認められていますので、感染防御で

きるものではないと思われます。

それから、本剤につきましても動物衛生研究所で攻撃試験が実施されています。戻り

まして、概－21ページをお開きください。8.2 Nobilis IA inac 免疫鶏の2004年日本分

離株による攻撃試験ということで、8.2.1 １回免疫後３週目の攻撃ですが、本剤を３週

齢のＳＰＦ鶏に皮下接種し、３週後に山口株で経鼻攻撃いたしました。その結果を表１

、に示しますが、ワクチン接種群では10羽のうち２羽が攻撃後４日目及び９日目に死亡し

発症防御率は80％でした。ウイルス回収ではクロアカスワブから５羽中１羽にウイルス

が回収されました。一方、対照群はすべての鶏が発病、死亡し、咽喉頭及びクロアカス

ワブからウイルスが回収されています。それから、表２に攻撃前後におけるＨＩ抗体価

の変動を示していますが、ＨＡ抗原を山口株とした場合とワクチン株とした場合のそれ

ぞれを示してありますが、ワクチン接種群ではそれぞれ攻撃後にＨＩ抗体価の上昇が認

められています。対照群は攻撃により死亡したので未検査です。

以上のことから、本ワクチン１羽分注射鶏は、アイソレーター内の好条件下及び免疫

後３週目に良好な抗体応答を惹起する免疫原性を有するとともに、ヘテロである山口株

の攻撃に対して80％の発症防御効果を示す有効性が確認されたと考察されています。

次に概－22ページ、8.2.2 ２回免疫後の23日目の攻撃でございますが、これも動衛研

で実施された試験です。本剤を用法・用量どおりに２回免疫し、２回免疫後23日目に山

口株で経鼻攻撃いたしました。その結果を表１に示しますが、ワクチン接種群では、事

故によるものを除き発病、死亡ともに認められず、咽喉頭及びクロアカスワブからウイ

ルスは回収されませんでした。一方、対照群はすべての鶏が発病、死亡し、咽喉頭及び

クロアカスワブからウイルスが回収されています。それから、表２にワクチン接種時及

び攻撃前後におけるＨＩ抗体価の変動を示しています。ＨＡ抗原を山口株とした場合と

ワクチン株とした場合のそれぞれを示してありますが、ワクチン接種群では、ワクチン

１回注射後に、山口株に対しては10羽中９羽が陽転、ワクチン株に対しては全例が陽転

し、ワクチン２回注射後は、山口株に対しては同じ抗体価で推移し、ワクチン株に対し

ては260 倍低下いたしました。そして、これらのＨＩ抗体価は、攻撃後、有意な上昇は

見られず、逆に低下したということでございます。

以上のことから、本ワクチン１羽分２回注射免疫鶏は、アイソレーター内の好条件下

及び免疫後３週目において山口株の攻撃に対して100 ％発症防御効果を示し、咽喉頭及

びクロアカスワブからウイルスが回収されず、攻撃後のＨＩ抗体価の上昇も見られなか

ったことから、感染防御も付与できたものと考察されています。

続きまして概－40ページをお開きください。臨床試験でございます。鹿児島県下の養

鶏場の３施設におきまして、表１に示しますように、弱齢鶏160 羽、成鶏160 羽を用い

て、概－40ページの下から41ページの上段にかけて示す判定基準に従い、安全性、有効

性を評価いたしました。その結果を概－41ページから表にまとめてありますが、まず弱

齢鶏における試験におきましては、安全性では、表１に示しますように臨床上の異常及

び注射局所の異常は認められず、表３、次のページの表４に示しますように、試験鶏と
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陰性対照群の増体重及び育成率には有意差はなく、安全と判定されました。また、有効

、性につきましては、表５に示しますように、試験群でのＨＩ抗体価の産生は良好であり

判定基準以上であり、有効と判定されました。

それから、(2) の成鶏（産卵鶏）における試験でございますが、安全性につきまして

は、表６に示しますように臨床上の異常及び注射局所の異常は認められず、表７、次の

ページの表８、表９に示しますように、試験群と陰性対照群の増体重、育成率及び産卵

率には有意差はなく、安全と判定されました。また、有効性につきましては、表10に示

しますように、試験群でのＨＩ抗体価の産生は良好であり、判定基準以上であって、有

効と判定されました。

それでは、一番最初の審議経過票にお戻りください。本申請につきましても、先ほど

御審議していただきました２製剤と同様に10月14日の生物調査会で御審議いただき 「調、

査会指摘回答」とありますタッグを開いていただきますと、左の欄に指摘事項がござい

ますが、先ほどと同じように、用法・用量には「家畜伝染病予防法第３条の２に基づき

規定される高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に従い使用する

こと 」の文章をつけ加えること。それから、効能・効果は、このものは申請時はＡ型Ｈ。

５亜型鳥インフルエンザによる症状の軽減又は発症予防ということでしたが、それを、

「鳥インフルエンザの発症予防及びウイルス排泄の抑制」とすること。それから、使用

上の注意を別紙のようにすること、これらを条件に事前の調査審議を終了し、本部会に

上程して差し支えない。なお、再審査期間については、新有効成分含有動物用医薬品と

いうことで６年とするということでした。

また、承認に際しての79条の条件につきましては、冒頭、ＮＢＩの製品のときに説明

したのと同じものをつけさせていただく予定でございます。

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 それでは、ただいまの説明につきまして御意見あるいは御質問がございまし

たらお願いします。

○○委員 先ほど事務局の説明の中で、有効期間、27カ月ではなくて24カ月ということ

で、申請書もそのように訂正されるということで、お願いします。

もう一つですけれども、先ほど使用上の注意で産卵開始時の話をしていたんですけれ

ども、この製剤については概要の４ページ、Ａ３の大きなページで、オランダのＨ７、

別の亜型のワクチンかもしれませんけれども、そこで使用上の注意の一般的注意の副反

応のところで「注射行為による産卵低下が認められることがある」と記載されていると

いうことで、申請された製剤のところを見ると、中ほどの副反応の(2) のところで「注

射後、活力減退等が一時的に認められることがある 。この中に産卵低下も含むのか、よ」

り明確にするのであれば「活力減退、産卵低下 、先ほど言った産卵開始時期が遅れると」

いう話も含めて、書くなら書いた方がいいかなと思います。

これについても、世界各地で販売されていると思うので、状況を十分把握する必要が

あると思います。

○○委員 事務局、よろしいですか。

事務局 はい。これも先ほどの２製剤と同じように、申請者に確認いたしまして、使用

上の注意に必要な情報提供をさせていただくように指導いたします。

○○委員 それでよろしいですか。

ほかには、どなたか御発言ございますか。
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○○委員 ちょっと確認させてください。

免疫してＨＩ抗体を測っているわけですけど、ＨＩ抗体はあくまで免疫原性があると

いうことの指標であって、感染防御と直に、つまり何倍あれば発症を防止する、ウイル

ス排泄を抑制するということではないんですよね。

事務局 はい。直接的な関係を示すデータというものはありません。

○○委員 ということですね。

○○委員 今のは確認でよろしいですか。

○○委員 はい。

あと、Ｈ７とか、ほかの高病原性もあるということですけれども、当面の危険性とし

てＨ５をマークしておけばいいということでＨ５のワクチンだけを輸入する準備をする

という理解でよろしいですか。

事務局 現時点では一番リスクが高いのはＨ５と判断していますので、まずそのワクチ

ンを備蓄したいと考えています。

○○委員 よろしいですか。

ほかに御発言ございますか。

これは、再三出ておりますとおり、いろいろ問題はあるとしても、横並びで必要な事

項は全部集めていただいて、事務局のデータとして是非お願いしたいと思います。

それでは、これも承認ということでよろしゅうございますね。

〔 異議なし」の声あり〕「

事務局 ありがとうございました。本剤につきましても、先ほどの製剤での御指摘と同

様に 「規格及び検査方法」のＨＩ試験を製剤基準に合わせること。それから、産卵開始、

時の遅れについては情報提供するように使用上の注意に記載をすること。それから、薬

、事法の第79条に基づきまして承認の条件に一定のものを付すことを条件といたしまして

承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審査期間は新有効成分

含有動物用医薬品ということで６年とさせていただきます。

○○委員 それでは、インフルエンザの関係、３題を終わりました。先ほどの資料

No７を説明していただいたんですが、もう１回整理しますか。

事務局 必要ならば御説明いたしますが。あの説明で特段御質問がなければ、御了解い

ただいたということで。

○○委員 スケジュールの(2) の動物用生物学的製剤基準の一部改正という資料No７の

一部について、先ほど前倒しして説明をしていただいたわけです。

この部分はよろしいですね。

事務局 ありがとうございます。動物用生物学的製剤基準の一部改正の鳥インフルエン

ザワクチンに関する部分につきましては、原案どおり薬事分科会に報告させていただき

ます。

○○委員 それでは、これでインフルエンザ関係をひとまず置きまして、唐突ですが、

あの時計で４時まで小休止しましょう。４時から次を進めましょう。

〔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・輸入承認の可否、毒・劇薬等の指定及び再審査期間の指定
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について

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕

【新有効成分含有動物用医薬品、新動物用配合剤 （輸入承認）】

④リターガードＬＴ－Ｃ ファイザー製薬株式会社

○○委員 それでは次に参ります。同じく生物学的製剤調査会関係の④リターガードＬ

Ｔ－Ｃの輸入承認の可否について。これも○○先生から御説明をお願いします。

○○委員 リターガードＬＴ－Ｃは、ファイザー製薬株式会社から輸入承認申請された

大腸菌クロストリジウム・パーフリンゲンスＣ型菌を有効成分とする豚用の不活化ワク

チンであります。本製剤は、平成16年10月14日に開催された動物用生物学的製剤調査会

において事前の審議を終了し、本部会に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４番を御用意くださ

い。

たくさんタッグがついているんですが、下から三つ目に「申請書」というタッグがあ

りますので、そちらをお開きください。本製剤は、ファイザー製薬株式会社から輸入承

認申請されましたリターガードＬＴ－Ｃでございます。本製剤は、４種類の線毛抗原を

発現させた大腸菌４株の不活化菌体と、易熱性エンテロトキシンＢサブユニット、それ

からクロストリジウム・パーフリンゲンスのβ毒素トキソイドを主剤とする母豚用の不

活化ワクチンで、これら線毛抗原を持ち、又は易熱性エンテロトキシンを産生する大腸

菌による哺乳豚の下痢症と、クロストリジウム・パーフリンゲンスＣ型菌による子豚の

壊死性腸炎の予防を効能・効果とする、いわゆる乳汁免疫のものでございます。豚大腸

菌の易熱性エンテロトキシンＢサブユニット及び豚のクロストリジウム・パーフリンゲ

ンスのβ毒素トキソイドは、これまでにない成分でございます。また、大腸菌の線毛抗

原と混合したものもございませんことから、新有効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」のタッグをお開きください。１ページ目の起源又は発見（開発）の

経緯に関する資料でございますが、本製剤は1980年ごろ米国で開発され始めたもので、1

986年に米国農務省の承認を得ています。その後、４ページの表１－５に示しますように、

北米、中南米、欧州、アジアなど29カ国で承認され、市販されています。

我が国における本製剤が対象とする疾病の発生状況でございますが、３ページの表１

－２に示しますように、豚の新生期下痢及び壊死性腸炎は毎年その発生報告があり、新

生期下痢は哺乳豚において最も死亡淘汰率の高い疾病であるという報告もございます。

また、表１－３に示しますように、哺乳豚の下痢便から分離された腸管毒素原性大腸菌

の型別調査では、エンテロトキシンに関してはＳＴ産生株よりＬＴ産生株の分離率が高

く、線毛抗原ではＫ８８、Ｋ９９、９８７Ｐ、Ｆ４１の順で分離率が高い傾向でござい

ます。こうしたことからも、これらの疾病の予防を目的とするワクチンの開発の意義は

高いとされております。

少し飛びますが、68ページをお開きください。安定性に関する資料でございます。本

製剤３ロットを製造後18カ月間保存し、経時的に安定性試験を実施しましたところ、表

３－１、３－２、３－３に示しますように、各規格試験の項目において有意な変化は認

。められず、本製剤は、少なくとも18カ月間は安定であるという結果が得られております
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続きまして71ページ、安全性に関する資料でございます。表７－１に試験設計を示し

ますが、本製剤の常用量及び10倍量を、それぞれ約９カ月齢の妊娠豚３頭に、分娩予定

日の約６週間前に１回、その後、分娩予定日の約３週間前に１回、そして分娩日の約５

週後にもう１回、計３回頚部筋肉内に注射し、母豚及びその産仔について安全性を評価

しました。

そうしましたところ、まず母豚に対する安全性につきましては、一般状態は73ページ

の表７－４と、その下の表７－５に示しますように、一過性の元気消失や食欲不振が認

められましたが、それ以外の異常は認められず、その他の一般状態にも異常は認められ

ませんでした。それから、注射部位につきましては次の74ページの表７－６－１、表７

－６－２に腫脹と硬結の出現頻度がまとめてございますが、注射後６時間から２日まで

に軽度の腫脹や硬結が認められましたが、３日までには消失する一過性の変化であった

ということでございます。75ページの表７－７には体温の変化を示しておりますが、注

射後約６時間に一過性の変化が認められたのみでございました。血液学的所見、血液生

化学的所見、分娩状況、各種器官の重量、剖検所見、病理組織学的所見、これらにおき

ましては本剤に起因する特記すべき変化等は認められませんでした。また、77ページの

表７－11に示しますように、常用量では投与２週後の病理組織学的検査におきましてア

ジュバントの残留物と思われる所見が認められなかったことから、アジュバントは投与

後２週までに消失すると判断されております。

それから、子豚に対する安全性につきましては、一般状態、体重、血液学的及び血液

生化学的所見におきまして、いずれの項目においても本製剤に起因すると考えられる異

常所見は認められていませんでした。以上の結果から本剤の安全性が確認されておりま

す。

続きまして、81ページからは薬理作用に関する資料でございますが、本製剤の製造用

株により調整したワクチンを母豚に注射し、その産仔に各大腸菌、クロストリジウム・

パーフリンゲンスで攻撃いたしまして、本製剤の製造用株の免疫原性を検討いたしまし

た。そうしましたところ、各成分ごとの試験で子豚の大腸菌症及びクロストリジウム・

パーフリンゲンス症の防御ができると考えられております。

92ページから臨床試験に関する資料が添付されてございます。京都府及び愛知県の一

貫経営の３施設におきまして、80頭の妊娠豚を用いて本製剤の有効性及び安全性を評価

、いたしました。判定基準は92ページの下に示しますように、有効性については臨床観察

体重測定、抗体応答で、安全性については臨床観察、注射局所反応、哺乳豚の体重、分

娩観察、種付け及び受胎状況、これらで判定いたしました。

その結果を93ページの表に示します。まず有効性ですが、母豚の分娩時の血清抗体価

及び初乳抗体価は、クロストリジウムを除いた他の全成分に対して非臨床試験における

有効抗体価との比較又は対照群との抗体価との比較で、少なくともどちらかで有効であ

ると判定されております。また、哺乳豚の血清抗体価及び増体重は、施設Ｃのクロスト

。リジウムを除いてすべて有効で、臨床観察では３施設とも有効性が認められております

それから、安全性につきましては、母豚、哺乳豚ともにすべての項目で安全と判定され

ております。

それでは、最初に戻っていただきまして、審議経過票をお開きください。本申請は、

７の欄に示しますように、まず７月14日の生物調査会で御審議をいただきまして、各有

効成分の配合意義、特にクロストリジウムの有効性を説明することとか、本剤の有効性
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の判定基準を明確にするとか、移行抗体の役割について説明する、それからＩｇＡ及び

ＩｇＧの半減期と発症予防との関連性について説明するとか、合計９点の御指摘を受け

まして継続審議となったものでございます。その点につきましては申請者が資料を整備

いたしまして、再度10月14日の生物調査会で御審議をいただき、事前の調査審議を終了

し、本部会に上程して差し支えない。なお、再審査期間は、新有効成分含有動物用医薬

品及び新動物用配合剤ということで６年と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意見あるいは御質問をいただきま

す。

どうぞ。

○○委員 二つあって、一つは先ほどの資料No１と同じように規格及び検査方法欄のと

ころで、不活化された原液の抗原量を測定しているということで、調査会の指摘事項の

、回答書の12ページの８の上、７の回答のところで、上から２行目、各原液の線毛濃度は

最終バルクの配合前に測定するということで、測定すると回答の中には言っているんで

、すけれども、申請書には測定しているという規格及び検査方法が設定されていないので

申請書に書かせるべきかなと思っています。

これについては、線毛抗原の濃度しか測定すると書いてないんですけれども、エンテ

ロトキシンとか、ほかの毒素も測定していると思うので、あわせて確認していただきた

いと思います。

○○委員 事務局、今のはよろしいですか。

事務局 わかりました。

○○委員 もう一つ、申請書の使用上の注意のところで、概要書の８ページで、右側の

米国というところで、使用上の注意の⑤として使用後にアナフィラキシーが発現するお

それがある。ほかのワクチンと同じという表現になっていますけれども、これに関する

記載が申請書の中身でないので、書かせた方がいいんじゃないかな。以上です。

○○委員 事務局、よろしいですね。

事務局 わかりました。

○○委員 ほかに御発言ございませんか。

特に御発言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。

○○委員 字の違いがあるので。

用法・用量の「頸部」の「頸」は、この字は今、使わないんじゃないですか。

○○委員 表紙のすぐ後ろですね。５番の用法及び用量の、妊娠豚の頚部の「頸」です

ね。

事務局 新しい字に直すという。そのように直します。

○○委員 よろしゅうございますね。

それでは、これは承認といたします。

事務局 ありがとうございました。本剤につきましては、まず「規格及び検査方法」の

中で不活化の抗原量を測定するように、規格及び検査方法に定義するようにという御指

摘。それから、使用上の注意にアナフィラキシーの件、米国の方にはついているようで

すので、日本の方にもアナフィラキシーに関する注意喚起を記載させるように。それか

ら用法・用量の「頸部」の「頸」の字を直すということを条件に、承認を可とし、薬事

分科会に報告させていただきます。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品及
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び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。

［審議事項]

（１）動物用医薬品の製造・輸入承認の可否、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）】

⑤ベトルファール 明治製菓株式会社

○○委員 それでは次へ参ります。

今度は動物用一般医薬品調査会関係の⑤ベトルファールの製造承認の可否ということ

で、一般医薬品の座長でございます○○先生が今日は御欠席でございます。したがいま

して○○先生から御説明をいただきます。

○○委員 ベトルファールは明治製菓株式会社から承認申請されたブトルファノールを

有効成分とする犬及び猫用の注射剤であります。平成16年10月12日の動物用一般医薬品

調査会で審議され、事前の調査審議を終了し、動物用医薬品等部会に上程して差し支え

ないこととなりました。詳細につきましては事務局から説明があります。

。事務局 それでは、事前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

これもたくさんタッグがついておりますが、真ん中あたりに水色の「申請書」という

タッグがありますので、そちらをお開きください。本製剤は明治製菓株式会社から製造

承認申請されましたベトルファールでございます。本製剤は酒石酸ブトルファノールを

主成分とする犬及び猫の注射剤で、効能・効果は、犬、猫の術後の鎮痛です。酒石酸ブ

トルファノールは、既にヒト用の医薬品として承認がございますが、動物用としては初

めてでございますので、新有効成分含有動物用医薬品ということで御審議を願います。

それでは「概要」のタッグをお開きください。近年、コンパニオンアニマルの疼痛に

対する社会的意識というものが高まってきており、関節痛のような運動器疾患に伴う慢

性痛に対しては、その鎮痛剤として非ステロイド系の消炎鎮痛剤、いわゆるＮＳＡＩＤ

、ｓが用いられて、その承認申請も幾つか上がってきているところでございます。しかし

骨折とか手術後の急性痛に対する動物薬というものは非常に少なく、臨床現場では人体

用の鎮痛薬、局所麻酔薬やモルヒネのようなオピオイドが一部使用されているようでご

ざいます。しかしモルヒネなどはその管理面の手間から取り扱いづらいことから、急性

痛向けに管理が容易な鎮痛剤の開発が望まれており、1994年に米国のフォートダッジが

動物用の医薬品として承認を得た酒石酸ブトルファノールを本邦で製造承認を取得しよ

うというものでございます。

概要の30ページをお開きください。対象動物における安全性試験でございます。まず

犬における安全性試験ですが、ビーグル犬雄９頭、雌９頭をそれぞれ３頭ずつ、３群に

分け、本剤の常用量及び３倍量を１日１回、３日間連続投与いたしました。そうしまし

たところ、常用量でもよだれとか一過性の血液生化学的変化は認められましたが、体重

や血液学的検査所見には影響は認められず、臨床応用上、その安全性に問題はないとさ

れました。

それから、34ページからは猫における安全性試験ですが、雑種の猫雄９頭、雌９頭を

それぞれ３頭ずつ、３群に分け、本剤の常用量及び３倍量を１日１回、３日間連続投与
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いたしました。そうしましたところ、特に問題となる所見はなく、臨床応用上、その安

全性に問題はないとされたものでございます。

それから、47ページからは犬における鎮痛効果が記載されております。犬に肝臓バイ

オプシーと卵巣子宮全摘出術を施し、Ｖisual Ａnalog Ｓcale、ＶＡＳ値と呼んでいる

んですが、ＶＡＳ値及びストレスホルモンである血清コルチゾール濃度、血清エピネフ

リン濃度、血清ノルエピネフリン濃度を指標に本剤の有効性を評価しましたところ、ま

ず、48ページの図８－７に示しますように、0.05mg/kg と0.1 、0.3 、0.4 という投与

群と対照群のＶＡＳ値につきましてはこの図のように推移したということでございます

が、これだとよくわからないということで、実際の疼痛の評価のパラメーターとして、

表８－８に本剤を投与してから３時間までと６時間までに分けまして、それぞれの間で

、の最大ＶＡＳ値までの時間Ｔmax 、それから、そのときの最大ＶＡＳ値Ｖmax 、そして

最大ＶＡＳ値と時間との積分になるんですが、Ａrea Ｕnder Ｃurve、ＡＵＣというもの

をそれぞれ算出して示したものでございますが、まず、本剤投与後６時間までのＶmax

は対照群と投与群とでの有意差が認められませんでしたが、ＡＵＣでは0.1mg/kg以上の

投与群で対照群と有意差が認められています。あわせて、本剤の最少有効量は0.1mg/kg

と判断されたということでございます。

また、ストレスマーカーである血清コルチゾールは、49ページの図８－８に示します

ように、対照群は３時間目まで増加傾向が認められていましたが、本剤の投与群はいず

れの群も投与後３時間まで安定した推移だったということでございます。

それから、猫におきましても鎮痛効果を同様に評価しております。51ページの図８－

８ですが、まずＶＡＳ値の推移を示しております。この図から、用量依存的なＶＡＳ値

の低下が認められ、疼痛パラメーターを表８－９に示していますが、投与後４時間まで

は、Ｖmax 、ＡＵＣにおいて0.1mg/kg以上で対照群と有意差が認められ、これも、最少

有効量は0.1mg/kgと考えられました。

それから、ストレスマーカーでありますコルチゾールの血中濃度ですが、図がついて

ないのでわかりづらいんですが、49ページの下から７行目から説明がありますが、対照

群では30分の値をピークとして減少していくのに対しまして、試験群では０分値をほぼ

ピークに横ばいであったとなっております。

続きまして、79ページの臨床試験でございます。国内の12機関におきまして全身麻酔

による外科手術を要する犬で、外科手術が終了した後、吸入麻酔剤の吸入を停止した時

点で本剤を筋肉内注射いたしました。そしてＶＡＳ値により有効性を、有害事象及び臨

床検査等で安全性をそれぞれ評価いたしました。

まず有効性の評価ですが、85ページの図12－１をご覧いただきますと、本剤投与群、

対照群ともに平均ＶＡＳ値は覚醒時あるいは１時間後に最大となり、その後は次第に低

下する傾向が見られました。覚醒時から６時間までの平均ＶＡＳ値は投与群が対照群よ

。り低くなる傾向が見られ、特に２時間と４時間では群間で有意差が認められております

しかし一方で、86ページの図12－２にＶＡＳ値が最大になった時間の分布が示してあ

、りますが、ＶＡＳ値の推移に症例間で非常にばらつきがあるのがわかりました。そこで

それぞれの症例の最大ＶＡＳ値と、ＡＵＣ、最大ＶＡＳ値と時間との積分値を疼痛パラ

メーターとして投与群と対照群との比較を行いました。それをまとめたのが87ページの

表12－８です。これですと数字が書いてあるだけでよくわからないので、これを図にし

て比較したものが次のページの図12－３と12－４でございます。図12－３はＶmax の推
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移を示していますが、いずれも本剤投与群が対照群より有意に低いという値でございま

す。また、ＡＵＣも同様に低い値が認められております。

今度は安全性の評価ですが、90ページからになりますが、有害事象の発現頻度を表12

、－11に示してありますが、投与群と対照群の間で有意差はありませんでした。それから

生理学的な計測値につきましても群間での有意差は認められず、臨床検査値も本剤投与

による変動は認められませんでした。よって、本剤は犬の術後の鎮痛に有効であること

が認められ、安全性の点を含めてその有用性は高いものと結論されております。

今度は猫における臨床試験でございますが、94ページからになります。犬と同様に国

内の12機関におきまして全身麻酔による外科手術を要する猫で、同様の方法で有効性及

び安全性をそれぞれ評価いたしました。

まず有効性の評価ですが、100 ページの図12－５をご覧いただきますと、これは平均

ＶＡＳ値の推移を示したものでございますが、覚醒時から12時間まで、本剤投与群が対

照群よりも低く、１時間以降12時間まで、すべての時点で群間で有意差が認められてお

ります。

しかし一方で、101 ページに図12－６ということでＶＡＳ値が最大となった時間の分

布を示しますが、これでも症例間でばらつきがあるということですので、Ｖmax とＡＵ

Ｃの疼痛パラメーターで群間比較を行いました。それをまとめたのが102 ページの表12

－23で、これをグラフにしたのが103 ページの図12－７と12－８でございます。図12－

７はＶmax の推移を示しますが、いずれも本剤投与群が対照群より有意に低い値でござ

いました。その下の図12－８のＡＵＣも同様に低い値でございました。

また、猫の安全性の評価ですが、105 ページからになりますが、有害事象の発現頻度

、は表12－26に示しますように、手術後１日以内では投与群と対照群の間で有意差はなく

１日以降では有害事象すらありませんでした。それから、生理学的計測値につきまして

。も群間で有意差は見られず、臨床検査値も本剤投与による変動は認められませんでした

よって、本剤は猫に対しても術後の鎮痛に有効であることが認められ、安全性の点を含

めてその有用性は高いと結論されております。

それでは、最初に戻りまして表紙の審議経過票をご覧ください。本申請につきまして

は、まず７月20日の一般薬調査会で御審議をいただきまして、犬における臨床試験につ

いて本剤の有効性を明確にすることなどの６点の指摘事項で継続審議となりました。そ

の後、申請者が資料を整備いたしまして、10月12日の一般薬調査会で再度御審議をいた

だき、有効性のデータを確認していただいたわけですが、本剤につきましては既に臨床

の現場において人体用の酒石酸ブトルファノールが使用されており、その有効性及び安

全性が経験上確認されているといったことも考慮いたしまして、承認の可否に関する事

前の調査審議を終了し、本部会に上程して差し支えない。なお、再審査期間は、新有効

成分含有動物用医薬品として６年とするとされたものでございます。

なお、本剤の毒劇薬の指定の要否につきましては、本剤は酒石酸ブトルファノールを

主剤とする注射薬でございますが、概要の15ページにマウス、ラットを用いた急性毒性

試験の結果が示してありますが、まずラットの経口投与のＬＤ は雄で341mg/kg、雌で3550

6mg/kg、マウスの経口では雄で452 、雌で395mということで、いわゆる劇薬の指標値で

あります300mg/kgをわずかに上回る、個体によっては下回っているという結果でござい

、ました。また、本剤はモルヒネの代替薬としての鎮痛薬でございまして、習慣性もあり

ヒト用の医薬品でも酒石酸ブトルファノールは厚生労働省の方で劇薬に指定されており
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ます。したがいまして、総合的に判断して、本剤につきましては劇薬に指定するという

調査会での御審議結果でございました。

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発言をお願いします。

○○委員 一つだけ確認させてください。

調査会の指摘事項の①、②でありますように、動物の鎮痛効果を調べるというのは非

常に難しいんですね。その中で、ほかの、既に鎮痛効果があるとされている薬物をポジ

ティブコントロールとして使った試験系がないということで①、②の指摘があったと思

うんですが、この指摘に対して回答があった。それに対して、その回答は十分であると

で判断されたんでしょうか。

事務局 調査会での御審議は、十分ですねということではございませんでした。鎮痛と

いうものをクリアカットに評価できる試験系というものは難しかろう、ＶＡＳ値という

ものに頼らざるを得ないのかなということで、その範囲内での御審議ということだった

、んですが、実際は、先ほど説明させていただきましたように酒石酸ブトルファノールが

いわゆる人体薬なんですが、臨床の現場で使われている。安全性、有効性も評価されて

いるということで、経験上の実態というものも加味して、このものについては承認を可

としてもよかろうという御判断だと記憶しております。

○○委員 それで結構だと思いますが、そのときに、ポジティブコントロールを置いた

データが欲しいというところまでは行かなかったですか。

事務局 それはなかったです。

○○委員 よろしいですか。

ほかにいかがでしょうか。

○○委員 概要の48、49と、ＶＡＳ値の推移とコルチゾールの血中濃度の推移、ここで

の説明は、用量依存性がないが有意に無投与群と効果性が認められるという説明だった

んですが、そうなりますと用法・用量のところで0.1 ～0.3 の範囲内で使用しなさいと

あるのは、用量依存性がないのに範囲を広げるというのは何か意味があるんですか。そ

こを伺いたい。

動物医薬品検査所 これの用量については、具体的にきちっとした、ここからここまで

は効いて、これ以上は要らないという形で整理するのが非常に難しかったということで

す。今お話が出ましたようにＶＡＳ値で評価をしています。それしかできないというこ

ともあるわけでして、概要でいきますと109 ページに用量の設定の根拠が書いてあるわ

けですが、ここにありますように、0.1 以上必要であろう。0.4 以上にする必要はなか

ろう。その範囲内で使うということです。

、特に、この薬の場合には獣医師の方が手術や何かのときにあわせて使うわけですから

非常に管理の行き届いた状況で投与されると考えられるわけです。ですから、判定が難

しいということが基本にあるわけですけれども、この範囲内で獣医師の方が鎮痛状況を

見ながら判断して対応できるということがあろうかと思います。

○○委員 臨床の現場では今まで使われているこれに似たような薬剤というのがあるん

ですが、0.1 ～0.3 、0.1 ～0.4 だと、基本的に４倍量までということになりますね。

これだけ範囲が広いものはそうないんですよ。ですから、これだけ広げた根拠は何です

かと質問したわけで、そこは明確ではないようですね 「まあ、このぐらいの範囲だろ。

う」ということですね。
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それは、正直に言うと、使う側からいくと余り好ましくない。最低限この用量以上を

使えば鎮痛効果が得られるという表現なら、獣医師の裁量で最低限使ってみて、鎮痛効

果が得られない場合は２倍量まで使ってみるとかいうのはあるんですが、この範囲で好

きなだけ使いなさいということになると、何をもって４倍量までの設定をしたのか、意

味がよくわからないんですね。使う側としては。簡単に言うと、ちょっと不安があると

いう感じがするんですね。

かといって、４倍量の0.4mg/kgを使用したら何か起こるかというと、それは安全性の

問題で、何も起こらない。そうすると次に考えるのは、薬用量をどれぐらい使ったら一

番経済的か。その辺も非常に臨床家はシビアです。高い薬になればなるほど、使用量が

少なければそれだけ利益が高くなるわけですから。そういった意味も含めて質問させて

いただいたんですが、明確な答えではないようですので。ありがとうございました。

○○委員 ほかに御発言ございませんか。

特に御発言ないようですが、承認でよろしゅうございますね。

では承認といたします。

事務局 ありがとうございました。本剤につきましては承認を可とし、薬事分科会に報

告させていただきます。なお、再審査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで

６年とし、劇薬に指定する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）】

⑥ラチデクチン アルプス薬品工業株式会社

ライフナール 三共株式会社

○○委員 それでは次に参ります。

同じく動物用一般医薬品調査会関係の⑥でございます。ラチデクチン、ライフナール

の製造承認の可否ということで、これも○○先生から説明をお願いします。

○○委員 ライフナールは、三共株式会社から承認申請され、アルプス薬品工業株式会

社から承認申請されたラチデクチンを有効成分とする犬用の皮膚滴下剤であります。平

成16年10月12日の動物用一般医薬品調査会で審議され、事前の調査審議を終了し、動物

用医薬品等部会に上程して差し支えないこととなりました。詳細につきましては事務局

から説明があります。

事務局 それでは、資料番号赤の６番を御用意ください。

上側にタッグがついていまして 「申請書（写 」というタッグがありまして、さらに、 ）

ブルーの台紙で１と２とありますが、１の方をお開きください。そちらがライフナール

の申請書になります。本製剤は三共株式会社から製造承認申請されましたライフナール

。と、アルプス薬品工業株式会社から製造承認申請されましたラチデクチンでございます

ライフナールが製剤で、ラチデクチンはその製剤原料としての申請でございます。ライ

フナールは犬用のスポットオン製剤で、効能・効果は、犬糸状虫症の予防、ノミ、イヌ

センコウヒゼンダニ、犬回虫及び犬鉤虫の駆除でございます。本製剤の主成分でござい
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ますラチデクチンは、既に承認されているミルベマイシンオキシムの新しい誘導体とい

うことで、新有効成分含有動物用医薬品ということで御審議をいただきたく存じます。

それでは、上に「概要」というタッグがございますので、そちらをご覧ください。Ⅰ

－１ページでございますが、申請者の三共株式会社は1979年にミルベマイシンＤを発見

いたしまして、犬回虫及び犬鉤虫の駆除の効能・効果で承認を取りました。その後、ミ

ルベマイシン類の研究を行い、1983年に駆除効果の高いミルベマイシンオキシムを発見

し、さらに2000年に本剤、ラチデクチンを発見いたしました。図Ⅰ－１にそれぞれの構

造式を示しますが、ラチデクチンはミルベマイシンオキシムの誘導体ということでござ

います。

本剤の特長といたしましては、次の２ページからまとめてございますが、単一の有効

成分で犬の糸状虫症予防とノミの駆除が可能である。それから、皮膚滴下投与により犬

消化管内線虫の駆除が可能である。それから、イヌセンコウヒゼンダニの駆除が可能で

ある。この３点が特長になっております。

本剤は既承認のミルベマイシンオキシムの誘導体ということでございますので、物

理・化学的性質につきましては説明を省略させていただき、ちょっと飛びますが、Ⅶ－

１ページをお開きください。対象動物への安全性でございますが、まずビーグル犬での

繰り返しスポットオン投与試験ということで、１群雌雄各３頭に本剤の常用最大量及び

その10倍量を、１カ月に１回、合計７回、つまり７カ月間投与いたし、一般状態、投与

部位、瞳孔の対光反射、体重、血液学及び血液生化学的検査を実施いたしました。そう

しましたところ、血液にはわずかな影響が認められましたが、正常の範囲内で、それ以

外のものには変化は認められず、本剤の安全性に問題はないと結論されております。

それから、Ⅶ－30ページからは幼弱ビーグル犬での単回スポットオン投与試験という

ものがなされております。８～９週齢のビーグル犬、１群３頭に先ほどと同様の用量を

肩甲骨間の皮膚に単回滴下投与し、投与後28日まで、一般状態、投与部位、瞳孔の対光

反射、体重、血液検査を実施しましたところ、いずれも異常は認められず、幼弱犬への

安全性に問題はないと結論されております。

。それから、Ⅶ－38ページからはビーグル犬での単回経口投与試験が実施されています

万一皮膚滴下されたものをなめた場合の安全性ということで実施された試験でございま

すが、６カ月齢のビーグル犬、１群雌雄各３頭を用い、１mg/kg 及び10mg/kg を強制経

口投与し、投与後14日まで、一般状態、瞳孔の対光反射、体重、血液といったものを検

査いたしましたところ、10mg/kg 投与で24時間以内の嘔吐、嘔吐しなかったものは食欲

不振とか元気消失といったものが認められましたが、いずれも一過性であって、誤って

経口接種されても安全性に問題はないだろうと結論されております。

次に薬効薬理試験でございますが、いろいろ効能がありまして、一つずつ確認してい

きたいと思います。まずⅧ－４ページの真ん中になりますが、ノミ駆除効果試験という

ことで、雄のビーグル犬、１群各２頭にラチデクチン、また、陽性対照としてセラメク

チンを投与いたしまして、投与日、それから投与後21、28、35、42日目に、犬１頭当た

りネコノミを感染させ、その３日後にノミ取りぐしを用いてノミを回収し、生存虫数を

計数いたしましたところ、表Ⅷ－４に示すように、ラチデクチン、セラメクチンともに4

5日まで100 ％のノミ駆除率を示しました。

次にⅧ－６ページでございますが、犬糸状虫の人工感染予防試験ということで、①の

ヘスカ社での人工感染試験でございますが、雌雄ビーグル犬、１群各５頭に犬糸状虫の
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Ｌ３幼虫を感染させ、７日目に再度感染させて、30日目に５頭にラチデクチンを投与、

残りは対照群、無投与として167 日目に寄生している虫の数を計数しましたところ、表

Ⅷ－６に示しますように、ラチデクチン投与群では犬糸状虫の成虫は全く認められず、

無投与対照群では全例において心臓、肺動脈に寄生が認められました。

隣のⅧ－７ページにはＡuburn 大学で実施されました犬糸状虫の人工感染試験が載っ

、ておりますが、雌のビーグル犬、１群各５頭に犬糸状虫のＬ３幼虫を感染させ、30日後

45日後、60日後にラチデクチンを５mg/kg 又は10mg/kg 投与いたしました。その結果を

表Ⅷ－７に示しますが、ラチデクチン投与群ではいずれも犬糸状虫の感染の病変は認め

られず、対照群では５例中４例に病変が認められました。

、次にⅧ－８ページでございますが、犬回虫の人工感染試験でございます。ビーグル犬

１群雌雄各３頭に回虫卵を経口接種させ、回虫感染陽性になったものに本剤、セラメク

チン、プラセボを投与いたしました。その結果を表Ⅷ－８に示しますが、本剤投与群で

は高い有効性が確認されております。

次に、Ⅷ－９ページは犬鉤虫の人工感染試験でございます。ビーグル犬、１群雌雄各

３頭に感染子虫を経口接種させ、鉤虫感染陽性となったものに本剤、セラメクチン、プ

ラセボを投与いたしました。その結果を表Ⅷ－９に示しますが、ここでも本剤投与群で

高い有効性が確認されております。

最後にⅧ－10ページでございますが、イヌセンコウヒゼンダニの駆除試験ということ

、で、イヌセンコウヒゼンダニが自然感染していた陽性犬９頭に本剤を投与いたしまして

７日後にイヌセンコウヒゼンダニの検査をしましたところ、表Ⅷ－10に示すとおり、９

症例中８症例で完全に駆除され、有効率は88.9％ということでございました。

続きまして、ⅩⅠ－１ページの臨床試験でございます。ⅩⅠ－４ページの表ⅩⅠ－５

に示します多数の症例につきまして本剤を投与し、ⅩⅠ－７ページから９ページに示し

ますようなそれぞれの疾病についての評価方法により有効性を、それから一般状態及び

有害事象の観察によって安全性を評価いたしました。

まず有効性につきましては、犬糸状虫に対しては、ⅩⅠ－12ページの表ⅩⅠ－６に示

しますように、有効率が100 ％でございました。それから、ノミ駆除効果は、次のペー

ジの表ⅩⅠ－８に示しますように、累積有効率は98.9％でございました。それから、イ

ヌセンコウヒゼンダニの駆除効果ということで、ⅩⅠ－14ページの表ⅩⅠ－11に示しま

すように、累積有効率は95.7％でございました。それから、犬回虫の駆除効果は、次の

ページの表ⅩⅠ－13に示しますように、累積有効率は98.6％でございました。最後に犬

鉤虫の駆除効果でございますが、ⅩⅠ－16ページの表ⅩⅠ－15で、累積有効率が96.2％

ということでございました。

それから、安全性につきましてはその下の表ⅩⅠ－17に有害事象がまとめられており

ますが、本剤投与と因果関係ありとされた症例が２例、どちらとも言えないが４例あり

ました。また、死亡例は４例あったんですが、いずれも因果関係は認めらなかったとい

。うことでした。以上のことから、本剤の安全性が示されたということになっております

最初に戻りまして、審議経過票をご覧ください。本申請につきましては、まず７月20

日の一般薬調査会で御審議をいただきまして、犬糸状虫症の犬に本剤を投与した場合の

影響について説明することとか、イベルメクチン高感受性犬に対する本剤の影響につい

て試験を実施することなど、７点の指摘事項で継続審議となりました。その後、申請者

が資料を整備いたしまして、10月12日の一般薬調査会で再度御審議いただき、犬糸状虫
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症の犬については、検査をして陽性だった場合には投与しない旨を使用上の注意に、そ

れからイベルメクチン高感受性犬については、経口接種すると中枢神経症状を伴う中毒

を示す旨を使用上の注意に記載すること、これらを条件といたしまして承認の可否に関

する事前の調査審議を終了し、本部会に上程して差し支えない。なお、再審査期間は、

新有効成分含有動物用医薬品ということで６年とされました。

なお、本剤の毒劇薬の指定の要否につきましては、本剤はラチデクチンを主剤とする

スポットオン製剤でございますが、まず、製造原体でございますラチデクチンの毒性試

験は、概要のⅣ－４ページにラットの経口投与の急性毒性試験がついておりますが、欄

外の一番下に示しますように、ラットを用いた急性毒性試験のＬＤ は雄で198mg/kg、雌50

で180mg/kgということで、劇薬の指標値であります300mg/kgを下回っております。した

がいまして、原体であるラチデクチンは劇薬に指定されます。しかし、製剤であります

ライフナールはラチデクチンを10％しか含まないということなので、ＬＤ も約10倍とい50

うことで、劇薬の指標値を上回るというものでございます。また、この製剤を用いまし

た対象動物の安全試験では、スポットオン投与では本剤に起因する副作用というものは

認められず、臨床試験での副作用発現率もわずか0.32％でございました。これらのこと

から、原体のラチデクチンは劇薬に指定されますが、本剤、つまり10％の含有剤につき

ましては劇薬に指定をしないということで調査会で御審議されております。

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 ただいまの説明につきまして御発言をお願いします。

○○委員 有害事象のところでかなり老齢犬が死亡例があるということで御説明いただ

いたんですけれども、調査会の方では死亡した理由について因果関係を明確にすること

と書かれておりますけれども、もう少し老齢の動物に投与したときのデータといいます

か、安全性あるいは副作用といったデータがあればそろえていただくとありがたいかな

と思ったんですが。といいますのは、有害事象でこれだけ老齢の動物が死んでいて、そ

の因果関係をということで今の御説明では、ちょっと、それだけでいいのかなと思った

んですけど。

わかりにくかったかもしれませんが、一番最初の審議経過票の③に「臨床試験の死亡

例における老衰及び」という指摘がありますね。それに対する説明が、これだけ死亡例

が報告されて、指摘されていて、報告があったけれども、それでよしとしたというとこ

ろの説明があるとありがたい。

事務局 その指摘事項に対する回答は 「調査会の指摘事項の回答」というタッグの６ペ、

ージ目にございまして、調査会では、老衰とか皮膚病で死んだというのはおかしいとい

う御指摘を受けまして、それに対して申請者が調べて、例えば老衰の症例番号の152 は

わからなかったんですが、皮膚病となっていた症例番号の449 については慢性心不全で

した、別の老衰となっています症例番号の576 については熱中症でしたということで修

正をしてきて、了解されているということです。

○○委員 気になったんですね。老齢に使ったときの副作用がどれだけ出てくるか。死

亡例では今のような形で回答があったと思いますけれども。ですから、できたらこれか

ら販売された後でも、老齢犬での使用例といいますか、副作用に特にアンケート、モニ

タリングをしていただけるとありがたいな。

事務局 それは再審査の中でやるということで。

○○委員 それで結構です。
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○○委員 ほかに御発言ありますか。

○○委員 ちょっと質問というか、広い範囲の寄生虫に効果があるということはよくわ

かるんですけれども、ノミとかダニみたいな外部寄生虫と、回虫、鉤虫みたいな内部寄

生虫にどうして一緒に効くのか、よくわからないんですが、塗るわけですね。どういう

ふうに薬が存在しているのか、もしわかったら教えていただけませんか。体表上に満遍

、なく滴下することによって体表がカバーされているからノミ、ダニがつかなくて、また

それが体の中に一部しみ込むから内部寄生虫に効くということなんでしょうか。

○○委員 事務局、効果のメカニズムといいますか。

○○委員 これは皮膚の血管から吸収されて血中に入って、血中に入った薬剤が消化管

にも行くので消化管寄生虫にも効くし、吸血する動物と、ヒゼンダニみたいに皮膚の中

で生息・繁殖する寄生虫にも効果があるというふうに理解しているんですが、違います

かね。

○○委員 それでいいと思うんです。ただ、吸収されたあとの血中の濃度は致死量から

すると極めて低い状況で、ただ、皮膚から適用するということは、経口的にも、あるい

は注射するよりももっと量が多くなる。そうしますと、老齢犬に使ったときに本当に有

害現象、副反応が出てこないのかなという心配があったんですね。投与量からして。

○○委員 フィラリアの感染を防止するのは、イベルメクチンだと大体６μから９μぐ

らいで十分効きますね。これは経口投与、あるいは注射剤もそうなんですが、それに比

べるとかなり用量が多いんですね。用量の多さがないと、逆に消化管の線虫類にはほと

んど効かないんですね。

○○委員 そうだと思います。スポットと、用量が多くなっている。

○○委員 多分、吸収に時間がかかるんですよ。一気に血中濃度が上がるわけじゃない

から。持続的に、一定の時間吸収が続いていくというタイプだと思うんですね。

○○委員 だから副作用が現れる可能性が高いですね。

○○委員 長期間であれば、どうでしょうかね。今までこういうものはほかの種類のも

のもありますからね。先生がおっしゃるように、何か持病、特に肝症炎とか腎症なんか

を持っていてかなり状態の悪いものにはリスクを感じますね。でも、基本的にはそうい

う動物には獣医が使いませんからね。

○○委員 事務局、今のディスカッションである程度話がついたようですが。

事務局 まず、分布状態を示す試験がございまして、概要のⅩ－14ページ、Ⅹ－15ペー

ジですが、全身マクロオートラジオルミノグラフィということで、投与した後の薬の分

布状態を調べております。皮膚に投与して、ほぼ皮膚全体に分布していることがわかる

んですけれども、皮膚以外の組織でも舌粘膜とか食道、消化管内容物への放射能分布は

顕著に高かったという説明が入っております。

はっきりした図ではないんですが、こういう試験をやって、消化管とかにもこの薬が

行っているのが認められたとなっています。

○○委員 皮膚にスポット投与して、皮膚から吸収されて消化管への分布が高濃度であ

る。

舌とか消化管に高濃度に分布しているというのは、なめたんじゃないかという気がし

ないでもないですね。本来の皮膚適用によって効果を期待したわけではないということ

になるわけですか。

事務局 なめたものが行ったのではないかということですか。
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○○委員 そこまでは申し上げませんが。

○○委員 そういうふうに解釈されそうですよね。これを見ますとね。

動物医薬品検査所 今のお話は、決してそういうことではないだろうと思います。体に

分布しますから唾液等に出てくるのでしょう。実験的にやっていますから、頚部に投与

していますので、そんなになめるということはないと考えます。確かに滴下後にかなり

広く拡散しますけれども、頚部投与ですから、短時間の間に広く拡散して、それをなめ

てしまい、特に舌などに高濃度に検出される、そういうことは考えにくいかなと思いま

す。あり得なくはないですけれども、それよりは、体に分布して、それが再分布してい

ると考える方が妥当ではないでしょうか。

○○委員 でも、それも推測ですよね。

動物医薬品検査所 もちろんそうです。

○○委員 結構です。

○○委員 お願いなんですが、まず、審議経過票の成分・分量の中で１ｍＬ中にラチデ

クチンを100 mg含有する。そして用法・用量では「ｍｇ」ではなくて「ｍＬ」の表示に

なっているわけですね。これは使用する側からいくと、自分で５mg/kg で計算しなさい

という指示になるわけですよ。アバウトに2.5-～５kgまで 0.25mＬのピペット１本使い

なさいという指示ですから、それはそれでいいんですが、できれば用法・用量の「犬の

体重１kg当たりラチデクチンを５mg 、その後ろに括弧を入れて「 0.05mＬ」と入れてお」

いていただけると、使用者側は非常にわかりやすいんですね。その辺いかがでしょうか

ね。

動物医薬品検査所 ちょっとお伺いしてよろしいでしょうか。

１本のピペットの中間的な用量を利用するということは基本的にはあり得ないという

前提で我々はこの申請に対して対応しているのですけれども、今の先生の御指摘は、中

間的な用量の使用があり得るのだということでしょうか。例えば半分使うとか。

○○委員 そういう意味ではなくて、犬の体重１kg当たりラチデクチンを５mgを基準量

とし、本剤を１カ月毎に使用しなさいと、用法・用量の説明の中にそういう文言がある

ので、そういうふうに入れていただいた方がいいかなと僕は思ったんです。使う立場で

は。これがなければいいんですよ。この体重の範囲内でこの包装を全部使ってください

という表示であればいいんですが 「５mgを基準量とし」と書かれている以上は、使用量、

の説明のところで「ｍＬ」で表現してあるのは、できれば５mg/kg というのは何ｍＬな

のかということを後ろに入れておいていただいた方がわかりやすいのではないですかと

いう要望でございます。

○○委員 事務局、よろしいですね、今の件は。

事務局 それは、そういう御指示ならば……

○○委員 いや、要望です。指示ではありません。

それから、先ほどの経口から接種する危険性というのは、肩甲部に滴下するとなめに

くいということはありますが、ほとんどなめるのは足です。つけたらすぐ足でこすって

なめます。ですから、あっという間に経口投与になっちゃいます。神経質な犬はすぐや

ります。つけるとすぐ、後ろ足でばっとかいてなめるんです。あっという間ですよ。口

へ入れたのと同じように摂取しちゃいますから。猫は特に危険です。

これはこれとは関係ありませんが、臨床家の立場で、どうやって経口に入っていくか

というのは、ほとんどがそれです。
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○○委員 ほかにございますか。

ちょっと確認、よろしいですか。審議経過票の６の効能又は効果 「犬：犬糸状虫症の。

予防 。それで糸状虫に感染している動物には使うなよということになっていますね。こ」

れは感染予防ですか。そこら辺の議論は調査会ではあったでしょうか。へ理屈のようで

すが。

事務局 基本的には感染予防という製剤の性格だと認識しておりますが、したがいまし

。て

○○委員 フィラリアに感染して発症したのが糸状虫症ですよね。感染しただけで無症

状であれば症状とは言いませんはね。だから感染予防ですよね、これは。正確には。

事務局 感染予防です。

○○委員 承認のものは寄生予防と書いてありますね。犬糸状虫症の寄生予防。概要の

Ⅰ－８とかⅠ－７には。

事務局 類似の製品では「寄生予防」と書いてあるものが出ております。

○○委員 横並びでもいいと思うんですが、このところだけ見ますと、心臓の中にいる

虫も一緒に死んでくれそうだという期待がかかりますね。

事務局 では、ここは「寄生予防」と。

○○委員 横並びで整理した方がよろしいかと思います。

事務局 わかりました。

○○委員 ほかにございましょうか。

特に御発言がないようです。この種の薬は既にかなり世に出たということは御承知の

とおりでして、特に問題ございませんね。承認ということでよろしいですか。

それでは、承認ということで。

事務局 ありがとうございました。本剤につきましては、まず用法・用量のところです

が 「ラチデクチン５mg」の後に括弧で「0.05ｍＬ」と入れさせていただきます。それか、

ら、効能・効果は「犬糸状虫症の寄生予防」と変えさせていただきます。以上２点を条

件といたしまして、承認を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。なお、再審

査期間は新有効成分含有動物用医薬品ということで６年とさせていただきます。それか

ら、製剤原料でございますラチデクチンは劇薬に指定をし、製剤のライフナールは劇薬

には指定をしないとさせていただきます。

○○委員 今の糸状虫「症」は要らないんじゃないですか 「糸状虫の寄生予防 。。 」

事務局 わかりました 「犬糸状虫の寄生予防」という効能・効果にさせていただきます。。

［審議事項]

（２）動物用生物学的製剤基準の一部改正について

〔動物用生物学的製剤調査会関係〕

○○委員 それでは次へ参ります。

(2) の、先ほどインフルエンザ関係は終わりましたけれども、それ以外の動物用生物

学的製剤基準の一部改正ということで、○○先生から御説明いただけますか。

○○委員 本件は、日本脳炎不活化ワクチン、猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイル

ス感染症、猫汎白血球減少症混合ワクチンの項について、後発品が承認されることに伴

い、製剤基準の一部改正を行うためのものです。本案は、平成16年10月14日に開催され
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た動物用生物学的製剤調査会において事前の審議を終了し、本部会に上程されるもので

す。詳細につきましては事務局から説明があります。

事務局 それでは、事前に配付させていただきました赤の７番をご覧ください。８ペー

ジからでございますが、まず日本脳炎不活化ワクチンでございます。化血研さんから動

物用日脳ＴＣワクチン化血研というゾロ品の承認申請がありまして、それを承認するに

際して製剤基準の一部改正を要するというものでございます。

12ページから新旧対照表がありますので、そちらで御説明させていただきます。非常

に簡単でして、12ページの中ほどになりますが、左側が改正案で右側が現行ですが、2.3.

2.2 というところにアンダーラインが引いてございます。培養細胞を用いた培養という

ことで、今まで培養細胞を用いた培養ということで 「ろ液又は遠心上清をウイルス浮遊、

液とすると」なっていたんですが、今度新しく申請されたものは、それらを濃縮する作

業が入っておりますので、左側のアンダーラインに示しますように 「ろ液、遠心上清又、

はこれらを濃縮したものをウイルス浮遊液とする」と一部改正させていただきたいとい

うものでございます。日本脳炎についてはその点だけでございます。

、続きまして16ページになりますが、猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症

猫汎白血球減少症混合ワクチンということで、これもユーリフェルＲＣＰＫというゾロ

品の承認申請がありまして、それの承認に合わせて製剤基準の一部改正をするというも

のでございます。

。これも新旧対照表で説明させていただきます。25ページからが新旧対照表になります

これについては幾つか改正のポイントがあるんですが、主な改正のポイントとしては、

原種ウイルスの継代数を３代以内と今まではしていたんですが、それを削除いたしまし

て、種ウイルスの継代を、原種ウイルスから２代以内だったのを、原株から５代以内と

しました。つまり、今までは原株があって、原種ウイルスがありまして、３代、２代と

なっていたんですが、それを一気に原株から種ウイルスまでの５代と変えたというもの

でございます。実際は継代数がふえたり減ったりはしていません。

それから、これらの保存方法ですが 「－70℃以下又は凍結乾燥して５℃以下」となっ、

ていたものを 「凍結して－30℃以下又は凍結乾燥して７℃以下で保存する」と変えると、

いうものでございます。

それから、26ページは原液の部分ですが、ウイルスの培養の温度を、今は「34℃」と

なっているものを「33～37」に変えるということでございます。

それから、27ページにつきましては猫汎白血球減少症ウイルス浮遊液の試験というこ

とで、今まではウイルス含有量試験だけが規定されていたんですが、ウイルス含有量試

験の中に赤血球凝集反応による試験又は蛍光抗体法による試験ということで 「蛍光抗体、

法による試験を」事実上加えたという形になっております。

それから28ページでは、原液の試験のうちの不活化ワクチンウイルス原液の3.4.2.1

無菌試験のところにただし書きを加えております 「ただし、最終バルクについて本試験。

と同様の無菌試験を実施するものは、本試験を実施しなくてもよい」という一文を加え

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 ただいまの説明につきまして御発言をどうぞ。

特にございませんか。

では、これは承認ということにいたしましょう。
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事務局 ありがとうございます。本案につきましては原案どおり薬事分科会に報告させ

ていただきます。

［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

〔水産用医薬品調査会関係〕

【新有効成分含有動物用医薬品 （製造承認事項変更承認）】

①アマリンレンサ 日生研株式会社

○○委員 それでは、これで一応審議事項が終了いたしまして、あとは報告事項という

ことでございます。まず水産用医薬品調査会関係の①アマリンレンサについて、事務局

からお願いします。

事務局 初めに、お配りしました資料８の審議経過票の訂正をお願いします。４の成分

及び分量の「ラクトコッカス・ガルビアエ」を 「ラクトコッカス・ガルビエ」に、表の、

最後、備考の項番号を「９」から「８」に、備考の3.の「薬事法第52条第１項」を「薬

事法第52条第１号」に、それぞれ訂正をお願いします。

アマリンレンサの承認事項変更申請ですが、申請者は日生研株式会社です。これはぶ

りのα溶血性レンサ球菌感染症の予防を目的として既に承認されているホルマリン不活

化ワクチンの対象動物を、ぶり１種から、ぶり及びかんぱちに変更するものです。ぶり

とかんぱちはともにぶり属に分類される魚類で、分類学上及び遺伝学上近縁といわれて

おります。水産用医薬品調査会の審議では、ぶり属魚類の魚種間ではワクチンの反応性

に大きな違いがなく、野外分離株の性状及び免疫原性についても大きな違いはないとさ

れております。ぶり１種から、ぶり及びかんぱちへの効能の変更は、明らかな異質な効

能の変化ではなく、軽微な変更と考えられております。水産用医薬品調査会での審議で

は、概要を整備・訂正することで調査審議を終了しており、新効能動物用医薬品として

当部会には報告するということで差し支えないとされました。なお、再審査期間は、本

医薬品の承認時と同じ平成19年３月27日までとされています。

使用上の注意は別紙のとおりです。後ほど報告します資料９のマリナコンビ－２との

整合性を確保するため 〔使用者に対する注意〕(2) の表の脚注として 「欧米において、 、

人の心内膜炎からの分離例が報告されている（本ワクチンに含まれる全ての細菌は不活

化されており、人に感染することはない 」という記載を追加するよう申請者に指導す）。

ることとします。

アマリンレンサに関する報告は以上です。

○○委員 ただいまの説明につきまして特段の御質問等ございますか。

○○委員 ちょっとお尋ねしたいんですけれども、使用上の注意の〔一般的注意〕の(5)

ですが 「本剤は水温20℃以下では使用しないこと」とありますが、上限はどうなんで、

すか。

事務局 上限については検討されていませんが、通常の海水温であれば効能があると思

われます。

○○委員 これで心配ないですね。20℃といえば加温する場合もあると思うんですが、

かなり上がっても心配ないということですか。通常の場合であれば何度から何度という

ような指示があればより安全だと思うんですが、上限がないということになるとちょっ
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と不安なような気もするんですけれども。

○○委員 これは、承認時の私の記憶なんですけれども、申請者の方でデータを提出し

、た中で、20℃以下の水温になったときには免疫原性が落ちるというデータがあったので

あえて使用上の注意を追加して、季節によって20℃以下に下がるので、そこでは使えな

いよという使用上の注意の設定であって、通常の飼育状況においては問題ないというデ

ータだったと思います。

○○委員 よろしいでしょうか。

○○委員 心配ないというのであればいいんですが。

○○委員 養殖をするときのワクチンを投与するタイミングなんですけれども、経口で

すので、余り大きくなっちゃうと経済的に負担が大きいということで、一般に小さいう

ちにやると思うんですが、その時期は大体夏前なんですね。ですからそんなに水温が上

がらない時期で、どんなに上がっても25℃を超えることはないと思います。ですから、

実際的には余り問題はないと思います。

○○委員 ○○委員が言われたように小さいほどお金が助かるということで、効果が余

り期待できない20℃以下でもやってしまうことを防ぐという。

○○委員 なるほど。ただ、加温してやる場合、つい間違ってかなり高温にしてしまっ

たといった事故がないのかなという心配があったものですから。

○○委員 普通は加温飼育はしませんので、生けすの飼育している魚について使います

ので、大丈夫だと思います。

○○委員 わかりました。

○○委員 よろしいですか。

ほかにございますか。

それでは次へ参りましょうか。

事務局 ありがとうございます。

［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

〔水産用医薬品調査会関係〕

【新効能動物用医薬品 （製造承認）】

②“京都微研 マリナコンビ－２ 株式会社 微生物化学研究所
”

事務局 またお配りしました資料９の審議経過票の訂正をお願いします。備考の２．の

最後の「別表第３の区分：７」を「別表第３の区分：10」に、３．の「薬事法第52条第

１項」を「薬事法第52条第１号」に、それぞれ訂正をお願いします。

“京都微研 マリナコンビ－２の製造承認申請ですが、申請者は株式会社微生物化学
”

研究所です。これはぶり属魚類のα溶血性レンサ球菌感染症及びＪ－Ｏ－３型ビブリオ

病の予防を目的とするホルマリン不活化ワクチンです。本医薬品と同種の細菌を主剤と

するホルマリン不活化ワクチンについては、ぶり属魚類のうちぶり１種を対象動物とし

て平成12年５月31日にピシバッック注 ビブリオ＋レンサとして既に製造承認されてお

ります。水産用医薬品調査会での審議では、概要を整備・訂正することで調査審議を終

了しており、既に承認されている医薬品と生物学的本質、組成、用法及び用量が同等で

あり、効能及び効果についても既に承認されている医薬品がぶりを対象としているのに
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対し、申請されている医薬品はぶり属を対象としているにすぎないことから、同等と判

断され、新効能動物用医薬品として当部会には報告するということで差し支えないとさ

れました。なお、再審査期間は、既に承認されている医薬品と合わせて平成18年５月13

日までとされています。

“京都微研 マリナコンビ－２に関する報告は以上です。
”

○○委員 ただいまの説明につきまして特段の御質問等ございますか。

○○委員 一つお願いいたします。

使用上の注意の〔一般的注意〕の(4) を見ていただきたいと思うんですが 「本剤は、、

、平均魚体重30ｇ～300 ｇ」ということで、30ｇのところにも「ｇ」が書いてありますが

これはない方が一般的な書き方だと思うんですが。

それともう一つ 〔使用者に対する注意〕ということで、(1) のところに「直ちに水道、

水で洗い流すこと」ということで、これだけ見ると水道水でないとまずいのかなとなる

ので、水道水と限定しない書き方の方がいいんじゃないですかね。

事務局 わかりました。では30ｇの「ｇ」を取ることと 「水道水」を「水」と修正する、

よう申請者に指導します。

○○委員 さっきと同じ菌が１個重なっていて、さっきは20℃以下ではうまく効かない

からやめなさいよと指導していて、こっちは20℃以下でもいいんですか。

○○委員 あれは注射ですよね。

○○委員 注射だからいいわけ。

事務局 温度については、最後の方の適用上の注意のところで、水温が14～25℃で使用

することとしております。

○○委員 そうだよね。打ったって、また水に戻すわけだから。わかりました。

○○委員 よろしいですね。

ほかにございますか。

どうもありがとうございました。これは報告でございますので。

［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牛異常産ＡＫ・ＫＢ・ＡＮ混合不活化ワクチン“化血研”

②“京都微研 牛異常産３種混合不活化ワクチン
”

③日生研牛異常産３種混合不活化ワクチン

④オイルバックスＥＤＳ－７６

⑤ＥＤＳ－７６オイルワクチン－Ｃ

⑥ノビリスＥＤＳ

⑦タロバックＥＤＳ

⑧日生研ＥＤＳ不活化オイルワクチン

⑨ドラメクチン、デクトマックス

⑩エクセネル注

⑪フロロコール２００注射液、同１００注射液

○○委員 それでは次に参りましょう。
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今度は(4) 動物用医薬品の再審査でございます。事務局からお願いします。

事務局 それではお手元の事前にお配りしております資料、赤のNo10をご覧いただきた

いと存じます。再審査についてでございますが、９月16日の動物用医薬品再評価調査会

におきまして御審議をいただき、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。いずれについても有効性、安全性に関する評価に基づきまして有用性が認められる

とされたものでございます。

あらかじめ御説明させていただきますと、再審査につきましては、年間平均しますと3

0～40件というような件数になろうかと思われますが、近年、事務が滞っておりまして、

。今年初めの時点で140 件ほど審査中のものがあるという状況になってしまっております

そのため、本年度につきましては再評価調査会を６回開催する予定で、通常ベースに戻

すべく努力をさせていただいておりまして、これもその一環ということでございます。

それから、あらかじめおわびを申し上げます。この審議経過票でございますが、幾つ

か間違いがございまして、その都度訂正させていただきたいと存じます。

それから、使用上の注意につきましては、部会、調査会等でいろいろ御指摘を受けて

おりまして、今、事務局で全般的な見直しをやらせていただいております。特に、使用

上の注意の書き方については私どもから例をお示ししてメーカーさんに書いていただい

ているという点がございまして、例示等も直していかなければいけないところがござい

ますので、今、調整を行っているところでございます。整理できますれば関係調査会あ

るいは当部会の御意見を聞いた上で、こちらから示しておりますひな型を直させていた

だきたいと思っております。そういった関係で、必ずしも今までの御指摘どおりに直っ

ていない部分があるかもしれません。そういったところは御指摘をいただければ、それ

も踏まえて修正をさせていただきたいと考えております。

それから、本日は11品目の再審査について御報告させていただきます。本日につきま

しては全部産業動物用でございます。産業動物用でございますと、当部会で御報告をさ

せていただき、食品安全委員会の意見を聞いた上で最終的に再審査をすることになって

おります。ちょっとお時間がございますので、最終的には先ほど申しました使用上の注

、意の修正もした上で再審査終了という形にさせていただければと考えております。なお

今まで再審査の御報告させていただいたものについては、順次食品安全委員会の意見を

聴かせていただいております。９月にワクチン２品目聞いておりまして、今審査中でご

ざいますが、ほどなくお答えをいただけるものと考えております。重ねて、10月29日に

はワクチンとか抗菌剤、ホルモン剤等を含めて21品目諮問しております。これも順次食

品安全委員会の方で御審議をいただけることになっております。それを踏まえて最終的

に再審査ということになります。

それでは内容を御説明させていただきたいと思います。11品目ございますが、うち８

品目がワクチン、１品目が駆虫剤、２品目が抗菌剤でございます。ワクチンのうち①、

②、③は同じもので、牛の異常産の３混の不活化ワクチンでございます。④から⑧の５

品目も同じもので、鶏の産卵低下症候群の不活化ワクチンでございます。順次御説明を

させていただきたいと思います。

まず１番目でございます。牛異常産ＡＫ・ＫＢ・ＡＮ混合不活化ワクチン“化血研”

でございます。申しわけございませんが再審査期間が間違っておりまして、平成14年３

月７日でございます。６年でございますので、６月になっておりますが、３月でござい

ます。アカバネ病、牛のチュウザン病、それからアイノウイルスによる牛の異常産の予
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防を効能・効果とするワクチンでございます。本ワクチンにつきましては、使用上の注

意の整備を条件として、有用性が認められるということで部会に報告して差し支えない

とされたものでございます。

それから、２件目でございます。ごく簡単に説明させていただきます。同じワクチン

でございますが “京都微研 牛異常産３種混合不活化ワクチンでございます。同じ効、
”

能・効果でございまして、同様に使用上の注意の整備を条件として、有用性が認められ

るとされたものでございます。

３件目でございます。日生研牛異常産３種混合不活化ワクチンでございます。成分・

分量のアイノウイルスの培養細胞のところがちょっと異なっておりますが、基本的に同

じものでございまして、同様に使用上の注意の整備を条件として、有用性が認められる

とされたものでございます。

４件目でございます。オイルバックスＥＤＳ－７６でございます。財団法人 化学及

血清療法研究所から申請されたものでございます。これも再審査の日付が間違っており

ます。平成15年となっておりますが、14年の11月11日でございます。申請期間まで含め

た書き方になっております。申しわけございません。効能・効果といたしましては、鶏

、の産卵低下症候群－1976の予防ということでございます。これが先発品でございまして

これについては有用性が認められるということで、部会に報告して差し支えないという

結論になっております。先発品でございますが、この後、続いて出ておりますので、ち

ょっと再審査期間が短めになっております。

次のものが株式会社微生物化学研究所のＥＤＳ－７６オイルワクチン－Ｃでございま

す。これは再評価調査会の日付が間違っております。９月16日でございます。同様に有

用性が認められるとして報告をさせていただいております。

６件目でございます。ノビリスＥＤＳでございます。これにつきましては、同様に使

用上の注意の整備を条件として、有用性が認められるとされたものでございます。

続きまして７番目でございます。タロバックＥＤＳでございます。これも再審査期間

が間違っております。平成14年11月11日でございます。この製剤については終わりが全

部同じでないとまずうございますので、11月11日でございます。結論は３ページ目にご

ざいます。同様に使用上の注意を整備するということで、有用性が認められるとされた

ものでございます。

８件目でございます。日生研のＥＤＳ不活化オイルワクチンでございます。これも、

申しわけございませんが、再審査期間の日付が12になっておりますが、11月11日でござ

います。同様の効能・効果で、使用上の注意の整備を条件として、有用性が認められる

とされたものでございます。以上がワクチン関係でございます。

９件目でございますが、デクトマックスでございます。ファイザー製薬株式会社から

申請されたものでございます。牛、豚の内部寄生虫、外部寄生虫の駆除を効能・効果と

する駆虫剤でございます。これも、申しわけございませんが、再評価調査会の日付、16

日の間違いでございます。本件につきましても、有効性、安全性に関する評価に基づき

まして有用性が認められるとされたものでございまして、当部会に御報告をさせていた

だいております。

それから、10番目でございますが、エクセネル注でございます。ファルマシア株式会

社から申請されております牛、豚の肺炎を効能・効果とする抗菌剤でございます。同様

に、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いるものでございます。
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最後が11番目、フロロコール１００注射液と２００注射液でございます。１００注射

液は豚に対する胸膜肺炎を効能・効果とするものでございまして、２００が牛の細菌性

肺炎を効能・効果とするものでございます。添付資料のところが誤記で、全部「×」に

なっておりますが、全部「○」の間違いでございます。錯誤で、ここについていないと

いうことで「×」になっておりますが、実際の申請にはついておりますので、全部

「○」ということでお願いしたいと思います。使用上の注意の整備を条件として、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たものでございます。

以上、11件でございます。

○○委員 ただいまの説明につきまして特段の御質問等ございますか。

特にありませんね。

事務局、忙しいのはよくわかりますけれども、単純ミスを重ねないように。ここで訂

正する時間がもったいのうございますので、気をつけてください。

事務局 申しわけありません。以後、気をつけます。

［報告事項]

（５）平成１６年度定期的再評価スクリーニング対象成分の選定について

〔動物用医薬品再評価調査会関係〕

○○委員 それでは、次に(5) でございますね。平成16年度定期的再評価スクリーニン

グ対象成分ということで、事務局、お願いします。

事務局 それでは、本日お配りさせていただきました黒のNo５をご覧いただきたいと存

じます。再評価のスクリーニングの対象成分でございます。年度が大分過ぎた時期に御

報告を申し上げて大変申しわけなく思っておりますが、本年度の再評価のスクリーニン

グ対象成分について御報告をさせていただきたいと存じます。

表紙の一番下の「※」がついているところを見ていただければと思いますが、再評価

でございますが、定期の再評価と臨時の再評価と２本立てで従来やらせていただいてお

ります。定期の再評価、既に承認されている成分、約700 成分ほど現在ございますが、

これについては５年間で一回りするというような形で定期の再評価をさせていただいて

おりましたが、既に二回りいたしました。そういった関係で、今後同じように続けてい

ってもということで年度当初に御説明をさせていただきましたが、再評価調査会で御審

、議いただき、御了解をいただきまして、今後は10年間で一回りするという形で、その分

数を減らしてじっくりやらせていただくことに切り換えさせていただくとともに、新た

な安全性、有効性に関するデータがあった場合には速やかに対応するということで、臨

時のスクリーニングを強化する。本年度から薬事法が改正になりまして、獣医師の副作

、用の報告義務が生じておりますので、そういったものを踏まえて、さらには文献検索等

より精度の高いといいますか、内容の濃いものにアクセスをして臨時のスクリーニング

を強化するということで、定期のスクリーニングは10年間隔にさせていただいておりま

す。

ただ、１）のところに書いてございますが、新規承認で再審査対象外のものは、承認

されてから５年後に定期スクリーニングをする。それから、再審査の対象となっている

ものにつきましては、再審査が終了した後５年後に定期スクリーニングの対象にする。

その後は、２）にございますが、既に承認されている成分と同じ10年ごとにやらせてい
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ただくということで年度当初に再評価調査会で御了解をいただいたものでございます。

これに伴いまして16年度はどういう成分になるかということでございますが、２枚め

くっていただきまして、新規承認されて再審査対象以外のもので５年以内のもの、それ

から再審査が終了してから５年以内のものが該当になります。生物学的製剤として３製

剤、生物学的製剤以外として６製剤、合わせて９製剤が新規承認ないしは再審査が終わ

ってから５年ということで本年度の定期再評価のスクリーニング対象とさせていただき

たいと考えおります。

それから、１枚めくっていただきますと２ページにわたってたくさん書いてございま

すが、これが既に承認されているものということで16年度にやらせていただく予定のも

のでございます。実は、５年から10年にするといたしましたが、いきなり５年から10年

にいたしますと、５年間あいて、その後またどかどかと来るような形になって、非常に

不都合でございますので、16年度につきましては、本来15年度にやるべきものを二手に

分けまして、15年度はその半分をやって、16年度に繰り越させていただいて、本来15年

度にやるべきものの半分を16年度にやる。その後、今まで１年でやっていたものを順次

延ばしていく形で、ですから、当初は10年間隔ではなくて、５年から10年の間で順次間

隔が延びていくような形になるんですが、平成25年に10年間隔で回るような形でやらせ

ていただくということで、16年度につきましては、57成分ございますが、これを定期ス

クリーニングの対象にさせていただくということで、本年度の再評価をやらせていただ

くということで御報告をさせていただいております。以上でございます。

○○委員 ありがとうございました。

御質問等ございますか。

よろしいですね。

それではその次へ参ります。

［報告事項]

（６）動物用医薬品の諮問・承認状況について

○○委員 (6) 動物用医薬品の諮問・承認状況ということでございます。事務局、お願

いします。

事務局 ちょっと間違いがありまして、今お配りしている黒のNo６をご覧いただきたい

と思います。

動物用医薬品の諮問・承認状況ということで、前回の部会から本日までの間に諮問さ

れたもの、承認されたものの御紹介でございます。

諮問状況でございますが、まず生物関係でございます。先ほど御審議していただきま

。したインフルエンザのワクチン３製剤を10月１日付けで諮問させていただいております

２ページにノビリス ＩＡ inac 、それから、インフルエンザ関係の製剤基準、日本脳

炎、猫のワクチンに関しての製剤基準の一部改正、これも10月１日付けで諮問させてい

ただいております。３ページ目になりますが、これもワクチンですが、ファローシュア

プラスＢということでファイザー製薬のものでございます。豚用のワクチンでございま

す。11月５日付けで諮問させていただいております。

４ページは一般薬関係でございますが、まずスリデンの５０と１００。ビルバックジ

ャパン株式会社のものでございますが、ニメスライドを含有する錠剤でございます。10
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月25日付けで諮問させていただいております。それからマストラック。共立製薬のもの

でございますが、ラクトフェリンを含有する乳房内注入剤でございます。11月５日付け

で諮問させていただいております。それからプロフェンダースポット。バイエルメディ

カルのものでございます。これも11月５日付けで諮問させていただいております。

５ページからは承認された状況でございます。まずワクチン関係でございますが “京、

都微研 ポールセーバＩＢ。これは３月２日の本部会で御審議いただき、７月21日に承
”

認されております。それからスワイバックＡＲコンポ２。これにつきましても３月２日

に御審議していただき、７月21日付けで承認となっております。６ページは“京都微

研”キャトルウィン－６でございます。これは６月３日に御審議していただき、９月24

日に承認されております。７ページ目はオイルバックスＳＥＴでございます。これも６

月３日に御審議していただき、９月24日に承認しております。表の中に「諮問年月日」

。とありますが、これは「承認年月日」の誤りでございます。９月24日承認でございます

、続きまして一般約関係、プリッド テイゾー、それからユニプリッドでございますが

これは３月２日に御審議していただき、９月21日に承認されております。

以上でございます。

○○委員 特段の質問等ございますか。

よろしいですね。

［その他]

（７）インゲルバックＰＲＲＳ生ワクチンの再審査期間における有効性確認調査の実施

方法について

○○委員 もう一つありますね。その他。(7) インゲルバックＰＲＲＳ生ワクチンの再

審査期間における有効性確認調査の実施方法について。大変長いタイトルですが、事務

局、お願いします。

事務局 それでは、当日配付資料、黒の２番を御用意ください。インゲルバックＰＲＲ

Ｓ生ワクチンにつきましては、前回の本部会で、今まで子豚でしか使えなかったものを

、母豚にも使えるという効能拡大ということで御審議をしていただいたんですが、その際

まず生物調査会で有効性に関するデータが足りない部分があったので、この部分は承認

後、再審査の中で収集するようにという指示がありまして、本部会におきましてもそう

いうことで承認を可とされたわけですが、その際の試験のやり方について、調査会、申

請者、事務局とできっちり話し合って、その結果を報告するようにという指示を受けて

おります。それにつきまして、先般、動物医薬品検査所と申請者の化血研と話し合いま

して、その結果を10月14日の生物調査会で御報告し、了承されましたので、本日御報告

させていただきます。

１枚めくっていただきますと、横長の三つに区切ってあります表がございます。左側

の「申請書」と書いてある欄は、前回御審議いただいた資料の資料区分12、臨床試験に

なりますが、臨床試験の中に記載してあった試験方法でございます。

真ん中の「再審査方法１」というのは現在化血研が試験を行おうと考えている案でご

ざいますが、左側の「申請書」と真ん中の「再審査方法１」との違いは検体数を増やし

ただけでございます 「申請書」は２農場に対して 「再審査方法１」は３農場になって。 、

おります。ほかの内容については同じものとなっています 「再審査方法１」の試験区の。
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設定におきましては、試験群60頭以上、対照群が60頭以上となっていますが、実際問題

として、同じ農場でワクチン接種群と、それと同数のワクチン未接種群を置くというの

は非常に難しいという実態でございます。そういった農場を確保することは事実上でき

ないということで、ではどうしたらいいかということで、右側に示します「再審査方法

２」という提案が上がっているものでございます。

「再審査方法２」というのは、ワクチン接種前の半年から１年間のデータを対照群の

データとして、同じ群を、その後ワクチンを投与して、それを試験群のデータとして評

価をするというものでございます。真ん中の「再審査方法１」に関しましては、ワクチ

ン接種群と未接種群が同時期に存在するんですが、子豚を里親に出してしまうという理

由から、離乳後の生存率等の子豚の状況等の観察は行わないとなっております。

こういった案で10月14日の生物調査会で御相談させていただきまして 「再審査方法、

１」は現実には難しいだろう、右側の「再審査方法２」の方が現実的かということで、

そちらを採用すると決められたものでございます 「再審査方法２」の方法で進めさせた。

いと考えております。以上でございます。

○○委員 どうぞ。

○○委員 幾つか気になるところがあるんですが、時間がありませんので、一つだけ教

えてください。

対照群は投与する前の期間ですね。そうしましたら、次の評価方法及びその基準のと

ころで、有効性で臨床観察、受胎率とかいろいろありますけれども 「対照群と比較し、

て」となっておりますね。そうするとワクチンを接種する前の受胎率とワクチンを接種

した後の受胎率ということですか。

事務局 そういうことです。

○○委員 そうしますと、もう少し何らかの条件をつけないと適切な対照群との比較は

できないと思います。

「再審査方法１」のところの想定は、先ほど御説明がありましたように同じ施設で投

与群と対照群を置いて、受胎率とかを比較しよう。でも、それは困難だから全部接種し

ました。比較は接種する前と後でしました。接種する前を対照群にしましたということ

ですね。そのときの受胎率を見るというのは非常に難しいんですね。比較としては。か

なり条件を整備しておかないと正しい対照群になり得ないと思うんですが。

○○委員 どうでしょう事務局、ただいまの質問に関して。

そうですね。季節の問題もあるでしょうし、飼養環境が、単純には半年ずれているの

が対照になるかと思いますけどね。

そこら辺のディスカッションはあったんでしょうか。

事務局 調査会ではその点の御議論はなかったと記憶しています。試験としては同時に

試験群と対照群を置いてやれば一番いいんですが、どうしてもそうできないものですか

ら、前後した形でやらざるを得ない。そのデメリットというものは生じざるを得ないだ

ろう、やむを得ないかなと思っているんですが。どう厳密にやっても、そこのギャップ

は埋められないかな、やむを得ないかなと思いますが。

○○委員 もちろん、いろいろな制約条件があると思うんです。ただ、より評価が正し

く、適切にできるような条件は整備しなければいけない。例えば、私たちは実験で牛を

１頭使う。たくさん使いません。１頭使って薬物の前後比で見ようとするとき、季節の

変動が要因になる可能性だってあるし、年齢が要因になる可能性だってあるし、そうい
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った結果に影響を与える要因をすべて明確にしておく。そして正しく評価するという方

法をとらないと、単純に、比べました、こうです、ということでは適切な評価になって

いかない。そういう意味で対照群の設定といいますか、基準を明確にする必要があるだ

ろうという気がします。

意見ということで。

、○○委員 報告ですよね。ですから、ここで議論をすべき中身ではないんです。ですが

、ただいまのような御意見があったことを加味して、最終的には結果が期待できなければ

効率のいい試験をやったつもりで、実はとんでもない遠回りをしてしまったということ

もあり得ると思うんです。

事務局 わかりました。今の御指摘を受けまして、具体的に化血研が試験を設定する際

に、試験の結果に影響を及ぼすであろうという項目をピックアップしまして、影響が生

じないように、時期なり何なりをそろえた形で試験をするように。

○○委員 そこら辺は十分な配慮が必要だと思いますので、よく御相談ください。

事務局 わかりました。

○○委員 ほかにございますか。

よろしいでしょうか。

それでは、ただいまのは報告ということでございますので、そのように事務局、お願

いします。

５．次回日程について

、それでは、やっと最後になりました。かれこれ１時間の時間オーバーでございますが

最後に次回の開催日。

事務局 当日配付資料の７番にカレンダーがありますので、次回の開催日をお決めいた

だきたいと思います。３カ月置きということで、来年の２月ぐらいになるかと思います

が、きょうが水曜日ということもあるんですけれども、２月23日の水曜日あたりはいか

がでございましょうか。

○○委員 来年の話は、日本では鬼が笑うことになっておりますので、とりあえずマー

クしていただいて、事前に出欠のチェックもされるわけですね。先生方、とりあえず２

月23日にマークだけしておいていただけますか。

６．閉 会

○○委員 それでは、大変長くなりましたけれども、本日はとりわけ時局のものがござ

いまして、十分な議論であったかどうか、とにかく重大な問題ですので、是非事務局、

対処方をよろしくお願いしたいと思います。

本日は遅くまでありがとうございました。閉会といたします。


